第 1 号議案
平成 28（2016）年度 事業報告書（案）

平成 28（2016）年度 第 3 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 29（2017）年 3 月 31 日現在
種別

当期末

前期末

増減

企業会員

6

5

1

企業会員（中小企業特例適用）

1

1

0

団体会員

4

4

0

学術会員

3

1

2

協力団体

0

0

0

賛助会員

0

0

0

14

11

3

計

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 29（2017）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

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

勝敏

1.6 職員に関する事項
平成 29（2017）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

-2-

2. 活動報告
2.1 活動の概要
設立第 3 期となる平成 28 年度は下記の活動を行いました。
（1）
「組込みソフトウェア産業の動向把握等に関する調査」におけるアンケート調査の実施
平成 27 年度に、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO1）が実施した「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2」調査研究事業に続いて、平成 28 年度は独立行
政法人情報処理推進機構（IPA3）より「組込みソフトウェア産業の動向把握等に関する調査4」事業が実施さ
れることになりました。当協議会は、IPA から株式会社三菱総合研究所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）。調査の実施主体は異なりますが、平成 27 年度に続いて 2
年連続で組込みソフトウェア産業に関する動向把握のための調査を行うことができました。
本調査事業の実作業としては、平成 28 年 11 月から平成 29 年 2 月の約 4 ヶ月間にわたり、調査票の配布・
回収・集計・分析を行い、アンケート調査に関する報告書としてとりまとめを行いました。調査票の配布に
関しては、展示会・セミナ会場等での手渡しと、組込みシステム／ソフトウェア産業に関連した団体等の会
員リスト等を参照しての郵送により紙の調査票を約 2,000 部配布、そして、新たな取り組みとして、IPA の
Web サイトを通じて電子版（Microsoft Word 形式、Microsoft Excel 形式、PDF 形式）の調査票の配布を行
いました（約 1,200 ダウンロード）。紙の調査票は 122 件の回収が、電子版の調査票は 60 件の回収がそれ
ぞれあり、合計で 182 件の回答を得るという結果になりました。この調査結果は、平成 28 年度中に IPA よ
り調査報告書として公開される予定です。
また、平成 29 年度も引き続き調査が実施できるよう経済産業省及び IPA 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

「組込みソフトウェア産業の動向把握等に関する調査」の概要

1

NEDO: New Energy and Industrial Technology Development Organization

2

http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100090.html

3

IPA：Information-technology Promotion Agency, Japan

4

http://www.ipa.go.jp/about/kobo/tender-20161014.html
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（2）
「EI 協議会ビジョン文書（仮称）」のとりまとめ
当協議会では、組込み IoT イノベーション議員連盟と連携することで、
「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ています（図 2 参照）
。

図2

組込みイノベーション協議会の取り組み

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、平成 27 年度に引き続き、企画運営委員会において「EI 協
議会ビジョン文書（仮称）」の執筆・とりまとめを行いました。
この「EI 協議会ビジョン文書（仮称）」において、技術・人材・産業の各領域の強化について、図 3～5 に
示す提言を示唆しました。
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図3

技術の強化

図4

人材の強化
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図5

産業の強化

また、司令塔機能を含む当協議会の活動領域を図 6 のように整理しました。

図6

当協議会の活動領域

この「EI 協議会ビジョン文書（仮称）」の配布・利活用等については平成 29 年度も継続して検討を行いま
す。
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（3）その他の活動
展示会等への参加による広報、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の活動を行いました。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
下記の日程にて定例社員総会を開催しました。
平成 28（2016）年 6 月 10 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. 第 1 号議案

平成 27 年度事業報告

【審議事項】

2. 第 2 号議案

平成 27 年度決算報告

【審議事項】

3. 第 3 号議案

平成 28 年度事業計画

【審議事項】

4. 第 4 号議案

平成 28 年度予算計画

【審議事項】

5. 第 5 号議案

役員選任

【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
下記の日程にて理事会を開催しました。
平成 28（2016）年 4 月 12 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. 谷川民生氏 入会について

【承認事項】

平成 28（2016）年 5 月 9 日（月）
会場：

なし（電子承認

※日付は事務局からの発信日）

議事：

1. 徳田昭雄氏 入会について

【承認事項】

平成 28（2016）年 5 月 27 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. 一般社団法人組込みシステム技術協会への入会について

【承認事項】

2. 一般社団法人スキルマネージメント協会主催
「第 7 回 SMA オープンセミナー」での後援名義の使用について

【承認事項】

平成 28（2016）年 6 月 10 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. 平成 27 年度事業報告について

