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組込みソフト開発12の基本
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We are the world leader of software and services for embedded  
system’s development. We enable our customers to create and 
secure the products of today and the innovations of tomorrow.

For more about IAR Systems and our services visit iar.com
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民生機器・通信機器・自動車・産業機器まで、エンドユー

ザは常により多く、より新しい機能を、より短いサイク

ルで製品に要求します。市場要求は、製品の差別化を図

る上で重要な役割を果たす組込みソフトウェアとその開

発に直接的な影響を及ぼします。組込みアプリケーショ

ンはかつてないほど複雑化し、さまざまなスキルを持つ

大規模かつ分散したチームで構築されるようになりまし

た。組込みアプリケーションの要件を満たすためには、多

くの課題や懸念事項がありますが、それでも開発者はイ

ノベーションに集中し、市場での差別化を図る必要があ

ります。

　　IAR システムズ(以下IAR)は 40年間にわたり、組

込みソフトウェア開発者の日常業務の一部であり、彼ら

の開発プロセスを深く理解しています。IARが考える組

込みソフトウェア開発の基本となる要素（図1）は、開発す

る製品の生産性、効率、品質だけでなく、コストや市場投

入までの時間にも影響を及ぼします。 

市場投入までの時間を短縮し、品質を確保しながら、同時に予算内

に収めることは可能でしょうか？特に、製品の差別化、ひいては市場

での成功を目指す組込みソフトウェアの開発においては、どの投資が

明確なROI（投資収益率）と妥当なTOC（総所有コスト）につながる

かを判断する必要があるのです。

確かな品質かつ
市場投入までの時間を短縮 
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開発環境: プロジェクト管理ツールとエディタを含

むオールインワンの統合開発環境が望ましい

デバイスサポート: 様々な分野に対応する半導体

各社がリリースする8/16/32/64bitの各種コ

アのサポート

コードサイズ: コンパイラの最適化を適用すること

で、より小さなメモリのデバイスを使用すること

ができ費用を削減可能なことがある

実行速度: コンパイラの最適化により、高速にア

プリケーションを実行でき、より良いユーザエクス

ペリエンスを提供できる

コード品質: ベストプラクティスに即した開発によ

り高品質の製品となる

デバッグ機能: バグを取り除き、品質を向上させ

るため、アプリケーションの実行を完全に制御で

きることが重要

ライセンス形態: 柔軟なライセンス形態と管理は

シングルユーザから大規模なライセンス利用ま

で、ユーザニーズに対応

サポート: プログラマがコードに集中できるよう、

必要な時にツールのサポートとトレーニングが得

られること

DevOpsとスケーラビリティ: 市場要求の高度

化と組織の大規模化への対応として、CI/CDと

いった開発インフラの近代化が必要

機能安全と規格遵守: 分野ごとの規格に対する

遵守

エコシステム＆パートナー: ユーザは将来より多

くのデバイスサポート・ミドルウェアの利用・その

他の恩恵を受けられる

セキュリティ: 必須の要素であり、開発の初期段

階さらには終盤においても、どのように実装する

か注目するべき
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IARの組込み開発ソリューションは、上記全ての組込み開

発の基本をカバーします。加えて、生産性と効率を向上さ

せ、品質を確保し、市場投入までの時間を短縮させます。

　　これはすべて、投資収益率（ROI）と総所有コスト

（TCO）として正当化されるコストに現れます。以降、具

体的な事例をもとに、基本となる要素を考慮すること

が、いかにROIとTCOにプラスの影響を与えるかを紹

介します。なお、コードサイズ・実行速度はアプリケーショ

ンに強く依存するため事例から省きました。またセキュリ

ティについては別途分析が必要なため、ケーススタディ

では取り上げていません。「エコシステムとパートナー」、「

デバイスサポート」については、「開発環境」の事例で取り

上げています。

組込みソフト開発12の基本

IAR Systems 4
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1. DevOps

コンパイル時間の削減は生産性を向上させます。一般に、一行ソー

スコードを追加・修正することは、最悪、ソフトの再ビルドを必要と

します。このため、大量のコードを有するプロジェクトでは、再ビル

ドの時間はのび、結果として開発期間までもが延びることとなりま

す。 

IAR Systems 5
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みなさんの会社に置き換えてみるとどうでしょう？

Steve McConnellの著書 “Software Estima-

tion: Demystifying the Black Art “には、Coco-

mo II (Constructive Cost Model) という見積も

りモデルから派生した、工数（人月）対プロジェクトの規

模（SLOC）をプロットしたチャートが掲載されています。 

COCOMO IIのEffort方程式を調べると以下のように

なっています。

      
Effort = 2.94 * EAF * (KSLOC)E  
EAF: コストドライバーから得られるEffort調整係数

E: 5つのScale Driversから導かれる指数

KSLOC: 千行単位のコード行数

　　Effort方程式のEAFは、あなたのプロジェクトの各

コストドライバーに対応するEffort倍率の積に過ぎま

せん。COCOMO II - Model Definition Manual

から抽出したコストドライバーを見ると、大きなウェイ

トを占めていることがわかります。 最悪のケースでは、

評価レベルが極端に低い場合、Effort調整係数（EAF）

＝1.40（1.20*1.17）、最高のケースでは、評価レベル

が著しく高い場合、EAF＝0.66（0.84*0.78）となりま

す。 

1. DevOps

Language and Tool Experience (LTEX) & Use of Software Tools (TOOL)

LTEX Descriptors

Rating Levels

Effort Multipliers

LTEX Cost Driver

≤2 months

Very Low

1.20

Source: Rose-Hulman Institute of Technology

6 months 

Low

1.09

1 year

Nominal

1.00

3 years 

High 

0.91

6 year

Very High 

0.84

-

Extra High

-

TOOL 

 

