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平成２４年３月３１日 
中国経済産業局 電子・情報産業担当 



中国地域の製造業の現状と課題 

○中国地域の製造業の現状 

中国地域 ６％ 

人口 

製造品出荷額等（全国比） 

中国地域 ８％ 自動車関連１５．１％ 

電気・情報・電子 
１３．３％ 

鉄鋼 

化学 

石油・石炭 

食料品 

その他 

金属 

一般機械 
８．２％ 

製造品出荷額等の構成比(2007年） 

中国地域は、 
組込みシステム 
に関係が深い 
加工組立型 
産業が集積 

製造品出荷額等の都道府県別順位(上位20位) 

都道府 実 数 順位 構成比 

県 名 (億円) 21年 （%) 

全 国 2,652,590 － 100.0 

愛 知 344,313 1 13.0 

静 岡 150,510 2 5.7 

神奈川 148,684 3 5.6 

大 阪 148,062 4 5.6 

兵 庫 134,230 5 5.1 

千 葉 123,458 6 4.7 

埼 玉 117,748 7 4.4 

茨 城 97,794 8 3.7 

三 重 93,746 9 3.5 

東 京 80,236 10 3.0 

広 島 79,178 11 3.0 

福 岡 77,675 12 2.9 

栃 木 76,797 13 2.9 

群 馬 67,067 14 2.5 

岡 山 66,116 15 2.5 

滋 賀 61,160 16 2.3 

山 口 54,129 17 2.0 

北海道 52,026 18 2.0 

長 野 49,839 19 1.9 

福 島 47,245 20 1.8 

○課題 

１．組込み技術が多様化し、高度化が進展 
２．組込みシステムの信頼性・安全性に対する要請の高まり 
３．自動車分野をはじめとする製造業における機能安全規格への対応 

○解決策 

我が国の国際競争力の源泉である製造業を支える組込み技術の高度化がカギ 
組込みシステムの信頼性・安全性の確保がカギ 
中国地域製造業の品質説明力向上に向けて地域組込み関連企業との連携がカギ 

島根 

広島 

山口 

鳥取 

岡山 



情報収集 

平成22年度 平成23年度 

情報発信・交流促進 

大規模展示会における組込み企業の取組紹介 

組込みシステム
の信頼性・ 
安全性の確保 

組込み技術の
高度化 

課題研究 試作・実証 

高周波電源装置等の
高速処理系小規模組
込みシステムの試作
開発 

半導体製造装置分野等で次世代高周波電源装置として求めら
れるハードリアルタイム性を実現するための高速処理系小規模
組込みシステムの開発検討 

【開発現場の現状】 
 組込み技術の多様化、高度化への対応に向け 
 た開発現場での課題と取組み紹介。 
 

【ネットワークの重要性】 
 特徴ある他地域の取組みを通してネットワーク 
 の重要性の紹介。 

課題研究 

自動車関連分野等で必要となる機能安全に
ついて、組込みシステム設計段階で証明す
る手法（FTA・形式手法など）を導入するため
の支援システム等の開発検討 

試作・実証 

現場で容易に導入・実践できる「設計支援システ
ム」のプロトタイプの試作・実証 

【人材育成の必要性】 
 組込みシステムに対応できる人材育成 
 や人材のスキル管理の必要性を紹介 

製造業・組込み
関連企業の 
連携を促進 

島根 

広島 

山口 

鳥取 

岡山 

中国地域における組込みシステム産業の 
振興に係る取組み 

○取組方針 

中国地域における組込み技術の高度化及び組込みシステムの信頼性・安全性の確保を実現、製造
業・組込み関連企業の連携を促進 



第1回組込みシステム 
 国際競争力強化セミナー2011（報告） 

【日時】平成23年12月8日（木） 15:00-17:00  【場所】TKP広島シティセンター7階A-6会議室（広島駅前） 
【主催】ちゅうごく地域組込みシステムフォーラム（事務局（株)ミウラ）  