【承認事項】

2. 平成 27 年度決算報告について

【承認事項】

3. 平成 28 年度事業計画について

【承認事項】

4. 平成 28 年度予算について

【承認事項】

5. 役員選任について

【承認事項】

平成 28（2016）年 7 月 14 日（木）
会場：

なし（電子承認

※日付は事務局からの発信日）

議事：

1. 鶴保庸介 議連幹事長への参議院議員選挙当選祝いのお花贈呈について
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【承認事項】

平成 28（2016）年 8 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. 株式会社経済産業新報株式会社主催
「セキュリティビジョン 2016」での後援名義の使用について

【承認事項】

2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構・独立行政法人情報処理推進機構共催
「第 14 回クリティカルソフトウェアワークショップ」での後援名義の使用について
【承認事項】
平成 28（2016）年 10 月 1 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. 「EI 協議会ビジョン文書（仮称）
」の一般社団法人組込みシステム技術協会への
開示について

【承認事項】

平成 28（2016）年 12 月 12 日（月）
会場：

なし（電子承認

※日付は事務局からの発信日）

議事：

1. IPA 公募委託事業「組込みソフトウェア産業の動向把握等に関する調査」における
実作業の株式会社ガイア・システム・ソリューションへの委託について

【承認事項】

平成 29（2017）年 3 月 27 日（月）
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主催
「第 8 回 SMA オープンセミナー」での後援名義の使用について

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 28（2016）年 4 月 8 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 5 月 20 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 6 月 10 日（金）
会場：

※社員総会・理事会兼

株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区）

平成 28（2016）年 7 月 15 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 8 月 5 日（金）
会場：

株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区）
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【承認事項】

平成 28（2016）年 9 月 9 日（金）
会場：

※理事会兼

株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区）

平成 28（2016）年 10 月 14 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 11 月 11 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 12 月 9 日（金）
会場：

※理事会兼

株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区）

平成 29（2017）年 1 月 13 日（金）
会場：

株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区）

平成 29（2017）年 2 月 10 日（金）
会場：

株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区）

平成 29（2017）年 3 月 10 日（金）
会場：

※理事会兼

株式会社デンソー 東京支社（東京都中央区）

2.5 事業活動
「組込みソフトウェア産業の動向把握等に関する調査」アンケート調査
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）より株式会社三菱総合研究所を介して「組込みソフトウェア産業の
動向把握等に関する調査」委託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 28（2016）年 11 月～平成 29（2017）年 2 月末

作業内容： 調査票の設計、調査票の配布・回収、回答の集計・分析、調査報告書作成
金額：

8,990,309 円（消費税含む）

配布数：

約 2,000 部（紙の調査票）、約 1,200 ダウンロード（電子調査票）

回収数：

182 件（紙：122 件、電子：60 件）

配布方法：
1. 展示会・セミナ会場等での配布
組込み総合技術展（Embedded Technology） 2016／IoT 総合技術展（IoT Technology）2016
主催：一般社団法人組込みシステム技術協会（JASA）
会期：2016 年 11 月 16 日（水）～18 日（金）
会場：パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）
DEOS チュートリアル＆シンポジウム
主催：一般社団法人ディペンダビリティ技術推進協会
会期：2016 年 11 月 30 日（水）
会場：日本大学 理工学部 駿河台キャンパス 1 号館（東京都千代田区）
第 1 回 STAMP ワークショップ in Japan
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主催：IPA、有人宇宙システム株式会社（JAMSS）他
会期：2016 年 12 月 5 日（月）～7 日（水）
会場：九州大学稲盛財団記念館、九州大学西新プラザ（福岡県福岡市）
第 4 回 自動車機能安全カンファレンス
主催：株式会社インプレス（調査票配布窓口は IPA）
会期：2016 年 12 月 6 日（火）～7 日（水）
会場：ウインクあいち（愛知県名古屋市）
第 14 回 クリティカルソフトウェアワークショップ（WOCS）
主催：国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）
、IPA
会期：2016 年 12 月 12 日（月）
・13 日（火）
会場：ソラシティカンファレンスセンター（東京都千代田区）
2. 関連団体等の会員名簿を利用しての郵送、または、電子調査票での回答を依頼
各種展示会出展企業
・組込み総合技術展 関西 2016／IoT 総合技術展 関西 2016
・組込みシステム開発技術展 2016
推進コンソーシアム／IoT 推進ラボ会員企業
戦略的基盤技術高度化支援（サポイン）事業採択企業
研究開発機能連携推進会議（HIRP）
一般社団法人 IT 検証産業協会（IVIA）
一般社団法人組込みシステム技術協会（JASA）
一般社団法人組込みスキルマネージメント協会（SMA）
一般社団法人組込みイノベーション協議会（EI）
一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会（CCDS）
一般社団法人 JASPAR
九州組込みソフトウェアコンソーシアム（QUEST）
組込みシステム産業振興機構（ESIP）
北海道 IT 推進協会
-JP コンソーシアム 北海道支部（EMS-JP）
コンソーシアム（HEPT）
宮城県情報産業サービス協会（MISA）
特定非営利活動法人 TOPPERS プロジェクト
特定非営利活動法人人間中心設計推進機構（HCD-Net）
・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
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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を行いました。また、関連団体等の主催するセミナへの
後援等を通じて広報活動を行いました。
平成 28（2016）年 6 月 28 日（火）
第 7 回 SMA オープンセミナー 後援
主催：

