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電力系ソフトウェアの開発で培った技術で 
キャッツブランドのCASEツールを作成

◆貴社設立の経緯をお聞かせください．
キャッツは1973年に前身である「テスコ株式会社」と

して設立され，電力関係の監視 ・ 制御向けのコネクタや
ハードウェア機器を開発してきました．その後，発電 ・ 変
電 ・ 配電等の電力系統を機械制御からコンピュータ制御に
転換を図ることになり，1986年に新横浜に技術センタを
開設し，電力系統のコンピュータ制御に対応するためのソ
フトウェア開発部門をつくりました．

電力系のシステムは一瞬の停止も許されず，非常に高信
頼 ・ 高品質であることが求められます．そこで，私たちは
コンピュータ支援ソフトウェア工学（CASE: Computer 
Aided Software Engineering）ツールという，ソフト
ウェアの設計 ・ 開発から保守に至るまでの工程等を可視化
することで開発作業を円滑に進めることのできるソフト
ウェアを用いて，高信頼 ・ 高品質な電力系制御システムを
開発しました．

その後，電力制御用のソフトウェア開発で培ったノウハ
ウを応用し，CASEツールを使ったソフトウェアの開発工
程検証ツール「ZIPC」を製品化し，当時テスコの子会社
であったキャッツで販売を始めました．そして，両社を統
合した際に「キャッツ」の社名を残し，現在に至っていま
す．本社は新横浜で，福岡に組込みソフトウェア研究所と
沖縄にキャッツ沖縄センタという，ニアショアの開発拠点
をつくりました．2010年にNTTデータMSEと資本提携
し，NTTデータグループの一員になりました．
◆NTTデータMSEと資本提携に至ったのはなぜですか．

また，どのようなメリットがありますか．

NTTデータMSEは長年組込みソフトウェアの開発に携
わってきており，その技術を現在自動車分野に応用し始め
ています．当社としても組込み系の分野，特に車の分野で
協働できるメリットが大きいと考え始めていたことから，
お互いにシナジーがあると思い，資本提携に至りました．
合併のメリットは大きく，初めて訪問する企業でも「NTT
グループの会社」と言えば，すぐに会ってくれるなど，お
客さまの信頼性がより増したと思います．

「拡張階層化状態遷移表」を用いた設計手法を確立 
組込みソフトウェア開発支援の屋台骨に

◆事業概要をお聞かせください．
主な事業は，ソフトウェア開発支援ツール（CASEツー

ル）を使ったZIPC，およびそのファミリー製品の開発 ・
販売，それに各種ツールのカスタマイズや導入サポート，
コンサルティング等です．

ZIPCは組込みソフトウェアの設計 ・ 開発を支援する最
先端ソフトウェア工学支援ツールのことです．このブラン
ド名にはC言語を使った開発環境の利便性を高めるという
意味や，上流工程と下流工程をZipper（ジッパー）のよ
うにしっかりとつなぐ，というような意味合いも込めてい
ます．本製品は累計で1万2000ライセンス，電気 ・ 自動
車業界を含む約900の事業所への導入実績があります．
以前はZIPCを単体で販売していましたが，最近はツール
チェーンとしてシリーズ化し，モデルベース開発ツール

「ZIPC Designer」やテスト工程の自動化ツール「ZIPC 
Tester」といった製品もリリースしています．
◆ZIPCには，どのような特長がありますか．

ZIPCには当社のオリジナルの技術である，「拡張階層
化状態遷移表」が使われています．これは「状態遷移表」
をさらに機能拡張し，複雑，かつ大規模化した組込みソフ
トウェアの開発工程においても，早期に問題を発見し，設
計段階からモレや抜けがないかどうかを検証可能なツー
ルです．

http://www.zipc.com/

キャッツ　渡辺政彦社長

キャッツ株式会社

時流の先端を行く
ソフトウェア開発支援ツールで
開発現場の効率化に寄与

キャッツは，「拡張階層化状態遷移表」という設計手法を用いた工
学支援ツールを武器に約40年の歴史を持つツールベンダだ．大きな
転換期を迎えている自動車業界をターゲットとし，人工知能分野へ
の参入も計画している同社の渡辺政彦社長にお話を伺った．
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もともと状態遷移表はソフトウェア開発の上流工程にお
いて，ソフトウェアが設計仕様どおりに正しく動くかどう
かの検証をするためのツールです．従来，この検証には，
フローチャートや状態遷移図が使われていました．これら
は工程の流れを追うことには適していますが，検証過程に
モレや抜けがあっても，全体を網羅的に検証することがで
きないという欠点がありました．それを，「表」という形
にして，状態と事象における処理を可視化することで，全
体を網羅することができるようになりました．その拡張版
である拡張階層化状態遷移表では，組込みソフトウェアで
使われているさまざまなツールと連携し，ユーザのニーズ
に応じた柔軟な開発をサポートできるようにしました．
◆経営戦略も踏まえ，どのようなことを重点的に取り組ま