アイシン精機株式会社ソフトウェアセンター 主査 鈴村延保氏 

○今や自動車はロボットのようなもの。そして、ネットワーク化により社会とつながっていくこと
で、より自動車関連の組込みソフトが複雑化。 
○組込みソフトの多様化、高度化に対応するため、単独企業による取組みは限界があり、ソフ
トウェアの部品化・共通化や産学官連携が重要になってくる。 
○また、多様化・高度化する自動車の組込みシステムの品質・安全性を確保していくことが更
に重要になる。 
○品質・安全性を確保するためのISO26262（機能安全）への対応などが、企業にとってより
重要になってくる。 

九州地域組込みシステム協議会 幹事会座長 富松篤典氏 

参加数 
52名 

（演題）「九州地域での組込みシステムへの取り組み、これまでの成果と課題、そしてこれから」 

○組込み技術が多様化・高度化する中、組込みシステムの信頼性・安全性に対する要請の高まり、自動車分野をはじめとする製造業におけ
る機能安全規格への対応の一環として、平成23年度よりこれらに関係する有識者や地域のリーダーを講師として招聘しセミナーを開催。 

平成23年12月19日 
電子・情報産業担当 

（演題）「急激に多様化、高度化する組込み技術動向と対応する開発現場の課題と取組み」 

○会費を取らずに、入会しやすくし、多くの人に情報を伝達。 
○関連団体に参加してもらい、協議会は、たくさんの活動をつなぐ場として機能。 
○出会いを目的とした「組込みサミット」を開催。協議会そのものが直接ビジネスをすることはな
いが、会員同志の交流の中からITで住宅のエネルギー消費の最適化に取組む「スマートハウ
ス」（福岡県）などが生まれている。 
○これからの課題と方向性は出口志向。あるテーマを進めるために必要な企業や人がつなが
ることが大切で、そのストーリーを描けるチームづくりが重要。そのためにはブロックを超えた地
域間の連携も大切。 

情報通信業 
３４人（６５％） 

製造業 
６人（１１％） 

教育・研究機関 
３人（６％） 

行政・公的機関 
４人（８％） 

サービス業 
１人（２％） 

その他 
４人（８％） 

参加者要望（アンケート） 

・組込み技術に係る最新動
向や今後の方向性の情報
提供 

・組込み技術の開発ツール
の情報提供 

・各社の取組事例や教育体
制の情報提供 

・組込み技術に係る規格、
標準化に関する情報提供 



組込みシステム 
 国際競争力強化セミナー2012（報告） 

【日時】平成24年3月13日（火） 13：30-17:00  【場所】鯉城会館 5階 サファイア （広島市中区） 
【主催】ちゅうごく地域組込みシステムフォーラム （事務局（株)ミウラ）  

経済産業省 商務情報政策局情報処理振興課 技術係長 野田 直史氏 

○組込みシステム開発の５つの課題・・・①不具合発生の低減②開発コストの低減③外部委託に伴うトラ 

                         ブル④中小企業の技術開発の推進⑤人材の育成。 

 ○ソフトウェア品質監査制度の創設・・・「正しい作法に基づいて作成されているのか」を第三者監査機 

                         関が監査実施する(平成25年度創設予定）。 

 ○品質監査にはツールを活用した検証の普及が不可欠・・・「ツールプラットホーム」を構築する。 

                         一般社団法人「ＴＥＲＡＳ」を中心とし開発中（平成23～25年度） 
○ＩＴ融合新産業創出に向けた経済産業省の取組み 

 ○重点６分野・・・スマートアグリシステム、スマートヘルスケア産業、社会システムに組み込まれるロ 

          ボット、スマートコミュニティ、自動車と交通システム、コンテンツ・クリエーティブビジネス 

 ○政策・・・融合システム産業フォーラム（仮称）創設、ＩＴ融合システムの設計・開発・輸出の支援、事業 

        化リスクマネー供給支援、戦略的な標準化活動促進を行っていく 

一般社団法人ＴＥＲＡＳ  理事 渡辺 政彦氏 

参加数 
59名 

（演題）「ソフトウェア品質監査制度とトレーサビリティについて 
                    ～第三者の検証・妥当性確認による品質説明力の強化 ～」 

○組込みソフトの品質を第三者による立証する必要性が高まる中で、平成25年度に創設予定である、「ソフトウェア品質監査制度」を中心に
経済産業省の政策動向と「ソフトウェア品質監査制度」を支援するソフトウェア開発ツール「ＴＥＲＡＳ］についてのセミナーを実施。 

