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はじめに 

このドキュメントは、組込みソフトウェア開発に関するホワイトペーパーです。 

日本の組込みソフトウェア開発の状況と問題を概観し、マイクロソフトの製品、技術の利用ポ

イントについて解説します。 

ソフトウェアという言葉を聞いた時、パソコンやスマートフォン、サーバーで動作する制御プ

ログラムを思い浮かべる読者は多いことでしょう。組込みソフトウェアは、OA機器や POS 端

末、医療機器、家電、自動車、ロボット、FA 機器など、何らかの装置の中に組み込まれた制御

プログラムです。読者の身の回りにある電気を消費するほとんどの製品・装置にはコンピュー

タが組込まれており、製品・装置を正しく動作させるために動いています。組込みソフトウェ

アは、皆さんの日々の生活を支える重要な要素です。 

2009 年度経産省の組込みシステム産業実態調査によれば、日本の国内総生産に対する組込みシ

ステム産業規模は 13.5%を占める一大産業であり、製造業大国である日本では約 26 万人の組込

みソフトウェア技術者が開発に従事しています。日本の産業競争力強化の観点からも組込みソ

フトウェア産業強化は非常に重要であるといえるでしょう。 

一般的な IT系のソフトウェア開発と組込みソフトウェア開発の違いは、 

 ソフトウェアの機能・品質は製品を通じてユーザーに利用される 

 ハードウェア、OS、言語、ミドルウェアの標準化が一般の IT に比べて途上状態 

の２点です。 

装置の中で動いている組込みソフトウェアの場合、パソコンのアプリケーションとは異なり、

装置のハードウェアや各種駆動装置を通じてユーザーに価値を提供します。組込みソフトウェ

ア開発においては、一般的なソフトウェア開発に必要な工程に加えて、ハードウェア開発や製

品開発全体と連携した開発工程が必要です。 

2004 年度から続く経済産業省による組込みソフトウェア産業実態調査報告書では、AV 機器、

家電機器をはじめとして、14 種類（詳細に数えると 20種類）の事業ドメインに分類されてい

ます。それぞれの事業ドメインに属する製品ごとに製品特性は全く異なり、同じ事業ドメイン
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に属する諸製品でも、更には一つの製品の中においてさえ、複数の異なる CPU、ハードウェ

ア、OS、プログラミング言語、ミドルウェアが採用されているケースも多く見受けられます。

ほぼデファクトが確立しているパソコンや、スマートフォン、サーバー系のソフトウェアの世

界とは大きく異なります。 

経済産業省「組込みソフトウェア産業実態調査報告書」によれば、組込みソフトウェア開発で

の主な課題は 

 設計品質の向上 

 開発期間の短縮 

 生産性の向上 

 開発コストの削減 

が挙げられています。近年の自動車のリコールや家電の品質事故への対応でもわかる通り、一

般的なソフトウェアの場合より、組込みソフトウェアは、リリース後の障害対応はより多くの

金額がかかる傾向にあります（2012 年度ソフトウェア産業実態調査 P230）。組込みソフトウ

ェアでは、リリースまでにバグを残さないことがとても重要です。また、近年のグローバル競

争激化に伴い、競合力のある製品をより早く、低いコストで提供することの重要度が増してい

ます。更には、ネットワークインフラの普及やクラウド技術の実用化に伴い、様々な”モノ”が

ネットワークを介してつながり有機的に連携する、Internet Of Things の波も来ています。

Internet Of Things時代においては、製品単体の仕様・品質を作りこむだけでは不十分であり、

様々なサービス、製品との連携における多彩なシナリオにおいても適切に動作することが求め

られます。 

これら組込み製品開発を取り巻く環境は、(実は全く目新しくない）品質の向上、短期開発、生

産性、開発コスト削減といった昔からの課題をより困難にしているといえるでしょう。 

 

以上を踏まえ、このホワイトペーパーでは、昨今話題になっている Internet of Things 時代の組

込み機器のソフトウェア開発にフォーカスをあて、主に IT システムの観点から見たアーキテク

チャと、マイクロソフトが提供する製品や技術の適用方法を最初に解説し、次に、品質向上、
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短期開発、生産性向上、開発コスト削減という 4つの課題を解決していくためのポイントを解

説していきます。 

第一部 マイクロソフトの組込み向け製品・

技術 

モダンな ITシステム、及び、そのアーキテクチャ 

「ビジネスアプリケーション向け.NET テクノロジガイド」で紹介されている、最近の IT シス

テムのアーキテクチャを図に示します。 

 

最近の一般的な ITアーキテクチャでは、ネットワーク上のサービスバスを介して、PC やスマ

ートフォン、タブレット、ネットワークサービスが連携します。構成要素をつなぐためのネッ

トワークは基盤として整備が進み、構成要素がデータ交換するためのプロトコルもデファクト

化が進んでいます。認証やデータベース、ホスティングなど基盤サービスも安定して利用な可

能なものが多数提供され、日常生活でもビジネスにおいても日々活用されています。組込み機

器を、ネットワークサービスや別の組込み機器と連携させるのに、“既に使える IT 基盤”をその

まま活用するというアイデアは自然であり、特に特段の理由が無い限りは特殊なプロトコルや

サービスを、新たにコストをかけて開発して、接続の幅を狭めるよりも、デファクトスタンダ
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ードを活用し、連携可能なサービスや機器を増やし、その組込み機器の利用可能なシナリオを

最大化することを考えるべきでしょう。 

マイクロソフトは、PCやタブレット、スマートフォン、Web アプリ、クラウドサービスを開

発するための開発基盤だけでなく、IT の開発基盤と同じスキルセットで組込みソフトウェアを

開発できる、組込み機器向けの OS やファームウェア、ミドルウェアを提供しています。組込

み機器向けの OS やアプリ開発も、統合開発環境である Visual Studio で開発可能です。 

前述の通り、組込み機器の種類は多くそれぞれの種類ごとに特徴があり、抱えている課題も異

なるのですが、ここでは組込み機器を、実行に必要なハードウェアリソースの規模と、ハード

ウェアのカスタム性でざっくり分類し、利用可能なマイクロソフトの組込み向け OS、ファーム

ウェア、ミドルウェアを紹介します。 

 

Windows Embedded 8 

中規模以上のハードウェアリソースで動作する組込み機器で利用可能な３つの OS（Windows 

8.1 Embedded Pro、Windows 8.1 Embedded Industry、Windows 8 Embedded Standard）は、

POS 端末、FA機器、医療機器、ゲーム機器、デジタルサイネージなど、高い計算処理能力やリ

ッチなグラフィカルユーザーインターフェイスが必要な機器で利用できます。普通のWindows 

PCで動作するアプリがそのまま動き、Windows PC に接続可能な豊富な周辺機器との連携も可

能です。制御アプリケーションは、Win32/COM、MFC、ATL、.NET Framework、Windows 
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Runtime APIといった、通常のWindows PC と同じミドルウェアを使っての開発が可能です。

特にWindows 8 から導入されたWindows Runtime API のライブラリ群は、中間コードで動

く.NET Framework とは異なり、Nativeで実装された COM コンポーネントで構成されていま

す。コンパクトで高速に動くライブラリは組込み制御システム向きともいえるでしょう。ま

た、Windows Runtime API 上では、C#や Visual Basic、C++、JavaScriptでのソフトウェア開発

が可能であり、用途や開発者のスキルセットに合わせて開発言語を選択できます。 

独自の周辺機器を組込み機器に接続・制御するためのデバイスドライバーも通常の PC のデバ

イスドライバーと同じ開発環境での開発が可能です。Visual Studio 2012からは、Windows 

Driver Kitをインストールすることにより、デバイスドライバーも Visual Studio での開発が可

能になりました。 

また、このクラスの専用機器は、普通のWindows PCと同様に、Active Directoryや System 

Center などが利用でき、セキュリティの確保や機器管理が可能で、エンタープライズシステム

への統合が容易にできます。POS 端末や業務専用端末、FA機器や医療機器など、セキュリティ

が重視される社内システムとの連携が必要な組込み機器に適しています。 

カスタムハードウェアを使用する用途限定の組込み機器では、普通のWindows PCで提供され

る全ての機能は必要ありません。このケースでは、組み込む機能を選択して個別の用途向けに

OS をカスタマイズできるWindows Embedded Standardが適しています。 

 

