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平成 27（2015）年度 第 2 期 事業報告書 
 
1. 法人の概要 

本法人の概要を以下に示します。 
 
1.1 設立年月日 

平成 26（2014）年 12 月 25 日 
 
1.2 定款に定める目的及び事業内容 

当法人は、我が国の基幹産業を支える組込み産業のイノベーション展開ビジョン、また、その源泉となる
組込み技術の開発・普及ロードマップならびに組込み人材ロードマップを示し、また、組込み関連団体間の
連携を強化することによって、中小企業を含む我が国組込み産業の競争力強化とその発展に寄与すると共に、
IoT 等の高度 IT 社会の健全な発展と安全・安心の確保に資することを目的とする。その目的に資するため、
次の事業を行う。 

１ 組込み産業のイノベーション展開ビジョンを策定・提言するための事業 
２ 組込み技術の開発・普及ロードマップならびに組込み人材ロードマップを策定するための事業 
３ 組込み関連団体間の連携を強化するための事業 
４ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

 
1.3 会員の状況 

平成 28（2016）年 3 月 31 日現在 
種別 当期末 前期末 増減 

企業会員 5 5 0 
企業会員（中小企業特例適用） 1 0 1 
団体会員 4 0 4 
学術会員※ 1 0 1 
協力団体 0 0 0 
賛助会員 0 0 0 

計 11 5 6 
※「個人会員」を「学術会員」に改称。 

 
1.4 主たる事務所 

東京都品川区西五反田 2-25-2 飯嶋ビル 5F（株式会社ガイア・システム・ソリューション内） 
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1.5 役員に関する事項 
平成 28（2016）年 3 月 31 日現在 

役職 氏名 常勤・非常勤 会社 
代表理事・理事⾧ 鶴保 征城 非常勤 学校法人･専門学校 HAL 東京 校⾧（工学博士） 
理事・副理事⾧ 風見 一之 非常勤 株式会社ニコン 
理事・副理事⾧ 村山 浩之 非常勤 株式会社デンソー 
理事・事務総⾧ 平出 隆一 非常勤 株式会社ガイア・システム・ソリューション 
理事 ⾧谷川 勝敏 非常勤 イーソル株式会社 
理事 服部 博行 非常勤 株式会社ヴィッツ 
監事 鈴木 章仁 非常勤 株式会社イーエルティ 

 
1.6 職員に関する事項 

平成 27（2015）年 3 月 31 日現在 
役職 氏名 常勤・非常勤 会社 

事務局員 伊藤 克己 非常勤 株式会社ガイア・システム・ソリューション 
事務局員 坪田 牧子 非常勤 株式会社ガイア・システム・ソリューション 

 
1.7 許認可に関する事項 

なし 
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2. 活動報告 
2.1 活動の概要 

設立第 2 期となる平成 27 年度は下記の活動を行いました。 
 
（1）「組込みシステム／ソフトウェア産業に関するアンケート調査」の実施 

組込みソフトウェア産業の実態把握に関する調査が平成 24 年度をもって終了1し、平成 25 年度以降は客
観的・定量的データに基づく業界内の動向把握や分析ができなくなりました。このような状況下で一部の企
業においては資金調達への支障といった事態も生じています。また、組込みソフトウェアが重要な位置づけ
を担う CPS/IoT 時代を迎えつつある中で、基礎情報がないことから課題の把握や産業政策等の立案にも影響
が生じつつあると認識しています。このような状況下で、当協議会では、経済産業省 商務情報政策局 情報
処理振興課に対して、調査の再開に関する要望を行いました。 

この要望を受けて平成 27 年度は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO2）に
より「組み込みシステム及び関連ソフトウェアに関する技術課題の検討3」調査研究事業が実施されることに
なりました。当協議会は、NEDO から株式会社三菱総合研究所4を介してこの調査研究事業の一部としてアン
ケート調査事業を受託しました（図 1）。これにより従前の調査の再開に向けた第一歩を踏み出すことができ
ました。 

本調査事業に対応するため、当協議会内に「組込み調査ワーキンググループ」を設置し、実作業としては、
平成 27 年 11 月から平成 28 年 2 月の約 4 ヶ月間にわたり、展示会・セミナ会場等での配布及び郵送により
約 3,000 部の調査票を配布し、166 件の回答を得て、集計・分析を行いました。この調査結果は、平成 28
年度中に NEDO より調査報告書として公開される予定です。 

