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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力する

ことから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  
  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。  
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

にはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要

があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気

込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな

成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテー

マの一つとして国立大学法人名古屋大学に「機械産業分野における組み込みソ

フトウェアの開発システム及び開発人材の育成システムに関する調査」を調査

委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄

与すれば幸甚です。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 

 

 

 



はしがき  

 

名古屋大学では 2006 年 4 月に大学院情報科学研究科に「組込みシステム研究センター」

を設立し、これまで主に自動車に関連する組み込みシステムを中心に研究を進めてまいり

ました。この間、企業や関係機関との連携により大きな研究成果をあげてまいりましたと

ともに、その成果を教育にも活用してまいりました。 

一方近年、組み込みソフトウェアや組み込みシステムは、自動車に限らず、生活や産業

活動の上で、ありとあらゆる分野に必要不可欠な時代となってきており、家電製品から航

空機、医療機器などに至るまで、様々な分野での組み込みシステムの必要性が高まってお

ります。しかし、そのための人材の育成体制はまだまだ十分な状況にあるとは言えず、新

たな人材育成の体系を構築する必要があります。 

このような中、将来的な組み込みシステム研究センターの新たな研究分野と新たな人材

育成の事業展開を模索するための本調査の企画が、社団法人 日本機械工業連合会による調

査費支援が認められ、調査を実施するに至りました。この場を借り、関係者の皆々様方に

厚く御礼申し上げます。 

本調査では、米国の大学を中心とする諸機関において、組み込みソフトウェア、組み込

みシステムの構築の研究開発動向、人材育成のシステム等について調査致しました。 

米国の多くの大学は政府機関、企業との連携を密にし、様々な分野での開発・研究を、

学際的なチームを組み、各機関との連携によって実施していました。また人材育成のシス

テムも大学はもちろんのこと、民間の関連団体が政府の協力を得て実施しており、これら

の取り組みには多く学ぶべきものがありました。こうした調査結果を踏まえ、今後名古屋

大学におきましても、新たな展開を検討していく所存であります。 

本報告書はこの調査研究成果を取りまとめたものであり、関係各位のお役に立てれば深

甚です。 

 

平成 21 年 3 月 

 

国立大学法人 名古屋大学 

総長 平野 眞一  
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序 章  調査研究の目的・内容・スケジュール 

本調査は、米国先進産業分野における組み込みソフトウェアの開発とその人材育成

に関し大きな役割を持つ大学と関連機関等を調査し、今後我が国における各分野の組

み込みソフトウェア開発に携わる人材育成システムの必要性について検討すること

を目的としている。 

今回の米国調査では、医療機器、航空機産業、ロジスティクス産業等に焦点を

当て、調査を実施した。 

調査にあたっては、名古屋大学産学官連携推進本部が委員会を組織し、産業界のメ

ンバーも交えて検討を行った。なお、名古屋大学には大学院情報科学研究科に、自動

車産業中心の「組込みシステム研究センター」があるが、将来の新たな開発人材育成

コースの開設も視野に入れ、以下の内容を実施した。 

①�   米国における組み込みソフトウェア開発動向    

委員会メンバーへのヒアリング及びその情報を基にした文献調査、インター

ネットによる情報検索調査などを行った。 

② 米国における組み込みソフトウェア開発にかかわる人材育成システムの動向 

委員会メンバーへのヒアリング及びその情報を基にした文献調査、インター

ネットによる情報検索調査などを行った。また、対象産業集積地域における

大学の組み込みソフトウェア関連コース、プログラム、カリキュラムなどを

調査した。 

③ 米国における先進事例の抽出 

医療機器産業、航空宇宙、ロジスティクス産業等における先進事例の抽出と

各地域の動向を①、②の作業を通じて把握した。特に先進事例の抽出では、

委員会メンバー及び委員の人的ネットワークのヒアリングを中心に抽出した。 

④ 米国現地調査  

委員の助言により、米国の現地調査では、ニューヨーク、ボストン、サンフ

ランシスコ、アトランタ、ワシントンDC等を調査対象都市とし、現地では、

主に大学における関連機関などへのヒアリングなどを実施した。 

⑤ 現地調査とりまとめ 

 ヒアリング結果のまとめ、収集資料の翻訳、分析などを行った。 

⑥ 国内機械産業への提言と開発人材育成カリキュラムの作成 

 委員会による検討を行った。カリキュラム作成についてはたたき台を委託機関

が作成し、それをもとに委員会で検討した。 
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調査のスケジュールは下記のとおりである。 

 

 

上半期 下半期      

平成 20 年 平成 21 年 
                   半期別・月別 

 

項   目 
8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月 

2

月 

3

月 

① 米国における組込ソフトウェア開発動向                 

② 米国における組み込みソフトウェア開発に

かかわる人材育成システムの動向 
 

 

         

③ 米国における先進事例の抽出                

④ 米国現地調査        ●   ● 

⑤ 現地調査とりまとめ             

⑥ 国内機械産業への提言と開発人材育成カリ

キュラムの作成 
      

 

  

⑦ 委員会開催     ○ ○ ○  ○  

⑧ 報告書作成・公表                
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第1章 組み込みソフトウェア開発をとりまく状況 

 

1.1 我が国における組み込みソフトウェア開発の動向と諸課題 

我が国においては、近年、多くの機械産業分野において、製品における組み込みソフ

トウェアの重要性、価値が大きく高まってきている。そうした中で、組み込みソフトウ

ェアは高い信頼性や安全性が求められるとともに、リソースに制約がある中でリアルタ

イム性を発揮する特殊技術を要求されるものとなってきている。そうした状況に対応で

きる技術を備えた人材の育成が急務となっている。 

 

(1) 組み込みソフトウェアの特徴と課題 

組み込みソフトウェアとは、「機器（固有）の機能を実現するソフトウェア」であ

り、分野固有の面があり、比較的簡素な機能のみの提供で十分であったことから、ハ

ードウェアコストを抑えるため、低性能の CPU と小メモリ容量でできるシステムが

広く用いられてきた。そのため、基盤や開発方法についての標準化が進まなかった。 

また、組み込みシステムの需要が増える一方で、システムが複雑・巨大化する組み

込みシステムの開発には、予期せぬバグや平常時の試験工程では再現不可能な不具合

などが発生し、問題となっている。システム不具合により、企業は製品やサービスの

提供ができなくなるだけでなく、企業イメージの低下、多額の損害賠償金支払い義務

などへの迅速な対応を求められることになる。 

このように、近年、 

 製品に占める価値の増大 

 多様な組み込みシステム製品に搭載 

 ソフトウェアの大規模化と不具合の急増 

といった組み込みソフトウェアをめぐる課題が顕著になっている。 

 組み込みソフトウェア技術は 

● リアルタイム性 

  各種センサーやモータ等の制御を行うための特殊技術が必要 

● リソースの制約 

  小型化、低価格化に対応してメモリ容量等の制約が大きい 

● 高い信頼性 

  要求される信頼性が高いため、特有の設計技術と経験が必要 
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といった特徴をもち、その重要性が増しているが、一方で技術者が不足している。そ

の結果、 

 外部委託の割合増大（大企業から国内中小企業への外部委託） 

 ほとんどが人件費（組み込みソフトウェア開発費の約８割） 

 上級技術者、ブリッジ SE の不足（ 計画的な技術者育成が重要） 

 長時間労働者（月 200 時間以上）の割合増大 

という人材に関する課題が健在化している。 

 

(2) 我が国の現状1 

総務省統計データ（平成 13 年企業・事業所統計調査全国結果会社企業に関する集計）

で集計されている組み込みシステム関連企業からの有効回答からの集計データをベー

スに、経済産業省動態統計、総務省統計データ等を使うことによって、以下の推計値が

明らかになった。 

1．推定組み込みソフトウェア技術者数：約 15 万人 

2．推定組み込みソフトウェア開発規模：約 2 兆円 

組み込みソフトウェアはわが国産業の重要なポジションを占めている。特に情報家

電に始まるエレクトロニクス産業、プリンタやデジタル複合機に代表されるコンピュー

タ周辺機器・OA 機器、デジタルカメラに代表される映像機器、さらに自動車等わが国

産業で強い国際競争力を持った製品は、現在ほとんどが組み込みシステム機器となって

おり、当然のごとく組み込みソフトウェアとシステム LSI が組込まれている。 

組み込みシステムでは、マイクロプロセッサの大部分が日本製であり、半数以上の

機器で日本製の基本ソフトウェアが使われている。パソコンのアプリケーションソフト

ウェアに相当する組み込みシステム機能を実現するソフトウェアも大部分が日本製で

ある。 

組み込みシステムを構成する組み込みソフトウェアとシステム LSI の 2 つの中核技術

を日本国内に持っていたことが、さまざまな新機能をもった最先端技術製品を次々と製

品化し、新たな市場を創出する原動力となった。 

                                                  
1平成 16 年 6 月、「2004 年版 組み込みソフトウェア産業実態調査 報告書＜概要＞」、経

済産業省 商務情報政策局情報政策ユニット情報処理振興課、監修：組み込みソフトウェア

開発力強化推進委員会 
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組み込みソフトウェア搭載の代表的な製品例をあげると下表のようになる。 

 

表 1-1-1 組み込みソフトウェア搭載の代表的な製品 
製品カテゴリ 組み込みソフトウェアが実現する機能 
家電機器  

冷蔵庫 
洗濯機 

エアコン 
電子レンジ 

各区分ごとの温度指定、殺菌、インバータ制御（省電力） 
トルク制御、雑音抑制、乾燥度制御、省電力 
風量、温度、方向制御 
温度、湿度 

AV 機器  
テレビ 

DVD 録再器 
デジタルカメラ 

ナビゲータ 

薄型・デジタルテレビ、インターネット接続、デジカメ連動、著作権保護 
ＤＶＤ／ＨＤＤ録画・再生機能 
撮影モード、編集機能、感度制御 
DVD 地図、通信、AV 機能 

OA 機器  
デジタル複合機 プリント＋ＦＡＸ＋スキャナ融合、ネットワーク、セキュリティ機能 

産業機器  
エレベータ 速度制御、群管理、コミュニケーション（箱内） 

通信機器  
携帯電話機 インターネット接続、カメラ 

 

日本の組み込みシステム産業の強さをみるために、フォーチュン 500 社リストから

組み込みシステム関連企業を抽出すると、500 社のうち 75 社が該当していると推定で

きる。これら 75 社の売上合計は 2 兆 7,500 億ドルとなっている。フォーチュン 500 社

リストのうちで、組み込みシステム関連の日本企業は 75 社のうちの 25 社となってい

る。売上規模では日本企業が 8, 511 億ドルとなり、そのシェアは 31%を占めている。 

組み込みシステム製品で、世界の中心的な役割を果たしているのが日本企業である

ことは、貿易統計からも見ることができる。過去数年の貿易統計から日本の主要輸出製

品の上位 5 品目を抽出すると、この中には常に組み込みソフトウェアを搭載した組み込

みシステム製品が含まれている。 

一方、現状ではつぎのようなさまざまな傾向が見られる。 

・ 開発体制についてみると、日本の外部委託比率は米国（47％）、欧州（35％）

に比較して 82％と高い。外部委託の最大の理由は社内リソース不足（組み込

みソフトウェア技術者不足）が挙げられる。 

・ 組み込みシステム製品のコア技術であるシステム設計技術を 100％自組織で行

っている割合は米国（36％）、欧州（25％）に比べて日本は 13％と低い。 

・ ソフトウェア部品（ミドルウェア）やソフトウェアツールを購入／採用して

いない割合がそれぞれ 40％、25％と高い。 

・ 日本の組み込みソフトウェア技術者チームの平均労働時間は「180 時間以上」

の割合が、米国（40％）、欧州（16％）に比べて 64％と高くなっている。 
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・ 組み込みソフトウェア技術者の平均年齢分布は 30 歳代に 78％と集中してい

る。 

・ 組み込みソフトウェア技術者のスキル標準を持っている企業の割合は、米国

（約 40％）、欧州（約 70％）に比べて日本は 18％と低い。 

 

これらの傾向を見ると、日本の産業の中核技術である組み込みソフトウェア技術が

海外に拡散してしまう懸念がある。ほとんどの製品が組み込みソフトウェア搭載製品に

置換わって行くなかで、日本の産業の国際競争力を強化するためにも、組み込みソフト

ウェア産業を育成し、より一層強化していかなければならない。 

 

(3) 組み込みソフトウェア産業強化活動 

 各地、各大学で組み込みソフトウェア産業強化に向けた活動も推進されている。2 

 

 
 

図 1-1-1 日本国内各地域における組み込み関連の活動状況 

                                                  
2 「組み込みソフト産業の課題と政策展開」(ET2007 経済産業省商務情報政策局情報処理

振興課長八尋俊英氏資料)より引用 
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図 1-1-2 組み込み技術者教育に積極的な教育機関 

 

(4) 国際標準を睨んだ検討 

 下枠は、「電子情報通信分野 科学技術・研究開発の国際比較 ２００８年版」から

の抜粋であるが、組み込みソフトウェアにおいて、日本は優位性を確保しているとして

いる。 
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表 1-1-2 電子情報通信系６分野の国際技術力比較 

 

電子情報通信系を６分野（エレクトロニクス、フォトニクス、コンピューティング、情報

セキュリティ、ネットワーク、ロボティクス）に分け、各分野の専門家（計約６０名）による

国際技術力比較を行った。技術力を３フェーズ、すなわち①研究水準（大学・公的研究機関に

おける研究レベル）、②技術開発水準（企業における研究開発レベル）、③産業技術力（企業に

おける開発・生産技術力レベル）に分けて比較した。以下に各国・地域の特徴的な点を記す。 
■ 日本 

多くの分野で米に先行を許しているが、以下のような分野では米国と対等レベルあるいは

部分的には優位にあるものもある。 
・ 半導体メモリ、LSI 実装技術、ディスプレイ、有料材料・デバイス 
・ 半メモリ、固体照明・発光デバイス、光学材料・コンポーネント、フォトニック結

晶 
・ 並列コンピューティング、クラスタコンピューティング、ストレージシステム 
・ 組込ソフトウェア、家電・携帯ベースの組込システム用セキュリティ技術 
・ 超高速伝送技術 
・ ブロードバンド環境、モバイルインターネット環境の整備 
・ 実世界ロボティクス 

しかし、組込ソフトウェア、実世界ロボティクスなどについては、これまでの優位性にや

や陰りが出てきているとの懸念が示されている。 
逆に、以下のような分野は国際的に見て弱い、あるいは弱体化傾向にある。 
・ VLSI システムアーキテクチャ、高周波・アナログ集積回路、パワーデバイス、CAD 
・ 基盤ソフトウェア、リコンフィギャラブル・システム（企業の技術レベル） 
・ 情報セキュリティソフトウェア（企業の技術レベル） 

■ 米国 
電子情報通信系全般にわたり、研究者層の質的水準と厚み、新技術創造力、産業技術力な

どいずれについても伝統的に強く、ほとんどの分野で圧倒的に優位である。あえて言えば以下

の分野は比較的弱い。 
・ 半導体メモリ、光メモリ、ディスプレイ、有機材料・デバイス 
・ エレクトロニクス生産技術 
・ ブロードバンドネットワーク環境、モバイルインターネット環境 

■ 欧州 
伝統的に基礎領域に強みがあり、EU 統合により FP7 などを通じて各国の連携が強化されつ

つある。とくに以下の領域で強い。 
・ パワーデバイス、CAD（研究水準） 
・ ソフトウェア基礎理論、ヒューマンインタフェース、情報セキュリティ 
・ ネットワーク基礎理論およびシステム 
・ ロボティクス（知能化、医療、福祉応用）など 

また国際標準化の面でのリーダーショップが目立つ。 
■ 中国 

多方面で日米欧をキャッチしつつあり、研究者数、発表論文数ともに急速に増加してきて

いる。とくにレベルアップが著しいのは以下の分野である。 
・ LSI、ディスプレイ、データベース、並列コンピューティング、光通信など 

この背景には、マイクロソフト、IBM、Cisco などが中国に設立した研究所や留学からの

帰国組などを通じて欧米研究者との連携が進んでいることが一つの大きな要因となっている。 
■ 韓国 
国際分業の観点から戦略的集中と選択を図っており、半導体（とくにメモリ）に注力、コンピ