れていますか．
ソフトウェア開発のあらゆるプロセスの検証を工学ベー

スで開発した自動化ツールを用いて効率化し，お客さまの
ソフトウェアの設計 ・ 開発を支援することが，当社のミッ
ションです．従来，人海戦術でしか行うことのできなかっ
たソフトウェアの検証やプログラミング，いわゆるコー
ディングの部分も含めて自動化できれば，作業効率の飛躍
的な向上が期待できますが，当社のツールは，そうしたお
客さまの需要にこたえることのできる製品であると思い
ます．

重点分野は自動車業界です．今やECU（Electric Con
trol Unit）には，車載コンピュータが集積していますし，
ブレーキやアクセルが協調して自動運転をする自動車安全
走 行 支 援 シ ス テ ム（ADAS: Adaptive Driver As sis
tant Systems）はソフトウェアの塊です．自動車業界
のトレンドとして安全技術の開発が進んでいますが，これ
らのシステムを駆使して自動走行を安全に行うためには，
その設計段階において，ある状況で，あるイベントが起き
たら，どういう事態が発生するのか，ということがきちん
と定義されていなければ，大事故につながる可能性があり
ます．自動車としては「知らなかった」では済まされなく
なりますから，それらを見越したうえで，すべてを設計し
なければなりません．そこに当社の技術力を結集できると
考えています．近年，組込みソフトウェアの仕様が複雑，
かつ大規模化しつつあることから，機械設計の制御工学の
モデルでは手に負えなくなりつつあります．そこで，当社
は情報工学的なシステムの動作をモデル化する「振舞いモ
デル」を使用できるように，ユーザ企業と共同研究を始め
ました．この分野は今後も広がっていく領域だと思います．

もう1つは，当社が開発したトレーサビリティのプラッ
トフォーム，「ZIPC TERAS」を展開し，自動車業界向
けに浸透させていくという戦略です．自動運転に必要な
システムの機能安全を保障するために，既存の環境下で
用いられているさまざまなオーサリングツールとつなが
り，トレーサビリティを確実に実行するツールとして展
開します．

ディープラーニングよりも 
ルールに則った人工知能を開発したい

◆今後の展望をお聞かせください．
人工知能分野への参入を考えています．世の中は自動運

転への技術的なシフトが始まっていますが，それを実現す
るためには，ロボット工学や人工知能などの技術を取り込
むことが不可欠です．人工知能には人間を模倣させる必要
がありますが，人間すら認知科学ではまだ解明されていま
せんから，それを模倣するというのは，技術者としては非
常にチャレンジな領域でもあります．

人工知能には大きく3つのアプローチ法があります．1
つはルールベース，もう1つは機械学習，そして3番目は
ディープラーニングです．例えば，先ごろ話題になった人
間と人工知能「アルファ碁」の対局では，5回のうち，1
回は「アルファ碁」が暴走して負けたケースがありました．
囲碁の打つ手は，宇宙空間並の組合せがあることから，全
組合せを計算で求めるルールベース型ですと，計算能力が
足りないといわれていました．一方，アルファ碁は，ディー
プラーニングの手法で，人間の脳の神経回路を模した
ニューロンの中で学習しましたが，暴走してしまいました．
しかし，その原因を人間には突き止めることができません．

私は，「原因が分からないものに自動運転は任せられな
い」という考えが根本にあります．人間の脳を模倣してい
るので，どういう情報がどう脳に入り，どのような判断が
なされたのかというのは，現状では機械任せで，制御がき
かなくなっています．もちろん，トレーニングをすれば暴
走が避けられるのではないかと，ディープラーニングを試
みる動きがありますが，本当にそれが正しいのかどうか，
という疑問もあります．

ルールベースの人工知能であれば，あくまでも，ルール
を定め，それに基づいた行動パターンをエンジニアが設計
します．そのため，ルールからはみ出して暴走する危険性
は少ないと考えられます．

現在，政府が進める「戦略的イノベーション創造プログ
ラム」（SIP）で定めている自動走行システムにおける自動
運転のレベルは1〜4まであります．レベル3は車が対応で
きなくなると人間に制御を移す，準自動走行システムという
設定です．そのため，レベル3まではルールベースの人工知
能が普及していくものと私は考えています．安全で高信頼
性の使える道具として，ルールベースの人工知能に基づい
たシステムを供給していくことが，当社の今後の目標です．

もともと誰も取り組んでいない領域で市場を創り出すこ
とが好きな性分なので，考え方や物の見方を変え，独自の
発想で人工知能の分野に取り組みたいと思っています．
◆社員の方へメッセージをお願いします．