また、平成 28 年度も引き続き調査が実施できるよう経済産業省との協議を継続します。 
調査の詳細については、［2.5 事業活動］の項に示します。 

 

 図 1 組込みシステム／ソフトウェア産業に関するアンケート調査の概要 
                                                   
1 経済産業省「組込みソフトウェア産業実態調査」（2003～2010 年度）、独立行政法人情報処理推進機構「ソフトウェ
ア産業の実態把握に関する調査」（2011～2012 年度） 
2 NEDO: New Energy and Industrial Technology Development Organization 
3 http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100090.html 
4 http://www.nedo.go.jp/koubo/EF3_100090.html 
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（2）「ビジョン文書（仮称）」の検討 
平成 26 年度に引き続き、企画運営委員会において当協議会の活動方針及び成果目標の策定に向けた検討

を継続しました。その結果、当協議会では、組込み IoT イノベーション議員連盟5と連携することで、「政・
官・学・産一体の取り組み（A 領域）」と「組込みソフトウェア産業の競争力強化（B 領域）」により「組込
みソフトウェアによる産業の競争力強化（C 領域）」を図り、この「組込みソフトウェアによる産業力強化」
をもたらすことで「産業イノベーション」、ひいては、「社会イノベーション」に資することを狙いとしまし
た（図 2）。 
 

 図 2 組込みイノベーション協議会の取り組み 
 

また、平成 27 年 12 月に組込み IoT イノベーション議員連盟が示した「組込みシステムの新たな展開に向
けた提言」では、＜1＞司令塔機能の実現、＜2＞技術力の強化、＜3＞人材の確保、＜4＞産業の高度化、と
いう 4 つの方向性が示されました。この提言を受けて、当協議会内に「政策提言ワーキンググループ」を設
置し、これら 4 つの方向性に対応した「司令塔（CC:Commanding Committee）」、「技術（TC:Technical 
Committee）」、「人材（HC:Human resources Committee）」、「産業（IC:Industrial Committee）」と、
学術界の知見を取り込むための「アカデミア連携（AL:Academic Liaison）」という 5 つの委員会の設置と、
各委員会の活動内容・成果等についての検討を行いました。この結果については、「中⾧期ビジョン」や「短
中期実行計画」等と併せて「ビジョン文書（仮称）」として平成 28 年度半ばまでにとりまとめを行い、各委
員会が具体の活動に着手する予定です（図 3）。 

なお、（1）に示した調査活動は継続的に実施することで、CC の一部に位置づけ、調査結果を戦略策定の
材料として活用していきます。 
 

                                                   
5 「組込みイノベーション議員連盟」から改称。（平成 27 年 9 月 15 日） 
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 図 3 今後の活動の方向性 
 
（3）その他の活動 

展示会等への参加による広報活動、組込み IoT イノベーション議員連盟に向けた勉強会、組込み IoT イノ
ベーション議員連盟による視察への随行、等を行いました。それぞれ［2.6 広報活動］、［2.7 議連勉強会］、
［2.8 その他の活動］の項に概要を示します。 
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2.2 社員総会 
平成 27（2015）年 6 月 12 日（金） 
会場: 株式会社ニコン 本社（東京都品川区） 
議事: 1. 第 1 号議案 平成 26 年度事業報告 【審議事項】 
 2. 第 2 号議案 平成 26 年度決算報告 【審議事項】 
 3. 第 3 号議案 平成 27 年度事業計画 【審議事項】 
 4. 第 4 号議案 平成 27 年度予算計画 【審議事項】 
 5. 第 5 号議案 会費規程の改定 【審議事項】 
 6. 平成 27 年度中の新規入会企業・団体・個人 【報告事項】 
 
2.3 理事会 
平成 27（2015）年 4 月 28 日（火） 
会場: なし（電子承認 ※日付は事務局からの発信日） 
議事: 1. 一般社団法人スキルマネージメント協会 入会について 【承認事項】 
 2. 一般社団法人スマートシステム検証技術協会 入会について 【承認事項】 
 