Windows Embedded Compact 

昔からWindows プラットフォームを組込みで利用する開発者にとって、Windows CE というブ

ランド名の方が有名かもしれません。Windows Embedded CompactはWindows CE の後継 OS

で、セットトップボックスや、各種制御コントローラ、モバイル用途のパーソナルナビ、電子

辞書、ミュージックプレーヤー、オーダー端末など、小規模なハードウェアリソースで動作す

る端末向けに提供される組込み向け OSです。Windows Embedded Compact はリアルタイム

OS であり、実時間制御が必要な制御機器での利用も可能です。このクラスでは、各組込み機

器向けのカスタムハードウェアが開発され、そのハードウェア専用の OSが必要です。

Windows Embedded Compact は、Visual Studioに SDKを組み込むことにより、それぞれのタ

ーゲット向けの OS 開発が可能です。 
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制御ソフトウェア開発では、通常の PC で使える APIの小規模向け API、.NET Framework の小

規模版である.NET Compact Framework を使ったアプリ開発が可能です。また、ハードウェア

の性能を最大限に引き出す C++による Native開発も可能です。 

このクラスの組込み機器では、機器に要求される実行パフォーマンス達成のために、OS のカ

ーネルに対するチューニングが必要になる場合があります。Windows Embedded Compact で

は、シェアードソースライセンスのもとソースコードは公開されており、チューニングなどの

カスタマイズが可能です。シェアードソースライセンスのもとでは、カスタマイズしたコード

の公開などの必要はありません。 

Windows Embedded のアプリケーションアーキテクチャ 

Windows Embedded で開発する組込み機器のアーキテクチャは以下の通りです。 

 

モジュール開発では、抽象度が高く生産性が高い C#や Visual Basicを使用して、ネットワーク

プログラミングやロジックを開発するのが容易な“Managed” コードと、バイナリコードが直接

動きコンパクトで実行パフォーマンスの良い C/C++による“Native”の二つの形式を、モジュー

ルの特性に応じて使い分けることができます。C/C++で書かれた“Native”コードモジュール・

ライブラリーは、PInvoke や COM Interop、VC++/CLIを使って、Managed コードから容易に

使用可能です。 

デバイスドライバーには、カーネルモードとユーザーモードの二種類があります。カーネルモ

ードのドライバーに障害があると、不正なメモリへの書き込みによる不安定動作やハングアッ

プなど、システム全体に及ぶ致命的な事態が発生しかねません。カーネルモードのドライバー
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はなるべく既存のものを流用し、ユーザー空間で動作するユーザーモードのドライバーを開発

することをお勧めします。ユーザーモードのドライバーは通常のアプリケーションと同様、シ

ステム実行中のソースコードレベルデバッグも可能です。テスト用のフレームワークも用意さ

れています。より高い信頼性が求められるカーネルモードのドライバー向けには、Static Driver 

Verifier をはじめとする様々なツールが、Windows Driver Kit に含まれています。 

.NET Micro Framework 

更に小型の機器、例えばリモコンや時計、空調のパネル、家電、おもちゃ、ネットワークセン

サーノード、モーターやアクチュエーター制御など、高性能な計算能力をあまり必要としな

い、より少ないハードウェアリソースで動作する機器向けには、.NET Micro Framework が利用

できます。.NET Micro Frameworkは、小型組込み機器上で実行させるアプリケーションを、一

般のWindows PCアプリ開発と同様に、Visual Studio を使った C#や Visual Basicでの開発を可

能にするファームウェアです。PCアプリと同様、実機上で動作しているアプリケーションのス

テップ実行によるデバッグも可能で、実行ロジックを検証するためのエミュレータも提供され

ています。 

 

.NET Micro Frameworkには、ネットワークや GUI、ファイルシステムなどなど、.NET 

Framework のクラスライブラリ群のサブセットをベースに、低レベルハードウェアインターフ

ェイスや実時間ライブラリなど、制御組込み制御に必要な機能を加味した豊富なライブラリが

含まれています。.NET Micro Framework が提供する豊富なライブラリと、抽象度の高い C#を
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使って、C/C++でコーディングした場合にはかなり面倒な、ネットワークプや文字列処理、

GUIのプログラミングなど、容易に開発できます。 

.NET Micro Frameworkで提供されるライブラリと C#や Visual Basicのコードを実行するための

仮想マシンのソースコードは、全て Apache V2 ライセンスで提供されており、搭載された製品

を販売するときの使用ライセンス料などは必要ありません。 

.NET Micro Frameworkは、様々なハードウェア環境に移植可能であり、ARM、SH2/4、FM3、

BlackFin、x86 など、既に様々な CPU に移植されています。 

.NET Micro Frameworkのアーキテクチャを図に示します。 

 

移植の際には、必要最低限の機能だけを選択し、フットプリントを必要最小限にしてハードウ

ェアコストを低減できます。最小の構成で必要なメモリ量は、Flash ROM 256K バイト、

RAM64K バイトです。 

.NET Micro Frameworkは、リアルタイム OS上への移植も可能です。GUIやネットワーク制御

といったソフトリアルタイム処理は.NET Micro Framework上のプログラムで実行し、実時間制

約を満たさなければならないハードリアルタイム処理は、.NET Micro Framework の下の層でリ

アルタイム OSの機能を使って実現する、といった構成も可能です。T-Kernelや Linux上にも

移植が可能なので、実時間制御に関わる既存のソフトウェア資産をそのまま活用して、ネット
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ワーク連携や GUI等、新たに必要な機能を加えることも可能です。実時間制御が必要な部分や

信号処理など特殊なスキルが必要な部分は組込み系開発者が担当し、ネットワーク通信やサー

ビス連携処理は IT系開発者が担当するといった、適材適所な開発者の配置も可能です。 

参考情報として、Visual Studio で利用可能な各 OS、各言語向けの開発テンプレートを表に挙げ

ておきます。 

OS 言語 名前 種別 備考 

Windows 

Embedded 8/8.1 

※Windows 8/8.1 と同

じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual C++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Win32 コンソールアプリケーシ

ョン 

CUI アプリ開発 Native 

Win32 プロジェクト アプリ、ライブラリ開

発 

Native 

MFC アプリケーション MFCアプリ開発 Native 

MFC ActiveXコントロール MFC用部品開発 Native 

MFC DLL MFC用 DLL 開発 Native 

ATL プロジェクト ATL ライブラリ、常駐サ

ービス開発 

Native 

CLRコンソールアプリケーショ

ン 

CUI アプリ開発 Managed 

クラスライブラリ ライブラリ開発 Managed、CLI 

カスタムウィザード 開発環境 プロジェクト支援 

メイクファイルプロジェクト Make使用ビルド支援 プロジェクト支援 

XAMLアプリケーション ストアアプリ開発 “新しいアプリケー

ション”、“グリッド

アプリケーショ

ン”、“ハブアプ

リ”、“分割アプリケ

ーション”、“DirectX

アプリケーション”

の 5種 

DirectXアプリケーション ストアアプリ開発 

GUI 全て DirectX 

 

DLL ストアアプリ向け DLL

開発 

Native 

Windowsランタイムコンポーネ

ント 

ストアアプリ向けライ

ブラリ開発 

Native 

C#/VB/JS で利用可

能 

スタティックライブラリ 同上 同上 
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単体テストライブラリ ストアアプリやライブ

ラリのテスト 

テスト支援 

Windows Driver  各種ドライバー開発向

けテンプレート 

ユーザーモード、カ

ーネルモード、テス

ト、インストーラー

等多数用意 

Visual C# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windowsフォームアプリケーシ

ョン 

GDI 利用 GUI アプリ開

発 

Managed 

WPF アプリケーション WPF 利用 GUI アプリ開

発 

Managed 

コンソールアプリケーション CUI アプリ開発 Managed 

クラスライブラリ C#クラスライブラリ

DLL 開発 

Managed 

ボータブルクラスライブラリ Silverlight、Windows 

Phoneで利用可能な

DLL 開発 

Managed 

Windowsサービス 常駐サービス開発 Managed 

WPF コントロールライブラリ WPF 向け部品ライブラ

リ開発 

Managed 

Windowsフォームコントロール

ライブラリ 

WinForm 向け部品ライ

ブラリ開発 

Managed 

Office/SharePointアプリ Excel等 Office 機能拡張

各種テンプレート 

開発支援 

Cloud Windows Azure 開発各

種テンプレート 

クラウドサービス 

Web Webアプリ開発用各種

テンプレート 

Webアプリ 

WCF ネットワークサービス

開発用各種テンプレー

ト 

ネットワーク連携 

Webパフォーマンスとロードテ

スト 

Webパフォーマンステ

スト 

ネットワークさビス

テスト支援 

コード化された UI テスト UI の自動テスト UI テスト自動化支援 

単体テスト テスティングフレーム

ワーク 

単体テスト支援 

JavaScript Windowsストア ストアアプリ開発  

Windows 

Embedded 

Compact 

Visual C++ 

 