ュータ（ハードウェア）には投資していない。以下の分野での進展が著しい。 
・ メモリ、ディスプレイ、有機デバイス、携帯など情報通信端末の産業技術力 
・ ワイヤレスブロードバンド環境 
・ ロボティクス（国のフロンティアプロジェクトで技術開発水準が向上） 

■ その他注目すべき国・地域 
・ 台湾：VLSI システムアーキテクチャの研究開発で日本を越える勢い 
・ インド：ソフトウェアに強いことはよく認識されているが、最近では VLSI の研究

開発も注目に値する 
・ イスラエル：セキュリティの研究開発水準、VLSI の技術開発水準が高い 
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 しかしながら、この優位性は、日本人のまじめ・勤勉な国民性からきている感がある。

組み込みソフトウェアの規模が増大し、組織的な開発手法をとらなければならない時、

この優位性を確保していくためには、基準、標準作りを急ぎ、その監査方法を確立する

ことによって品質向上を目指さなければならない。 

 組み込みソフトウェアは、組み込まれる機器の分野固有の知識を必要とし、その開発

手法や市場ニーズも分野ごとに異なるものであったので、基準、標準作りは分野毎の組

織活動から始まっているようだ。しかしながら、各分野毎に必要な人材を育成すること

は、時間もコストもかかると共に、他分野も含めた人材不足の解消にはならない。そこ

で、学術的に共通的な理論を求め人材の育成に役立て、組み込みソフトウェア分野全般

で活躍できる人材を育成することによって、他分野への人材流動を促すし、不足してい

る人材ニーズに応えようという活動も大学の役割になっている。 

 主な学術的分野としてソフトウェア工学にその背景を求めることになるが、中でも組

み込みソフトウェアでは、信頼性(reliability)と安全性(safety)が重視される。 

 信頼性はシステムにそれを担保する仕組みを組み込んだり、試験を形式的に行う等の

方法論を追求することによって達成されるが、安全性は、外部のシステム系も含めて検

証しなければならない。他システムとの交差点を考慮した開発プロセスを規定し、それ

を監査する仕組みが必要である。言い換えると、開発者は、組み込みソフトウェアを効

率よく開発する手法だけでなく、他の系も含めてシステム全体をモデル化、俯瞰する手

法についても精通しなければならず、そのような人材を育成することが重要である。 

下表は、コーディング規則についての例であるが、「標準適合性」が重視されている

ことは特徴的である。3 

表 1-1-3 コーディング規則についての例 
品質特性（JIS X0129-1） 品質副特性（JIS X0129-1） コードの品質 

成熟性 ソフトウェアに潜在する障害の結果として生じる故障を回避

するソフトウェア製品の能力。 
使い込んだときのバグの

少なさ。 
障 害 許

容性 
ソフトウェアの障害部分を実行した場合，または仕様化され

たインタフェース条件に違反が発生した場合に，指定された

達成水準を維持するソフトウェア製品の能力。 

バグやインタフェース違

反などに対する許容性。 

回復性 故障時に指定された達成水準を再確立し，直接に影響を受け

たデータを回復するソフトウェアの能力。 
 

信

頼

性 

指定された条件下

で利用するとき，

指定された達成水

準を維持するソフ

トウェア製品の能

力。 

信 頼 性

標 準 適

合性 

信頼性に関連する規格または規約を遵守するソフトウェア製

品の能力。 
 

保

守

性 

修正のしやすさに

関するソフトウェ

ア製品の能力。 

解析性 ソフトウェアにある欠陥の診断または故障の原因の追求，及

びソフトウェアの修正箇所の識別を行うためのソフトウェア

製品の能力。 

コードの理解しやすさ。 

                                                  
3 「組み込みソフトウェア用 Ｃ言語コーディング作法ガイド（V1.0 版）」 
経済産業省 組み込みソフトウェア開発力強化推進委員会 
独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 
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変更性 指定された修正を行うことができるソフトウェア製品の能

力。 
コードの修正しやすさ。 

安定性 ソフトウェアの修正による，予期せぬ影響を避けるソフトウ

ェア製品の能力。 
修正による影響の少なさ。 

試験性 修正したソフトウェアの妥当性確認ができるソフトウェア製

品の能力。 
修正したコードのテスト，

デバッグのしやすさ。 

  

保 守 性

標 準 適

合性 

保守性に関連する規格，または規約を遵守するソフトウェア

製品の能力。 
 

環 境 適

応性 
ソフトウェアにあらかじめ用意された以外の付加的な作法，

または手段なしに指定された異なる環境にソフトウェアを適

応させるためのソフトウェア製品の能力。 

異なる環境への適応のし

やすさ。 ※ 標準規格への

適合性も含む。 
設置性 指定された環境に設置するためのソフトウェアの能力。  
共存性 共通の資源を共有する共通の環境の中で，他の独立したソフ

トウェアと共存するためのソフトウェア製品の能力。 
 

置換性 同じ環境で，同じ目的のために，他の指定されたソフトウェ

ア製品から置き換えて使用することができるソフトウェア製

品の能力。 

 

移

植

性 

ある環境から他の

環境に移すための

ソフトウェア製品

の能力。 

移 植 性

標 準 適

合性 

移植性に関連する規格または規約を遵守するソフトウェア製

品の能力。 
 

時 間 効

率性 
明示的な条件の下で，ソフトウェアの機能を実行する際の，

適切な応答時間，処理時間，及び処理能力を提供するソフト

ウェア製品の能力。 

処理時間に関する効率性。 

資 源 効

率性 
明示的な条件の下で，ソフトウェア機能を実行する際の，資

源の量，及び資源の種類を適切に使用するソフトウェア製品

の能力。 

資源に関する効率性。 

効

率

性 

明示的な条件の下

で，使用する資源

の量に対比して適

切な性能を提供す

るソフトウェア製

品の能力。 
効 率 性

標 準 適

合性 

効率性に関連する規格または規約を遵守するソフトウェア製

品の能力。 
 

合 目 的

性 
指定された作業，及び利用者の具体的目標に対して適切な機

能の集合を提供するソフトウェア製品の能力。 
 

正確性 
 

必要とされる精度で，正しい結果若しくは正しい効果，又は

同意できる結果若しくは同意できる効果をもたらすソフトウ

ェア製品の能力。 

 

相 互 運

用性 
一つ以上の指定されたシステムと相互作用するソフトウェア

製品の能力。 
 

セ キ ュ

リティ 
許可されていない人又はシステムが情報又はデータを読んだ

り，修正したりすることができないように，及び許可された

人又はシステムが情報又はデータへのアクセスを拒否されな

いように，情報又はデータを保護するソフトウェア製品の能

力（JIS X 0160:1996）。 

 

機

能

性 

ソフトウェアが，

指定された条件の

下で利用されると

きに，明示的，及

び暗示的必要性に

合致する機能を提

供するソフトウェ

ア製品の能力。 

機 能 性

標 準 適

合性 

機能性に関連する規格，規約又は法律上，及び類似の法規上

の規則を遵守するソフトウェア製品の能力。 
 

理解性 ソフトウェアが特定の作業に特定の利用条件で適用できるか

どうか，及びどのように利用できるかを利用者が理解できる

ソフトウェア製品の能力。 

 

習得性 ソフトウェアの適用を利用者が習得できるソフトウェア製品

の能力。 
 

運用性 利用者がソフトウェアの運用，及び運用管理を行うことがで

きるソフトウェア製品の能力。 
 

魅力性 利用者にとって魅力的であるためのソフトウェア製品の能

力。 
 

使

用

性 

指定された条件の

下で利用すると

き，理解，習得，

利用でき，利用者

にとって魅力的で

あるソフトウェア

製品の能力。 

使 用 性

標 準 適

合性 

使用性に関連する規格，規約，スタイルガイド又は規則を遵

守するソフトウェア製品の能力。 
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1.2 米国における組み込みソフトウェア開発の動向と諸課題 

米国においては、日本より早くから様々な産業分野での組み込みソフトウェアの安全

性、信頼性等に関わる問題が多く発生し、それらへの対応に追われてきた。その結果、

政府もたとえば医療機器分野などでは安全性に関わる厳しい基準を設け、規制に乗り出

してきたという経過がある。また航空宇宙分野などにおいては、高い信頼性を要求され

るソフトウェアの開発が必要であり、それらに対応できる人材の育成が求められている。

そうした中で大学が大きな役割を果たしている。 

 

(1) 組み込みシステム及び開発ツール市場規模 

現在、家電製品、携帯電話、自動車、デジタルカメラなど、日常生活で利用するあら

ゆる電化製品や電子機器には、何らかの組み込みシステムが搭載されている。組み込み

システムの世界市場は年々拡大しており、今後数年間、継続的に成長していくとみられ、

2009 年には、2004 年の市場規模の 2 倍になることが予測されている。 

こうした組み込みシステムに対する需要の増加を受けて、世界中で組み込みシステム

開発のためのツールやソフトウェアの需要も高まっている。この市場は、2004 年は 1 

億 3,700 万ドルで、2009 年には 2 億 1,700 万ドルに達すると見られている。 

 

(2) 組み込みシステムの諸課題 

不具合やバグ発生は、多様な組み込みシステム開発における問題が絡み合って起こ

っている。2005 年 7 月に National Science Foundation (NSF) と European 

Union(EU) の Information Society Technologies (IST) とが共催した

「Component-based Engineering for Embedded Systems」というワークショップの基

調講演のトップを切って、Raytheon 社の Don Wilson は「Industry Challenges in 

Embedded Software Development」と題した講演を行い、そのプレゼンテーションの

中で組み込みシステム開発が直面する課題（Challenges）として、以下のような点を指

摘している。4 

１） 組み込みシステムの業界横断的アーキテクチャの不在 

２） 信頼性・正確性を確保するための既存のメソッドが不十分 

３） スキルの高い組み込みソフトウェア開発者不足 

                                                  
4 「米国における組み込みシステムへの対応」,渡辺弘美＠JETRO/IPA NY,ニューヨークだ

より 2005 年 9 月 
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４） 不十分な開発ツール 

1) 組み込みシステムの業界横断的アーキテクチャの不在 

組み込みシステムは、PC などのシステムと異なり、特定のタスクに合わせて開

発が行われる。また、プロセッサ毎に多様なシステムが存在し、業界が異なるとさ

らにその違いが広がってしまう。そのため、複数の業界に横断的な組み込みシステ

ムのユニバーサルなアーキテクチャというものが存在していない。 

こうした共通のアーキテクチャが不在であるために、業界横断的に組み込みシス

テムに関する問題などを議論し、文章化し、研究し、そして比較するために必要と

なる共通言語も存在しない状況を生み、その結果として、過去の成功事例を生かし

て将来に生かすことが難しい状況を生んでいる。 

業界横断的に議論する土台がないために、組み込みシステムに関する研究、出版、

及び標準化活動も十分に行われていない。研究・出版・標準化といった活動は、組

み込みシステム・アーキテクチャを進化させ、開発ツール及びテクニックの完成度

を高めることをサポートし、さらに既存のアーキテクチャの構成要素であるコンポ

ーネントを新たなアーキテクチャ・コンポーネントとして発展させるなどといった

メリットを生み、組み込みシステムの問題解決だけでなく、将来の技術革新を導く

ことからその対応が求められている。 

また、共通のアーキテクチャと関連して、リアルタイム・モデリングやそのため

のメソッドをサポートする技術の標準化についても必要である。 

 

2) 信頼性・正確性を確保するための既存のメソッドが不十分 

組み込みシステムの信頼性及び品質に対する要求は高まる一方であるが、先に見

たように、組み込みシステムの不具合やバグは相次いで発生している。この原因の

ひとつには、今日使われている信頼性・正確性向上のための試験メソッドなどが不

十分であることが指摘されている。 

組み込みシステムは、PC などのシステム以上に、実社会との接点が強い環境で

利用される。自動車における組み込みシステムの問題のように、実社会では、試験

環境では実現できないような状況が発生することも多く、試験段階では検知できな

いバグがシステムに残っているケースが起こってしまう場合が多い。 

また、ソフトウェアだけを見た場合、問題がないようであっても、ハードウェア

と組み合わせると上手くいかないという状況も生じる。こうしたことから、より幅

広い範囲にわたり、出来る限り多くのケースを想定した検証試験が必要となり、そ
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のための技術・ツールが求められている。 

3) スキルの高い組み込みソフトウェア開発者不足 

組み込みシステムは、それ以外のシステムとは異なる特徴が多々あるにもかかわ

らず、専門の教育を受けた、経験豊かな組み込みシステム開発者が不足しており、

システムの信頼性向上を妨げる結果となっている。 

教育機関における専門教育の不足に加え、システムごとに異なる開発方法の違い

が、開発者不足の状況に拍車をかけている。組み込みシステム開発における人材の

問題として、以下の点が挙げられる。 

・ システム開発者は１～２のプロセッサに対する組み込みシステム開発スキル

を身につけることができても、それ以上の数の異なるプロセッサのシステム

開発に熟練するというのは難しい。 

・ 開発者は新たなプロセッサ技術に関する授業などを受ける時間がほとんどな

い上、利用できるマニュアルがそろっていないため、開発期間中の休暇時間

が削られる結果となる。 

・ システム開発者が、あるプロジェクトから次のプロジェクトに移るとき、両

方のプロジェクトが互いに似たような開発プロセスであれば、開発者の適応

時間は短くなるが、異なる場合は対応に時間がかかる。 

こうした人材不足の問題から、バグや不具合だけでなく、計画当初のスケジュー

ルで開発を終えることが出来ず、期限を超過するケースが多数発生している。 

 

4) 不十分な開発ツール 

試験や開発者に加え、開発ツールに関する問題も存在している。現状では、コマ

ーシャル・ベンダが開発ツールとして導入したものが市場に出回るのみで、研究開

発から生まれる創造的なツールが日の目を見ることが少ないという状況にある。特

にシステム開発者にとって、開発ツールが重要な鍵を握るだけに、この問題は深刻

とも言える。 

組み込みシステム開発者の多くが、プロセッサ選択基準の第 1 位として、プロセ

ッサのパフォーマンスや価格を抜いて、ソフトウェア開発ツールを選択している。

これは開発者がハードウェア（プロセッサ）を動かすための優れたソフトウェアを

開発するためには、最適な開発ツールの支援が欠かせないと考えていることの現わ

れといえる。 
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(3) 問題解決と次世代組み込みシステム開発に向けた取り組み 

組み込みシステム分野の問題を解決するとともに、一般のソフトウェアやシステム

だけでなく組み込みシステムでも、米国の開発競争力を確固たるものにすべく、政府、

学術界、産業界がそれぞれに取り組みを行なっている。 

 

1) 政府機関連携プログラム：NITRD 

連邦政府における組み込みシステム・プロジェクトの中心となっているのが、

Networking and Information Technology Research and Development (NITRD)であ

る。同プログラムには６つのワーキング･グループがあるが、組み込みシステムに関

しては、「High Confidence Software and Systems（HCSS）」と「Software Design and 

Productivity (SDP)」とよばれる省庁間横断型の科学技術関連委員会を通じて、米国

ソフトウェア品質の向上に向けた研究開発に関する方向性を検討している。 

 

2) 連邦政府機関独自のプログラム：NSF 

NSF は、NITRD の中でも積極的に組み込みシステムに関する研究･開発支援を積

極的に行なってきたが、NSF 自身としても、大学研究機関に資金を支援金を拠出し、

科学関連の研究・開発プログラムやプロジェクトを促進している。 

例えば、近年、NSF の助成金を受けて「組み込みシステム」関連の研究を進めて

きた主なセンターとしては、以下の２センターがある。 

① Center for Hybrid and Embedded Systems and Software（UC Berkeley） 

② Center for Cognitive Ubiquitous Computing（Arizona State University） 

また、こうした大学研究機関に対する助成プログラムに加え、ワークショップなど

も実施している。 

 

3) 大学などの学術界を中心とした取り組み 

米国のコンピュータ･サイエンスを専門に研究する学者の間では、先の Chess や

CUbiC に見るように、組み込みシステムをコンピュータ･エンジニアリングという学

術分野のひとつとして確立させ、次世代システムに向けた開発、技術革新及び専門の

人材輩出に力を注いでいる。 

 