Rating Levels

Effort Multipliers

TOOL Cost Driver

Edit, code, 
debug 

Very High 

1.17

Simple, frontend,  
backend CASE,  
little integration 

Very High 

1.09

Basic lifecycle  
tools, moderately 
integrated 

Very High 

1.00

Strong, mature  
lifecycle tools,  
moderately  
integrated 

Very High 

0.90

Strong, mature, pro- 
active lifecycle tools, 
well integrated with 
processes, methods, 
reuse 

Very High 

0.78

-

Extra High

n/a

http://www.softstarsystems.com/overview.htm
https://www.rose-hulman.edu/class/cs/csse372/201310/Homework/CII_modelman2000.pdf
https://www.rose-hulman.edu/class/cs/csse372/201310/Homework/CII_modelman2000.pdf
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これは開発チーム全体の生産性に直結します。組織への

影響はhttp://softwarecost.org/tools/COCO-

MO/ から無料で計算することができます。設計ツール

やコード生成ツールも同様です。自動生成されたコード

のビルド時間が長くなると、設計を進める前に変更や新

しいロジックをテストしてシステム全体に統合する必要

があるため、設計自体の生産性に影響を及ぼします。

　　IAR Embedded Workbenchは、他の商用ツー

ルに比べ、少なくとも2倍のビルド速度を示したと、お客

様からの様々なフィードバックや、お客様の声にもありま

す。クロスプラットフォーム対応のIAR Build Toolsを

使用したビルド時間は、同じハードウェアホストのLinux

でのビルド時間と比較すると、さらに優れたパフォーマ

ンス（4倍速）を示しています。一般的に、ほとんどのアプ

リケーションは Linux 上でより速く動作し、これは IAR 

ビルドツールでも同様です。Ubuntu上でC-STAT に

よる静的解析チェックを実行すると、Windows 上で実

行した時間の 25％でした。ビルドと解析の結果をより

早く提供することは、継続的デリバリー（CD）の高速な

実行を意味します。右に表示されているビルド時間は、

以下の条件によるものです。

      –   574のC/C++ソースファイル

      –   最適化レベル最高

      –   ビルド後に解析ツールを実行

      –   ホースとハードウェアのスペック  

           Intel i7-8700K, 24 GB RAM

      –   使用CPUコア数 1, 2, 4, 8

   
 　　Ubuntu上でIAR Build Tooldsを使用した場合

のビルドは、Windows上でIAR Embedded Work-

benchを使用してビルドする場合よりも速く、50%以下

の時間でプロジェクトを構築することができます。

　　さらに、最新の組込み開発ワークフローでは、品質を

確保し、ビルドとテストを継続的に実行するための自動

化プロセスが不可欠となっています。組込みソフトウェ

アの研究開発チームは、クロスプラットフォームクの基本

的なコマンドラインツールから同じ機能を用いて適切な

DevOpsプラクティスを実装することにより、新機能の

市場投入までの時間を短縮することを実現します。

　　IARのソリューションは、仮想マシン、コンテナ

（Docker）、セルフホストランナーを含むCI/CDパイプ

ラインのためのUbuntu、Red Hat、Windows上の最

新でスケーラブルなビルドサーバトポロジーをサポート

します。

1

Build Times and Code Analysis on  
IAR Embedded Workbench vs. IAR Build Tools

0:06:00

0:04:00

0:02:00

0:00:00

IAR Embedded  

Workbench

IAR Build 

Tools

Source: IAR Systems

when using: iccaarm -oHz

2 3 4

1. DevOps

Download
IAR Embedded Workbenchの評価版をダウンロード
して使いやすさを体験してみましょう

https://www.iar.com/about/customers/osong-medical-innovation-foundation-kbio/
https://www.iar.com/downloads?utm_source=crm-jpn&utm_medium=email&utm_campaign=iar_brand&utm_term=embedded+systems&utm_content=devops
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Dockable windows  
and tab groups

Power 
vizualization

2. デバッグ機能

デバッグに要する時間を減らすため、開発者は最新のマイクロコント

ローラに搭載されていたり、ツールでサポートされている高度なデバ

ッグ機能をマスタする必要があります。例えば、以下のようなスマー

トで高度なデバッグ機能があります。

Abdulaziz Alaboudi氏とThomas D. LaToza氏に

よる研究「An Exploratory Study of Debugging 

Episodes」では、開発者がプログラミング時間の約

半分をデバッグに費やしていることが観察されていま

す。StackOverflowやRedditでの議論では、開発者

の時間の80%あるいは90%をデバッグに費やしている

とされています。これは、1人の開発者が1年に1,000時

間から1,600時間費やしていることになります。

2.デバッグ機能　

Integrated debugger
for source and  
disassembly 

Timeline 
window

Performance 
analysis

RTOS
awareness

Edit source files  
without leaving the 

debug session

ですから、もしあなたが開発者はイノベーションのために

時間を費やしていると思っているなら、考え直してくだ

さい。予算のほとんどはデバッグに費やされ、デバッグ

に時間がかかると、リリースが遅れます。研究開発は、刻

々と複雑化するソフトウェアシステムの問題を発見し解

決するために、ますます多くの時間を費やすようになっ

ています。

https://arxiv.org/abs/2105.02162
https://arxiv.org/abs/2105.02162
https://stackoverflow.com/questions/2325994/what-of-programming-time-do-you-spend-debugging
https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/60na04/only_half_of_programming_is_coding_the_other_90/
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多くのプログラマは、GDB のような汎用デバッガを使