平成 27（2015）年 6 月 5 日（金） 
会場: なし（電子承認 ※日付は事務局からの発信日） 
議事: 1. 会津若松市 入会について 【承認事項】 
 
平成 27（2015）年 6 月 10 日（水） 
会場: なし（電子承認 ※日付は事務局からの発信日） 
議事: 1. 平成 26 年度事業報告について 【承認事項】 
 2. 平成 26 年度決算報告について 【承認事項】 
 3. 平成 27 年度事業計画について 【承認事項】 
 4. 平成 27 年度予算について 【承認事項】 
 5. 定款の変更について 【承認事項】 
 6. 会員規程の変更について 【承認事項】 
 
平成 27（2015）年 6 月 23 日（火） 
会場: なし（電子承認 ※日付は事務局からの発信日） 
議事: 1. 一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会 入会について 【承認事項】 
 
平成 27（2015）年 7 月 3 日（金） 
会場: なし（電子承認 ※日付は事務局からの発信日） 
議事: 1. 一般社団法人スキルマネージメント協会での講演資料の公開について 【承認事項】 
 
平成 27（2015）年 9 月 5 日（土） 
会場: なし（電子承認 ※日付は事務局からの発信日） 
議事: 1. 田丸喜一郎氏 入会について 【承認事項】 
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平成 27（2015）年 9 月 11 日（金） 
会場: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 本社（東京都品川区） 
議事: 1. 株式会社チェンジビジョンの入会に際し入会金・年会費を 
   20 万円とする特例の適用について 【審議事項】 
 
平成 27（2015）年 10 月 2 日（金） 
会場: なし（電子承認 ※日付は事務局からの発信日） 
議事: 1. 株式会社チェンジビジョン 入会について 【承認事項】 
 
平成 27（2015）年 11 月 10 日（火） 
会場: なし（電子承認 ※日付は事務局からの発信日） 
議事: 1. 「IoT イニシアティブ 2015」での後援名義の使用について 【承認事項】 
 
平成 27（2015）年 12 月 4 日（金） 
会場: なし（電子承認 ※日付は事務局からの発信日） 
議事: 1. 一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会への入会について 【承認事項】 
 
平成 27（2015）年 12 月 11 日（金） 
会場: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 本社（東京都品川区） 
議事: 1. 鶴保征城理事⾧の「情報化促進貢献個人等表彰」経済産業大臣賞受賞祝賀会への 
   装花について 【審議事項】 
 2. SEC journal44 号記事の執筆について 【審議事項】 
 
平成 28（2016）年 2 月 12 日（金） 
会場: 株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区） 
議事: 1. 「サイバーセキュリティイニシアティブ 2015」での後援名義の使用について 【承認事項】 
 
平成 28（2016）年 3 月 1 日（火） 
会場: なし（電子承認 ※日付は事務局からの発信日） 
議事: 1. 株式会社 OTSL 入会について 【承認事項】 
 
平成 28（2016）年 3 月 11 日（金） 
会場: 株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区） 
議事: 1. 株式会社 OTSL の入会を 4 月とする件について 【承認事項】 
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2.4 企画運営委員会 
下記の日程にて企画運営委員会を開催しました。 

平成 27（2015）年 4 月 8 日（金） 
会場: 株式会社ニコン 本社（東京都品川区） 
 
平成 27（2015）年 4 月 17 日（金） 
会場: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 本社（東京都品川区） 
 
平成 27（2015）年 5 月 8 日（金） 
会場: イーソル株式会社 本社（東京都中野区）、株式会社デンソー 本社（愛知県刈谷市） 
 
平成 27（2015）年 5 月 22 日（金） 
会場: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 本社（東京都品川区） 
 
平成 27（2015）年 5 月 27 日（水） 
会場: 株式会社ニコン 本社（東京都品川区） 
 
平成 27（2015）年 6 月 12 日（金） ※社員総会・理事会兼 
会場: 株式会社ニコン 本社（東京都品川区） 
 
平成 27（2015）年 6 月 26 日（金） 
会場: 株式会社ニコン 本社（東京都品川区） 
 
平成 27（2015）年 7 月 10 日（金） 
会場: 株式会社ニコン 本社（東京都品川区） 
 
平成 27（2015）年 7 月 22 日（水） 
会場: 衆議院第一議員会館（東京都千代田区） 
 
平成 27（2015）年 8 月 21 日（金） 
会場: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 本社（東京都品川区） 
 