 

WCE DLL DLL 開発 Native 

WCE Static Library スタティックライブラ

リ開発 

Native 
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MFC Smart Device DLL COMライブラリ開発

（インプロセス） 

Native 

MFC Smart Device ActiveX 

Control 
COMライブラリ開発

（アウトプロセス） 

Native 

ATL Smart Device ATL アプリ開発 Native 

MFC Smart Device MFCアプリ開発 Native 

Win32 Smart Device Win32アプリ開発 Native 

XAML for Embedded XAML利用 GUIアプリ

開発 

Native 

C# Smart Device GUI アプリ開発 Managed 

 OS Design OS開発 Platform Builder必

要 

.NET Micro 

Framework 

 

 

 

Visual C# 

 

 

 

 

Class Library ライブラリ開発 Managed 

Console Application CUI アプリ開発 Managed 

Windows Application GUI アプリ開発 Managed 

Device Emulator PC上エミュレータ開発 開発支援 

.NET Gadgeteer Application Gadgeteer利用アプリ開

発 

 

  .NET Gadgeteer Mainboard Gadgeteer向けメインボ

ード部品開発 

開発支援 

  .NET Gadgeteer Module Gadgeteer向けモジュー

ルボード部品開発 

開発支援 

  .NET Gadgeteer Kit Gadgeteer SDK開発 開発支援 

※各種 SDKのインストールにより、表記載以外のテンプレートも利用可能 

 

複数 OSの組合せ 

組込み機器の中では、ただ一つの OS だけが動いているとは限りません。ハードウェアが複数

のモジュールで構成されている場合、それぞれのモジュールごとに CPU（組込み機器の場合は

特に小型の制御専用 CPU という意味でMPU とも呼びます）があり、それぞれ異なる OS、異

なるプログラミング言語で開発されたソフトウェアが動作しているケースもざらにあります。

このような組込み制御機器でよくあるケースでは、Windows Embedded Pro/Standard/Industry

やWindows Embedded Compact を本体 OSに、周辺機器制御には.NET Micro Framework を使

うといった構成が可能です。 
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例えば POS端末の場合、本体はWindows Embedded Industry、キャッシャーやレシートプリ

ンタ、バーコードリーダーなどといった周辺機器の制御は、.NET Micro Frameworkの利用が可

能です。 

白物家電 

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなどの白物家電においては、.NET Micro Framework で動作するマ

イクロコンピューターを追加することにより、ネットワーク連携や GUIの制御プログラムを通

常の ITプログラミングと同じスキルで開発できます。白物家電が複数のマイクロコンピュータ

ーで制御されている場合にも、各マイクロコンピューターに.NET Micro Frameworkを搭載し、

SPIや I2C などを通じた連携制御も可能です。 

 

自動車 

街中を走っている自動車には、車内ネットワークでつながったコンピュータ（ECU）が数十か

ら百数十個搭載され、制御が行われています。このシステムにおいても、白物家電と同様な構

成が可能です。.NET Micro Framework 自身にリアルタイム性はありませんが、T-Kernelや

TOPPERS リアルタイムカーネルと組み合わせた利用が可能です。インターネットにつながる部

分は、Windows Embedded Compact や、国産カーナビの多くの機種で使用されている、

Windows Embedded Compact をベースとしたWindows Automotive の利用も可能です。 

 

センサーネットワーク 

電力見える化や、農業クラウド、各種センサーネットワークシステムでは、それぞれの特性に

応じた環境上を計測するセンサーが搭載された機器（センサーノード）が多数配備され、計測

データをネットワークに供給します。センサーノードでは、センサーによる計測とリレーやモ

ーター、アクチュエーターの制御など限定的な機能のみ必要であり、スマートフォンやタブレ

ット、業務端末レベルのリッチなハードウェアは必要なく、安いMPU、少ないメモリで十分で

す。電気の来ていない場所での設置もありうるので、少ない消費電力で動作する必要もありま

す。.NET Micro Framework は 100Kbyte 程度の RAM でもネットワーク連携可能なファームウェ

アであり、センサーノードのファームウェアとして利用可能です。 



 

16 © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

センサーノードだけでなく、おもちゃや各種ガジェットも今後ネットワーク連携する製品が増

えてくることが予想されます。これらも必要なハードウェアを SoC化し、.NET Micro 

Framework を搭載すれば、同じスキルセット、開発環境で、小さなデバイスからネットワーク

上のサービスまで全てのソフトウェアの開発が可能です。 

 

以上、マイクロソフトが提供する組込み機器向けの OS やファームウェアを紹介しました。

Internet of Things を構成する、様々なアプリケーション、ソフトウェア開発の大部分で、マイ

クロソフトが提供する組込み向け技術・製品を、お使いいただけることをご理解いただけたで

しょうか。 
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Internet of Things 時代のアーキテクチャ 

様々な組込み機器がネットワークにつながって、機器間連携やサービス連携するシステムの構

成要素と構成要素間の関係を図に示すと、以下のようになります。 

 

 

赤い部分が組込み機器、青い部分が従来の IT システムやスマートフォンやタブレット、PCな

どのコンシューマ向けクライアントデバイスです。 

IT システム側は、クラウドも含め、既にインターネットをベースとしたネットワークテクノロ

ジーがインフラとして確立し皆さんの日常生活を支えています。インターネットの世界は、

様々なベンダーが提供する多様なサービスやアプリケーション、端末が問題なく連携するため

の標準プロトコルやインターフェイスの様式が確立されており、相互接続性が保証されている

世界です。 

クラウドやWeb のサービスを利用する方法では、REST と呼ばれるWEB APIを通じて JSON や

XMLデータをやり取りする様式が主流になっています。セキュリティ面では Twitter などでも

採用されている、クレームベースの認証や認可が使われています。 

AUDIO機器や、POS 端末、FA機器、健康機器、自動車や白物家電など、組込み機器はその目

的用途が明確であり、それら組込み機器を利用するアプリを検討する場合、組込み機器を中心

に据えてネットワークやスマートフォンと連携する閉じた機能を考えがちです。組込み機器単

体で見た場合は特に問題はないようにみえますが、ネットワークを通じて連携する組込み機器
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群の観点では、例えば車のワイパーの動きの速さと車の位置情報を集めて、雨が降っている場

所を正確に把握したり、ブレーキの操作データと位置情報を集めて道の渋滞状況を把握し、情

報を各車にフィードバックしたり、急ブレーキの集中度合を都市計画に反映したり、冷暖房器

具の使い方でハウスメーカーが提供する家の性能の善し悪しを示したり、複数のセンサーノー

ドで検索した温度が一定の分布を示したら栽培している作物の特性や天気状況に応じて水やり

やビニールハウスの換気をしたり…と、組込み機器単体の目的用途の拡大拡張よりも、別のデ

ータと組み合わせたり、別の解釈を加えたりと、様々なシナリオの中に取り込まれて活用でき

ることの方が、より重要です。 

組込み機器がネットワークに供給するデータ項目、あるいはそれらに別種のデータを掛け合わ

せ、個々の組込み機器の特徴とは直接関係ないシナリオに組み込まれ、マッシュアップ的に利

用できる点が、Internet of Things を構成する組込み機器の特徴です。 

組込み機器がネットワークに供給する、機械の稼働状況や各種センサーによるデータは、直接

的、あるいは、間接的なサービスによってリアルタイムに利用されるだけでなく、インターネ

ット上のクラウドストレージへの蓄積が可能であり、蓄積されたデータが正確で網羅的であれ

ばあるほど、後付の分析によって“ビッグデータ”として新たな価値を生み出せます。単に組込

み機器単体をネットワークにつなぐことを考えるだけでなく、そのデバイスによって生み出さ

れるデータも十分に考慮すべきでしょう。 

組込み機器をネットワークにつなげる場合、既に IT の世界で確立している標準プロトコルやイ

ンターフェイスの様式を使って接続するのは自然な発想です。特殊な形式でつないで他者から

の利用の幅を狭めるよりも、むしろ積極的に（勿論可能な範囲においてですが）、例えば、ネ

ットワークに供給可能なデータの取得や、ネットワークから制御可能な機能を制御する REST

形式のWEB APIや、Bluetooth SMART の標準に従った APIの提供など、標準形式で接続できる

ようにし、様々なサービスとの連携が可能な状態にしておくことが重要です。標準的な API の

提供は、IT技術者による組込み機器利用のアプリやサービス開発を促進し、専用システムに組

み込まれる機器では、システム開発における組込み系ソフトウェア技術者と IT 系ソフトウェア

技術者の効率的な配置を可能にし、コンシューマ向けの組込み機器では、製品が使われるシナ

リオが増え、シェアの増大を促進します。 
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ITシステムとの連携 