 
参事官（電子・情報産業担当） 

（演題）「組込みシステム産業の国際競争力強化と組込みシステムの安全・安心に係る政策展開」 

○日本の開発手法に適合したオープンなトレーサビリティ管理プラットホームの開発・提供。 

○「要件管理」「構成管理」「変更管理」それぞれにソフトウェア開発ツールが存在している。 

○ツールプラットホームを提供してソフトウェア開発ツールの連携を図る。 

○最初からグローバルを意識する・・・「機能安全の国際規格への準拠」「海外市場へ展開する」 
○「ＴＥＲＡＳ」はコア部分については無償提供を目指す。 

○個〄のソフトウェア開発ツールと「ＴＥＲＡＳ」との連携はプラグイン化し各自が開発可能。 

○プラグインツールを販売することも可能。 

○各地域のプラグインツールの開発・活用等に係る取組みとTERASの連携強化を図りたい。 

参加者要望（アンケート） 

・品質監査制度と機能安全への
対応に関する情報提供 

・独自の情報入手ルートを作りた
い（親会社に頼らず） 

・組込みシステムの開発手法に関
する情報提供 
・スマートアグリ開発に参画したい。 

・広島での（組込みの）市場性に
ついて知りたい。 
・最新動向を知りたい。 

・組込み業界が分かる資料はな
いか。 

・組込み技術に係る規格、標準化
に関する情報提供 



デモンストレーション
の様子③ 

◆ブース来場者数：６８３人  ◆事後フォロー予定件数：１２２件 
◆成約件数：1件（半導体製造装置関連、売上増：103百万円、新規雇用：7名） 

井辺中国経済産業局長挨拶 テープカットの様子 ブースの様子① 

デモンストレーション
の様子② 

デモンストレーション
の様子① 

プレゼンの様子 

ブースの様子② 突撃インタビューの様
子 

製造業・組込み関連企業の連携を促進 
島根 

広島 

山口 

鳥取 

岡山 

○3日間で約１万8千人のITユーザーやITベンダが来場した「ひろしまIT総合
展2011」において、ちゅうごく地域組込みシステムフォーラムとして出展。 
○組込みビジネス及びRubyビジネスをPRするためのデモンストレーション、
カタログ展示・配布、プレゼン等を実施。 

ひろしまIT総合展2011における販路開拓 
2011年10月26日（水）～28日（金） 



組込み技術の
高度化 

課題研究 先導的試作・実証 

高周波電源装置等の
高速処理系小規模組
込みシステムの試作
開発 

半導体製造装置分野等で次世代高周波電源装置として求めら
れるハードリアルタイム性を実現するための高速処理系小規模
組込みシステムの開発検討 

平成22年度 

組込み技術の高度化 

平成23年度 

先導的試作・実証 

両研究部会で検討された仕様・設計に基づき、ＤＳＰを使った高速処理を可能とする高周波電源装置等への活用
に向けたフィードバック制御処理部を試作開発する。 

課題研究（試作検討委員会） 

高速処理の観点からDSPを活用したハードリアルタイム技術に関する課題解決を検討。 

 【研究テーマ①】マイクロ波回路の研究（基礎知識・設計・製作技術）を通して、ＤＳＰ処理を想定したハードリアルタイム技術を研究する。 
 【研究テーマ②】上記信号をもとに、高速かつ高精度にデータ処理する仕組みをＤＳＰ上で実現する技術を研究する。 

※ハードリアルタイムとは、使える資源（リソース）に限りがある状態で、ジョブの実行が命令された時、その処理を決められた時刻（デッドライン）までに終了するこ
とに着目した制御工学における概念の一つであり、システムに課せられたある処理がデッドライン内に終了しなかった時、システム全体にとって致命的ダメージが
生じる。 