社員に対しては，仕事は楽しく，自分がやりたいと思う
ことをやってほしいと日頃から言っています．同時に人の
やっていないことに挑んでほしいと願っています．
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担当者に聞く

◆業務内容を教えてください．
第2技 術 グ ル ー プ は 自 社 製 品 の

ツール開発が主な業務です．その中で
も状態遷移設計を支援するモデルベー
ス 開 発 ツ ー ル の「ZIPC Designer」
と「ZIPC TERAS」 と い う シ ス テ
ム開発にかかわるすべての成果物間
のトレーサビリティを確保するト
レ ー サ ビ リ テ ィ ツ ー ル プ ラ ッ ト
フォームをメインに開発しています．
また，NTTデータの開発支援ツール「TERASOLUNA 
IDE3」等の受託開発も担当しています．さらに，お客さ
まに対し，当社製品のカスタマイズや製品導入のサポート，
それに保守，コンサルティング等も行っています．
◆どのような課題がありますか．

製品を市場に投入するタイミングが難しいと感じていま
す．例えば，当社が新製品をリリースする前に，競合他社
から類似のツールが販売されたり，お客さまが必要とされ
る時期に間に合いませんと，たとえそれがどんなに良い製
品であったとしても使っていただけません．そうした機会
損失を防ぐために，当社としても営業メンバーと協力しな
がら，市場の動向やユーザの動きには注視するようにして
います．また，業界団体や関連学会などの集まりにも積極
的に参加し，情報収集も怠らないようにしないといけま
せん．
◆ツール開発の難しさはどのような部分にあるとお考えで

すか．
お客さまからは，ツールについてさまざまな機能追加の

ご要望をいただくことが多いのですが，それらの機能をす
べて満たせば良い，というものではありません．なぜなら，
ツールの操作といった細かい部分について，言われるまま
に修正しても，そのことがすべてのお客さまにとり，使い
勝手が良くなるとは限らないからです．ある方には気に
入っていただいても，別の方から見ると使い勝手が悪く
なってしまう場合もあります．

ですから，お客さまがツールをどのように利用するのか，
本当にやりたいこと，業務の目的は何なのかということを
きちんとお聞きし，お互いに理解することが重要です．そ
のうえで，どのように運用するのかをきちんと考え，ツー
ルベンダとして，機能に落とし込んで提供する，あるいは，
そのままの機能で，「このように使うこともできます」と
きちんと説明し，提案することが重要です．大変ですが，

同時に，そこにやりがいを感じます．
◆重点化ポイントはどのようなことですか．

すでにリリースしている製品と併せて，機能を強化した
製品の開発に取り組み，広く市場への普及を図りたいと考
えています．そのためには，ツールベンダとして当社の知
名度をもっと上げることが必要です．今後さまざまな需要
が高まると思いますので，お客さまのご要望に合った新し
いツールの開発にも挑みたいと思っています．
◆今後の展望についてお聞かせください．

現在は自動車業界をメインにツールの開発を行っていま
すが，人工知能がかかわるロボットや医療などの分野につ
いても，機能安全の確保や信頼性に対する需要は増加する
と思われます．当社がZIPCシリーズで提供しているト
レーサビリティの機能をはじめ，多様なツールを業界の枠
を越えたさまざまな分野へ適用させることが求められるで
しょう．

◆業務内容をお聞かせください．
私は自動車分野の研究開発とコン

サルティングを主な業務としていま
す．研究開発では，お客さまと課題
を共有し，ZIPCシリーズを用いて
改善手法の提案や，お客さまのご要
望をツール開発に活かしながら作業
をしています．

自動車分野は，eコックピットと呼
ばれるデジタルコックピットや自動運
転に向けて，さまざまな技術を用いて，開発が行われてい
ます．車載制御システム開発は，モデルベース開発が主流
になりつつあり，欧州系のツールを含めた多くのツールが
利用されています．

モデルベース開発に関して，長年ZIPCシリーズで蓄積し
たモデリングノウハウがあり，モデルベース開発における状
態遷移設計に関して，当社の知見はどこよりも豊富です．そ
の強みを活かし，仮にお客さまが他のツールを使われていて
も，さらにより良い設計ができるよう，当社がコンサルティ
ングをすることもあります．もちろん，当社のツールを使っ
ていただけることが最良だとは思いますが，どこのツールベ
ンダの製品であろうと，お客さまの目標を達成するために最
適なツールを使っていただきながら，そこで得た知見を社内
にフィードバックして，当社のツールのさらなる品質の向上
に役立てることも重要な業務であると考えています．

市場への投入のタイミングを見計らい，
「ZIPC」ファミリーを次々とリリース

プロダクト事業部　第2技術グループ 
グループマネージャー　宮本　貴之さん

他社の製品も研究し，
お客さまにとっての最適なツールを提案
プロダクト事業部　第3技術グループ 
グループマネージャー　田村　政和さん

宮本貴之さん

田村政和さん
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◆課題を教えてください．
自動車業界は，同じ企業でも部署の違いや部品のサプラ