① コンピュータ･サイエンス学会：ACM 

コンピュータ関連の研究者が集まる世界的学会 ACM（Association for Computer 
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Machinery）は、組み込みシステムに特化した特別グループ SIGBED（Special 

Interest Group on Embedded Systems）を立ち上げた。ACM は、インフォメー

ション･テクノロジー分野に関してプログラミング言語、グラフィックス、ヒュー

マン･インターフェース、モバイル･コミュニケーションなどといった 34 のグルー

プを持っており、各グループに、カンファレンス、ワーキング・グループ、ニュー

スレターや専門誌の出版を行なっている。 

SIGBED は、組み込みシステムの重要性が高まっていることをにらみ設置され

たグループである。ソフトウェア及びハードウェアを含む組み込みシステムに関す

るあらゆる分野を対象とし、コンピュータ及びシステム科学の基盤、デザイン技術、

ソフトウェア・ハードウェア・フレームワークなどといった次世代組み込みシステ

ムの開発に必要な学術的議論を高めようとするものである。 

同グループが特に高い関心を持っているものとして、以下の９テーマが挙がっ

ている。 

・ Mathematical foundations for embedded systems 

・ Embedded system design methodologies 

・ Model-based generation and integration technology 

・ Models of computations 

・ Real-time systems 

・ Architectures and compilers 

・ Networked embedded systems and wireless sensor networks 

・ Hardware architectures 

・ Secure embedded systems 

同グループは 2002 年 11 月より、学術論文誌 Transaction on Embedded 

Computing Systems を、2004 年より四半期に一度、SIGBED Review というニ

ュースレターの発行も開始している。また、国際的な組み込みシステム関連カンフ

ァレンスの主催・共催などを行っている。 

 

② 学術団体の国際共同研究：COLUMBUS Consortium 

COLUMBUS Consortium は、安全重視システム（Safety critical program）組

み込みコントローラーのデザインに関する国際的学術研究プロジェクトである。こ

のプロジェクトへには、米国から Vanderbilt University の ESCHER と UC 

Berkeley の CHESS の 2 団体、欧州から University of Patras、University of 
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Cambridge、University of L’Aquila とフランス政府の研究所 INRIA の合計 4 団

体が参加している。 

 

③ 人材開発：UC Irvine 

University of California at Irvine (UC Irvine) の生涯学習コースの一環として

職業訓練講座や通信教育などを提供する UC Irvine Extension は、2005 年の夏期

講座より組み込みシステム・エンジニアリングに関する資格認定プログラムを開始

すると発表した。このプログラムは同大学が独自に運営する専門的職業訓練講座と

なり、組み込みシステム開発に関わるエンジニアを主な対象としている。 

講義の内容は組み込みシステムのデザイン・プログラミング、組み込み機器、

リアルタイム OS の知識の拡大、最新技術の習得などを目指したものとなる。同

大学は、携帯電話や PDA、テレビなどの“スマート消費財”や、軍隊技術、NASA

の宇宙開発技術に加え、自動車や医療機器にも進出を始めた組み込み技術の需要に

応えるべく、開発関係者に育成を進めたいとしている。 

 

4) 業界団体を通じた民間の取り組み 

組み込みシステムに関する民間での取り組みは、システム開発を行なう企業独自に

よる取り組みの他に、業界団体を結成し、相互ネットワークを利用した問題解決や技

術向上を行なっている。 

以下、組み込みシステムに関連したコンソーシアムを挙げる。 

 

① Embedded Linux Consortium (ELC) 

ELC は、非営利のベンダ間中立の立場を取る業界団体で、組み込み、応用型の

アプライアンス・コンピューティング市場における Linux のシェアの拡大と促進、

そして組み込み Linux 標準化を目指している。 

会員企業は、管理、促進、導入、プラットフォーム仕様などのワーキング・グ

ループに参加・貢献し、成長中の市場における事業拡大の機会を得ることを狙って

いる。 

同団体では、市場における組み込み Linux の優位性の確保を目指しており、オ

ンライン・セミナーを開催したり、市場に関する情報や関連資料のカタログを提供

している。オンラインセミナーには、150 人近くの IT 専門家やデバイス開発者な

どが参加し、ELC のエグゼキュティブ・ディレクタ Murry Shohat 氏や
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LinuxDevices.com の Ziff Davis 氏をはじめとした Embedded Linux System の

専門家の話を聞くことができる。参加者も半導体ベンダから販売者まで幅広い層で

構成されている模様である。また、他のオペレーションシステムとの比較なども行

ない、Linux の市場拡大に特化した研究グループではあるが、同団体は OS に関

係なく参加会員を募っている。 

 

② The Open Group 

The Open Group も、ベンダ間や技術に関して中立の立場を取る業界団体であ

る。この団体の Boundaryless Information Flow というビジョンは、オープン・

スタンダードや世界規模の相互運用性を基にして、企業内、企業間の統合情報への

アクセスが可能となることを目指したものである。 

同団体には、アークテクチャやプラットフォーム、エンタープライズ・マネー

ジメント、セキュリティなどに関するフォーラムが設置されている。組み込みシス

テムに関するフォーラムでは、The Real-time and Embedded Systems Forum が

あり、他の業界標準団体と同様に、分析、保証、セキュリティ、安全性やミッショ

ンを重視したアプリケーション（Safety/mission critical application）、オープン・

アーキテクチャ、また Real-timeJava の統合などについて取り組んでいる。また、

リアルタイムや組み込みのシステムの普及のために、標準を遵守している商品のテ

スト・スイートや保証プログラムなども規定している。 

 

③ Object Management Group （OMG） 

OMG は、非営利の業界団体として、共同利用が可能なエンタープライズ・アプ

リケーションのためのコンピュータ業界規格を策定、維持につとめている。大手企

業から中小企業まで、幅広い会員を抱え、関心分野についての意見交換などを活発

にすることを目的としている。同団体の会員となると、仕様の策定などの作業グル

ープに参加することができる。 

世界各国から 450 以上の産・官・学界の団体が参加しており、アーキテクチャ、

プラットフォーム、ドメインなどの技術などに関するさまざまなワーキンググルー

プが設置されているが、OMG の組み込みシステムに関しては、Realtime, 

Embedded and Specialized Systems Platform Task Force（RTESS PTF）と呼ば

れるワーキング･グループを設置している。RTESS PTF は、1998 年から活動し、

会合を開いてきた。2000 年以降、Real-Time And Embedded Systems に関する
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Workshop が毎年開催されている。 

 

④ Embedded Microprocessor Benchmark Consortium（EEMBC） 

1997 年に設立され、以来、組み込みシステム内のハードウェアやソフトウェア

のために重要な性能ベンチマークを開発している。EEMBC は、2000 年以来、組

み込みシステム標準やベンチマークのための業界標準を自主的に策定する活動に

積極的に参加している。 

EEMBC の活動分野は、自動車、消費財、デジタル・エンターテイメント、Java、

ネットワーク、オフィス・オートメーション、通信である。 

 

(4) 分野別傾向 

コンピューティング関連分野 

  基盤ソフトウェア 

  ディペンダブル情報システム 

  省電力情報処理技術 

の組み込みソフトウェアに関する日米比較を以下の節で説明する。5 

 

1) 基盤ソフトウェア 

 組み込み機器用 OS については、かつての比較的簡素な機能のみの提供で十分であ

ったことから、ハードウェアコストを抑えるため、低性能の CPU と小メモリ容量で

実現できるシステムが広く用いられてきた。 

しかし近年に至り、組み込み OS に基づく OS においてもネットワーク接続などの

多彩な機能を充実する要請が高まり、一方でハードウェアコストが大幅に低廉化して

きたことから、汎用 OS に基づく OS を利用する場合が多くなってきている。 

 プログラミング言語と処理系については、ソフトウェア開発効率性の追求は従来通

り重要な研究主題であるが、ネットワーク接続が当然になってソフトウェアのバグに

よるシステムの脆弱性が問題となることが多くなったことから、近年ではセキュリテ

ィ対策が重要性を増し、コンパイル時のバグ検出や正当性の解析などが主要なテーマ

となっている。この分野でも米国の研究水準が最も高い。 

                                                  
5 「電子情報通信分野 科学技術・研究開発の国際比較 ２００８年版（独立行政法人科学技術振興機構 

研究開発戦略センター）」より抜粋。 
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 ソフトウェア開発におけるミドルウェアの重要性が高まってきている。特に大規模

な分散処理においては、多用な OS で動作する分散システムを統合動作させるグリッ

ドコンピューティングのためのミドルウェアとしてGlobus Toolkitが標準としての地

位を確立している。このツールキットは分散処理のためのさまざまな標準規格を実装

したもので、米国のアルゴンヌ国立研究所などの機関が連携した Globus Alliance が

開発しているもので、この面でも米国が主導的役割を果たしている。 

 

表 1-2-1 米国と日本の基盤ソフトウェアの技術水準比較 

国 フェーズ 現状に

ついて

の比較 

留意事項などコメント全般 

研究水準 ○ さまざまな研究が活発になされているが、部分的な改良を目指すものが

ほとんどで、本質的な革新に至るような動きは見えない。 

技術開発水準 ○ 組み込み用のシステムにおいては競争力のある技術を開発してきたが、

その優位性は失われつつある。プログラミング言語では近年日本発の技

術である ruby が利用を伸ばしてきている。 

日本 

産業技術力 △ 組み込み用基盤ソフトウェアでは ITRON など独自技術を有していた

が、近年その技術優位性が薄れつつあり、欧州への依存度が高まってい

る。 

研究水準 ◎ 主要な新技術の提案はほとんどすべてが米国であるといってよい。 

技術開発水準 ◎ 主要な技術開発は米国において行われる傾向に変化は見られない。 

米国 

産業技術力 ◎ あらゆる基盤ソフトウェア分野において米国製の製品が市場を寡占し

ている状態にあり、有力な対抗勢力も見当たらない。 

 

2) ディペンダブル情報システム 

ディペンダビリティが元々包含する属性概念は reliability, availability, integrity, 

safety， maintainability であり、1960 年代から汎用分野ではコンピュータメインフ

レームの基本設計技術として、特定分野では、宇宙開発、航空機、鉄道、通信ネット

ワークなど、特にディペンダビリティへの要求が強い分野におけるフォールトトレラ

ンス技術として、理論と実用の両面で研究開発が進められてきた。また、同時に、フ

ォールト発生そのものを減少させるフォールトアボイダンス技術も、ハードウェアに

おける信頼性工学および、バグの少ないプログラミングスタイルを目指したソフトウ

ェア工学として長い研究開発の歴史がある。この分野で先導的かつ圧倒的な役割を果

たしてきたのは米国である。 

最近は、情報システムの大規模化、複雑化、ネットワーク化が進み、そこで提供さ

れるサービスとその利用者の多様化が急速に進んだ結果、サイバーテロ、情報漏洩、

システム侵入など、セキュリティを損なう悪意の人為的フォールトがディペンダビリ

ティを阻害する新たな脅威になってきている。また、それが発生し、影響を受けるシ
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ステム階層も、VLSI、アーキテクチャ、システムソフトウェア、ネットワーク、ミド

ルウェア、サービス・アプリケーションなど、広範囲に渡る。このため、現在最も活

発に研究が進められているのは、ネットワーク化情報システムにおける悪意及び過失

による人為的フォールトに対処する技術であるが、この分野でも米国の研究水準が圧

倒的に高い。 

一方、ディペンダビリティのモデリング、計測、ベンチマーキングを含む評価技術

の分野では、欧州が進んでいる。 

ディペンダビリティの評価指標を定め、ベンチマーキングのための、テストベッド

とデータセットの構築は現在の国際的な課題である。 

 

表 1-2-2 ディペンダブル情報システムの技術水準の日米比較 

国 フェーズ 現状に

ついて

の比較 

留意事項などコメント全般 

研究水準 ○ 伝統的にハードウェア・アーキテクチャの研究者が多く、ソフトウェア

分野が少ない。 

技術開発水準 ○ ディペンダビリティの価値が評価されないので、企業の技術開発の主流

になれない。 

日本 

産業技術力 ○ 伝統的な信頼性向上技術、デロディフェクト運動など、ボトムアップア

プローチが主流であり、トップダウンのシステマティックなアプローチ

がない。 

研究水準 ◎ イリノイ大学アーバナシャンペン校、カーネギーメロン大学など、いく

つかの研究拠点で、国家安全保障の視点から重要インフラの防衛に関す

る研究が始まっている。 

技術開発水準 ◎ IBM の Autonomic Computing は一つの概念的な流れを作りつつある。 

米国 

産業技術力 ○ 宇宙開発、国家安全保障を旗印に開発された技術が産業技術力としての

裾野へ広がりを見せている。 

 

3) 省電力情報処理技術 

 省電力情報処理技術は、2000 年前後より急速に研究が広まり、非常に多数の論文や

技術が発表された。特に、Dynamic Voltage Scaling をベースとする電源電圧制御技

術、省電力を意識した半導体設計技術の発展が目覚しい。現在は研究フェーズがひと

段落し、いかに研究成果を実現していくかという技術開発フェーズに移行しつつある。 

 米国は、回路技術からアーキテクチャ技術、設計技術に至るまで、世界をリードす

る存在である。また、センサネットワークに代表されるような、応用を強く意識した

分野での技術水準が高い。また、産業界では米国企業が大きなシェアを持つ高性能汎

用 CPU や FPGA といった再構成可能デバイスなどにも、多くの省電力技術が既に組

み込まれている。 
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表 1-2-3 省電力情報処理技術の技術水準の日米比較 

国 フェーズ 現状に

ついて

の比較 

留意事項などコメント全般 

研究水準 ◎ 特にデバイス、回路技術分野の研究水準が高い。他の階層との統合的な

研究が望まれており、近年ではそのような動きが出てきた。 

技術開発水準 ○ デバイスや回路技術における企業開発水準は高い。また、組み込みシス

テム用途分野にも、省電力技術に強みがある、 

日本 

産業技術力 ◎ 携帯電話をはじめとした、組み込み機器の省電力化に強みがあり、高い

産業技術力がある。 

研究水準 ◎ デバイスからアーキテクチャ、設計記述に至るまで、省電力技術の研究

が活発。特に、センサネットワーク分野での研究水準が高い。 

技術開発水準 ◎ デバイスからアーキテクチャ、ソフトウェア分野に至るまで、技術開発

水準は世界トップ。 

米国 

産業技術力 ◎ ハイエンドからコンシューマまでの幅広い情報処理機器において高い

産業技術力を持つ。 
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第 2 章 分野別の組み込みソフトウェア開発の動向と諸課題、人材育成動向 

 

2.1 医療機器産業分野 

米国の医療機器ソフトウェアに対する取り組みが大きく変化したのは、1985-87 年に

発生した放射線治療装置 Therac-25 の医療事故からであると考えられる。以来、医療

機器の安全性を左右するソフトウェアに重大な関心が寄せられるようになり、そのため

の情報整備、基準整備が進められた。規制当局である米食品医薬品局（Food and Drug 

Administration: FDA）は 1990 年後期以降、それまでに発生したソフトウェアに起因

する医療事故を分析し、再発防止策の指針として医療機器ソフトウェアに関する 3 つ

のガイダンスを策定した。FDA は各医療機器が販売申請されるたびにガイダンスへの

適合について審査を行い、審査をパスしなければ医療機器の販売を許可しないという許

認可のしくみを有している。 

医療機器ソフトウェアについては、2006 年に国際基準として IEC 62304 (Medical 

device software - Software life cycle processes) 医療機器ソフトウェア ソフトウェア

ライフサイクルプロセス が制定され、FDA もこの規格を推奨規格として認証したこと

から、医療機器ソフトウェアの安全性を確保するための国際的な規格要求は IEC 

62304 に集約されつつある。 

人材育成に関しては、米国では規制当局である FDA と先端医療機器使用法協会

AAMI(Association for the Advancement of Medical Instrumentation）や緊急医療問

題調査研究所 ECRI（Emergency Care Research Institute）等が協力して人材育成の

取り組みを実施している。 

 