用しています。これらのデバッガは、プログラマがコード

を少しずつ前進させ、ウォッチポイントを設定しながら進

めていきますが、これはおそらく人類が知る限り最も効

率の悪いデバッグ方法です。残念ながら、組込みソフトウ

ェアの開発者は、ツールの制限により、ブレークポイント

やシングルステップでのデバッグをデフォルトにしてい

ることがあります。デバッグ時間を短縮するために、開発

者は最新のマイクロコントローラで利用できる高度なデ

バッグ戦略を習得する必要があり、またそれは専門的な

開発ツールによってサポートされています。

　　製品の品質は、開発者が利用できるデバッグ機能に

よってのみ向上します。 あなたのチームは、特定のバグ

の根源を正確に分析し、追跡することができますか？問

題を修正していますか？それともツールで詳細かつリア

ルタイムの情報を十分に得ることができないため、最善

の推測で回避策を講じたりしているのでしょうか？IAR 

Embedded Workbench に含まれる最先端の C-SPY 

デバッガは、リアルタイムでアプリケーションを完全に制

御することができます。 さらに、複雑なブレークポイント

（コードとデータ - 無制限）、ウォッチポイント、プロファイ

リング、コードカバレッジ、割り込みによるタイムライン、

パワーロギング、さらにトレースなどの多くのスマートな

機能を提供します。バグはソースから簡単に撲滅でき、

デバッグに費やす時間を短縮できます。     

　　これらのテクニックをすべて習得し、いつ使うかを知

ることで、欠陥がシステムに入り込んだときのデバッグ

に費やす時間を劇的に減らすことができます。IAR は、

パートナーの開発者が、80%のデバッグ時間を5%未

満に削減した事例を聞いています。保守的なアプロー

チで、デバッグ時間を少なくとも3分の2に減らすと、

年間最大500時間ということになります。多くの工数（

～1,000 時間）を解放し、開発者の時間を増やすことに

つながります。

2. デバッグ機能

Download
評価版で豊富なデバッグ機能を体験してみましょう

https://www.iar.com/downloads?utm_source=crm-jpn&utm_medium=email&utm_campaign=iar_brand&utm_term=embedded+systems&utm_content=debug
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3. コード品質

Steve McConnell氏の著書”Code Complete”によると、平均

して開発者は1,000行のコードにつき70のバグを生み出している。

そのうちの約20％、つまり1,000行につき15個のバグが、エンドユ

ーザに届くと言われています。さらに、バグの修正には、1行のコード

を書くよりも30倍もの時間がかかるという話があります。

開発サイクルの早い段階でコード品質管理を導入するこ

とで、エラーの影響とその除去のための労力を最小限に

抑えることができます。静的解析を各開発者のコンピュ

ータに提供し、コーディング標準を明確にすることで、開

発中にソースコードの問題を発見することができ、リリー

スされた製品よりもエラーのコストを小さくすることが

できます。

 　　さらに、多くの人が再利用のためのコード設計につ

いて話しますが、ソフトウェアの見積もりモデルでは、再

利用されるコードは、単に新しいコードを書く場合の少

なくとも50%の労力であるとされています。

　　BoehmのCOCOMO法では、点線の再利用ソフト

ウェアにどれだけ手を加えるかによって、コードの記述

にかかる相対コストが劇的に変化することを試算してい

ます。x軸は再利用しようとするコードに何パーセントの

修正を加えるか、y軸は新しいコードを書いた場合のパ

ーセントを表しています。 3つのデータサンプルのうち2

つのコードについては、再利用しているはずのコードを

あまり修正しなくても、いきなりゼロから書き直した場

合の50%の労力に跳ね上がりました。AAM（Adapta-

tion Adjustment Modifier）ラインは、再利用製品

の小さな変更が不釣り合いに大きなコストを発生させる

ことを示しています。ここで重要なのは、本当にコードを

再利用したいのであれば、費用対効果を考えて、驚くほ

ど高い品質と優れた設計が必要であるということです。

3. コード品質

0.0

Boehm’s COCOMO non-linear 
reuse effects method

1.5

1.0

0.5

0.0

Re
la

tiv
e 

co
st

50 100

Relative modification of size (AAF)

(Selby 1988)

Selby data
summary

AAM Worst case
AAF = varies
AA = 8
SU = 50
UNFM = 1

AAM Best case
AAF = varies
AA = 0
SU = 10
UNFM = 0

AAM

Source: Rose-Hulman Institute of Technology

For continuous advise on how to improve developer efficiency, follow IAR Embedded Development on LinkedIn

https://www.amazon.com/gp/product/0735619670/
https://en.wikipedia.org/wiki/COCOMO
https://www.rose-hulman.edu/class/cs/csse372/201310/Homework/CII_modelman2000.pdf
https://www.linkedin.com/company/iar-systems/
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コード品質を向上させる最も手っ取り早い方法は、コード

解析ツールを使用することです。

　　実際、機能安全認証を受けるアプリケーションを開発

する場合、静的解析ツールの使用が義務付けられること

さえあります。この種のツールは、コードの欠陥の最も一

般的な原因を見つけるのに役立ちますが、開発者がコー

ドを書こうとしているとき、特に何かを動作させるため

だけに足場となるコードを配置しているときには、考え

もせず心配もしない傾向にある問題を見つけるのにも

役立ちます。この種のツールは、コーディング標準を適

用するため、より良いコードを開発するのに役立ちます。

静的解析ソリューションの品質によって、コードを書いて

いる間に、多くの潜在的な問題をチェックすることがで

きます。

　　コード品質が大きな問題となる理由はいくつかあり

ます。まず、開発組織の成熟度にもよりますが、開発者は

最大で90%の時間をデバッグに費やすことがあります。

The total cost and cost per defect
Source: Capers Jones: “Estimating Software Costs”
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もし、正式なビルドに入る前に不具合を素早く分離する