組込み機器をネットワーク接続する場合の考えられるパターンを幾つか挙げてみます。 

A） インターネットに直接接続 

B） 組込み機器群を、ゲートウェイ端末を介してインターネットに接続 

C） インターネットに接続された機器を介した接続 

パターン A）では、インターネット上の REST 形式で提供されるクラウドサービスのエンドポ

イントに組込み機器が直接アクセスするものです。 

自動販売機やデジタルサイネージなど街中に設置される組込み機器や、空間を自由に移動する

自動車や各種モバイル専用端末は、このようなパターンをとることができます。 

 

組込み機器がつながる先のネットワークサービスは用途に応じて、一般向け、専用システム向

けに分かれます。専用システムにつながる場合は、組込み機器と専用システムのサービスを

VPN（仮想プライベートネットワーク）でつなぐことにより、セキュリティの確保が可能で

す。 

組込み機器は、接続されたネットワークを通じて、センサー計測値や機器の現在状況などのデ

ータの送信や、稼働に必要な情報の受信を行います。Windows ストアアプリで使われているプ

ッシュ型の通知サービスや SignalR等を活用したリアルタイム通知の利用も可能です。ネット

ワーク連携の実装は、.NET Micro Framework、.NET Compact Framework、.NET Framework、

Windows Runtime API、ASP.NETを利用すれば、小さなデバイスからネットワーク上のサービ

スまで、同じスキルセットでの開発が可能です。 
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パターン B）は、ローカルネットに接続された組込み機器群を、ゲートウェイ端末を介してイ

ンターネットに接続するパターンです。ローカルネットにつながったゲートウェイも含む組込

み機器群は、ネットワークを通じて相互にデータをやり取りしながら、連携して動作します。

このパターンでは、組込み機器はローカルネット内で組込み機器間連携による通常動作が行わ

れ、必要な場合のみゲートウェイ端末を介してインターネット上のサービスを利用します。ゲ

ートウェイ端末には、ローカルネットに接続された組込み機器群の管理機能や、組込み機器か

らのデータ収集と収集データに基づいた組込み機器への制御アプリケーションを配置できま

す。ローカルネットに接続された組込み機器群への外からの不正なアクセスの排除もゲートウ

ェイの役割です。 

ローカルネットには幾つか種類があります。農業クラウドを代表とするセンサークラウドで

は、センサーノードの配置場所や省電力動作の制約から、ZigBee による PAN（Private Area 

Network）で様々な場所に配置されたセンサーノード群が接続されます。 

 

自動車では、数十個から百を超える ECU（電子制御ユニット）が搭載されており、CAN や

FlexRayで ECU 群が接続され、協調動作を行います。 
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このケースでは、インターネットに接続されたゲートウェイ端末が、PAN に接続され、ローカ

ルネット内の組込み機器群からのデータ収集やインターネット上のサービス連携による組込み

機器群への制御指示を行います。将来的にはネットワークインフラの整備とハードウェアの高

機能化に伴い、パターン A）の形態に移行する可能性はありますが、暫くは、ゲートウェイ端

末を介したパターンが一般的と考えられます。 

 

家庭やオフィス、店舗、工場など、LAN が使える環境では、組込み機器群は、Wi-Fiや有線で

LAN に接続され、相互連携を行います。 

 

LAN に接続できるのは、用途限定の専用組込み端末だけでなく、スマートフォンやタブレッ

ト、PC 等の一般端末も連携の仲間に加えることができます。 

組込み機器連携の使い勝手と、一般端末との相互連携の親和性を考えると、相互連携は、 

 UDP マルチキャスト通信 

 HTTP REST API による通信 

の利用が有効です。 

家庭向け電力見える化では、UDPマルチキャスト通信を使った ECHONET Lite というプロトコ

ルの普及が始まっています。 

店舗では、POS 関連機器を相互接続するためのWS-POS（Web Service POS）、工場では、FA

機器を相互接続するための OPC UAといった標準規格が既に存在しています。 
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大型店舗や工場内での組込み機器群は、業務システムとの連携が進み、エンタープライズシス

テムとの親和性がより求められていきます。 

家庭での電力見える化から派生する家電連携や、個人経営の小売店舗用 POS といった、コンシ

ューマ用途では、スマートフォンやタブレット、PC等の一般端末上で、同一ローカルネットに

接続された組込み機器群の操作や稼働状況をモニタリングしながら、ゲートウェイ端末として

クラウドサービスと連携する、そんな形態が今後増えていくと予想されます。 

 

パターン C）は、スマートフォンやタブレット、PCといったインターネットにつながった一般

向け端末（以下、“インターネット端末”と呼びます）に USBや Bluetooth などで組込み機器を

接続したパターンです。インターネットに接続された機器を介して組込み機器をインターネッ

トに接続するという点では、パターン C)に似ていますが、このパターンでは、インターネット

端末が、接続された組込み機器群提供の機能をマッシュアップして利用しますが、組込み機器

群の間での連携はありません。 

 

このパターンでは、アプリストアで公開された組込み機器利用アプリをダウンロードし、イン

ターネット端末上にインストールして利用する形態が増えてきています。Bluetooth SMART 対

応の健康器具とクラウド上の健康管理サービスを連携させたアプリや、時計、おもちゃ、ハン

ディセンサー等と連携するアプリが、Windows ストアでも既に公開されています。今後は、ア

プリストアで公開されたアプリのリストを見て、有用な組込み機器を発見して購入するケース

も出てくるのではないでしょうか。 

健康器具や各種ハンディセンサーが計測するデータのネットワーク上での蓄積・共有、及び、

一般向け端末のアプリとの組み合わせサービスを実現するには、Windows Azure モバイルサー

ビスの利用が便利です。 
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インターネット端末は一般向け端末だけでなく、専用用途向けの端末でも構いません。

Windows Embedded OSを利用すれば、専用機器においても、一般向け端末向けに開発された

組込み機器活用アプリの利用も可能です。 

 

課題 

Internet of Things は、という概念は最近のものではなく、言葉自体は 1999 年に Kevin Ashton

によってはじめて使われました。ユビキタスやM2M など類似の言葉も随分前から世の中に提

案されています。20 世紀から 21 世紀になり、着々と過去に提案された概念が実用化されてい

るのは間違いありませんが、現時点においてはまだまだ課題は残っています。 

前半の締めくくりとして、現時点における Internet of Things の課題を幾つか挙げておきます。 

先ずは、ネットワークの接続性の問題です。一昔前に比べればネットワークに接続可能な場所

は随分増えてきてはいますが、ネットワークにつなげられない場所はまだまだ残っています。

地震などの災害でネットワークがつながらない状況も発生しえます。ネットワークにつながる

組込み機器は、ネットワークに接続されていない状態でのデータの一時蓄積や接続状態になっ

た時のデータの送受信などの機能が必要です。 

データの正確性も重要です。ネットワークにつながって様々な場所にばらまかれたセンサーの

計測の正確性を保証する校正方法も必要であり、端末の正当性の保証も含めた機器管理の仕組

みも必要です。位置情報や個人の嗜好に関わる製品機器利用状況など、プライバシーにかかわ

る情報の適切な扱いへの考慮も非常に重要です。様々なベンダーが製品やサービスを提供し、

つながっていくことを考えると、センサーノードといった超小型のデバイスも考慮した、機器

管理に関するデファクト標準が必要になってきます。農業クラウドや自動車、医療など、人の

命に係わる分野では、今後、各種法令が整備され、法令を遵守した運用が求められるのは間違

いないでしょう。 

また、ネットワークセンサーノードといった非常に小さなデバイスも含めれば、接続される組

込み機器端末の総量は膨大であり、従来の IT で行われているコマースや検索、ソーシャルのデ

ータなど普通の ITとはケタの違う膨大な量のデータが発生します。クラウドストレージの容量

は実質無限大ですが、データの蓄積と転送にかかる費用負担を、機器の価格やサービス利用
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費、データ利用費にどう分配するかなど、ビジネスモデルの確立が必要です。一般の IT 利用で