(1) 医療機器ソフトウェア開発に関する世界の動向 

1) 米国における動向 

FDA は医療機器ソフトウェアに関連して 3 つのガイダンスを示している。 

① General Principles of Software Validation（ソフトウェアバリデー

ションの一般原則） 

② Guidance for the Content of Premarket Submissions for Software 

Contained in Medical Devices(医療機器に含まれるソフトウェアの

ための市販前申請の内容に関するガイダンス） 

③ Guidance for Off-the-Shelf Software Use in Medical Devices（医療

機器に使用する市販ソフトウェアのためのガイダンス） 
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米国と日本においては医療機器の販売には個々のデバイスに対して認可が必要で

あり、米国の場合医療機器ソフトウェアは、これら 3 つのガイダンスへの適合、も

しくは、ガイダンスの要求と同等のことが実施できていることの証明が求められる。 

これら 3 つのガイダンス及び IEC 62304（医療機器ソフトウェア ソフトウェア

ライフサイクルプロセス）に共通するのは、医療機器の故障や不具合により医療従

事者や患者が被る健康被害のリスクを受容できる範囲まで引き下げることを医療

機器製造業者に求めていることである。医療機器は健康管理、検査、治療、モニタ

リング、医療情報伝達等の目的で使用される。医療機器を使った医療行為には効果

効能を享受する代償として多くの場合リスクが発生する。このリスクを患者や操作

者が受容できるレベルまで下げることを医療機器製造業者は求められており、受容

できないリスクが残っていないことを規定当局に対して証明する義務を負ってい

る。 

FDA は 1992～1998 年の間に米国内で発生した 3140 件の医療機器のリコールに

ついて分析を行い、それらのソフトウェアに関するリコールのうち 192 件(79%)は、

ソフトウェアが最初に出荷された後に、そのソフトウェアに対して変更が行われた

ことで作り込まれた不具合であったと報告している。そして、FDA が策定したガイ

ダンスに定めたソフトウェアの妥当性確認やソフトウェア技術の慣例はそれらの不

具合や結果として起こりうるリコールを防止するための主要な手段であるとしてい

る。 

このプロダクトリスクマネジメントの考え方を最も顕著に表しているのが、医療

機器を重要度レベル(Level of Concern) に分類し、重要度レベルが高いほど、より

詳細かつ網羅性の高い検証及び妥当性確認を求めるというルールを定めている点で

ある。FDA がガイダンスで定める重要度レベルにはメジャー(Major)、モデラート

(Moderate)、マイナー(Minor)の 3 つのレベルがある。 
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表 2-1-1 重要度レベルの分類と定義 

重要度レベル 定  義 

メジャー 

(Major) 

一つの故障または潜在的な欠陥が、患者または操作者に対し、直

接的に、死亡または重篤な傷害をもたらす可能性がある場合、そ

の重要度レベルはメジャーである。誤った、または遅れた情報、

または、医療従事者の行動によって、一つの故障または潜在的な

欠陥が、患者または操作者に対し、間接的に死亡または重篤な傷

害をもたらす可能性がある場合も、その重要度はメジャーである。 

モデラート 

(Moderate) 

一つの故障または潜在的な設計の欠陥が、患者または操作者に対

して、直接的に、軽微な傷害をもたらす可能性がある場合、その

重要度レベルはモデラートである。誤った、または遅れた情報、

または、医療提供者の行動によって、一つの故障または潜在的な

欠陥が、患者または操作者に対し、間接的に、軽微な傷害をもた

らす可能性がある場合も、その重要度レベルはモデラートである。 

マイナー 

(Minor) 

故障または潜在的な設計の欠陥が、患者または操作者に対し、い

かなる傷害も引き起こす可能性がない場合、その重要度レベルは

マイナーである。 

 

具体的には FDA は医療機器の市販前申請に機器の重要度レベルに応じて、提出

すべきソフトウェアドキュメントの要求を変えている。例えば、検証及び妥当性確

認の文書化要求については重要レベルに応じて以下のような違いがある。 

 

表 2-1-2 重要度レベルによる検証及び妥当性確認の文書化要求の違い 

マイナー モデレート メジャー 

ソフトウェアの機能に関

する試験計画、合否判定基

準、及び結果。 

単体、結合、及びシステム

レベルでの検討及び妥当

性確認活動の詳細。合否判

定基準、及び試験結果を含

むシステムレベルでの試

験プロトコル。 

単体、結合、及びシステム

レベルでの検討及び妥当

性確認活動の詳細。合否判

定基準、試験報告書、概要

及び試験結果を含む単体、

結合、及びシステムレベル

での試験プロトコル。 

なお、医療機器ソフトウェアのリスクマネジメントにおいては、FDA ガイダンス
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も、IEC 62304 （医療機器ソフトウェア ソフトウェアライフサイクルプロセス）

も、ハザードの発生頻度の概念を排除している。ハードウェアデバイスのリスクの

評価では、起こりうる傷害の強度と発生頻度の 2 つの要素を考慮するのが一般的で

ある。しかし、医療機器ソフトウェアのリスクマネジメントにおいては、ソフトウ

ェアが起因するハザードの発生頻度は統計的な手法では決定できないと考えられて

いる。 

6 名が死亡に至った放射線治療装置 Therac-25 の医療事故のケースでは、オペレ

ータが日常的に行っている操作を途中まで行った後、本来実施すべき手順との違い

に気づき、手順を訂正するためのイレギュラーな操作を行うというオペレーション

によって事故が発生した。システムプログラムにおいて通常では通らないパスを通

ったことにより、潜在的に作り込まれていた不具合が表面化したものと考えられる。 

30 万行を超えるような中規模以上のソフトウェアの場合、ソフトウェアテストの

テストケースの数は簡単に爆発する、したがって網羅率 100%のテストによってシ

ステムの完全な信頼性を確保することは実質的には不可能であり、特殊なオペレー

ションや滅多に起こらないイベント発生のタイミングによって内在していた不具合

が発現することを防ぐことは難しい。ソフトウェアが原因となる不具合の場合、そ

のオペレーションやタイミングを再現できる環境を用意すると不具合を確実に起こ

すことができる。その不具合が患者や操作者に重大な危害を与えることが分かって

いる場合、不具合を発生させるオペレーションやタイミングの起こりうる確率が低

いからということで、患者や操作者のリスクが受容できるとは言えない。起こりう

る危害の重大性にのみ基づき患者や操作者に危害が及ばないような取り組み、例え

ば、検証や妥当性確認の活動の充実または、ハードウェアやソフトウェアによるリ

スクコントロール手段の実装等が求められる。医療機器ソフトウェアのリスクマネ

ジメントにおいてソフトウェアが起因するハザードが想定された場合、発生確率は

常に 1 であるという考え方は過去の医療機器ソフトウェアに起因する数多くの事故

分析から確立されたものと考えられる。 

米国においては、医療機器製造販売会社は医療機器ソフトウェアの設計プロセス

及びプロセスから出力される検証結果、レポート等について市販前申請及び定期監

査、特別監査というタイミングで FDA のチェックを受ける。市販前申請や定期監

査、特別監査において、FDA が示しているガイダンスに適合している、または、ガ

イダンスの要求と同等のことが実施されていることを根拠を持って説明できない場

合、米国において医療機器を販売することはできなくなる。このような規制当局の
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縛りがあるため、FDA ガイダンスの理解及びガイダンスに基づく活動の実施、検証

記録、レポートの作成は多くの場合、ソフトウェアエンジニアにとって必須の要求

となる。 

 

2) 欧州における動向 

医療機器ソフトウェアの安全に関する取り組みは米国が先行していたが、FDA

が提唱するソフトウェアガイダンスには曖昧な表現や、設計プロセスにおける規格

要求の粒度のばらつきがあるため、欧州の医療機器メーカーからは FDA の監査官

によって解釈が異なる、米国だけ突出した規制をかけている、非関税障壁ではない

かという批判があった。これらの状況を解消するため、2006 年に国際電気標準会

議 IEC（International Electro technical Commission）が IEC 62304（医療機器

ソフトウェア ソフトウェアライフサイクルプロセス）を制定した。IEC 62304 の

策定には、FDA のメンバーも関わっており、すでに存在していた FDA ガイダン

スの内容も考慮されたと思われる。 

EU に加盟する欧州各国においては、医療機器製造販売会社は医療機器の販売に

際して当局に認可を受けるのではなく、医療機器指令(Medical Device Directive: 

MDD)が示す基本要件に適合していること示す技術文書を作成する。基本要件に適

合しているかどうかは、「基本要件への適合状況（適合整合規格）」「整合性を示す

証拠（試験・評価レポート）」「基本要件に該当しない場合の理由付け」の説明が必

要になる。医療機器ソフトウェアが MDD の基本要件に適合していることを示すた

めの整合規格は、現在、IEC60601-1-4 （プログラム可能電子医用システム）と IEC 

62304（医療機器ソフトウェア ソフトウェアライフサイクルプロセス）の 2 つが

あり、どちらか一方を選択して適合を宣言することが一般的になっている。なお、

IEC60601-1-4 （プログラム可能電子医用システム）はソフトウェアに特化した内

容ではなく、かつソフトウェアに関する要求事項に対しては適合しているかどうか

を明確に判断することが難しい項目が多いため、適合の監査が非常に難しいという

欠点があった。 

その反省もあってか IEC 62304（医療機器ソフトウェア ソフトウェアライフサ

イクルプロセス）では、ソフトウェアの安全クラス別に、各プロセスにおける詳細

な Activity（活動）と Task（タスク）を定義することで規格要求への適合を比較

的容易に判断できるようにくふうしてある。 
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表 2-1-3 IEC62304 が示すプロセスとアクティビティとソフトウェア安全クラスの関係 

ソフトウェア 

安全性クラス プロセス 項番号 アクティビティ 

A B C 

5.1.1 ソフトウェア開発計画 ○ ○ ○

5.1.2 ソフトウェア開発計画の継続更新 ○ ○ ○

5.1.3 ソフトウェア開発計画におけるシステム設計及びシステム開発の引用 ○ ○ ○

5.1.4 ソフトウェア開発規格，メソッド，ツールの計画   ○

5.1.5 ソフトウェア結合及び結合テスト計画  ○ ○

5.1.6 ソフトウェア検証計画 ○ ○ ○

5.1.7 ソフトウェアリスクマネジメント計画 ○ ○ ○

5.1.8 文書化計画 ○ ○ ○

5.1.9 ソフトウェア構成管理計画 ○ ○ ○

5.1.10 管理対象の支援アイテム  ○ ○

5.1 ソフトウ

ェア開発計画 

5.1.11 検証前のソフトウェア構成アイテムのコントロール  ○ ○

5.2.1 システム要求事項からのソフトウェア要求事項の定義及び文書化 ○ ○ ○

5.2.2 ソフトウェア要求事項の内容 ○ ○ ○

5.2.3 リスクコントロール手段のソフトウェア要求事項への包含  ○ ○

5.2.4 医療機器リスク分析の再評価 ○ ○ ○

5.2.5 システム要求事項の更新 ○ ○ ○

5.2 ソフトウ

ェア要求分析 

5.2.6 ソフトウェア要求事項の検証 ○ ○ ○

5.3.1 ソフトウェア要求事項へのアーキテクチャへの変換  ○ ○

5.3.2 ソフトウェアアイテムのインタフェース用のアーキテクチャの開発  ○ ○

5.3.3 SOUP アイテムの機能性能要求事項の指定  ○ ○

5.3.4 SOUP アイテムが要求するシステムハードウェア及びシステムソフトウェアの指定  ○ ○

5.3.5 リスクコントロールに必要な分離の特定   ○

5.3 ソフトウ

ェアアーキテ

クチャ設計 

5.3.6 ソフトウェアアーキテクチャの検証  ○ ○

5.4.1 ソフトウェアアーキテクチャのソフトウェアユニットへのリファイン  ○ ○

5.4.2 ソフトウェアユニットごとの詳細設計の開発   ○

5.4.3 インタフェース用詳細設計の開発   ○

5.4 ソフトウ

ェア詳細設計 

5.4.4 詳細設計の検証   ○

27



表 2-1-3 つづき 

ソフトウェア 

安全性クラス プロセス 項番号 アクティビティ 

A B C 

5.5.1 各ソフトウェアユニットの実装 ○ ○ ○

5.5.2 ソフトウェアユニット検証プロセスの確立  ○ ○

5.5.3 ソフトウェアユニット受入れ判定基準  ○ ○

5.5.4 追加のソフトウェアユニット受入れ判定基準   ○

5.5 ソフトウ

ェアユニット

実装 

及び検証基準 

5.5.5 ソフトウェアユニット検証  ○ ○

5.6.1 ソフトウェアユニットの結合  ○ ○

5.6.2 ソフトウェア結合の検証  ○ ○

5.6.3 結合したソフトウェアのテスト  ○ ○

5.6.4 結合テストの内容  ○ ○

5.6.5 結合テスト手順の検証  ○ ○

5.6.6 レグレッションテストの実施  ○ ○

5.6.7 結合テスト記録の内容  ○ ○

5.6 ソフトウ

ェア結合及び

結合テスト基

準 

5.6.8 ソフトウェア問題解決プロセスの使用  ○ ○

5.7.1 ソフトウェア要求事項に関する試験の確立  ○ ○

5.7.2 ソフトウェア問題解決プロセスの使用  ○ ○

5.7.3 変更後の再試験  ○ ○

5.7.4 ソフトウェアシステムテストの検証  ○ ○

5.7 ソフトウ

ェアシステム

テスト 

5.7.5 ソフトウェアシステムテスト記録の内容  ○ ○

5.8.1 ソフトウェア検証の完了の確認  ○ ○

5.8.2 既知の残存異常の文書化  ○ ○

5.8.3 既知の残存異常の評価  ○ ○

5.8.4 リリースしているバージョンの文書化 ○ ○ ○

5.8.5 リリースしたソフトウェアの作成方法の文書化  ○ ○

5.8.6 アクティビティ及びタスクの完了確認  ○ ○

5.8.7 ソフトウェアのアーカイブ  ○ ○

5.8 ソフトウ

ェアリリース 

5.8.8 ソフトウェアリリースの再現性の確保  ○ ○
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ソフトウェア安全クラスの定義は、FDA の重要度レベルよりも簡素な表現で、

以下のような分類となっている。 

表 2-1-4 ソフトウェア安全クラスの定義 

クラス A 負傷または健康被害の可能性なし 

クラス B 重傷の可能性なし 

クラス C 死亡又は重傷の可能性あり 

 

例えば、ソフトウェア開発計画のプロセスにおいて、「ソフトウェア開発計画の

策定」「ソフトウェア開発計画の継続更新」「ソフトウェア開発計画におけるシステ

ム設計及びシステム開発の引用」はソフトウェア安全クラスの分類に関わらず必要

であるが、「ソフトウェア開発規格，メソッド，ツールの計画の特定」はソフトウ

ェア安全クラス C のソフトウェアアイテム（モジュール）にのみ要求されている。

（クラス A と B で実施してもよい）ソフトウェア開発メソッドの特定とは、例え

ば、構造化分析・設計手法、オブジェクト指向設計、フォーマルメソッド等のソフ

トウェア工学の手法を示すことである。死亡又は重傷の可能性のあるリスクの高い

ソフトウェアアイテムもしくはソフトウェアシステム、サブシステムを作成する際

には、何かしらの方法論やツールを使っているであろうという想定からくる要求と

なる。もちろん、ソフトウェア工学に基づいた方法論を使っていない、もしくは独

自の方法論を使っている場合は、それがどのようなものであるかを示すことでも要

求を満たすことはできる。 

このようにソフトウェアの関する規格要求というものは、電気安全性のように合

格、不合格の判定を明確に判断することが難しい項目が多い。しかしながら、IEC 

62304（医療機器ソフトウェア ソフトウェアライフサイクルプロセス）では、開

発プロセスの単位ごとに必要な活動とタスクを詳細に定義し、ソフトウェア安全ク

ラスの分類によって適合すべき活動に重み付けをすることで、必要な活動やタスク

が本当に実施されているかどうかを判定しやすくしている。仮に監査官がソフトウ

ェアに関する知識を十分に持っていない品質保証専門家であった場合でも、ソフト

ウェア安全クラスの定義を見て、各プロセスに対する必要な活動やタスクの結果、

検証記録があるかないかをチェックすることで、規格に適合できているかどうかを

容易に判定することができるようになった。この方法は簡易的な判定方法ではある

が、各プロセスで定義された活動とタスクにおいて、検証のプロセスに対しては計

画があって、その計画に対する実施結果があるといったように互いに関連がある活
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動について、それらの整合についても質問されるため、医療機器製造業者が表面的