ことができれば、不具合注入率を下げることができ、組

織の品質指標をより早く達成することができるようにな

るでしょう。次に、コードのバグが全体的に少ないという

ことです。それにより再利用の候補となります。 なぜな

ら、そのコードを再利用しても、以前に発見されなかった

バグが発見される可能性は低いからです。高品質のコー

ドは、欠陥が少ないため保守が容易で、優れたソフトウェ

ア工学の原則に従っていれば、拡張も容易です。したが

って、コードを再利用すれば、後続のプロジェクトを迅速

に進めることができます。

なぜコード品質が重要か

面白いのは、各フェーズでの不具合1つあたりのコスト

は予想通り上がっているのに、不具合の量が減ったため

に総コストが下がっていることです（Capers Jones著

「Estimating Software Cost」）。実際には、各フェ

ーズでバグを発見し修正するのに時間がかかるわけで

はなく、量が減ったにもかかわらずコストがかかってい

The savings versus total cost of reducing the 
number of defects entering testing at each 
phase by 25 %
Source: Capers Jones: “Estimating Software Costs”
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3. コード品質

https://pdfprodocs.vip/download/4330427-estimating-software-costs-jones-capers
https://pdfprodocs.vip/download/4330427-estimating-software-costs-jones-capers
https://pdfprodocs.vip/download/4330427-estimating-software-costs-jones-capers


12IAR Systems

コーディングスキルの向上

さらに、Dobbs博士が行った別の研究では、欠陥注入

が41%減少したとされています。これは、テスト時間の

大幅な節約になり、エンジニアリング時間の短縮だけで

なく、市場投入までの時間を短縮することにもつながり

ます。

　　この研究では，コーディング標準を導入するまで，欠

陥の注入率は月ごとにほぼ一定でしたが，その後，欠陥

率は目に見えて減少しました。開発者が標準に慣れ、逸

脱が少なくなるにつれて、欠陥率は急落したのです。

Violations/KLOC
Source: Dr. Dobbs
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3. コード品質

るのです。また、製品が運用に成熟してくると、市場に出

た製品を整備する影響で、不具合1件あたりの保守コス

トがかなり高くなることも注目すべき点です。その他、ブ

ランドの毀損、将来のユーザや収入の損失など、無形の

コストも考慮すべき要素です。 

　　では、これらを考慮した場合の投資対効果はどうで

しょうか。静的解析は，ソフトウェア開発の全段階におい

て，エラーの発生を抑制することができます．簡単な分

析として、先ほどのデータを使って、エラーの数を減らし

てみます。このように開発中に混入するエラーが減少す

ることを考えると、大幅なコスト削減が見込めます。

　　この単純な分析では、バグ1つにつき約126ドルの

節約となり、開発中のコード1,000行あたりの平均バグ

数を15個と仮定すると、コード1,000行あたり1,900

ドルの節約となる。もちろん、工数や欠陥の検出・修復時

間、欠陥の密度など、他の要因によっても結果は異なり

ます。しかし、多くのシステムで10～100KLOC以上使

用されていることから、静的解析に費用対効果としてメ

リットがあることは明らかです。

https://www.drdobbs.com/
https://www.drdobbs.com/
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GoogleはACMの出版物でコード解析のメリットを検

討する記事を発表しました。この記事では、C、C++

、Javaを含むコードベース全体を包括的に捉えており、

結果は非常に明確です。

「コンパイラのエラーは、開発プロセスの早い段階で表示

され、開発者のワークフローに組み込まれます。Goog-

leでは、コンパイラチェックのセットを拡張することが、

コード品質の向上に効果的であることがわかりました」

　　著者らは、静的解析をコンパイラのワークフローに組

み込み、エラーとして表示させることで、ツールの発見に

対する注意を劇的に改善し、最終的にコードの品質が格

段に向上したと述べています。さらに、最近コンパイラの

エラーに遭遇した開発者と、同じ問題を修正したパッチ

を受け取った開発者に送ったアンケートについて述べて

います。

「Googleの開発者は、（チェックインしたコードに対する

パッチではなく）コンパイル時にフラグが立った問題を認

識することで、より重要なバグを捕らえることができま

す。例えば、調査参加者は、チェックインしたコードで見

つかった問題の21%に対し、コンパイル時にフラグが立

った問題の74%を「真の問題」と判断しました」

　　「この記事では、静的解析ツールを使って自動的にコ

ミットを実行し、エンジニアに解析ダッシュボードを見る

ように呼びかけたところ、それに従ったエンジニアはほ

とんどいなかったと述べ、ワークフローの一部としてコ

ード解析を行うことの重要性を指摘しています。コンパ

イルプロセスで即座にフィードバックが得られることで、

静的解析が使いやすくなり、無視できなくなったので

す。そこでGoogleは、すべての人のワークフローにデフ

ォルトで静的解析を組み込むことを選択しました。彼ら

は、コード解析ツールが成功するためには、開発者がそ

の使用から恩恵を受け、ツールを使うことを楽しいと感

じなければならないと考えています」

3. コード品質　

Download
評価版をダウンロードして、コード品質とコードの再利用性
が改善できるか体験してみてください

https://www.iar.com/downloads?utm_source=crm-jpn&utm_medium=email&utm_campaign=iar_brand&utm_term=embedded+systems&utm_content=quality
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4. 技術サポート

技術サポートは開発環境の一部としてとしてコストを支払うだけの

価値があります。プロフェッショナル・ツールの質を区別するのは、

ローカルで提供されるユーザの使用言語によるサポートの品質で

す。

コンパイラやライブラリのバグなど、フリーツールで問

題が発生した場合、ユーザができることは、自分で直

すか、関連するリポジトリにバグを投稿することだけで

す。GNUコミュニティによって問題が修正されることを

期待するか、誰かにお金を払って修正または機能追加を

依頼するのです。この場合、ユーザが本当に負担するも

の（時間やお金）は何なのか、予測することは不可能で

す。

　　 開発ツールの問題で開発チーム全体が停止しない

ことは、IARのようなベンダーの専門的な開発ツールを

利用する最大の利点の1つです。 IARは、英語、スウェー

デン語、ドイツ語、韓国語、日本語、中国語、アラビア語な

ど数種類の言語をカバーする世界中のローカルサポート

チームと簡単にアクセスできる技術サポートを提供しま

す。ユーザは、指定されたリードタイムでワークアラウン

ドを得ることで、アプリケーションに集中し続けることが

できます。

　　 IARは、ワークアラウンドまたはエラーの修正によ

り、エラーの解決またはエラーの重大度レベルを軽減す

るために合理的な努力を払うものとします。さらに、クリ

ティカルまたはシリアスと定義されたエラーがライセンシ

ーに大きな不便を強いることを認識し、できるだけ早く

エラーの修正を提供するために合理的な最善の努力を

します。

　　表はSUA（Support and Update Agreement）

の正規のお客様の修理時間を示しており、IARからの応

答時間は1～2日以内、重大な問題の修理時間は15営業

日以内となっています。サポートとサービスの包括的な

4. 技術サポート

How do I get a bug fixed  
or a feature added?