は問題ないクラウドサービスの運用形態が、組込み機器接続においては、特定のシナリオ達成

の邪魔をするケースもあるかもしれません。 

日進月歩の技術の進化の速度を考えれば、技術的な観点からの制約は早晩解決されていくと予

想されます。Internet of Things の更なる発展と実用化に向けた課題は、 

 ビジネスモデル 

 標準化 

 法令 

の三点が非技術的な課題といえるでしょう。データ量にしてもビジネスモデルにしても、やっ

てみないとわからない事は数多くあります。先ずは先行して製品やサービスを市場導入し、一

つずつ課題を解決しながら、スモールスタートからビジネスを育て、先行技術をデファクト化

していく姿勢が重要です。 
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第二部 - 組込みソフトウェア開発の課題と

解決 

 

このホワイトペーパーの冒頭で、品質向上、短期開発、生産性向上、開発コスト削減という四

つの課題を挙げました。読者の中には、この四つの課題は、組込み開発固有の問題ではなく、

一般的な課題と思う方が多いのではないでしょうか。 

これらのお題目は抽象的であり、具体的にどんな状態になったらそれぞれの課題が解決された

と判断できるか曖昧ですね。この章では、組込みソフトウェア開発を下の図に示すような流と

考えて、課題ごとにもう一段のブレークダウンをしながら、課題解決について説明をしていき

ます。 

 

品質向上 

そもそも、品質とはなんでしょう。JISや ISO にある品質の定義はひとまずおき、ソフトウェア

が組込まれた製品が、「要求通り問題なく正しく動作する」状態を品質が高い状態と呼ぶのに
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異論はないと思います。ただし、過酷な物理環境や間違った使い方での正常動作を際限なく保

証するのは不可能ですから、「一定の条件下において要求通り問題なく正しく動作する」状態

を「品質が高い」と定義しましょう。 

製品開発は要求を基に開発していくのですから、この定義による「品質が高い」状態にもって

いくためには、 

 要求がリスト化されている 

 要求を満たす仕様が作成されている 

 仕様を基に設計されている 

 仕様を満たす実装がなされている 

が満たされていることが必要です。要求は、例えば、ISO9126 で規定された品質特性を参考に

して、機能要件、非機能要件、使用条件を加味して作成し、リスト化できます。組込み機器の

場合、業界ごとに守るべき法令や標準もあるので、それらの加味も必要です。当然のことです

が、製品企画やビジネス計画とも連動が必要なので、製品開発に関わる様々なステークホルダ

ーが、要求リストを理解し、承認していることも必要です。 

仕様定義では、製品コンセプトや技術要件など、収集した要求を、ソフトウェアの観点から見

直し、要求の各項目を満たす機能の考案、具体的な動作仕様など定義していきます。 

設計では、性能やコスト、信頼性、移植性、拡張性といった非機能要件を満たしつつ、必要機

能を実装可能なアーキテクチャを定義します。ネットワーク連携する組込み機器の場合、組込

み機器単体だけのアーキテクチャではなく、想定される幾つかの連携シナリオに基づいたシス

テム全体のアーキテクチャを定義する必要があります。 

実装では、要求に従ってシナリオを定義し、シナリオに沿ってソフトウェアを実行するテスト

ケースを作成します。作成したテストケースによって実装されたソフトウェアを動作させ、想

定通り動くかを検証します。要求収集からシステムリリースまでの一連の流れにおいて、品質

を確実に作りこんでいくモデルとしては、V 字モデルや、W モデルが有名です。 
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組込み機器の場合、実行パフォーマンスも重要です。特に実時間制御が求められる場合は、応

答性能やスループットが要求を満たさなければなりません。未達の場合にはボトルネックの分

析等、実行パフォーマンスの分析が必要になります。 

開発の各工程では、要求通り機器が動作することを確認するために、 

 具体的な確認作業方法 

 問題なしと判断する基準 

 問題ありの場合の手続き 

を明確にし、各工程で確実に実施していくことが必要です。 

しかし、要求は一度決まればそのままずっと変更なしに製品リリースまで行くものではなく、

技術動向や市場の変化による製品の競合力保持のための機能追加や、設計過程で満たせないと

判明した要求を見直すなど、要求を見直さざるを得ない事もあります。寧ろ、実際の製品開発

では要求が開発期間中全く変更しない開発の方が稀です。 

要求変更が発生した場合には、変更で影響を受ける設計書や実装コードなど、下流工程の成果

物をリストアップし、変更された内容に応じて設計や実装の見直しを行うことになります。そ

のためには要求リスト、設計書、実装コードが関連付けられた管理がなされていなければなり

ません。 

品質向上は「やるべきことを確実に実施する」以外に達成の道はありません。先ずは「やるべ

きこと」を以下の作業を通じて、開発プロセスとして定義することが必要です。 

 開発に必要な工程の洗い出し 
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 各工程で作成する成果物の定義 

 各工程の開始条件と終了条件の定義 

 成果物の管理方法 

以上が定義された開発プロセスに従って、開発者は開発作業を行い、成果物を管理していきま

す。 

 

逆にいえば、「決められた開発プロセスに従って開発活動を行う」ことで一定以上の品質を保

つことは可能です。 

しかし、組込みソフトウェア開発に実際に携わった経験のある開発者ならお分かりだと思いま

すが、品質向上のためにやるべき仕事は多く、実際に開発プロセスをまわすのがどんなに大変

なことか身に染みているのではないでしょうか。「実際の製品開発ではやるべきことが膨大で

ある」というシンプルな事実こそが、実は課題解決する上で大きな障害であり、実践的な工夫

が必要なポイントです。 

Visual Studioと Team Foundation Server による開発では、プロジェクトの開始時に、プロセス

テンプレートを使って、多数の開発者が協調してプロジェクトを進めるための基盤となるチー

ムプロジェクトを作成することができます。開発組織は、それぞれの特性に応じた各自の開発

プロセスを、プロセステンプレートとして定義が可能です。プロセステンプレートには、開発

工程、工程を構成するタスク、タスクの順番や関連する成果物など、開発プロセスで定義され

た様々な決め事が組込むことができ、あらかじめ決められたプロセスに従った開発活動の遂行

を支援します。 
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開発期間短縮 

開発期間はどのぐらいが適切なのでしょう。新規技術があっという間に陳腐化してしまう昨

今、自社独自の新しい価値が搭載された製品を最適なタイミングで市場に投入し、市場のデフ

ァクトの位置を占めることが重要です。2012 年度版ソフトウェア産業実態調査によれば、IT と

連携する組込み機器において、「ビジネスモデルの構築」がビジネス上の課題の一位に挙げら

れています。第一部でも書きましたが、この世界では、先ず先行して世に出して、スモールス

タートで新しいサービスが育つ土台を作ってビジネスモデルを確立しつつ、継続的にスケール

アップし、認知度が高まった時点でデファクトの位置をとっていくことが重要です。 

製品やサービスを投入できる状態にするのに、早ければ早いことにこしたことはありません。

ここでは、開発期間短縮の観点として 

 手戻りをなくす 

 新規開発量を減らす 

の二つを論じます。 
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2008 年版組込みソフトウェア産業実態調査によれば、ソフトウェア開発全体に占めるソフトウ