に対応しただけでは規格をクリアすることができなくなっている。 

EU では米国のように医療機器の販売に際して事前審査は必要ではない。ただし、

MDD への適合を自己宣言しなければならず、リスクが高い製品については

Notified Body と呼ばれる第三者機関が、定期的に医療機器製造業者を監査するこ

とになっている。監査により、自己宣言した内容が適正でないと判断された場合は、

最悪の場合、MDD への適合を示す CE マーキング付与の権利を剥奪されることに

なる。このため、医療機器製造業者は、実質的に医療機器ソフトウェアに求められ

る国際基準を遵守するために必要な知識とスキルを身につけることが必要になる。 

 

3) 我が国における動向 

日本では、医療機器販売に先立って薬事法に基づいた市販前の審査を行うしくみ

は確立している。ただし、米国 FDA, AAMI や欧州の Notified Body のように 医

療機器ソフトウェアに特化した監査、技術者トレーニングのしくみはまだない。基

本的には国際標準の動向を考慮しながら対応していくというスタンスとなってお

り、IEC 62304（医療機器ソフトウェア ソフトウェアライフサイクルプロセス）

については翻訳され JIS 化する作業が進められている。 

 

(2) 市販ソフトウェアに関する規制当局の特別な関心 

FDA はガイダンスの中で、即時利用可能な市販ソフトウェアのことを 

Off-the-Shelf Software(OTS) と呼び、医療機器のソフトウェアシステムに取り込

む際には特別な扱いをすることを求めている。それは、医療機器に搭載することを

意識して作られていない市販ソフトウェアが原因となる医療事故やリコールが、し

ばしば発生しているからである。IEC 62304（医療機器ソフトウェア ソフトウェ

アライフサイクルプロセス）では、このようなソフトウェアのことを開発過程が不

明なソフトウェア SOUP (Software Of Unknown Provenance: SOUP)と呼んでいる。 

OTS や SOUP と呼ばれるソフトウェアを医療機器製造業者が採用する際には、

OTS や SOUP に対して医療機器が期待する機能が正しく動作する、また、OTS

や SOUP に潜在的な欠陥が存在しても患者や操作者に危害が及ばないことを根拠

を持って説明できるようにしておくことが必要となる。これは、完成度が高いと考

えられている市販ソフトウェアであっても、設計者が意図していないような使い方

をすることにより潜在的な問題がリスクにつながる危険性があるからである。例え
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ば、生命維持のための医療機器ペースメーカなどに、パーソナルコンピュータ用に

開発され市販されている汎用の OS（オペレーティングシステム）は通常使用しな

い。これは、パーソナルコンピュータ用の OS としては発生してもユーザーに大き

なリスクにはならないような些細な不具合であっても、ペースメーカの機能に対し

ては与える影響が甚大となる可能性があり、ブラックボックスで提供される OTS

に対してはそのリスクを完全に排除することができないからである。 

 

(3) 医療機器ソフトウェアに関する諸問題 

1) 文化の違い 

前述のように米国、欧州においては国際規格やガイダンスをベースにした医療機

器ソフトウェア開発の安全確保、リスク軽減の取り組みが進んでいる。この取り組

みはそもそも、ルールと責任(Rule / Responsibility)が明確で、かつシステムとツ

ール(System / Tool) を有効に使う欧米の文化にマッチしたアプローチであると言

える。ところが、日本では組織やプロジェクトのメンバーの品質を心配する意識

（Awareness: Warring about quality）が強く、個々のエンジニアがユーザーリス

クが小さくなるように行動することで高品質、高信頼性のソフトウェアを実現して

いる場合が多い。（図 2-1-1 参照） 

 
図 2-1-1  米国と日本の文化の違い 

資料： 第 15 回 品質機能展開シンポジウム 特別講演 GD3 コンサルティング代表/JMAC 

GD3 センター長 吉村達彦 氏発表資料より 
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図 2-1-1 の US と Japan の文化の違いにあるように、米国においてはルール/

責任、システム/ツールが有効に働くが、技術者の品質を心配する意識は低い。一

方、日本では、ルール/責任 や システム/ツール の大きさ（有効性）に比べて、

品質を心配する意識が非常に強く、その意識の強さが製品やシステムソフトウェア

の安全性や信頼性の担保に結びついている側面も大きい。 

日米のエンジニアの視点から見た「ルール/責任」「システム/ツール」「顧客や品

質に対する意識」の違い、メリット、デメリットの分析結果を図 2-1-2 に示す。前

述の医療機器ソフトウェア開発における規格要求への適合を前提とした、システム

ソフトウェアの安全性、信頼性の向上の取り組みは、「ルール/責任」をベースにし

たアプローチであり、日本においてはその適用の仕方を誤ると責任と権限が曖昧な

状態のままルールが形骸化してしまい、ルールは実質的には無駄であり指定された

ドキュメントだけを形式的に作成すればよいという考えが蔓延してしまう危険が

あると考えられる。（図 2-1-2 参照） 

 

 

 

図 2-1-2 日米のエンジニアの視点から見た気質の違い 

 

クリティカルデバイスに搭載するソフトウェアシステムの安全確保を実現する

ためには 図 2-1-3 に示すように、特に日本では基礎となる安全文化/品質文化が必

須であると考えられる。安全文化/品質文化が確立された組織、プロジェクトに対
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して、ルール/規則が適用され、ルール/規則のもとで、方法論/技法が使用され、方

法論/技法に基づいた妥当性確認/検証を実施し、それらすべてが統合されて設計が

行われる必要がある。これらの関係性や重み付けにアンバランスが生じると図 2

で示したようなデメリットが表面化してしまう。 

 

 
図 2-1-3 ソフトウェア安全確保のための重要な要素 

資料：第７回クリティカルソフトウェアワークショップ「SAFEWARE アプローチの JAXA における適

用」宇宙航空研究開発機構 情報・計算工学センター 片平 真史 氏発表資料より 

 

(4) 医療機器ソフトウェアに携わる技術者の人材育成 

1) 米国、欧州における動向 

米国や欧州の状況を見ると、医療機器ソフトウェアの安全確保のために医療機器

ソフトウェアに対する規格要求を中心にした取り組みが進んでいる。 

FDA の要求をソフトウェアエンジニアが理解し、実践するために AAMI（The 

Association for the Advancement of Medical Instrumentation :AAMI, 1967 年に

設立された医療関連技術に関する開発や教育を行う非営利団体）などの機関は、医

療機器のソフトウェアを開発する技術者に対してトレーニングの機会を提供してい

る。米国においては FDA が中心となって、過去に発生した事故の調査分析、分析

結果による再発防止のための基準の策定、基準に基づく規制及び監査、技術者に対

するトレーニングの提供という環境を整えることによって、医療機器ソフトウェア

の安全性の確保を実現しようとしている。 

同様に、欧州では監査を行う第三者機関の Notified Body は監査前のプリチェ

ック、規格適合のための相談サービスを提供していることもあり、Notified Body 
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によっては米国における AAMI のように規格適合のための技術者向けトレーニン

グを行っている機関もある。 

 

2) 我が国における動向 

日本では医療機器ソフトウェアに特化した独自の規制は今のところ存在しておら

ず、国際標準への適合を推奨するという状況になっている。しかし、AAMI や ECRI

等が提供する医療機器ソフトウェア開発者向けのトレーニングを受講するのはロケ

ーションや言語の違いの関係で簡単ではない。医療機器のマーケットは世界レベル

での製造販売会社の合併、統合が進んでおり、トレーニングを提供する組織、人材

についても医療機器製造業者が多く存在する国、地域に局所化する傾向がある。 

したがって、日本における医療機器ソフトウェアに携わる技術者の人材育成は一

般的なソフトウェア工学の修得と、国際規格のドキュメントベースでの学習、社内

教育でまかなわれているのが現状となる。国際規格の理解に対しては、米国や欧州

への製品を出荷することにともなう審査や監査によって受けた指摘や是正要求がト

リガーとなって組織的な取り組みが始めることも少なくない。 

このような状況で日本の医療機器ドメインのソフトウェア技術者に不足している

のは、自分達のプロジェクトが認識する失敗事例の原因追及と、組織内外の過去の

事例も含めた再発防止のケーススタディ教育である。過去の事故や失敗事例を使っ

たケーススタディのディスカッションや再発防止を目的とした技術トレーニングは

日本人が強く持っているとされる品質を心配する意識（Awareness: Warring about 

quality）に訴えかける有効な手段である。事故の再発防止を目的したトレーニング

により、ソフトウェア開発プロセス、ソフトウェア工学の教育は、組織内の安全文

化、品質文化の形成に貢献し、ルールや規則の形骸化を避け、国際標準への対応を

可能にすると考えられる。 
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2.2 航空宇宙産業分野 

 

(1)航空宇宙産業関連の組み込みソフトウェア開発の動向 

航空宇宙産業におけるソフトウェアとしては、航空機、ロケット、衛星といった

機体に組み込まれる搭載ソフトウェア、その搭載ソフトウェアを試験するための試

験用装置に組み込まれるソフトウェア、設計段階でその妥当性を検証するためのシ

ミュレータ、実際に機体が運用される際の訓練用のシミュレータなど、多種にわた

るソフトウェアが存在する。今回、ここでは搭載ソフトウェアに焦点を当てて、そ

の動向をまとめる。 

 

1)技術的変遷 

搭載ソフトウェアの一例として、戦闘機に搭載されるアビオニクス機器とコン

ピュータの変遷を表 2.2-1 に示す。1960 年代の搭載ソフトウェアは独立したアビ

オニクス機器を制御するものであり、単一機能を実現していた。その後、データ

バスを介してアビオニクス機器間での情報共有が図られることにより、より高度

なミッションが可能となった。そのため、搭載ソフトウェアは多機能化、複雑化、

大規模化へと進んだ。また近年では、パイロットインターフェースがアナログ計

器から MFD(Multi Function Display)、HMD(Head Mounted Display)といった

ディジタル機器に移り変わりパイロットへ提供できる情報が質的にも向上し、量

的にも多くなった。これによりマンマシンインターフェースをつかさどる搭載ソ

フトウェアも大規模となってきた。 

以上より、搭載ソフトウェアの性質としては、ハードウェア、通信に近い下位

層のプログラムより、上位層のアプリケーションプログラムの占める割合が格段

に大きくなってきている。 
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2)開発プロセス 

米国防総省の規格「DOD-STD-2167A」においてソフトウェアの開発プロセス

としてウォーターフォールモデルが取り入れられて以来、航空宇宙産業の組み込

みソフトウェアの開発プロセスはウォーターフォールモデルを基本としてきた。

後に手戻りを許さないウォーターフォールモデルの欠陥が注目され、1994 年に

「MIL-STD-498」を制定し反復型開発プロセスが推奨されるようになった。 

 

日本においては航空自衛隊、海上自衛隊で独自のソフトウェアドキュメント規

則を制定し運用している。これらのドキュメント規則においても開発プロセスと

してはウォーターフォールモデルを基本としている。また、各企業においても

MIL-STD-2167A を基本とした開発標準を社内に制定し、運用している。 

現状では、航空宇宙産業においては反復型開発プロセスを適用する例はあまり

見られない。ソフトウェアの開発に当たっては、厳密な仕様に基づく契約が基本

であり、契約内において設計審査を受けて次工程に進むといったプロセスが確立

していることが要因のひとつとして挙げられる。 

民間機においては航空無線技術委員会の制定した「DO-178B」が米国における

航空機搭載ソフトウェアのガイドラインとなっている。民間機を米国で飛行させ

るための型式証明を米 FAA(Federal Aviation Administration)から取得するため

には「DO-178B」に準拠してソフトウェアを開発する必要がある。 

航空機産業における安全性確保のための搭載ソフトウェアの品質保証のひとつ

MIL-STD-2167A の開発プロセス 

1. System Requirements Analysis/Design  

2. Software Requirements Analysis  

3. Preliminary Design  

4. Detailed Design  

5. Coding and CSU Testing  

6. CSC Integration and Testing  

7. CSCI Testing  

8. System Integration and Testing 

CSU: Computer Software Unit 

CSC: Computer Software Component 

CSCI: Computer Software Configuration Item 
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の方法として、搭載ソフトウェアを開発する際には、これらの規則・標準に基づ

き、開発プロセスを守り、作るべきドキュメントを正しく作っていることを立証

することが挙げられる。いわゆる Verification と Validation をドキュメントで立

証するものである。そのためのドキュメント作りは膨大な量となりコストもかか

る。このやり方を全てのソフトウェア開発に適用すると、飛行安全に直接支障の

ないソフトウェアに対しても過剰な品質を求めることになり、コスト面で割が合

わなくなる。そのため、製品のクリティカルレベルに応じて飛行安全に影響のな

い範囲で作成するドキュメント量を調整することが行なわれている。 

また、かつては航空宇宙機器における組み込みソフトウェアは、ソフトウェア

単体として扱われるケースはなく、ハードウェア機器に組み込まれた形でシステ

ム全体として扱われるのが一般的であった。しかし、近年、ソフトウェアの規模

が増大し、重要性が高まるにつれソフトウェア単体での品質保証が重要になって

きている。 

 

(2)航空宇宙産業関連の組み込みソフトウェア開発に関わる諸問題 

先にも述べたように航空宇宙産業におけるソフトウェアはアプリケーションプロ

グラムの規模が増大している。アプリケーションプログラムを開発する技術者は、

ソフトウェア工学以外に制御対象となるものを熟知しなければより良いプログラム

を作ることはできない。例えばフライトコントロールシステムであれば飛行制御工

学であり、レーダ機器であれば電波工学といったものである。従ってその開発にお

いては、対象となる機器に応じたスペシャリストが必要となってくる。 

航空機の開発はそのスパンは長いが、常時開発があるわけではなく開発の山谷が

激しい。開発ピーク時は十数名いたフライトコントロールシステムのソフトウェア

技術者が、開発終了後は維持のために２、３名になるといったことが一般的である。

そのため開発ピーク時の要員をどう確保するかが重要であり、多くの場合ソフトウ

ェアベンダーに技術者を要請することになる。 

このため開発ピーク時にスペシャリストが必要となるにもかかわらず、開発の谷

間では別の業務に就かざるを得なくなり、次に同じようなシステムの開発があった

場合に以前のスペシャリストを再度集結することが難しいのが実状である。 

一方、人材育成の面から見ると、対象物特有の技術、ノウハウはなかなか体系的

に教育することは困難であり、通常、OJT と称して業務の中でその教育を実施する。

この OJT は教育方法としては極めて有効な手段であるが、部下を指導する立場の社
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員の力量、および人間性に大きく教育内容が左右されるという欠点がある。 

また終身雇用制が揺らぎ、成果主義が導入されてくると OJT で部下を育てるとい

う長期的な視点より目の前の成果に翻弄され教育が疎かになりがちになる。さらに

派遣社員の部下や、いつ自分の下を離れていくかわからない部下に対して教育にモ

チベーションを保つことが困難であることも事実である。 

このように人材育成をとりまく環境の変化により、OJT の基本である「人を育て

る風土」が失われつつあることも問題として挙げられる。 
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2.3 自動車産業分野 

日米両国での組み込みソフトウェア開発が活発な分野であり、今後も自動車の環境

対応が求められる中で、また ITS などの整備が進むに従い、組み込みソフトウェアの

必要性はますます増大していくものとみられる。米国では多くの大学のコンピュータ関

連のセンターにおいて、自動車関連の組み込みソフトウェアが企業からの研究費提供に

よって研究開発されている。我が国でも、名古屋大学の組込みシステム研究センターを

はじめ、いくつかの大学において研究がおこなわれている。 

近年の自動車産業においては、自動車を革新していく重要な推進力として IC 技術が

重要な役割を果たしており、半導体革命（シリコン革命）が車に及んできていると言っ

ても過言ではない。 

自動車における IC の機能は継続的に高機能化、低コスト化してきており、日進月歩

でその技術が革新されつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 2-3-1 自動車を革新する推進力 

 

自動車における IC の機能は継続的に高機能化、低コスト化してきており、日進月歩

でその技術が革新されつつある。とりわけ、自動車における電子関連開発比重は増大し

ており、近年では、車両部品購入費の 1／4～1／3 が電子部品関連となってきている。

この比率がハイブリッド車では 50％近くになってきており、日欧米の自動車メーカー

の認識では、今後も拡大が期待されている. 

