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Yogitech SPA
ヨジテック株式会社
イーソル株式会社
ヨジテックとイーソル、機能安全規格に対応したソフトウェアの販売で提携
～IEC 61508 および ISO 26262 に対応した
ヨジテック製ソフトウェア・テスト・ライブラリ「fRSTL」の販売代理店となることで合意 ～

Yogitech SPA（本社：イタリア、プレジデント兼 CEO：Silvano Motto、以下ヨジテック）とイーソル株式会社（本社：東
京都中野区、代表取締役社長：長谷川 勝敏、以下イーソル）は、イーソルがヨジテックの機能安全規格に適応したソフ
トウェア・テスト・ライブラリ「fRSTL」の販売代理店になることで合意したことを発表します。複雑な電子システム
の故障や不具合による社会や人体への危険を低減する取り組みとして、
「機能安全」の重要性が増しています。イーソル
は機能安全が求められる、自動車、航空機、鉄道、医療、社会インフラ、防衛などのソフトウェア開発を対象に、fRSTL
のライセンス販売を行います。
ヨジテックは 2005 年以来、”faultRobust”を元にした機能安全の技術開発を行ってきました。IEC 61508、ISO 26262 など
に適応したハードウェア（HW）/ソフトウェア（SW） IP、テスト・ライブラリ、ツール、トレーニングなどの製品や
サービスを提供しています。HW IP は多数の半導体ベンダに採用され、その他の製品も日、米、欧のセットメーカに採
用実績があります。
イーソルは特に車載分野において、長年積み上げてきた幅広い実績が強みです。イーソルのリアルタイム OS ベースソ
フトウェアプラットフォーム「eT-Kernel Platform」は、車載インフォテイメント（IVI）システムに多数採用されて
います。車載 ECU 開発向けには、AUTOSAR メソドロジ支援ツール「eSOL ECUSAR」をはじめとする製品とサービ
スの提供を通じ、自動車メーカーや部品メーカーと密に連携してきました。さらに車載ソフトウェア開発現場で、プロ
セス改善やアーキテクチャ分析などのコンサルティングサービスを提供してきました。こうした実績を背景にしたイー
ソルの豊富な経験と深いノウハウと、ヨジテックの機能安全対応ソフトウェア製品を組み合わせることで、機能安全の
導入を求めるソフトウェア開発現場に対して、付加価値の高い総合的なソリューションを提供していきます。
Yogitech SPA プレジデント兼 CEO Silvano Motto のコメント
“I expect fRSTL to be a key product in faultRobust technology portfolio aimed to significantly scale up our business to Tiers 1 and to
OEMs, and Japan has been a very important market for YOGITECH since many years. I am then very pleased to welcome this
partnership with eSOL as it will enhance our sales capability while enabling at the same time a more effective and efficient local
support to customers together with YOGITECH KK..”
ヨジテック株式会社 代表取締役 鳥越 俊明 のコメント
「ヨジテック株式会社は、ヨジテック製品の日本市場への販売促進とお客様の技術サポートを目的として、2013 年 6 月
に設立されました。日本は自動車、医療機器、制御機器などで市場をリードする企業が多数存在しており、これらのお
客様の機能安全へのご要求に応えることができるよう拡販体制の強化を進めてまいります。イーソルとの協業によりお
客様のご要望にきめ細かく対応できると考えております。
」
イーソル株式会社 常務取締役 上山 伸幸 のコメント
「近年、機能安全への取り組みが益々重要となっております。当社も ISO 26262 への取組みを進めていますが、我々のお客様
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であるセットメーカ様からも、機能安全の導入を支援して欲しいという要望を多数頂いておりました。ヨジテックは、機能安全に
関して独自技術と 10 年を超える経験・知識を有し、多数の採用実績のある会社です。本提携により、当社は実績あるヨジテック
社のソフトウェア・テスト・ライブラリの提供が行えるようになります。今後もお客様の機能安全導入を支援する活動を強化してい
く予定です。」
 補足資料
Yogitech SPA について
YOGITECH, founded in 2000, is a leading provider of services and solutions to silicon vendors and system integrators to help them
meet their functional safety challenges. The faultRobust technology includes different product lines - fRMethodology, fRTools,
fRTrainings, fRIPs and fRSTL - coherently with the mission to be the one stop shop for functional safety. Customers’ portfolio includes
major semiconductor vendors and major system integrators in different safety application domains like automotive, industrial, medical
and railway. YOGITECH is member of the ISO 26262 Working Group and the lead author of the Part 10 – Annex A “ISO26262 and
microcontrollers".
イーソル株式会社について
イーソル株式会社は「Inside Solution」をブランドスローガンに、1975 年の創業以来、組込みソフトウェア業界、および
流通・物流業界で実績を重ねて参りました。ユビキタス社会を内側から支える技術者集団として、お客様の満足を第一
に、開発、販売からサポートまで一貫したサービス、そしてトータルソリューションを提供しております。弊社は創業
直後より 30 年以上にわたって、高信頼かつ高性能の組込み OS・開発環境・各種ミドルウェアを自社開発、販売し、デ
ジタルカメラなどの情報家電製品から車載情報機器や人工衛星システムにいたるまで、数多くの組込みシステムに採用
いただいています。日本市場のみならず、北米、ヨーロッパ、アジア市場向けに製品・サービスの販売活動を広げてい
ます。さらに、顧客様のシステムに特化した組込みアプリケーション開発やコンサルテーションも創業時より行ってお
り、これら様々な規模のシステム開発実績による技術とノウハウの蓄積を背景としたサービスは、多くの顧客企業様よ
り高いご信頼をいただいております。また、組込み技術の応用市場としての流通・物流業界においても、指定伝票発行
用車載プリンタ、耐環境ハンディターミナル、冷凍庫ハンディターミナルなどの製品企画および販売を行い、高い評価
をいただいております。
▽ eSOL ホームページ：http://www.esol.co.jp/

*記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
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