ェアテスト工数は 30.5％に達しています。組込みソフトウェアの場合ハードウェアの仕様変更

や進捗遅れ、従来的なすり合わせ開発などの影響により、要求定義、設計、コーディングで作

りこまれた障害をテスト工程でつぶしていく傾向が強く、テスト工程の長期化を招きがちで

す。一説によればある工程で作りこまれた障害を後工程で修正するのに必要なコストは、工程

が一つ進むごとに 10 倍ずつ増えていくといわれています。品質向上の観点からみれば、開発 V

字モデルによる障害の排除は非常に大切なのですが、期間短縮の観点からみれば、上流の各工

程できちんと障害を排除し、V 字の右側は単なる動作確認作業とすることもまた重要です。 

上流で品質を作りこんでいくためには、前節で説明した内容に加え、収集・定義した要求の正

しさの検証、UMLなどを使ったソフトウェア設計の可視化、抽象度の高いプログラミング言語

の利用、エミュレータ等での早期実行確認といった、検証作業を容易にするための工夫を行う

必要があります。前節でも言及したように、これらの作業を開発プロセスとして定義し、確実

にまわしていくことももちろん必要です。 

 

「バグや障害はテストや検証をしていないところに潜む」という言葉に異論のある読者はいな

いでしょう。多くの製品で使われた実績のあるソフトウェアと、新規に開発したソフトウェア

を比較すると、多数のテストや検証を経た前者に比べて、後者の方がより多くのバグや障害が

潜んでいるのは自明の理です。製品開発においては、既存のソフトウェアを活用して「新規開

発のソフトウェア量を減らす」ことが、開発期間短縮の一助となります。既存のソフトウェア

には、自組織内で過去に開発したソフトウェアだけでなく、サードパーティー製のソフトウェ

アの活用も含まれます。Internet of Things の世界では、ネットワーク連携プロトコル等デファ

クト標準が確立しているものが多々あります。特にネットワークの世界ではセキュリティが非

常に重要であり、セキュアなライブラリを開発するのには多大な時間がかかります。加えて、

ソフトウェアは一度開発したら終わりではありません。製品リリース後の障害サポート、新規

標準への対応など、再利用においても開発にかかわるコストはかかるものです。自社の強みの

技術にリソースを集中し、コアコンピタンス以外のモジュールは世の中で使われているものを

採用するというのは効果的な戦略です。 
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言語の選択 

ソフトウェア開発で使用する言語の抽象度は、開発作業量に大きな影響を及ぼします。一般的

に、抽象度が高いプログラミング言語ほど同じ機能を実現する場合に、より少ないコード量で

記述でき、結果としてテストも楽になるものです。組込みソフトウェアの場合、ハードウェア

に近い部分の制御ソフトウェアやパフォーマンスが重視されるモジュールなど、アセンブラや

C/C++によるコーディングがどうしても必要になる場面はありますが、設計において、システ

ムを適切に階層化し、抽象度の低い言語をカプセル化し必要最小限化して全体のコード量を減

らすことが重要です。 

プログラミング言語の抽象度が高くなると、作業効率を高める豊富な機能を持った統合開発環

境が利用できるようになります。コーディングの為のテキストエディタ、コンパイル＆リンク

を実行するためのシェルにだけでなく、デバッグやテスト、開発プロセスを確実にまわすため

の支援する統合開発環境も、開発期間を短縮する重要な要素です。 

 

開発リソースの最適配置 

組込みソフトウェア開発は、数人の小規模のチームから数十人から構成される複数チームが関

与する大規模なものまで様々ですが、一定数以上の開発者が係るプロジェクトでは、個人の業

務量や進捗度合に差が出てくるものです。特殊な制御アルゴリズムや信号処理、ハードウェア

に近い特別な知識やスキルが必要なモジュールの担当者は除くとして、開発マネージメントの

立場からすると、余裕が出てきた開発者を、切迫したモジュール開発チームに投入して、プロ

ジェクトの進捗を早めるという、開発リソースの最適配置をしたいところです。実際にはモジ

ュールごとに扱う問題領域が異なり必要知識も違うので、さくっと開発者の入れ替えをするの

は現実的には難しいのですが、少なくとも、全チームで使っている開発環境、プログラミング

言語を同じものに統一しておけば、開発者リソースの再配置の障壁は下がります。また、ネッ

トワーク連携する組込みソフトウェアの場合、組込み機器だけでなく、クラウドなどのネット

ワークサービス、PC やスマートフォンなどのクライアントといった ITシステム側も含めて、

統一的にミドルウェア、開発環境を選定することも、より重要になってくるでしょう。 
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解析とリファクタリング 

既に出来上がっているコードの構造や振る舞いを解析するツールがあれば、新たに投入された

開発者がコードを理解する期間を短縮でき、少ないタイムラグで支援活動を開始できます。コ

ードの解析ツールは、自社製の既存コードの再利用にも威力を発揮します。 

ソフトウェアは作った後にも継続的に障害対応や新規要求対応が必要であり、その際、漫然と

変更を加えていると、スパゲッティ化するものです。解析ツールを使い、計画的にソフトウェ

アを綺麗にするリファクタリングをしてメインテナンスしていかないと、ソフトウェアは資産

ではなく負債と化してしまいます。既存ソフトウェアの見直しには、解析ツールに加え、リフ

ァクタリング支援ツールを使うと、作業を効率化できます。 

 

※Visual Studio で自動生成した、依存グラフ（モジュール構造） 

リファクタリングは、各モジュール内部に閉じて実施するだけでなく、階層化やモジュール境

界といったアーキテクチャに対しても有効です。ある程度確立された ITの世界とは異なり、カ

スタムハードウェアも絡む組込みソフトウェアの場合、最初から最適なアーキテクチャを定義

するのは至難の業であり、継続的な見直しは必須です。以下の事態が頻繁に発生する場合、そ

れはシステム全体のリファクタリングが必要になっているというサインです。 

 要求変更に対して非常に多くのモジュールの修正が必要 
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 モジュール間で双方向のメソッド呼び出しが多く発生している 

 一つの動作シナリオに対し、複数のモジュール間で発生するデータアクセス、メソッド

呼び出しが錯綜 

アジャイルコミュニティが提唱するプラクティスでも言及されていますが、なるべく早く、実

際のコードを動作させてチェックすることは、ソフトウェアの品質を早期に高めていく有効な

手段です。カスタムハードウェアが関与する組込みソフトウェアの場合、このプラクティスを

実践するのはなかなかに難しいのですが、実機と同等の環境でプログラムを実行できるエミュ

レータや、実機に近い実行環境を用意して動作確認を行うことは、組込みソフトウェア開発に

おいても、品質向上と開発期間短縮に有効です。実機で動かして何らかの不具合が見つかった

時でも、ソフトウェアの問題なのかハードウェアの問題なのかを切り分けるためのヒントにも

なります。逆の発想で、エミュレータや実機に近い環境で動作を試せる OS やミドルウェア、

開発ツールを選択することで、可能な限りコードを動かして確認できるようにしておくことも

お勧めのプラクティスの一つです。 

 

ただ、ハードウェアからの割り込み処理やハードウェアアクセスによる遅延、マルチスレッド

動作による微妙な処理順序などは、似非環境でのチェックが難しいチェック項目です。実時間

に関わるチェックは、設計において、関連するハードウェアの特性も考慮された状態モデルと

状態遷移表を作っての検証が有効です。状態モデルエディタなどの専用ツールや状態遷移表の

定義を支援する機能を追加した Excelが役立ちます。 
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生産性の向上 

前章までで、品質向上、開発期間短縮について述べてきました。より短い期間で品質の高い製

品を開発すれば、それだけで生産性は向上するはずですが、この章では、より生産性を向上す

るために、開発作業の中身を掘り下げて論じてみることにします。 

…と、この章、こんな感じで始めましたが、「生産性」という言葉を聞いても、「品質」と同

様、読者が抱くイメージは各者各様のことと思います。このホワイトペーパーでは、生産性

を、開発に関わる担当者の作業を通じて作成した成果物の数と、その作業の要した工数の比と

し、「単位工数あたりに作成した成果物数が多ければ多いほど、生産性は高い」と定義しま

す。 

各開発工程における「成果物」は、 

 要求定義 明確化した要求項目 

 設計   要求項目を実現するための設計を記したドキュメント 

 実装   設計に従って要求項目を実現するコード 

 テスト  要求項目を確認するためのテストケース、及び、テストの実施、障害対応さ

れたコード 

などが挙げられます。成果物を作成する作業のほとんどは脳内の知的作業が伴います。決まっ

たルールに従って体を動かす単純作業とは異なり、脳内の知的作業を効率化し、迅速化するの

はなかなか難しいことです。知的生産性を上げるには、開発者が知的作業に集中できるように

し、要求や設計ドキュメントの作成、コーディングといった作業を効率よく行えるようにする

ことが大事です。 

Visual Studioには、以下の様な機能が用意されており、各工程の作業を支援します。 

 ストーリーボード 

 UML エディタ 

 コーディング支援に関する豊富な機能 

 テスティングフレームワークやテスト実行環境 
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要求定義を通じて収集・明確化されるドキュメントは、実世界の製品ユーザーやビジネスなど