There are lots of ways to get something fixed. The list  

below may be incomplete, but it covers many of the common  

cases. These are listed roughly in order of decreasing  

difficulty for the average GCC user, meaning someone who  

is not skilled in the internals of GCC, and where difficulty is measured in terms of the time 

required to fix the bug.  

No alternative is better than any other; each has its  

benefits and disadvantages.

• Fix it yourself. This alternative will probably bring   

  results, if you work hard enough, but will probably take  

  a lot of time, and, depending on the quality of your work 

  and the perceived benefits of your changes, your code may 

  or may not ever make it into an official release of GCC.

• Report the problem to the GCC bug tracking system and 

  hope that someone will be kind enough to fix it for you.    

  While this is certainly possible, and often happens, there   

  is no guarantee that it will. You should not expect the   

  same response from this method that you would see from a 

  a commercial support organization since the people who 

  read GCC bug reports, if they choose to help you, will  

  be volunteering their time.

• Hire someone to fix it for you. There are various  

  companies and individuals providing support for GCC.  

  This alternative costs money, but is relatively likely  

  to get results.

 Source: https://gcc.gnu.org/faq.html#support

IAR Systems 14
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契約によるコスト削減は、例えばEMBECOMのGCC/

LLVMに基づくケーススタディ「コンパイラのコストはど

れくらいか」によると、簡単に計算することができます。

ツールチェーンのメンテナンスには、1ヶ月あたり0.25エ

ンジニア月ほどの労力が必要です。雇用コストは、福利厚

生、給与税、企業賠償責任保険によって、一般的に給与の

1.25倍から1.4倍という経験則があります。コンパイラ

技術者の平均年収が11万7千ドル（米国）×1.4と考える

と、保守や重大なバグの修正に月3.4千ドルかかること

になります。

 

　　IAR Embedded Workbenchのライセンス

は、12ヶ月間のサポートとアップデート契約が含まれて

います。その後、SUAを有効にしておくために、ユーザ

は最新のライセンス費用の20％しかかかりません。IAR

チームが1～2営業日でワークアラウンドを提供できるた

め、開発チームが常に生産性を維持できるのです。

Response and repair times within regular SUA

Critical

Serious

Moderate

Minor

Severity level

Source: IAR Systems

1 working day

1 working day

2 working days

2 working days

Response time Repair time

4. 技術サポート

Download

評価版をダウンロードして、豊富なドキュメントや
サンプルプロジェクトに触れてみましょう

No more than 15 working days

No more than 30 working days

At next scheduled service or feature release (unless such scheduled release is 

planned within the next 45 Working Days), but not later than one year.

At IAR’s discretion

https://www.embecosm.com/2018/02/26/how-much-does-a-compiler-cost/
https://www.embecosm.com/2018/02/26/how-much-does-a-compiler-cost/
https://www.comparably.com/salaries/salaries-for-compiler-engineer
https://www.comparably.com/salaries/salaries-for-compiler-engineer
https://www.iar.com/downloads?utm_source=crm-jpn&utm_medium=email&utm_campaign=iar_brand&utm_term=embedded+systems&utm_content=support
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Core

Device

 Processor 

5. 開発環境　

開発チームの生産性は合理化された開発の各行程に依存し

ます。新デバイスのサポート、ミドルウェアの対応、その

他の拡張機能が一つのツールにシームレスに統合されるこ

とで、開発者が集中できる開発フローが実現します。

今日の電子機器では、8ビット、16ビット、32ビット、64

ビットのアプリケーションを含む組込みシステムの数が徐

々に増えてきています。同時に、組込みアプリケーション

はますます複雑化・高度化しています。さらに差別化され

た機能を持つ新製品への期待は大きくなり、単一の製品

の市場投入までの時間が企業全体の成功の決定的な要

因となることもあります。

　　IARの組込み開発ツールは、200社以上の半導体パ

ートナーからの8ビット、16ビット、32ビット、64ビット

MCU/MPUをカバーする15,000デバイスをサポート

し、世界中で約10万人の開発者に利用されています。こ

れは、最も広範なデバイスのサポートと最も強力なエコシ

ステムです。IAR Embedded Workbench は、ユー

ザが単一の IDE で、すべての主要ベンダーのプロセッサ

間を自由に行き来することを可能にします。

　　市場で最も幅広いデバイスのサポートは、汎用プラッ

トフォームと異なるターゲット用の共通コンポーネントに

よって実現されています。 さらに、IARは、開発者が効率

的で安定したコードを作成し、同時に開発効率を向上さ

せるために、アーキテクチャやプロセッサ固有の設定と最

適化を追加します。

　　開発期間を短縮するための効率化を実現する統合開

発環境に含まれるコンパイラを選択することは最も重要

なことです。これはアプリケーション開発の安定性や一貫

性を確保するための重要な要素です。IAR Embedded 

Workbench のように組込み開発ツールを標準化する

ことで、開発チームは合理化された開発プロセス、中断の

ないワークフロー、そしてすべてのコンポーネントがシー

ムレスに統合された単一のツールボックスを手にするこ

とができます。また、開発を簡素化し、プロジェクトやプ

ロセッサ間でコードの再利用を可能にすることで、さまざ

まな遅延を回避することができます。

 
　　なぜこれが重要なのか？開発チームは、複数の異なる

プロセッサを候補に開発することは珍しくありません。例

えば、何らかの理由でプロセッサを変更する必要がある

場合、ゼロから始める必要はなく、ツールも変更する必要

がないため、大きなメリットがあります。

 
　　初期投資は必要ですが、長い目で見ればその価値に

見合うものです。新しい IDE とツールチェーンを習得

するために、開発者は少なくとも 1 週間を必要としま

す。IAR アカデミーの「IAR Embedded Workbench 

と効率的なプログラミングとデバッグの入門」のような

対面式トレーニングコースは、開発者がツールスイートの

機能を完全に活用するのを助けるため、3営業日必要で

Cortex-M85 
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Cortex-M1

Cortex-MS1

Cortex-M3

Cortex-M4
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STAR

5.  開発環境

https://training.iar.com/
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さらなる時間とコストの節約につながるからです。 