平成 27（2015）年 9 月 11 日（金） ※理事会兼 
会場: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 本社（東京都品川区） 
 
平成 27（2015）年 10 月 9 日（金） 
会場: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 本社（東京都品川区） 
 
平成 27（2015）年 11 月 13 日（金） 
会場: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 本社（東京都品川区） 
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平成 27（2015）年 12 月 11 日（金） ※理事会兼 
会場: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 本社（東京都品川区） 
 
平成 28（2016）年 1 月 15 日（金） 
会場: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 本社（東京都品川区） 
 
平成 28（2016）年 2 月 12 日（金） 
会場: 株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区） 
 
平成 28（2016）年 3 月 11 日（金） ※理事会兼 
会場: 株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区） 
 
2.5 事業活動 
「組込みシステム／ソフトウェア産業に関するアンケート調査」 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）より株式会社三菱総合研究所を介して
「組み込みシステム及び関連ソフトウェアに関する技術課題の検討」調査研究事業の一部としてアンケート
調査事業を受託しました。 
期間: 平成 27（2015）年 11 月～平成 28（2016）年 3 月末 
作業内容: 調査票の設計、調査票の配布・回収、集計・分析 
金額: 4,999,320 円（消費税含む） 
配布数: 約 3,000 部 
回収数: 166 件 
配布方法: 
 1. 下記展示会・セミナ会場等での配布 
   ・組込み総合技術展／IoT 総合技術展 2015（2015/11/18～20） 
   ・IoT イニシアティブ 2015（2015/12/4） 
   ・TRON シンポジウム 2015（2015/12/9） 
   ・IoT セキュリティウィーク in 沖縄（2015/12/15～17） 
 2. 関連団体等の名簿を利用しての郵送 
   ・一般社団法人組込みシステム技術協会 会員企業 
   ・一般社団法人スキルマネージメント協会 会員企業 
   ・一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会 会員企業 
   ・一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会 会員企業 
   ・TRON フォーラム 会員企業 
   ・戦略的基盤技術高度化支援事業 採択企業 
   ・IoT 推進コンソーシアム 会員企業 
   ・YRP 研究開発推進協会 会員企業 
   ・組込み総合技術展／IoT 総合技術展 2015 セミナ講師 所属企業 
   ・第 18 回 組込みシステム開発技術展 セミナ講師 所属企業 
   ・過年度組込みソフトウェア産業実態調査 回答実績企業 等 
 



 

- 10 - 

2.6 広報活動 
主催者、会員企業等の協力により展示会への出展と、活動紹介記事の執筆、セミナへの後援等を通じて広

報活動を行いました。 
 
平成 27（2015）年 5 月 13 日（水）～5 月 15 日（金） 
第 18 回 組込みシステム開発技術展（ESEC） 出展 
主催: リードエグジビションジャパン株式会社 
会場: 東京ビッグサイト（東京都江東区） 

株式会社ガイア・システム・ソリューションの出展ブースの一部に当協議会のパネル及びパンフレットを
設置し広報活動を行いました。 
協力: 株式会社ガイア・システム・ソリューション 
 
平成 27（2015）年 11 月 18 日（水）～11 月 20 日（金） 
組込み総合技術展／IoT 総合技術展 2015 出展 
主催: 一般社団法人組込みシステム技術協会 
会場: パシフィコ横浜（神奈川県横浜市） 

一般社団法人組込みシステム技術協会の協力により、会場内にブースを設けて来場者及び IPA セミナの受
講者に「組込みシステム／ソフトウェア産業に関するアンケート調査」調査票の配布を行うとともに、当協
議会のパネル及びパンフレットを設置し広報活動を行いました。 
協力: 一般社団法人組込みシステム技術協会、独立行政法人情報処理推進機構 
 
平成 28（2016）年 3 月 1 日（火） ※発行日 
SEC journal 44 号（独立行政法人情報処理推進機構 刊行、季刊） 

関連団体活動として当協議会の記事を執筆しました。また、当該号には河村建夫組込み IoT イノベーショ
ン議員連盟会⾧による「組込みシステムの新たな展開に向けた提言」と題した政策提言も掲載されました。 
 