一般社団法人スキルマネージメント協会

会場：

ちよだプラットフォームスクウェア（東京都千代田区）

一般社団法人スキルマネージメント協会のご厚意により、当協議会の活動紹介を講演いたしました。
演題：

「組込みイノベーションの実現に向けて」

講師：

（一社）組込みイノベーション協議会／株式会社デンソー

豊島 真澄

平成 28（2016）年 7 月 7 日（木）～8 日（金）
組込み総合技術展／IoT 総合技術展 関西 2016 出展
主催：

一般社団法人組込みシステム技術協会

会場：

グランフロント大阪 コングレコンベンションセンター（大阪府大阪市）

独立行政法人情報処理推進機構のご協力により、展示ブースの一角にてパネル展示及びパンフレット配布
による広報活動を行いました。
協力：

独立行政法人情報処理推進機構

平成 28（2016）年 9 月 6 日（火）
：東京会場・9 日（金）：名古屋会場
セキュリティビジョン 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）

会場：

アキバプラザ アキバホール（東京都千代田区）
デザインホール（愛知県名古屋市）

平成 28（2016）年 11 月 16 日（水）～18 日（金）
組込み総合技術展／IoT 総合技術展 2016 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ご協力により、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「組込みソフトウェア産業の動向把握等に関する調査」アンケート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 12 月 12 日（月）～13 日（火）
第 14 回クリティカルソフトウェアワークショップ 後援
主催：

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報処理推進機構

会場：

ソラシティカンファレンスセンター（東京都千代田区）
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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 28（2016）年 4 月 8 日（金）
・組込みシステム産業の競争力強化に向けた
欧州のオープンイノベーション政策：日本産業技術政策への含意
講師：立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター長

経営学部 教授

徳田 昭雄

様

平成 28（2016）年 4 月 22 日（金）
・デジタルエコノミーの幕開け ～ IoT/BigData がもたらす市場の変革
講師：株式会社インテック プリンシパル
／大阪大学 サイバーメディアセンター 招聘准教授

中川 郁夫

様

平成 28（2016）年 5 月 18 日（水）
・IoT・ビッグデータ・AI による社会変革
講師：株式会社経営共創基盤 代表取締役 CEO

冨山 和彦

様

平成 29（2017）年 3 月 7 日（火）
・中東のソフトウェア産業立国 イスラエル
講師：理事・事務総長

平出 隆一

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 28（2016）年 4 月 4 日（月）
国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT5）視察
会場：

NICT 本部（東京都小金井市）

組込み IoT イノベーション議員連盟所属議員の皆様が NICT を視察され、当協議会理事が随行しました。
参加者： 議連 鶴保庸介幹事長、宮内秀樹事務局長 他
平成 28（2016）年 8 月 30 日（火）
第 2 回 組込みシステム司令塔会議 出席
会場：

経済産業省 別館（東京都千代田区）

出席：

内閣府、総務省、文部科学省、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）、
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）
、
一般社団法人 組込みシステム技術協会（JASA）

5

NICT：National Institute of Information and Communications Technology
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平成 29（2017）年 3 月 6 日（月）
第 3 回 組込みシステム司令塔会議 出席
会場：

経済産業省 別館（東京都千代田区）

出席：

内閣府、総務省、文部科学省、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）、
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）
、
一般社団法人 組込みシステム技術協会（JASA）

以上
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