　　現代の開発ワークフローは、エコシステムパートナーの

ソリューションとの統合も要求しています。IAR Visual 

Studio Code の拡張機能は、IAR Embedded 

Workbench および IAR Build Tools のすべての最

新バージョンと互換性があり、Visual Studio Code 

Marketplace で入手可能で、開発者は VS Code から

プロジェクトを構築し開発することができます。同じこと

が、IAR Eclipse プラグインにもあてはまり、高度な機

能とともに、高品質の IAR ビルドツールチェーンを直接

利用することができます。拡張機能はCMakeのような

他のビルドシステム、GitHubのようなソース管理および

バージョン管理拡張機能にも使用でき、開発要求を満た

すことができます。

　　IAR Embedded WorkbenchとIAR Build 

Toolsには、最初の12ヶ月間の専門的な技術サポートへ

のアクセスと、スムーズなスタートと生産性向上のための

IARアカデミーオンデマンドコースへのアクセス権が含ま

れています。オールインワンの統合環境と拡張機能によ

り、プログラマは常にツールを切り替える必要なく、同じ

機能のセットを一箇所で使用することができます。開発タ

スクの緊密な統合により、開発者の生産性と効率性が向

上します。

す。

　　さらに、開発者が自分で情報を消化したり、チュート

リアルを試したりするため、2日間の追加が必要です。米

国の組込み開発者の平均給与が$104K x 1.4（福利厚

生、給与税、企業賠償責任保険を含む給与コスト）である

ことを考えると、新しいツールチェーンを使いこなすため

に開発者1人あたり約$2800の費用がかかることにな

ります。これは、開発者が新しいツールチェーンに自信を

持ち、アプリケーションの一貫性と安定性を確保できるよ

うになるまで、もっと長い時間がかかるかもしれないこと

を考慮していません。しかし、開発者のトレーニングのた

めの1回限りの費用は、価値ある投資です。この費用は、

異なるプロセッサが使用されるからといって、再び支払

う必要はないからです。特に、開発者が使い慣れたツー

ルチェーンで作業することで、経験と専門知識が深まり、

IAR Build

Academy

5. 開発環境

Develop IAR projects with intellisense, 
C-STAT and build support.

IAR C-SPY Debug
Debug embedded applications using  
the IAR C-SPY debugger.

Download
VS Code拡張機能によりIAR Embedded 
WorkbenchとVS Codeを連携させてみましょう

https://www.iar.com/downloads?utm_source=crm-jpn&utm_medium=email&utm_campaign=iar_brand&utm_term=embedded+systems&utm_content=ide
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6. 機能安全と規格遵守

機能安全認証取得を認証取得済みツールで加速  
機能安全性は、どのようなアプリケーションにおいても非常に望まし

いものですが、アプリケーションによっては、それが絶対条件となる

こともあります。さらに、認証取得済みツールを使わなければ、困難

で時間のかかるものです。

認証に従うことで、数多くの利点があります。アプリケー

ションに関連する責任リスクを軽減し、製品リコールの確

率やファームウェアの更新回数を減らすことができます。

さらに、会社の評判や企業目標を守るだけでなく、国際

的な基準や要件に確実に準拠することができます。 

　　多くの規格や安全認証が存在します。それぞれが特

定の産業や製品カテゴリーを対象としています。最も

広範な認証規格は、ISO 26262（自動車向け）とIEC 

61508（電子関連システム向け）であり、アンブレラ規格

とみなされています。この2つの規格は、他のほとんど

の認証や産業をカバーしているため、ほとんどの機能安

全開発ツールは、この2つの規格による認証を目指して

います。

　　特定の認証はこの 2 つの規格を超えることもありま

すが、例えば、IEC 61508 に類似した鉄道システム用

の EN 50128 など、他の多くの規格の基礎と考えられ

ています。一般的に、すべての規格は、セーフティクリテ

ィカルなシステムのリスクを評価し、安全目標を割り当て

るための明確なプロセスを提供しています。さらに、シス

テム的な故障を減らすためのベストプラクティスとなる

開発プロセスの要件も網羅されています。そして、製品

導入後の機能安全を確保するための継続的な手順も定

められています。つまり、規格はリスクを特定し対処する

方法を概説するもので、いずれも機能安全の認証を受け

たツールを要求します。

　　ツールの機能安全認証とは、開発ツールが、コードの

6. 機能安全と規格遵守
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コンパイル時に信頼性と再現性のある結果を生成するこ

とを保証するために、厳格な認定プロセスを経たことを

意味します。さらに、異なる機能安全規格が提示する特

定の要件でツールがどのように動作するかを管理する

ための開発プロセスが整備されていること、異なる言語

規格への準拠の検証を示すツールのテストと品質測定が

あることを意味します。 

　　認証プロセスはかなり厳密です。IEC 61508規格

は、7.4.4節でサポートツールの認定方法について詳し

く説明していますが、コンパイラの認定方法については

かなり曖昧なところがあります。7.4.4.10項を考えて

みましょう。

      “The selected programming language shall have  
a translator which has been assessed for fitness for  
purpose including, where appropriate, assessment 
against the international or national standards.”
このように、適合性を証明するために多大な労力を要