また、部品のウエイトばかりでなく、車両の新しい機能を開発する際には、その開

半導体革命(シリコン革命)が車へ
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発費用の 80％がソフトウェア関連とも言われており、自動車における組み込みソフト

ウェアの重要性が日々高まっているといえよう。 

下図は、車載 ECU の複雑化状況をソフトウェアの規模によって示したものである。

これを見ると、80 年代には自動変速機のマイコン制御による 4 速オートマチックが世

界で初めてアイシン精機によって開発されたが、ソフトウェアの規模でいえば、たかだ

か２KB のものであった。90 年代には、サスペンションに関して、同じくアイシン精機

がマイコン制御によるアクティブサスペンションを実現したが、これでも 20KB の規模

のソフトウェアにすぎなかった。 

2004 年に駐車支援マイコン制御システム IPA を世界で初めてアイシン精機が開発

したが、これが 200KB のソフトウェアであった。こうした流れを見ていると、ソフト

ウェアの規模は、車全体では 20 年で 1,000 倍という人もおり、今後、自動車の制御 ECU

はメガバイトクラス二なり、車両 1 台で 1,000 万行のソフトウェアが必要となる時代が

到来しつつあると言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-2 車載 ECU の複雑化状況
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過去から現在までの自動車産業における車両、ECU 開発の動向をみると、明らかに開

発の内容が、これまでのエレクトロニクス化やメカトロニクス化からソフトウェア指向

へと技術の領域が変化してきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2-3-3 時代毎に求められる車両、ECU 開発の技術領域 

 

また一方、近年の自動車制御の特徴をみると、ヘテロジニアス（異種混合）、ハイブ

リッド（制御が離散系＋連続系の混合）、アーキテクチャ（構造）、タイムトリガー（時

刻駆動）などがキーワードとなっており、ソフトウェアによる制御が自動車制御の基本

となりつつあると言っても過言ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-4 自動車制御の特徴 

ソフトウェア指向ソフトウェア指向

現在

エレキ指向エレキ指向

メカトロ指向メカトロ指向

メカ指向メカ指向

６０年代

動向：車両,ECU開発が　　　

　　ｿﾌﾄｳｪｱ指向へ変化

未来

機
能
数

８０年代

車両１台で　　
１０００万行へ

・Software Intensive System

・Softwarelization

技術の
領域が
変化

自動車制御の特徴

・ヘテロジニアス （異種混合）

・ハイブリッド

　（制御が離散系＋連続系の混合）

・アーキテクチャ （構造）

・タイムトリガー （時刻駆動）

がキーワーッド
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また、自動車制御と IT 分野の違いは図 2-3-5 に示すとおりである。自動車で使用さ

れる様々な制御ソフトウェアは、非常に複雑である。通常の IT 分野で使用されるソフ

トウェアに比べ、解析容易性から見ても、また、モデル化難度から見ても、自動車の各

部で必要となるソフトウェアは非常に高度な技術を要請される。特にエンジン制御やト

ランスミッションなどのパワートレーン系の技術や、サスペンションやブレーキ、ステ

アリングなどの車両制御系の技術は、自動車の安全性や性能などにも直結しており、高

度な内容が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-5 自動車制御と IT 分野 

 

自動車全体の技術のシステムは、概念的には図 2-3-6 に示すように、ソフトとハー

ド、そしてメカによって成り立っているが、これらの間の隙間に様々な問題が発生しや

すい状況にある。これらの問題を解決していくためには、異種混合領域技術の隙間をな

くしていくことが必要であり、「システム設計」と「アーキテクチャ設計」が必要とな

ってきている。 
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 図 2-3-6 異業種混合領域技術の隙間のイメージ図 

 

特に「システム設計」「アーキテクチャ設計」を進めていく上では、近年、「アーキ

テクチャ設計」が注目されている。 

図 2-3-7 はこれまでのソフトウェア設計がソフトウェア工学（Software 

Engineering）として成長し、全体を統括する組み込みシステム工学（System 

Engineering）も発展途上にあり、アーキテクチャ工学が、上記「隙間」をなくしてい

く上で、今後重要な役割をはたしていくことを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-7 今後注目されるアーキテクチャ工学 
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以上のような動向を踏まえ、今後の展開を考えると、3 つの P（プロセス、ピープル、

プロダクトテクノロジー）が重要になってこよう。とりわけ、プロダクトテクノロジー

の分野における PLSE（Product System Engineering）が製品をまたぐアーキテクチ

ャを考えていくことになろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-8 三つの P 
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2.4 ロジスティクス産業分野 

ロジスティクス産業とは、かつては単純には流通・運輸業界を指していたが、近年、

流通と運輸の両端にある、空港や港湾、高速道路などの交通ネットワーク、小売業や卸

売業などの商業部門、また輸出入にからむ商社、貿易部門、さらにはこれらを支える支

援産業（仕分け、パーケージ、支払い、金融等々）などを総称してロジスティクス産業

と呼ばれるようになってきた。 

ロジスティクス産業分野においては、組み込みソフトウェアというよりは、ロジス

ティクス産業全体のサプライチェーンなどのシステム構築の需要が大きく、様々な異な

った分野の業態を結びつけるシステム構築が求められている。米国ではこうした流れの

中で、空港や港湾、高速道路、エアラインやトラック運送業者、貿易業や倉庫業、流通

業、小売業、そしてそれらを支える支援産業などを結ぶ体系的システム構築を目指した

動きが活発である。要は生産と消費の間に介在する様々な関係者をいくつかのシステム

でネットワーク化するものである。 

こうした体系的なシステム構築のために、大学がその研究を行う一方で、ロジステ

ィクスに関わる企業人材の養成のためのセミナーを開催して人材養成を行っている。一

方、日本においては、まだロジスティクス産業という産業認識に乏しく、運輸産業分野

が中心となってシステム構築を行っている状況に留まっているが、今後 ITS の構築を

はじめ、交通、流通分野での技術革新も予想されるため、体系的なシステム構築が求め

られる。 

組み込みソフトウェアとの関係でいえば、現段階では仕分け機や在庫管理のための

読み取り機などに搭載されるソフトが組み込みソフトウェアであり、流通全体を管理す

る上で、重要な役割を果たしている。ただ、ロジスティクス産業における組み込みソフ

トウェアは、高い精度を求められるようになってきてはいるが、その精度は、上記医療

機器産業や航空宇宙産業、また後述の自動車産業などに比べれば、まだそれほど高い精

度を要求されるレベルではない。 

しかし、今後、ITS などの発展に伴い、自動車の組み込みソフトウェアなどとの組

み合わせの中で、重要な役割を果たすようになってくる可能性もあり、今後注目してい

く必要はあろう。従って、今回の調査の中では、組み込みソフトウェアという観点では、

あまり十分な調査はできなかった。 
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第 3 章 米国の諸大学、諸機関における組み込みソフトウェア人材の育成プログラム 

ここでは、米国の諸機関を調査した結果について概略整理した。なお、各機関のヒ

アリング概要等については、巻末参考資料に収録しているのでそちらを参照されたい。 

 

3.1 カーネギーメロン大学（ペンシルべニア州ピッツバーグ） 

 

（1）概  要 

カーネギーメロン大学のソフトウェア工学研究所（Software Engineering 

Institute: SEI）は 1984 年に国防省（Department of Defence）の研究開発研究室

（Federally Funded Research & Development Center: FFRDC）として、連邦政府

の資金によって設立された研究所であり、運用はカーネギーメロン大学によって行

われている。 

この研究所において、航空宇宙をはじめ、様々な分野の組み込みソフトウェアの

応用研究がおこなわれている。特にアーキテクチャ分析及び設計言語（Architecture 

Analysis & Design Language : AADL)標準を用いたモデル基本工学（Model Based 

Engineering: MBE）は、航空、自動車、医療機器等々、様々な分野において応用可

能であり、政府や産業界の求めに応じて、多くの先進的な応用研究を行っている。 

また、SEI は多くの分野に応用できるソフトウェア工学に関わる教育・トレーニ

ングコースを設けており、世界中から受講者を集めている。 

 

カーネギーメロン大学 

ソフトウェア工学研究所 

（Software Engineering Institute：SEI） 

● 1984 年に Department of Defense  

R&D Laboratory (FFRDC)として設立 

● 2008 年時点で 550 人を雇用 

● ピッツバーグのほか、フランクフルト、 

ドーハ、アーリントンにも分室 

● 現在の政府スポンサーは国防省と国土 

安全保障省 

●民間企業からも多くのスポンサー 
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（2）カーネギーメロン大学 SEI における組み込みソフトウェア開発と人材育成 

① SEI におけるソフトウェア開発 

カーネギーメロン大学の SEI（Software Engineering Institute）における組み込

みソフトウェア開発の特徴は、アーキテクチャ分析及び設計言語（Architecture 

Analysis & Design Language : AADL)標準を用いたモデル基本工学（Model Based 

Engineering: MBE）である。 

SEI ではこの AADL を用いた MBE をもとに様々な分野での組み込みソフトウェ

ア開発と人材育成を行っている。 

図 3-1-1 は SEI が行っている事業の体系を示している。この図は、SEI の事業の

基本が、企業や政府からの重要なニーズ及び技術開発の時代要請などに基づいてソ

フトウェアの開発を行い、次にフィードバックを行いつつ具体的な応用に向けての

開発支援を行うプロセスを示している。そしてさらにそれらをフィードバックしつ

つ拡大・拡張させていくための役割を果たしていくことを示している。 

こうしたプロセスの経験を踏まえて、図の周りに示すような、「出版」「解析手法

の提供」「研修・教育コースの提供」「会議」「サービス」「共同研究」「提携」などの

事業を展開しているが、SEI として主力の事業は「共同研究」と「研修・教育コー

スの提供である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 3-1-1 SEI の事業展開の基本と行っている事業 

  資料：SEI におけるプレゼンテーション資料 
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図 3-1-2 はソフトウェア開発におけるミスや間違いがどの段階で起きやすく、そ

のミスや間違いの発見がどの段階でなされ、かつその修復にどの程度費用がかかる

かを模式的に示したものである。これによると、ミスや間違いの 70%はソフトウェ

アの開発段階で生まれるが、そのプロセスでミスや間違いが発見されるのはごくわ

ずかである。多くのミスの発見はテスト段階になされるが、20%以上の発見はテス

トが終了した後となっている。当然、そうしたミスや間違いの発見が遅れれば遅れ

るほど、費用は大きくなるのが現状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-2 ソフトウェア開発段階におけるミスや間違いの発生と発見 

＊各段階の左側の数字が各種のミスや間違いのその段階における割合。右側の割合が、

その段階で発見される割合。「数字 x」となっているのは、開発段階に発見し修復し

た際の費用を 1 とした場合に何倍の費用がかかるかを示す。10x となっているのは

開発段階に比べ 10 倍の費用を示す。 

資料：SEI プレゼンテーション資料 

 

このような分析結果をもとに開発されたのがモデル基本工学（Model-Based 

Engineering：MBE）である。MBE は組み込みソフトウェアや、リアルタイムシス

テムなどの分野での信頼性を開発段階で高めるものであり、高い信頼性を求められ

る航空機や医療機器などのソフトウェアの開発に際し、大変有効な手法であると強

調されている。 

この MBE をソフトウェア開発に応用すると、実際に開発にかかる費用が半分で
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済むという検証結果も得られている。 

この MBE はアーキテクチャ分析及び設計言語（Architecture Analysis & Design 

Language : AADL)標準を用いることで、高度な安全性や信頼性を得ることができ、

航空機や航空関連の機器、自動車、医療機器等々に活用できるとされている。 

とりわけ、航空機の次世代の新しいシステム開発においては、ボーイングやエア

バス、ロッキード、GE をはじめ、連邦政府（国防省、連邦航空宇宙局）なども加わ

ってこのシステムを応用した形での共同開発研究が進められている。 

 

②  SEI におけるソフトウェア人材育成システム 

SEI におけるソフトウェア人材育成システムは、特に組み込みソフトウェアに限

定してはコースは組まれていないが大きく以下の 8 つの分野において、64 のコース

が準備されている。 

1） プロセス改善コース（30 コース） 

2） 情報セキュリティ関連コース（11 コース） 

3） ソフトウェア・アーキテクチャコース（5 コース） 

4） ソフトウェア・プロダクト・ラインコース（5 コース） 

5） ソフトウェア取得マネジメントコース（6 コース） 

6） 組織マネジメント開発コース（2 コース） 

7） MBE コース（1 コース） 

8） サービス主眼のアーキテクチャコース（４コース） 

 

直接組み込みソフトウェアに関わりのないコースもあるが、ソフトウェアに関わ

る総合的なコースが用意されている。これらのコースの大部分は 1 日～3 日のコー

スであり、開催場所もカーネギーメロン大学のあるピッツバーグが約半分以上を占

めるが、国内のワシントン DC やサンフランシスコ、ボストンなどで開催されてい

る。さらには、ドイツのフランクフルトやロンドン、パリ等々、広く海外でも開催

されている。参加者の多くは企業の研究開発部門の社員や、政府の職員、海外から

の参加者などであり、多くの参加者が毎回集まるとのことである。 

コースの費用はコースや参加資格によっても異なるが、企業が 1,500 ドル～6,000

ドル、政府関係者が 1,200 ドル～4,000 ドル程度である。海外からの参加は 2,000

ドル～10,000 ドルとなっている。 

これらのコースにおいて、航空宇宙や医療機器などの分野別のコースについて確
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認したところ、特に分野別のコースは設けておらず、各コースの中で、具体的な事

例として紹介する程度とのことであった。リスクなどに対する考え方は、航空機に

おいても医療機器などにおいても、その重要さには変わりなく、その信頼性を保証

するシステム構築の手法を教えているとのことである。 

このコースについての概要は巻末資料に個別に紹介しているので参照されたい。 
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3.2 マサチューセッツ工科大学（マサチューセッツ州ケンブリッジ） 

 

（1）概  要 

MIT では、電子工学及びコンピュータサイエンス学部（Department of Electrical 

Engineering and Computer Science：EECS）が基本的なソフトウェアの教育、研

究を行っているが、組み込みソフトウェアに特化しているわけではない。EECS に

は数多くの研究プロジェクトがあり、それぞれがラボを形成している。 

大きなものでは Lincoln Laboratory で、ここにはハイパフォーマンスの組み込み

ソフトウェアを研究している研究者（Dr. David Martinez）がおり、2008 年に「High 

Performance Embedded Computing Handbook」を出版した。Lincoln Laboratory

は主に政府系の資金を得て、航空宇宙などの分野の研究を行っている。 

またシステム設計及びマネージメント（System Design and Management：SDM）

では、社会人の研修希望者を受け入れ高度なソフトウェアの研修を行っている。 

また、EECS の所属でかつ工学部にも所属するスローン・マネージメント校に工

場のリーダー養成プログラム(Leaders for Manufacturing: LEM)があり、ここでも

社会人対象に工場のソフトウェア装備の研修を行っている。 

 

（2）マサチューセッツ工科大学における組み込みソフトウェア開発と人材育成 

① 電子工学及びコンピュータサイエンス学部（Department of Electrical 

Engineering and Computer Science：EECS） 

EECS は MIT でも最大級の規模を持つ学部であり、下記のように多くの研究セン

ター・実験室（Laboratory：ラボ）を有している。EECS においては、特に組み込

みソフトウェアに特化したカリキュラムは有していないが、多くのコース・プログ

ラムにおいて、産業界との関わりを強調しており、「組み込み」という言葉はなくて

も、多くのコース・プログラムにおいて、「組み込みソフトウェア」に関連する基礎

的な教育を行っているとみられる。 

また、ラボについても、組み込みソフトウェアに直接的に関わるラボは有してい

ないが、ウエブサイトで各ラボの研究内容等を見てみると、下記リストの中で太字

のラボが比較的直接的に組み込みソフトウェアに関連した研究や人材育成を行って

いるとみられる。ただ、間接的には下記のリストのほぼすべてのラボが何らかの形

で組み込みソフトウェアに絡んでいるものとみられる。 
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 ＜MIT の EECS における各種の研究センター、ラボ＞ 