イヤーとメーカーの間でも，使うツールや業務の進め方も
全く異なります．そのため，他のお客さまで使用したノウ
ハウを横展開しようとしても，全く合致しないことがあり
ます．また，同じ車でもエンジン部分と，車体の部品とで
は全く異なりますので，同一のパターンを複数のユーザに
適用できるというわけではなく，その分，ツールやアプロー
チを変えなければならず，業務が煩雑になるという課題が
あります．
◆重点ポイントについてお聞かせください．

大きく3つあります．1つはeコックピットへの対応です．
eコックピットとは，車載カメラ，カーナビ，オーディオ，
車載メーター等の機器を電子化し，ディスプレイ上に表示
させる，いわゆるデジタルコックピットのことです．高性
能で優れたHMI（Human Machine Interface）が求め
られますが，従来，車載HMIの仕様とHMI制御の仕様は，
別々につくられていました．これらを統合させ，車載ディ
スプレイと制御側を統合させる仕組みを実現するために，
当社の状態遷移設計支援ツール「ZIPC Designer」と

3Dグラフィックスを用いたオーサリングツールが連携す
る開発環境を開発しています．3Dグラフィックスと制御
側の動きを検証する環境を，各自動車メーカーに活用し
てもらうための取り組みが必要で，現在それを進めてい
ます．

2番目の重点ポイントは，人工知能を使った自動走行
システムにかかわる研究開発です．具体的には，ルール
ベースを活用した組込み制御システムのツール開発で，
自動車メーカーのニーズもあり，C言語で稼動するもの
を開発しなければなりません．将来は，ECUに搭載でき
るようなルールベースシステムをめざしています．

3番目は車載制御システムの検証ツール開発です．車
載制御システム開発はモデルベース開発の適用が進んで
おり，モデルベースの導入により早期でシミュレーショ
ンできるようになってきました．しかし，シミュレーショ
ンのテスト品質は曖昧で，今後，機能が巨大化，かつ複
雑になることから，検証を一層強化する必要があると考
えています．そこで，車載向けの検証ツールをつくり，
車載関連メーカーのお客さまに広く提供することを考え
ています．

■グループの異端児，「自遊人」が集うキャッツとは？
キャッツは設立から40年近く，独立系企業としてソフトウェア開発現場の技術の向上に取り組んできました．そのため，今
でもベンチャー的な社風が脈々と受け継がれています．例えば，ルールがきちんと定められていないような環境の中で，どの
ようにすれば会社として良い方向に進めるのか，ということを自ら考えて行動する自律的な姿勢が浸透しているそうです．積
極的な提案が受け入れられれば，その実現に挑むことが許されるという風通しの良さを持った，自由闊達な職場であるといい
ます．NTTデータグループとなり，さまざまなルールやコンプライアンスを遵守することについては，厳しくなったようですが，
キャッツには，それを規定しなくても，自分たちで考え，会社としてやるべきことには社員一丸となって取り組むという社風
があります．「良くも悪くも個性の強い会社」と経営管理部の島村隆志さんはおっしゃいます．社員の採用時には渡辺社長自ら
が面接をします．時には採用試験であることを忘れて趣味の話で盛り上がることもあるそうです．もちろん，1人ひとりが，ど
ういう強みや武器を持っているのか，会社として興味を持って見ています．「その結果，個性的な人が集まって来るのかもしれ
ません」（島村さん）．「世の中にまだ存在しない，けれどもあったら便利なものを創造し，挑んでいく」という考え方を大切に
しているところにキャッツの心意気を感じました．
■毎年大盛況！「ZIPCユーザーズカンファレンス」
2016年9月2日，キャッツによる「第21回ZIPCユーザーズカンファレンス」が新横浜の新横浜国際ホテルで開催されます（写

真）．参加するのは自動車メーカーや同社のツールの利用企業等で，基調講演やユーザ企業による事例発表，最先端技術を紹介
するテクニカルセッション，キャッツのロードマップの紹介等があります．13時からのカンファレンスでは，「商用車におけ
るHMI装置と組み込まれるソフトウェアの開発手法について」「自動運転時代に向けた状態遷移設計の取り組み」（それぞれ基
調講演），第2部の事例講演では，実際にツールを業務に取り入れた，さまざまな業種のお客さまによるリアルな適用効果の発
表が予定されています．また，渡辺社長によるロードマップの発表
もあります．会場内ではキャッツや連携企業 ・代理店等の各種製品 ・
ツールの展示やデモもあり，例年約300名が来場するというカン
ファレンスは，広くユーザ企業の生の声を聴くことができるまたと
ない機会になります．

キャッツア・ラ・カルトア・ラ・カルト

写真