し、適合性を証明した理由を文書化するためにさらに多

くの労力を要することになります。これは、より高い安全

度水準（SIL）を達成しようとすればするほど、顕著にな

ります。

　　このプロセスの一環として、数千のテストプログラム

をコンパイルした検証テストスイートを実行し、その結果

を期待される結果と比較します。もう一つは、標準適合

性テストです。これらのテストはいずれも網羅的なもの

ではありませんが、いくつかの問題点を明らかにするこ

とができます。

　　 安全性の検証のコツは、すべての既知の問題を文書

化することです。機能安全とは、既知の不完全性が明確

に文書化され、不完全性を特定し文書化するためのプロ

セスを備えていることを意味します。完全なバリデーショ

ンを行うには、期待される動作からの逸脱を一つ一つ修

正または文書化し、正当性を証明しなければなりません

ので、既知の不当な逸脱が存在しないことになります。

　　使用するツールチェーンを機能安全のために検証す

Broad coverage of safety standards

6. 機能安全と規格遵守

Machinery control
ISO 13849 IEC 62061

Agriculture & forestry 
ISO 25119

Industrial
IEC 61508

Automotive 
ISO 26262

Process industry 
IEC 61511

Railway
EN 50128 EN 50657

Household appliances
IEC 620730

Medical
IEC 62304

For continuous advise on how to improve developer efficiency, follow IAR Embedded Development on LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/iar-systems/
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ることは、費用と時間がかかります。ツールの認証には

最大で12カ月かかり、数人の従業員（通常は2～4人）が

必要です。米国の組込み開発者の給与を考慮すると、余

分なテスト要件にもよりますが、推定コストは最大14万

5000ドルになります。実際の数字は、お客様のプロジ

ェクトがどのSILを必要とするかによって、必然的に変わ

ってきます。

 
　　もし、最終的に認証を取得した他のプロジェクトから

未認証のツールを再利用したい場合、新しいプロジェク

トが以前のプロジェクトと十分に類似していることを証

明する必要があることに注意してください。ソースコード

レベルのアクセスなしでは不可能な、以前のプロジェクト

と同じ機能をツールチェーンで使用していることを証明

する必要があります。さらに、安全認証と同等の方法で

ツールチェーンを使用していることを証明しなければな

りません。つまり、ツールの再認証のために同じ作業をす

ることになるかもしれません。

機能安全認証済みの開発ツールを使用すれば、ツールチ

ェーンが安全規格に準拠していることを証明する必要は

なく、アプリケーションを認証するだけでよいのです。実

際、機能安全認証を受けたツールチェーンとコーディン

グ標準を使用することで、アプリケーションの認証プロ

セスが容易になり、スピードアップするため、多くの時間

と費用を節約することができます。また、ソフトウェア開

発ライフサイクル（SDLC）のテストと修正の段階では、コ

ンパイラにより問題が起きているかを心配するのではな

く、ソースコードのバグを見つけることに集中できること

を意味します。

　　IAR システムズの機能安全ソリューションは、10 の

異なる安全規格をカバーするTÜV SÜD の認定を受け

たツールであり、機能安全向けに特別な契約による長期

サポートと契約期間中の安全証明書の更新が可能です。

Response and repair times within functional safety SUA 

Critical

Serious

Moderate

Minor

Severity level

Source: IAR Systems

1 working day

1 working day

1 working day

1 working day

Response time

No more than 10 working days

No more than 20 working days

At next scheduled Update or Upgrade of the Product (unless such scheduled Update

or Upgrade is planned within the next 45 Working Days), but not later than one year.

At IAR’s discretion

Repair time

6. 機能安全と規格遵守

Download
機能安全システムの開発に向け、まずはIAR Embedded 
Workbench評価版をダウンロードしてみましょう

https://www.iar.com/downloads?utm_source=crm-jpn&utm_medium=email&utm_campaign=iar_brand&utm_term=embedded+systems&utm_content=safety
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USB Dongle

Single developer, 
mulitple computers 

Mobile
Locked to

Users

7. 柔軟なライセンス形態

プロジェクトに適したライセンス形態を見つけることはROIの最大化

に貢献します。ライセンスには多くのユースケースがあり、ライセンス

の正しい組み合わせと管理は、ツールにかかるコストを最適化するの

に役立ちます。すべては、組織や開発チームが何を必要としているか

という点に帰結します。

IARは、ユーザの投資対効果を最大化するために、柔軟

なライセンスと価格オプションを提供します。スタンドア

ロン、モバイルからネットワーク、グローバルライセンスま

での各種ライセンスタイプは、ライセンスの管理を容易に

します。ライセンスの一覧を上記に示します。

 
　　ネットワークライセンスは、開発者チームにとって便

利で費用対効果の高いものです。ローカルネットワーク

上のユーザーグループ間でライセンスプールを共有する

ことができます。同時使用ユーザ数には制限があります

が、インストールできるPCの数は無制限です。ネットワー

クライセンスは、納品物に含まれるライセンスサーバソフ

トによって管理されます。（※ライセンスサーバ(ハードウ

ェア)はお客様にご準備いただきます）既存のネットワー

7. 柔軟なライセンス形態

クライセンスに新しいユーザを追加することができます。

　　複数のサイトや異なる国で運用や開発プロジェクト

を行うお客様のために、IARはグローバルライセンスを

通じて地理的な柔軟性を提供します。通常のネットワー

クライセンスは、1つの地理的サイトに制限されています

が、グローバルライセンスは、世界中の複数のサイトから

同じネットワークライセンスにアクセスするユーザを持つ

可能性を提供します。

　　モバイルライセンスは、仕事の場所に柔軟に対応でき

るシングルユーザライセンスです。USBドングルにロック

されているので、どこにでもあるPCに持ち込んで使用

することができます。PCがネットワークに接続されてい

License types

One computer

Single developer

Stand-alone

Learn more

Locked to

Users

One site

Local teams

Network
Locked to

Users

Multiple sites

Global teams

Global
Locked to

Users

https://www.iar.com/knowledge/support/licensing-information/?utm_source=crm-jpn&utm_medium=email&utm_campaign=iar_brand&utm_term=embedded+systems&utm_content=license
https://www.iar.com/knowledge/support/licensing-information/?utm_source=crm&utm_medium=email&utm_campaign=iar_brand&utm_term=support&utm_content=license
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9. Licensing