＊太字は組み込みソフトウェアに関連 

• Center for Biomedical Engineering (CBE)  

• Center for International Studies (CIS)  

• Center for Materials Science and Engineering (CMSE)  

• Center for Space Research (CSR)  

• Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL)  

• Edgerton Center  

• Harvard-MIT Health Sciences and Technology (HST)  

• Laboratory for Electromagnetic and Electronic Systems (LEES)  

• Laboratory for Energy and the Environment  

• Laboratory for Information and Decision Systems (LIDS)  

• Leaders for Manufacturing Program (LFM)  

• Lincoln Laboratory  

• Media Laboratory  

• Microsystems Technology Laboratories (MTL)  

• NanoStructures Laboratory  

• Operations Research Center (OR)  

• Plasma Science & Fusion Center (PSFC)  

• Research Laboratory of Electronics (RLE)  

• System Design and Management Program (SDM)  

• Technology, Management and Policy Program (TPP)  

② MIT リンカーン・ラボラトリー 

リンカーン・ラボラトリーは、1951 年に連邦政府によって設立された研究機関で

あり、EECS の中でも最も規模の大きい研究機関である。立地場所は都心を離れて

郊外に立地し、先進的な電気・電子技術を用いた航空・宇宙防衛面での研究を中心

に進められている。主に連邦政府からの研究予算で運営されており、航空・宇宙や、

国土防衛、情報通信、またそれらに関連する工学などの研究がおこなわれている。 

研究者に対するインタビューができなかったので、詳細についてはわからないが、

この研究機関では、毎年 9 月に「High Performance Embedded Computing 
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Workshop: HPEC」を開催しており、ここで航空宇宙に限らず、組み込みソフトウ

ェアのワークショップが行っている。またこのリンカーン・ラボラトリーで研究す

る Dr.David Martinez が、2008 年に「High Performance Embedded Computing 

Handbook」の出版もしている。人材育成としての恒常的なプログラムは持っておら

ず、研究開発と年 1 回のワークショップが重要な事業となっている。 

 

③ MIT システム設計及びマネージメント（System Design and Management：SDM） 

プログラム 

SDM プログラムは 1996 年に設立された大学院の人材養成プログラムであり、

EECS のみならず工学部やマネジメントスクールの協力を得て設立された学際的な

プログラムである。このプログラムでは、大学院修士レベル、もしくは企業などに

勤めている人材を技術人材のリーダーとして養成することを目的としている。 

現在では年間 60 名程度の修了生を輩出しており、設立以来約 500 名の修了生があ

る。プログラムに在籍する約 60%は企業からの派遣で来ており 40%は個人が自己負

担で受講している。自己負担で受講している人たちの多くは新たな職を求めている。

平均年齢は 35 歳である。 

この SDM を受講した人たちは米国でも有数の企業に就職し、年俸も９万ドルか

ら 15 万ドルと、かなり高い水準の職を得ていた。このデータは 2008 年来の金融不

況を反映していないので、現在はもう少し低くなってきていると考えられる。しか

し最近のニュースでは、米国ではこの不況の時期にこうした育成プログラムや大学

院などを受講する人々が多くなっていると聞くので、競争率は確実に上がっている

ものとみられる。 

受講者のうち、ソフトウェア関連の仕事に直接的に関わっている人材は約 20%で

あり（IT コンサルタントなども含めれば 70％）、この SDM のコースでもソフトウ

ェアに関わるコースがある。ただ、組み込みソフトウェアに焦点を当てたコースは

ないとのことである。 

 

④ MIT 製造業のリーダー養成（Leaders for Manufacturing: LFM）プログラム 

LFM プログラムも SDM と同様、MIT 内部の工学部とスローン経営学大学院など

の各部局による連携プログラムであり、1988 年に設立された。 

LEM は基本的には 2 年間の大学院プログラムであり、製造業におけるリーダーエ

ンジニアの養成が大きな目的となっている。このプログラムは、企業の支援によっ
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て成り立っており、1 社約 2 万ドルで約 23 社の支援を受けている。企業はパートナ

ーと呼ばれ、インターンシップの受け入れや、修了後の雇用の受け入れ先となって

いる。学生は 1 学年で 50 人前後であるが、2008 年に修了した学生の就職先の 45%

はパートナー企業であった。 

この LFM プログラムの特徴は、工学と Management の 2 つの学位を取れること

と、2 年間の間に 6.5 か月に及ぶインターンシップを経験することである。インター

ンシップはスポンサー企業において実施され、学生は長期のインターンシップで、

実際の現場での問題をつぶさに体験できる。 

LFM のプラグラムにおいては、組み込みソフトウェアに焦点を当てたコースはな

いが、毎期のコースの中に、「工場の稼働に関するシステムの適正化とその評価」な

ど、組み込みソフトウェアにも関わるとみられるコースがある。 

このプログラムは組み込みソフトウェア人材の養成のために作られたプログラム

ではないが、今後、組み込みソフトウェアにおいても、こうした企業との協力体制

に基づいた人材養成システムが重要である。 

 

＜LFM プログラムの主なパートナー企業＞ 

●アマゾン（IT 商業）  ●アムジェン（製薬） 

●ボーイング（航空宇宙）  ●シスコシステムズ（IT） 

●デル（IT）   ●フォード（自動車） 

●GM(自動車)   ●ジェンザイム(製薬) 

●ハーレイダビッドソン（オートバイ） ●ハネウェル（航空宇宙） 

●インテル（IT）   ●モトローラ（IT） 

●ノースロップ・グラマン（航空宇宙） ●ノバルティス（製薬） 

●レイセオン（航空宇宙）  ●その他 8 社 
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3.3 コロンビア大学（ニューヨーク州ニューヨーク） 

 

（1）概  要 

コロンビア大学「フー基金・工学及び応用科学校（The Fu Foundation School of 

Engineering and Applied Science：SEAS）」にはコンピュータ・サイエンス及びコ

ンピュータ工学の両学部の他、7 学部があり、総合的な基礎技術、応用技術の教育・

研究を行っている。学部、大学院を合わせ約 2,800 人の学生が在籍している。 

コンピュータ関連 2 学部においては、基礎的なソフトウェアの教育と研究開発を

行っている。組み込みソフトウェアに関連しては、大学院向けに 2 つのプロジェク

トが用意されている。一つは建築設計などに用いる CAD に関わるプロジェクトであ

り、もう一つは組み込みソフトウェア全般にわたるプロジェクトである。また大学

院向けに 3 つのコースが設けられている。コロンビア大学は、特にマルチメディア

部門での教育・研究が活発で、組み込みソフトウェアとの関連でいえば、コンピュ

ータグラフィックスや、機器の表示技術、映像技術などに関わる多くのコース、プ

ロジェクトもある。 

 

（2）コロンビア大学における組み込みソフトウェア開発と人材育成 

コロンビア大学の SEAS においては、多くの学部、リサーチセンターなどがある

が、現段階では、組み込みソフトウェアをターゲットにしたセンターは設置されて

いない。しかし、2002 年以降、カリフォルニア大学バークレー校から組み込みソフ

トウェアで学位を取った教員を迎え入れ、それ以来、徐々に組み込みソフトウェア

の領域でコースやプロジェクトができつつある。すでに 3名のPhDも輩出している。 

現在、SEAS には、組み込みソフトウェア関連で 3 コースの授業が開講されてい

る。1 つは分散型組み込みソフトウェアのデザインに関するコースであり、2 つ目は

コンピュータ・アーキテクチャのコースで、組み込み型のプロセッサーについて扱

っている。3 つめは組み込みソフトウェア全般にわたるコースで、様々なハードと

ソフトをつなぐ問題について扱っている。 

また、2 つのプロジェクトがある。1 つは建築設計に用いられる設計ソフト CAD

（Computer Aided Design）の開発に関連するプロジェクトで、回路の統合と組み

込みシステムを搭載した CAD の開発に関わるプロジェクトである。 

もう 1 つのプロジェクトは、組み込みソフトウェア全般にわたるプロジェクトで、

組み込みソフトウェア開発の一般論から、医療機器などのデバイス・ドライバーの
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開発、CAD のためのツール等々、組み込みソフトウェアについて様々な角度から教

えるプロジェクトとなっている。 

組み込みソフトウェアと明示してコースが設けられていたり、プロジェクトが示

されているのは上記のコース 3 つとプロジェクト 2 つであるが、SEAS の各部局の

内容を見ると、上記にも書いたように、マルチメディア関係での需要も高まってい

るほか、多くの分野でも密接な関係があると考えられる。今後各分野で取り組んで

いる内容の中で、組み込みソフトウェアに関わる分野は、統合されていく可能性が

ある。 

もともと組み込みソフトウェアは、色々な分野の学際的な要素を有しており、人

材さえいれば、こうした整理が進むものと言えよう。 
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3.4 カリフォルニア大学バークレー校（カリフォルニア州バークレー） 

 

（1）概  要 

 

＜CHESS の設立＞ 

カリフォルニア大学バークレー校には、ハイブリッド及び組み込みシステム・ソ

フトウェアセンター（Center for Hybrid and Embedded Systems and Software：

CHESS）が全米科学財団（National Science Foundation：NSF）の情報技術研究

プログラム（Information Technology Research Program：5 年間 1,300 万ドル）に

よって 2002 年に設立され、リアルタイムの故障に強い組み込みソフトウェアに関す

る研究開発と研修プログラムを提供している。 

基本的には、モデルベースとツールサポート型のデザイン手法を開発することを

目指しており、最終的なゴールは、コンピュータ・サイエンスとシステム・サイエ

ンスの間のギャップを埋めることとしている。 

CHESS は非常に学際的な組織であり、政府や企業からの多くの研究開発プロジェ

クトに対応し、学内はもとより、学外からもプロジェクトにふさわしい人材を集め

ている。分野としては、航空宇宙や自動車、医療機器など多彩であり、これらの分

野に関わる受託・共同研究（国防省、NSF、企業等がスポンサー）を行っている他、

人材の教育・トレーニングコースを設けている。 

CHESS 自体はプロジェクトタイプの独立研究機関であり、教育課程や教員を持た

ないが、セミナーや集中講義を通じて学内の学生に、また公開講座などを通じて一

般市民に学習機会の提供を行っている。 

 

＜CHESS と企業、連邦政府との関係＞ 

現在、CHESS が行っている企業との共同研究は、Agilent, Bosch RTC, 

Lockheed-Martin, National Instruments, Toyotaなどとの共同研究が進行中である。

過去には DGIST, GM, Hewlett-Packard, HSBC Bank, Infineon, MicroSoft との共

同研究実績が存在する。 

企業との共同研究は、提携先によりケースバイケースであるが、共同研究期間と

して、概ね 10 ヶ月間を想定している。また、共同研究費についてもミニマムチャー

ジを設定している。長期化しそうなプロジェクトについては、毎年数パーセントの

加算額を課して請求している。しかし近年は、企業の業績もあまり良くないので、
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マッチングファンドによる共同研究も多数存在する。その際、研究費の負担比率は

大学 50%、企業 50％と定めている。 

また、政府や公的団体の関係では、National Science Foundation (米国国立科学

財団), Air Force Research Lab(米国空軍開発研究所), U.S. Air Force Office of 

Scientific Research(米国空軍科学研究開発室), U.S. Army Research Office（米国陸

軍研究開発室）等々との実績があり、軍関係の研究開発を多く行ってきたことをう

かがわせる。 

 

＜CHESS の運営＞ 

CHESS の運営は、5 人の理事、1 人の理事長、そして UC バークレー校の教員ら

11 人によって構成されている。また事務局の専任スタッフは 5 名である。また、大

学院の学生は 30 名、ポスドクは 5 名が所属している。また、カリフォルニア大学シ

ステムに属する複数の大学と学際的な体制を築いている。 

 

＜CHESS を統括する CITRIS＞ 

また、CHESS の上位機関として「社会の関心領域における情報技術研究センター

（The Center for Information Technology Research in th Interest of Society: 

CITRIS）」がある。これは、バークレー校のみならず、他のカリフォルニア大学シ

ステムの 3 校（デイビス、マーセド、サンタクルーズ）を統括する学際的な機関で

あり、300 名以上の教員と数千人の学生を擁している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-1 CITRIS における各部局からの学際的な関わり          資料：CITRIS 
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（2）カリフォルニア大学バークレー校における組み込みソフトウェア開発と人材育成 

① ハイブリッド及び組み込みシステム・ソフトウェアセンター（CHESS）におけ

る組み込みソフトウェア開発 

CHESS における組み込みソフトウェアの開発については、モデルベースデザイン、

プラットフォームベースデザイン、そしてツール開発を柱とし、主に、異種分散型

プラットフォームにおける、リアルタイムなフォールトトレラントソフトウェアの

設計手法について研究開発を行っている。 

またここでは演算理論と物理学理論という現代科学の礎を固めながら、コンピュ

ータ・サイエンスとシステム・サイエンスのギャップを埋めることをミッションと

している。CHESS における現在進行中のプロジェクトは下記のとおりである。 

 

＜CHESS において現在進行している主なプロジェクト＞ 

a) 分散型組み込みコントロールシステムによる Quadrotor 

Air Fouce Office of Scientific Research プロジェクトの一環。「空飛ぶ車」や

「宇宙自動車」への足がかりとなるであろう、分散型組み込みコントロールシ

ステムによるミニチュアヘリコプターを開発した。 

 

図 3-4-2  分散型組み込みコントロールシステムによるミニチュアヘリコプタ

ー 

資料：Chess 2009 Prospectus（EECS UC Berkeley） 
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b) COSI（Communication Synthesis Infrastructure） 

プラットフォームベースデザインによる、配線最適化アルゴリズム。LSI 設計

で培った知識を応用し、複雑な施設や異なる建築物における配線トポロジーを

導き出している。 

 

 
図 3-4-3 複雑な施設や異なる建築物における配線トポロジーのモデル図 

資料：Chess 2009 Prospectus（EECS UC Berkeley） 

 

c) Control of Hybrid Systems 

組み込みソフトウェアのソフト的要素に焦点を当てている。例えば、セン

サーネットワークシステムによるプライバシー侵害など、最新テクノロジ

ーが人間社会に及ぼす問題は少なくない。法学や社会学的観点も交え、人

文学系教員との共同研究も行われている。スタンフォード大学、カーネギ

ーメロン大学、コーネル大学等と共同で TRUST（Team for Research in 

Ubiquitous Secure Technology）というユニットを立ち上げ、幅広い知見

からの問題解決を目指している。 
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d) その他 

その他分野として以下のような分野での研究が進められている。 

 

i) Precision-Timed(PRET) Machines 

ii)  Model Engineering 

iii) Scalabel Composition of Subsystems  

iv) Mechanical System Control 

v) Next-Generation Framework for Platform-based Design 

vi) Programming Temporally Integrated Distributed Embedded System  

vii)Access Point Event Simulation of Legacy Embedded Software Systems 

 

これらの研究のほとんどは、前に挙げた様々な企業提携先や政府関係の機関な

どとの共同研究の成果、もしくはプロセスから生まれてきている。 

 

 

これらの研究に関して、知的財産はバイドール法に則って取り扱っている

が、ソフトウェアライセンスについては、一般的な GPL に加え、BSD 

Licence と呼ばれる独自のライセンスにより、オープンソース化を行ってい

る。 

BSD License によるプログラムは、GPL と異なり、プログラムを改変し

て作った新たなプログラムソースについて、公開する義務が発生しない。企

業にとって、利益あるライセンスとなっている。ちなみに、配布したプログ

ラムのアフターケアも、研究の一環として受付けている。 

一見、CHESS にとって利益ない仕組みに見えるが、配布されるプログラ

ムを通じ社会との頻繁な連携が育まれる。共同研究や、大学発ベンチャーの

創出という多数の実績を創出している 

  

②  CHESS における人材育成 

CHESS は独立系研究所であり、教育課程を有していないが、情報系、電気系

分野を専攻する学部生を対象とした集中講義やワークショップが開講される。ま

た、学部生向けインターンシッププログラムなどが用意されている（Summer 
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Internship Program in Hybrid and Embedded Software Research ：SIPHER）。