非ソフトウェアの世界とソフトウェア開発の世界の境界を結ぶ重要な資料です。資料の内容に

ついては、組込みソフトウェア開発の担当者だけでなく、ハードウェアやメカ、筐体など製品

に関わる開発担当、商品企画、製造、販売、サポートなど製品に関わる様々なステークホルダ

ー達も含めたコンセンサスがとれていることが重要です。この工程では PowerPointを利用し

たストーリーボードが役立ちます。 

Visual Studioでは、業界標準の UML（Unified Modeling Language）を使ってソフトウェアを

可視化するモデルエディタが利用可能で、ユースケース図による要件定義や、クラス図やシー

ケンス図、アクティビティ図などを使った設計ドキュメントが作成できます。組込みソフトウ

ェア開発でよく使うステートマシン図が標準で使えないのは残念ですが、必要であれば、

Visualization & Modeling SDK を Visual Studioに組み込むと、ステートマシン図だけでなく、

それぞれの開発プロジェクトで必要な独自のモデリングツールの自作も可能です。要求定義や

設計工程では、UML などのソフトウェアに関する設計書のほかにも、Word や PowerPoint、

Excelなどによる電子文書が数多く作成されます。Team Foundation Server では、ソフトウェア

に関する設計書と、Word や PowerPoint、Excelなどの通常の文書を関連付けて保存することも

可能です。加えて、Visual Studio が提供する Office Tool を使えば、開発プロセスを支援する機

能をこれら Office ドキュメントに付与し、各工程の効率化も可能です。 

組込みソフトウェア開発では、品質を上流で作りこむことを意識しすぎるあまり、要求定義の

正しさや設計ドキュメントの正確さを過度に追及する傾向をしばしば見かけます。しかし、本

ホワイトペーパーの主題である、様々なモノとコトがつながる世界においては、組合せにおい

て無限のユースケースシナリオが生じるため、開発の初期段階では、どのような要求が正しい

のか正解はだれも知りません。正しいと思われるものを市場に早く投入して試してみるほかあ

りません。 

このような状況では、要求定義や設計工程で、過度の厳密さを追求するのは困難です。開発対

象の組込み機器が持つ当たり前の機能と、想定される幾つかの利用シナリオでとどめておき、

動くコードを早く作成することが重要です。 

開発期間短縮の章で紹介した「手戻りをなくす」という観点から考えると、コーディング作業

は、「障害を全く作りこまずにコードが書ける」ことが理想です。エディタでコードを書いて
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いるとき、APIの説明とともにクラスライブラリやメソッドの候補リストを表示するインテリ

センスは非常に便利ですし、文法を間違えていたり、未定義のメソッドや変数を使っていた

り、値が未定義の変数への参照を行っていたりといったミスを、コードを書いている最中に明

示してくれるエディタや統合開発環境は非常に便利です。 

他にも、Visual Studioが提供する以下の機能群は、コーディングに非常に役立ちます。 

 コードの静的品質計測機能による、サイクロマティック複雑度など各種メトリクスによ

る客観的な指標を使ったコードの善し悪しの判断 

 依存グラフによる、コードの構造の可視化 

 コードマップによる、実行時のコードの構造の可視化 

 プロファイル分析によるコード実行性能分析 

 テスティングフレームワーク、テスト支援機能による確実なテスト起動 

 コードクローン分析によるコピペ症候群の排除 

 リファクタリング支援機能による、コード構造の修正 

チームで仕事を進める実際の開発活動においては、各工程の各担当者向けの作業支援機能だけ

では生産性向上には不十分です。各工程の作業を行うには、設計では要求が、コーディングで

は設計資料が必要といったように、作業を行うために必要な情報が記載された開発ドキュメン

トへの参照が必ず発生します。作業を効率よく進めるためには必要なドキュメントや情報に迅

速にアクセスできることが重要であり、開発に関わる様々なドキュメント、情報が、決められ

た場所に格納されていて、より少ない手順で参照できることが必要最小条件です。前の章でも

述べた通り、製品開発が進行中、市場動向の変化やハードウェアの進捗状況などの影響で、絶

え間なく変更要求が入ってきます。変更の受け入れにより、折角完成した成果物も修正を余儀

なくされます。ある成果物が修正されれば、その成果物を基に作成された下流の成果物にも変

更が発生します。その際、成果物の修正作業中に新たな障害の種が埋め込まれる可能性も否定

できず、最新版だけでなく修正前の成果物への参照が必要な場合も生じます。既に変更が発生

しているにもかかわらず、チームの誰かが古い設計資料を参照してコードを書いてしまうと、

不要な障害の作りこみと後工程での無駄な対応工数発生を招いてしまいます。 

開発成果物は、 
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 決まった場所に格納し、開発者全員が参照できる 

 成果物と成果物の間の関連付け情報が記録されている 

 成果物と成果物の間の関連付け情報が記録されている 

 成果物の過去バージョンを参照できる 

状態になければなりません。コードだけでなく開発に関わる成果物一式をこのような状態に保

つための管理を「構成管理」と呼びます。 

 

Team Foundation Serverを使った開発では、要求から設計、実装、テスト、運用まで、あらか

じめ定義されたプロセステンプレートに従って、開発作業と関連成果物を紐づけた管理が可能

です。ソースコードについては、開発者間での共有機能、履歴管理、ブランチ管理だけでな

く、上流工程の作業と紐づけた構成管理が可能です。開発者は構成管理に必要な機能を Visual 

Studioから直接利用できるだけでなく、Web ブラウザからの情報参照も可能です。 

 

チーム開発では、要求項目に関する確認やモジュール間インターフェイスの擦り合わせ、設計

に関する疑問や妥当性の確認、実装項目のプライオリティ確認やスケジュール調整、コードレ

ビューなど、開発担当者の間で、様々なコミュニケーションが日常的に発生します。 

数名しかかかわらない小規模なチーム開発なら特に問題は生じませんが、多地点にまたがった

複数チームによる中・大規模の開発では、コミュニケーションにかかる工数はばかになりませ

ん。節目節目の正式なレビューや定期開催されるスケジュール確認会議など、開発プロジェク

トとしてのフォーマルなコミュニケーションは別として、担当者間のちょっとした確認や擦り

合わせなどインフォーマルなものは、作業中にその必要性が発生した時点で直ぐにコミュニケ

ーションし、問題を解決できることが理想的です。Visual Studioと Team Foundation Serverで

は、 

 ルームによるチャット 

 UML やコードへのコメント付与 

 コードレビュー依頼 

など、様々な機能が提供され、開発者間のコミュニケーションを促進します。 
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取り扱う内容が専門的ではあるものの組込みソフトウェア開発は、大きな観点で見れば、基本

的には組織で遂行する業務活動です。メンバーのプレゼンス情報表示や、メンバー間のリアル

タイムチャットシステム、メンバーのスケジュールと連動した会議予約システムといった通常

の業務を支援する IT システムもまた、組込みソフトウェア開発を遂行するのに必要なコミュニ

ケーション促進に役立ちます。生産性を向上させるには、ソフトウェア開発に関するツールだ

けでなく、日常のビジネス活動を支援する、高度に発達した IT ツールの活用も重要です。 

開発総コスト低減 

2012 年版組込みソフトウェア産業実態調査によれば、事業部門の全開発費のうち、ソフトウェ

ア開発費が事業部門の全開発費の 53.6%を占めており、更にそのうちの 64％が人件費を含む社

内経費であると報告されています。 

このデータは、組込み機器開発の総コスト削減において、ソフトウェア開発にかかる人件費の

削減がポイントであることを示しています。解決策として、リストラによる人員削減や人件費

の単価を下げるという発想もありますが、この考え方は、開発者を疲弊させ、モチベーション

を下げ、結果的に製品の品質は下がり、長期的に見ると、組織の製品開発の基礎体力の低下を

招くなど良いことはありません。 

 