平成 27（2015）年 12 月 4 日（金） 
IoT イニシアティブ 2015 後援 
主催: IT Forum & Roundtable 事務局（株式会社経済産業新報社／株式会社ジェイスピン） 
共催: 独立行政法人情報処理推進機構 
会場: 泉ガーデンギャラリー（東京都港区） 

セミナ当日は、河村建夫組込み IoT イノベーション議員連盟会⾧より「これからの組込みシステム関連産
業のあり方」と題して政策提言の方向性に関するご講演がありました。 
 
平成 27（2015）年 3 月 16 日（水） 
サイバーセキュリティイニシアティブ 2016 後援 
主催: IT Forum & Roundtable 事務局（株式会社経済産業新報社／株式会社ジェイスピン） 
共催: 独立行政法人情報処理推進機構 
会場: 品川インターシティホール（東京都品川区） 
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2.7 議連勉強会 
下記の日程にて組込み IoT イノベーション議員連盟への勉強会を行いました。この勉強会は不定期に今後

も継続していきます。 
 
平成 27（2015）年 6 月 24 日（水） 
・組込みシステムによる産業イノベーションに向けて ～日本の製造業の危機感の共有～ 
  講師:平出理事、⾧谷川理事 
 
平成 27（2015）年 7 月 15 日（水） 
・組込み IoT システムが創る世界に向けて 
  講師:風見理事 
 
平成 27（2015）年 7 月 22 日（水） 
・先進国型イノベーションをソフトウェアが先導する時代の到来 
  ～IoT や IoH の時代に日本のものづくりをどう方向性付けるか～ 
  講師:東京大学 政策ビジョン研究センター 小川 紘一 様 
 
平成 27（2015）年 9 月 15 日（火） 
・IEC における国際標準化活動 
  講師:国際電気標準会議（IEC）会⾧／パナソニック 顧問 野村 淳二 様 
 
平成 27（2015）年 9 月 24 日（木） 
・領域を横断する組込みイノベーションの実現に向けて 
  講師:村山理事 
 
平成 28（2016）年 3 月 7 日（月） 
・組込み IoT イノベーション議員連盟提言について今後の取組み 
  講師:経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課⾧ 渡邊 昇治 様 
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2.8 その他の活動 
組込み IoT イノベーション議員連盟による関連諸機関等の視察への同行、行政機関、業界団体等との意見

交換等を行いました。これらの活動も今後も継続していきます。 
 
平成 27（2015）年 5 月 13 日（水） 
第 18 回 組込みシステム開発技術展（ESEC） 視察 
会場: 東京ビッグサイト（東京都江東区） 

組込み IoT イノベーション議員連盟所属議員の皆様が ESEC 会場内を視察され、当協議会理事が随行説明
を行いました。また、視察終了後、レセプションパーティに参加され河村会⾧よりご挨拶をいただきました。 
参加者: 議連 河村建夫会⾧、鶴保庸介幹事⾧、宮内秀樹事務局⾧ 他 
協力: 株式会社ガイア・システム・ソリューション、イーソル株式会社、株式会社ヴィッツ 他 
 
平成 28（2016）年 3 月 10 日（木） 
独立行政法人情報処理推進機構 視察 
会場: 独立行政法人情報処理推進機構（東京都文京区） 

組込み IoT イノベーション議員連盟所属議員の皆様が独立行政法人情報処理推進機構を視察され、当協議
会理事⾧が随行しました。 
参加者: 議連 鶴保庸介幹事⾧、穴見陽一議員、神山佐市議員、宮内秀樹事務所上原秘書 
 経済産業省 安藤久佳 商務情報政策局⾧、渡邊昇治 情報処理振興課⾧ 
 
平成 28（2016）年 3 月 2 日（水） 
独立行政法人情報処理推進機構 富田達夫理事⾧、川浦立志理事との意見交換 
会場: 独立行政法人情報処理推進機構（東京都文京区） 

富田新理事⾧、川浦新理事を表敬訪問し、今後の連携等に関して意見交換を行いました。 
 
 

以上 
 