※デジタルシグナルプロセッサ（Digital Signal Processor, DSP）とは、デジタル信号処理に特化したマイクロプロセッサ（コンピュータなどに搭載される、プロセッ
サ（ソフトウェアを動作させるためのハードウェア）を集積回路で実装したもの）であり、一般にリアルタイムコンピューティングで使われる。 

島根 

広島 

山口 

鳥取 

岡山 



「高周波・高電力の計測センサー」に係る組込みシステムの開発 

優秀なソフトウェアとハードウェアが組合せられた組込みシステムを開発することが重要。 

DSP（Digital Signal Processor）を使った組込みソフト

の開発を行い、その開発手法の普及促進を図るべ
く試作開発を実施。 

制御部には組込みシステムを実装したDSPを配置し、

また、大電力から測定用の電力を取り出す方向性
結合器にはものづくり熟練技能を活用することによ
り、ソフトウェアの技術とものづくりの技能を融合さ
せた、ハイブリッド型のシステムを開発した。 

活用分野 

用途が多岐にわたる2.45GHzの超高周波で、かつ100Wの電力を正確に測定できることから、国内

だけでなく、世界中で使用が可能であり、特に、数十兆円の市場規模がある半導体製造分野への
参入が期待できる。 

波及効果 

産学官連携によって組込み技術の経験の尐ない企業でも新たな分野に参入できる可能性がある
ことや、ソフトとハードを融合させたビジネスモデルの構築が重要であることを、地域ITベンダに対

して先行事例発表会を通じて情報共有しており、今後の中国地域の組込み技術の高度化が期待
される。 



ハードリアルタイム・ＤＳＰ研究部会  
            先行事例発表会 

－ 「地域ＩＴベンダによるＤＳＰを活用した試作開発  
      ～2.45GHz帯固体素子マイクロ波電源用電力センサーの試作～ 」 － 
 
○プログラムの製造（コーディング）だけでは付加価値が伴わない。 
○業務の幅を広げていく・・・・組込み分野へ参入を検討。 
○前年度のハードリアルタイム・ＤＳＰ研究部会の成果を踏まえ、今年度は試作器を開発。 
○「知見がない」「時間がない」中での開発。単独開発が困難。 
○中国職業能力大学校の技術的バックアップ、ハードウェア技術の知見を持つ製造メーカーとの連携。 
  試作検討委員会の立上げ 
  第１回検討委員会（11月26日）：試作器の方向性を検討 
  第２回 〃     （12月17日）：試作器の仕様を検討 
  第３回 〃     （3月4日）   ：完成試作器の検証 
○「組込み開発はハードとソフトの両方を見渡す技術が必要」と痛感し、単独での開発の限界を再認識。 
○ハードウェアメーカーとの縦連携、ＩＴベンダー同士（フォーラム会員）の横連携、学識経験者などの後方との連  
 携が大事。 

島根 

広島 

山口 

鳥取 

岡山 

株式会社ミウラ 第2ｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ 執行役員ｶﾝﾊﾟﾆｰ社長 橘高 健二氏 

－ 「2.45GHz帯固体素子マイクロ波電源用電力センサーの試作」 － 
 
○微細加工に使われる、高周波（2.45ＧＨｚ）帯の高電力センサー（100Ｗ級）を作る、ソフト処理を実現。 
○2.45ＧＨｚ帯で低電力（100ｍＷ級）のものは、市販品がある。 
  市販品のない、100Ｗ級へチャレンジする。 
 
○高周波の波形を制御するために、新開発した検出部で出力を 
  検出し、DSPを利用して高速処理で制御する必要がある。 
○出力波形のリアルタイム表示を実現。 
 
○一般にないものを作るので、ＤＳＰソフト開発へ仕様が出せない。 
  ・ハード部分で徹底的に精度を上げ、その後、ソフトで補正する。 
  ・試行錯誤型の開発である。 
○組込み開発は、ソフトだけでは成り立たない。ハードとセットで 
  考えること。 

中国職業能力開発大学校 地域連携支援室室長 生産情報システム技術科教授 平島 隆洋氏 

試作に係る部分 

 
参事官（電子・情報産業担当） 