ない状態でも使用できます。また、ドングルにライセンス

を保持することで、ハードウェアの故障からライセンスを

保護することができます。

　　PC固定ライセンスは、特定のPCにロックされます。

個人用のシングルユーザライセンスで、PCに物理的にア

クセスすることでのみ使用できます。また、そのPCがネ

ットワークに接続されていない場合でも使用できます。

ここで例えば、開発ツールへのアクセスを必要とする開

発者が30人、各サイトに15人、プロジェクト期間が2年（

サポートとアップデート契約の更新のため20%年）の2

つのサイトを持つ会社を仮定して考えてみましょう。

PC固定ライセンスを基準価格（1$）とし、アーキテクチ

ャ（8ビット、16ビット、32ビット、64ビット）により異

なることは考慮が必要です。他のライセンスタイプは、

柔軟性に応じて割増料金が発生します。ドングルライセ

ンスは16% (1.16$) 、ネットワークライセンスは33% 

(1.33$) 、グローバルライセンスは100% (2$) 割増

されます。

　　すべての開発者にPC固定ライセンスを提供する

場合、30×1$=30$（ドングルライセンスの場合は

34.8$）のコストがかかります。ネットワークライセンス

に移行する場合、各サイトの15人の開発者をカバーす

る10個のネットワークライセンス（推奨）が必要となりま

す。ネットワークライセンスはローカルサイトでのみ使用

できるため、1サイトあたりのコストは10 x (1.33$) = 

13.3$、合計26.6$となり、スタンドアロンモデルと比

較して約13%のコスト削減となります。次のステップと

して、グローバルライセンスに移行し、両サイトで合計12

ライセンス（推奨ですが、勤務時間が重ならない場合は

もっと少なくても構いません）、コストは12 x (2$) = 

24$となります。これは、ネットワークライセンスと比較

して約11％、スタンドアロンライセンスと比較して約25

％のコスト削減になります。この例では、ワークステーシ

ョンの破損やドングルの紛失など、交換が必要な管理・ト

ラブルについては考慮されていません。なお、年間サポ

ート＆アップデート契約の20%も、コスト削減率に準じ

ます。

　　組織に適したライセンスタイプを見つけることで、総

ライセンスコストの最大25%を削減するだけでなく、ラ

イセンスの管理も容易になり、大きな効果を得ることが

できます。

Download
評価版をダウンロードして、フレキシブルな開発環境を
体験してみましょう

https://www.iar.com/downloads?utm_source=crm-jpn&utm_medium=email&utm_campaign=iar_brand&utm_term=embedded+systems&utm_content=licensing
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8. まとめ

製品の開発期間を管理することは、コストを抑制し、納期目標を達

成するために重要です。これらの目標は、エンジニアが製品を迅速

かつ効率的に作成できるように設計されたツールやサービスを使

用することで達成できます。

IAR Systems
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8. まとめ

ROIとTCOのサマリ

コンパイル時間短縮による生産性向上

デバッグ時間短縮による製品の市場投入への期間の短縮

バグのコスト、なぜ高品質な開発が必要か

有償ツールによって得られるサポートは支払うだけの価値がある

１つのIDEによる広いデバイスサポートは生産性の向上につながる

機能安全認証済みツール導入による開発期間の短縮

開発体制にあったライセンスモデルを利用できることのコストメリット

ユースケース

Source: IAR Systems

ビルド時間を最大50%改善 (Linux)

開発者あたり最大1000時間の工数削減

コード1000行あたり$1.9Kの節約

ツールメンテナンスには月$2.4Kほど必要

開発者あたりのツール習得コスト$2.8K

プロジェクト毎ツール認定に最大$145K必要

開発拠点の分散や時差なども考慮して適切な

ライセンスを選択可能

改善効果1(概算)

---  

一年あたり$24K

コード5000行あたり$9.5Kの節約

プロジェクトあたり$43Kの節約

プロジェクトあたり$10Kの節約

プロジェクトあたり$145Kの節約

最大25%のライセンス費用の節約

改善効果2(概算)

初期費用をかけてでも商用ツールを使用することは、ス

ケジュールを維持し、製品開発の総コストを削減する効

果的な方法となります。企業や開発チームは、市場投入

までの時間を短縮し、品質の高い製品の提供を確保する

ことを「買う」ことになるのです。最後に、下表のユースケ

ースで、専門的なソリューションに取り組む開発者に、投

資収益率（ROI）と総所有コスト（TOC）についての明確

なイメージを提供します。

Disclaimer: The information and numbers in this report are approxi-
mations for general informational purposes only and will be updated 
quarterly. The numbers and results might vary from version to version. 
IAR Systems makes no representation or warranty, expressed, or 
implied. Your use of the information and interpretation of the results 
of the use cases is solely your own responsibility. This report may 
contain links to third-party references and content, which we do not 
warrant, endorse, or assume liability for.
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For continuous advise on how to improve developer efficiency, follow IAR Embedded Development on LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/iar-systems/
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8. まとめ

Download
市場投入までの時間を短縮し、かつ品質を確保するため、
パワフルな統合開発環境をぜひお試しください

著者

Rafael Taubinger
Sr. Product Marketing Manager

著者一覧

共著者

Shawn Prestridge
FAE Manager US

Anders Holmberg
Chief Technology Officer

David Källberg
FAE Manager EMEA

Hyun-Do Lee
Sales Manager

https://www.iar.com/downloads?utm_source=crm-jpn&utm_medium=email&utm_campaign=iar_brand&utm_term=embedded+systems&utm_content=conclusion
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