これまでの章で取り上げた、品質向上、開発期間短縮、生産性向上が達成できれば、 

人件費＝一人当たりの単価×開発期間 

なので、人件費が減り、開発総コストも下がるわけです。 

このホワイトペーパーで説明した、品質向上、開発期間短縮、生産性向上に対するポイントを

ざっくりまとめると、 

 各工程での品質の作りこみ 

 ツールによる知的作業効率向上 

の二点になります。 
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この二点を現実の開発に適用し、実際に効果を上げるために一番大事なことは、「やるべきこ

とを確実に実施する」だと筆者は考えています。 

品質向上の章でも述べましたが、「やるべきことを確実に実施する」ための、有形無形のコス

トは意外とかかるものです。ここでは、そのコストについて論じてみます。 

品質向上の章では、Visual Studio と Team Foundation Serverの組合せで、あらかじめ定義され

た開発プロセスに基づくプロセステンプレートを使って、決められた手順に従った組織的開発

が出来る事を紹介しました。 

テンプレートの基になる開発プロセスは、決められた一連の手順に従えば、一定品質以上の成

果物が作成される、との前提に立って定義されています。当然のことながら、開発者は開発プ

ロセスで定義された手順に従った開発の遂行が求められます。 

開発プロセスの観点では、決められた事項が遵守されていればいるほど、開発プロセスの品質

が高く、そのプロセスを通じて作成された成果物の品質は一定以上のレベルにある事が保障さ

れていると考えます。 

開発者によって作成される各工程の開発成果物に対してレビューやテストが必要なように、開

発プロセスの品質を保つためには、 

 作業の遵守度合いのチェック 

 逸脱があれば是正勧告 

というチェック活動が必要です。 

ありがちなパターンとしては、開発者が実施すべきことが書かれた分厚いマニュアルが用意さ

れ、全ての開発者はそれを熟読し、作業の切れ目で、実施状況のレポートを書いて提出し、プ

ロセス管理担当者は、全開発者から提出されたレポートを精査する、といったものが想像でき

ます。一見当たり前のやり方に見えますが、この一連の流れを全て手作業で進めるとしたら、

数人の規模の開発では何とかなるとして、開発規模が大きくなればなるほど、膨大な工数が必

要になります。開発に関わる全員にマニュアルをきちんと理解させることも大変だし、プロセ

スが厳格であればあるほど開発者の日々の負担を増大させ、プロセスのチェックも大変です。
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マニュアルも一度作ってしまえば終わりというものではなく、継続的にメインテナンスが必要

です。勿論、マニュアルが変更になれば、関係する開発担当者への再教育も必要です。 

このようなやり方は、開発プロセス適用の為に必要な準備や運用にコストがかかるだけでな

く、要求定義や設計、実装を行っている開発担当者にも開発プロセスを遂行するための工数を

浪費させ、本来行うべき知的生産活動にかけられる工数を圧迫してしまいます。 

開発プロセスを説明する手順書の作成と開発担当者への基本教育は最低限必要なのは間違いあ

りませんが、開発担当者の日々の活動における、決められた手順を踏む、レポートする、とい

う二つの作業はなるべく開発担当者個々人の負担にならないような工夫が必要です。 

Visual Studioと Team Foundation による、プロセステンプレートを基にしたプロジェクト開発

においては、プロセス上管理が必要な作業は、プロセステンプレートにおいて、“Work Item の

定義”としてその種類と付帯情報が定義されていて、プロジェクトの進行中に個々の作業が発生

した時点で、テンプレート上の“Work Item の定義”を基に、Team Foundation Serverが管理す

る個々の“作業項目”として生成され、リポジトリ―で管理されていきます。“Work Itemの定

義”には、個々のタスクを生成する際に必要な前段の作業項目や付与すべき関連情報（それらが

無いと作業項目を生成することはできない）、作業項目の状態変更に必要な条件（レビュー結

果やテスト実行結果が無いと終了状態に出来ないなど）といった開発プロセスで定義された制

約条件を付与することができます。 

開発の進行中に生じる全ての“作業項目”は、Web ブラウザや Visual Studio で開発担当者によ

り、テンプレートで定義された条件を満たした状態で、“作業項目”の作成、参照、状態の更新

が行われます。それぞれの“作業項目”の履歴は、状態が変更されるたびに逐一、Team 

Foundation Serverのリポジトリ―に蓄積されていきます。 

“Work Itemの定義”は、種別と作業項目に関する付帯情報、及び、種別間のリンク関係で定義

されます。このシンプルな構造は、単なる“作業項目”だけでなく、要求項目や、障害、障害の

原因など、開発活動に関わるありとあらゆる項目を、管理対象として扱うことができ、開発プ

ロセスの定義を可能にしています。 

Visual StudioやWeb ブラウザなどで作成・更新された開発に関する様々な“項目”は、全てその

変更履歴とともに Team Foundation Serverのリポジトリに蓄積され、品質向上、開発期間短
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縮、生産性向上の章で説明した、変更発生時のトレーサビリティや、構成管理の基盤を成すと

ともに、プロジェクトの進捗状況や、プロセス遵守に関する情報を、各開発者の知的作業を邪

魔することなく、プロジェクトマネージャーや開発プロセス担当者に必要な情報を提供しま

す。進捗状況やプロセスの遵守度が一目でわかるダッシュボード形式のレポートの自動作成も

可能です。 

Team Foundation Serverによる開発プロセス管理は、要求収集から設計、実装、リリース、保

守といった、ソフトウェア開発のライフサイクル全てを網羅しています。 

開発環境ツールの種類が少なければ、ツールのライセンス管理や保守に関わるコストも少なく

てすむというメリットも生じます。ツールが一種類であれば、管理ツールを複数導入した場合

にありがちな、ツール間の連携で悩むこともありません。 

海外の開発拠点との共同開発やオフショアにおいても、カスタム開発環境の導入・展開・運用

に比べ、ワールドワイドで利用可能な Visual Studio と Team Foundation Server の現地での導

入・展開・運用は、比較的容易でしょう。 

 

さて、開発ツールの導入を前提とした開発プロセスの遂行には、当然、開発ツール導入の為の

お金がかかります。無償ツールの導入においてさえ、組織として適切に使うためには、運用や

カスタマイズなどでお金は発生します。この費用が総開発コストを押し上げるのではないかと

懸念する方もいるでしょう。しかし、ソフトウェア開発にとっての統合開発環境ツールの導入

は、工場でいえば製品製造に必要な設備を整えるのと同じであり、これにかかる金額は、一般

的には“設備投資”に分類されます。ソフトウェア開発における統合開発環境ツールの導入も単

なるコストではなく、生産性・品質を上げるための投資と考えてみてはいかがでしょう。 

ツール導入に関わる投資額が妥当かどうか判断する一つの指標としては、これまで述べてきた

事項を実践した場合に見込める開発期間短縮分の総人件費との比較がお勧めです。 

組込みソフトウェア開発においては、ある特定の製品でだけ使われるソフトウェアを開発する

ことは稀です。大抵の場合、開発したアーキテクチャやライブラリは、その製品の後に続く一

連のシリーズ商品の開発で再利用されていきます。加えて、あらかじめ共通利用を意図したア

ーキテクチャやライブラリを開発して、並行開発される類似機種で活用することもよくあるこ
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とです。このようなケースでは、統合開発環境ツールの購入費は、製品ファミリーでの再利用

で回収されていきます。 

アーキテクチャとライブラリ、そして、統合開発環境ツールを共通化して個々の製品を開発し

ていく形態を“プラットフォーム開発”と呼びます。 

ホワイトペーパーで説明してきたポイントを踏まえ、開発プロセスを確実にまわす仕組みを組

み込んだ統合開発環境を使って、プラットフォーム開発を行うことは、開発ツールへの投資の

回収を加速します。 

  



 

43 © 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

まとめ 

以上、Internet Of Things 時代の組込み機器開発をテーマに、マイクロソフトが提供する様々な

製品、テクノロジーやサービスの紹介と、組込み機器開発に関する課題の解決策について説明

してきました。このホワイトペーパーが読者の皆様の実製品開発での一助になれば幸いです。 
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