大学院生については、現在 30 名が在籍しているが、CHESS のプロジェクトに

参画し、研究を推進することが可能である。しかし学位については、各々が所属

する専攻からの授与となる。 

また、多くのプロジェクトにおいて、企業からの派遣研究員（Fellow）を受け

入れている。カリフォルニア大学バークレイ校のプログラムでは、年間最低

125,000 ドル以上の共同研究費等を拠出してくれる企業からの Fellow の受け入

れを認めている。6 

 

 

 

 

                                                  
6 Visiting Industrial Fellows Program   http://www.eecs.berkeley.edu/IPRO/VIF/VIFhowto.html 
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3.5 スタンフォード大学（カリフォルニア州スタンフォード） 

 

（1）概  要 

＜コンピュータ関連機関の連携―Stanford Computer Forum (SCF)＞ 

スタンフォード大学には Stanford Computer Forum (SCF)があり、ここではスタ

ンフォード大学にあるコンピュータに関わる 3 つの学部及びラボ（コンピュータサ

イエンス学部: Computer Science Department, コンピュータシステム研究室: 

the Computer Systems Laboratory, 情報システム研究室 the Information 

Systems Laboratory の３つ）を連携し、ソフトウェアに関する研究プロジェクト及

び教育において協働体制を取っている。 

組み込みソフトウェアに関して言えば、ここは特に組み込みソフトウェアの研究

体制を敷いているわけではないが、政府機関や企業などからの共同研究、受託研究

などにおいて、必要に応じて該当分野、関連分野の研究者たちがチームを作り、研

究を行っている。 

SCF は、シリコンバレーやその他全米各地、アジア、そしてヨーロッパにあ

る 66 の企業が参加し、産学官連携による成果を創出している。 

 

＜SCF の企業会員＞ 

SCFの企業会員は 66社存在し、その内日本企業は 12社存在する（例：HONDA、

富士通、NTT グループ、NEC、SONY など）。企業会員の年会費は$21,000（約

210 万円）である。これら会費は、学生の教育環境整備や、教員らの研究活動に

利用される。また、SCF では、マッチングファンドも積み立てており、優れた

研究に対し資金を提供することもできる。 

 

＜SCF の事業内容＞ 

SCF では、工学系研究者と、彼らのカウンターパートであるコンピュータサ

イエンス系研究者の連携により、各分野の最先端技術を融合させることによって、

新たな学術分野の開拓を行なっている。 

主に、人工知能、情報システム、画像/HCI、コンピュータシステム、理論の 5

分野に焦点を当てた研究活動を推進している。例えば、自動車分野に関連した研

究として、「DARPA Grand Challenge」がある。このプロジェクトは、ロボッ

ト技術を応用した自動車の自動運転技術の開発を推進している。実績として、
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DARPA Grand と呼ばれる、132 マイルに渡るカーレースにおいて、自動運転に

より 130 マイル以上、約 10 時間を走行し、賞を獲得した。 

一方、学生に対する貢献の 1 つとして、フォーラム内のリクルートプログラム

がある。スタンフォード大学の学生に対し、会員企業との接点を多数設け、専門

知識を活かしたキャリアパス形成の機会を提供している。 

図 3-5-1 はこの SCF に関わる研究エリアを示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5-1 SCF における研究分野  

http://forum.stanford.edu/research/areas.php 
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＜SCF の運営スタッフ＞ 

スタンフォード大学コンピュータサイエンス学部、コンピュータシステム研究

室、情報システム研究室の教員が、SCF に 79 名所属している。また、専任スタ

ッフは 5 名存在する。ディレクター1 名、アシスタントディレクター1 名、会員

向けプログラムを提供するコーディネーターが 2 名、事務局長が 1 名である。 

専任スタッフの仕事として、会員企業へのインタビューや報告書作成などがあ

る。繁忙期になると、ほぼ毎日インタビューを実施している。それに加え、SCF

によるワークショップなどが企画運営されている。企業会員に対する、充実した

サービス提供と、密なネットワークづくりに注力している様子が伺える。 

 

 

（2）スタンフォード大学における組み込みソフトウェア開発と人材育成 

スタンフォード大学においては、組み込みソフトウェアに特化したコースやプロ

ジェクトは設けられていないが、図 3-5-1 で見ると、人工知能（Artificial 

Intelligence）や情報システム（Information Systems）、コンピュータシステム

（Computer Systems）の分野などにおいて、明らかに組み込みソフトウェアに関連

する研究が行われていることがわかる。 

上記でも紹介したが、自動車分野に関連したプロジェクトで「DARPA Grand 

Challenge」は、ロボット技術を応用した自動車の自動運転技術の開発を推進し

ており、組み込みソフトウェアの分野から見れば、明らかに関連領域である。 

このような形で、「組み込みソフトウェア」としては分野設定はされていないが、

各分野において関連の研究開発は数多く実施されており、学際的な分野として重要

な分野であることは明らかである。 
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3.6 メリーランド大学（メリーランド州カレッジパーク） 

 

（1）概  要 

メリーランド大学には、リアルタイムシステムのためのコンピュータ工学

（Software Engineering for Real-Time Systems: SERTS) ラボがあり、ここでは

NASA が近いこともあり、多くの NASA プロジェクトが行われている。主な研究領

域としては、リアルタイム・オペレーティングシステム、コンピュータに支援され

たソフトウェア工学、応用ソフトウェアなどの研究である。また教育部門では、組

み込みシステム協議会（Embedded System Conference: ESC）が設けられ、上記の

研究分野を生かし、複数のリアルタイム応用ソフトウェアのコースが設けられてい

る。ただ近年は、それほど活発な活動を行っておらず、むしろ次に紹介するフラウ

ンフォッファー研究所の実践的ソフトウェア工学センター（Fraunhofer Center for 

Experimental Software Engineering）の方が積極的な展開を行っているので、ここ

ではそれを中心に紹介する。 

ドイツのフラウンフォッファー研究所（Fraunhofer Institute）がメリーランド大

学と協力して設立したフラウンフォッファー実践的ソフトウェア工学センター

（Fraunhofer Center for Experimental Software Engineering：以下 FC-MD）は、

SERTS とはそれほど密接な関係を持っているわけではないが、ここが NASA や企

業の資金によって、応用ソフトウェアの研究及び人材育成のための教育プログラム

を行っている 

FC−MD は 1998 年に創立された。主なミッションは、研究開発と技術移転で

ある。メリーランド大学と、ドイツの Fraunhofer Institute for Experimental 

Software Engineering の協力組織として存在する NPO である。 

FC-MD の競争力は Experience Factory（以下 EF）というコンセプトをソフ

トウェア・エンジニアリングに応用したところにある。このアプローチは 25 年

以上、NASA におけるソフトウェア開発で採用されている。EF を基盤として、

組織学習、技術評価、プロセス向上、品質管理、新技術創出、技術開発といった

ところに、核となる競争力を持っている。 

これら競争力を柱に、自動車分野、航空宇宙分野、医療分野、国防分野におけ

る各プロジェクトが存在する。特に、NASA や米国国防総省（Department of 

Defense：DoD）との連携実績が多数ある。 

モデリングをテーマとしたプロジェクトは、組み込みソフトウェアを取り扱う
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が、基本的には広義なコンピューティングシステムでの研究が進められている。 

 

《フラウンフォッファー研究機構 本部（Fraunhofer Gesellschaft）について》 

 フラウンフォッファーはドイツに本部を持つ研究機関であり、1958 年に設立され

た。映像圧縮コーディング技術である、MP3 の特許を所有している。 

 主なミッションは、産業界へのアウトリーチと、基礎研究である。 

【全機関における予算】 

 �1.4 Billion/年間（約 1770 億円/年） 

   [内訳]  ●基礎研究からの収入 1/3  

 （MP3 のライセンシング収入：�0.4 Billion（2008 年実績）） 

       ●産学連携（スポンサーリサーチ）による収入 1/3 

         主なスポンサー：Semens、ドイツ自動車メーカー、ドイツの自動車 

サプライヤー（国際部門では、日立やリコーもスポンサ 

ーとして参加） 

        主なリサーチ内容：技術検証 

     ●ドイツ政府からの助成 1/3 

 

《フラウンフォッファーUSA について》 

 フランフォッファー USA は 7 つの研究機関で構成され、全米に設置されている。 

1.Fraunhofer Center for Experimental Software Engineering focuses on 

advancement of  software development（http://fc-md.umd.edu） 

2.Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems（www.cse.fraunhofer.org） 

3.Fraunhofer Center for Molecular Biotechnology（www.fraunhofer-cmb.org/） 

4.Fraunhofer Center for Coatings & Laser Applications (www.ccl.fraunhofer.org) 

5.Fraunhofer Center for Laser Technology（www.clt.fraunhofer.com） 

6.Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation（www.fhcmi.org） 

7.Fraunhofer Digital Media Technologies（www.dmt.fraunhofer.org） 

【予算について】 

   $25 Million／年間（約 25 億円／年） 

    [内訳]  ●基礎研究からの収入 20%  

       ●産学連携（スポンサーリサーチ）による収入 20% 

       ●政府からの助成 60%（内ドイツ政府から 50%、その他 50%） 
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《FC-MD について》 

【予算について】 

   $3.5 Million/年（2008 年度実績）（約 3.5 億円/年） 

    [内訳] ●基礎研究からの収入 20%  

       ●産学連携（スポンサーリサーチ）による収入 10% 

       ●政府からの助成 70% 

   （NASA, DoD, FDA, 米国国立科学財団（NSF）） 

 【人員構成について】 

 常勤スタッフ：20 人（その内 6 人はメリーランド大学関係者） 

※ 上記 6 名については、フラウンフォッファーメリカから大学へ人件

費相当分が支払われ、大学から給与が支給される。就業規則はフラウ

ンフォッファーのものに則る。 

 【知的財産の取り扱いについて】 

・ ライセンシングについて 

 フラウンフォッファー全機関のうち約 40%がフラウンフォッファーメリ

カの実績である。内訳とは、ワクチンに関する収入が$2 Million、ソフトウ

ェアに関する収入が$7 Million となっている。ここで挙げるソフトウェアと

は、石油関連の技術に関わるものや、コーティング技術に関わるソフトウェ

アである。 

・ 知的財産の所有権について 

 基本的な考え方は、メリーランド大学と FC-MD で 50%：50%と、所有権

を共有することになっている。産学連携のプロジェクトで発生した知的財産

については、ケースバイケースであるが、基本的な考え方は変わらない。し

かし実状は、90%のプロジェクトについて大学が所有権を有し、残りの 10%

は関係した個人ないし組織が所有権を有している。企業とのプロジェクトで

発生した知的財産についても同様な扱いとなっている。もし別機関が完全な

所有権所有を主張した場合は、その機関が、該当発明について、大学施設や

学生の活用による知的財産でないことを証明しなければならない。 

 複雑な事例が多いものの、フラウンフォッファー本部はドイツにおいて多

数の連携事例を有しており、多様な経験と実績によって、柔軟に対応できる

システムを持っている。 
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GPL を推奨したいところではあるが、現状はすべて有償ライセンシング

である。フラウンフォッファーは伝統的なヨーロッパスタイルであり、オ

ープンソースライセンスの感覚が浸透しにくい組織風土である。しかし、

多数の研究者が GPL ライセンスのソフトウェアをベースに開発を行って

おり、そうして開発されたソフトウェアは、例え良いものであっても、ラ

イセンシング対象外となってしまう。更に、現在ソフトウェアによるライ

センス収入は少額であるため、現行が良い状況であるとは言えない。オー

プンソースライセンスについては、今後の重要な課題である。 

 

【産学官連携について】 

       他機関との共同研究は、期間が 6 ヶ月から１年間である。主な研究内容は、 

パイロットスタディである。 

 ・政府との連携：NASA, DoD, FDA, NSF 

  ・企業との連携 

 FC-MD では、SME（Small Medium Sized Enterprise）をスローガンに、

小さな企業との連携が推奨される。大企業は意思決定過程に時間がかかり、

イナーシャが大きすぎるためである。 

 ・ソフトウェアのオープンソースライセンスについて 
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（2）メリーランド大学における組み込みソフトウェア開発と人材育成 

ソフトウェア全般に関わる教育プログラムとして、メリーランド大学と

FC-MD が連携し、夕方開講のパブリックコースが設置されている。  

コースの基本方針は、能力成熟度モデル統合（Capability Maturity Model 

Integration：CMMI）手法と、アジャイル開発手法（Agile）を中心に、EF を

交えながら学習することである。CMMI とは、能力成熟度モデルの一つであり、

システム開発を行う組織がプロセス改善を行うためのガイドラインである。 

CMMI は組織の製品，サービスの開発，調達能力などを 5 または 6 段階のレ

ベルで評価するものであり、国防省が米国カーネギーメロン大学（CMU）に設

置した、ソフトウェア工学研究所（SEI）で考案された。 

Agile とは、より素早く柔軟なソフトウェア開発を重視する方法である。伝統

的なウォーターフォールモデルとは対照的に、開発対象を多数の地域な機能に分

割し、1 つの反復で１つの機能を開発する。1 つの反復の中に、計画、要求分析、

設計、実装、テスト、文書化という全行程が網羅される。その反復を繰り返すこ

とによって、全体像を作り上げていく手法である。  

技術知識の詰め込みに限らず、現場を重視したトレーニングが行なわれる。例

えば、医療関係者、医療機器メーカー、米国食品医薬品局（Food and Drug 

Administration：FDA）らによる講師陣のもと、ボルチモア市内の病院におけ

る情報共有をケーススタディとした事例もある。  

主な受講生はソフトウェアコンサルタントなどが挙げられる。2001 年前後に

は、FDA に対する教育プログラムも提供した。 講師には、メリーランド大学

やその他の大学の教員、政府関係者、企業人などが担うが、博士後期課程の学生

やポスドクが担うこともある。講師の経験が、学生やポスドク自身に対するキャ

リアにも繋がっている。 
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【講師】大学教員（メリーランド大学内外問わず）、政府関係者（NASA、DoD、

FDA など）、メリーランド大学博士後期課程学生、ポスドク、企業人 

 

 

FC－MD におけるコース開催の事例 

 

【コース例】 

通常コース 

・ Introduction to CMMI® Version 1.2    

・ Managing Enterprise Experience Successfully     

・ Software Inspections: A Practical Quality-Driven Approach 

特別コース  

・ Process Improvement for Organizational Change （12 ヶ月コース） 

・ Agile Methods workshop 

【受講期間】平均 3 日間      

【受講人数】平均 15 名 

【受講料】 $1300-$1400 程度   

【開講時期】通常コースは平均年 4 回の開講（内容は同じ） 

【受講対象者】一般人、学生 
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3.7 ジョージア工科大学（ジョージア州アトランタ） 

 

（1）概  要 

ジョージア工科大学には、サプライチェーン及びロジスティクス研究所（The 

Supply Chain & Logistics Institute :SCL)があり、サプライチェーン・マネージメン

トや流通支援のための様々な研修コースが設けられている。これらの研修コース

の中では、ソフトウェアやシステム構築に関わるコースは多くあるが、組み込み

ソフトウェアに直接的に関わるものはない。ただ、この SCL が目標とするとこ

ろは、単に運送業のなどの効率的な運営を目指すだけでなく、海運、航空、鉄道

などのキャリアのほか、流通、貿易、小売、そしてそれらを支える会計、銀行、

印刷等々も含む体系的なシステム構築を目指すものであり、それらを目指す上で

のソフトウェア、システムは不可欠である 

1970 年代、ジョージア工科大学 に Industrial and Systems Engineering 

Education を基盤とした３つの研究所が設立された。 Production and 

Distribution Research Center、Computational Optimization Center, そして

Material Handling Research Center である。1992 年にそれらは統合され、ロ

ジスティクスにおける、世界級のエグゼクティブ教育プログラムの提供機関とし

て SCL は創設された。SCL では、物流バリューチェーンの最適化を中心とした

教育が行われている。具体的には、技術的研究によるロジスティックナレッジの

構築と、教育機会の提供によるナレッジの普及、そして、産学連携による新技術

の実用化である。産業界に広く開かれた教育機関として、世界各地から注目を集

めている。たとえば、シンガポールとは、政府や大学との密接な連携を築いてい

る。 

現在、進行している連携先はコスタリカである。サプライチェーン・マネジメ

ントをテーマとし、食品トレーサビリティに焦点をあてた研究を行っている。 

SCL における重要なテーマとして、「食品」「電子機器（精密機器）」「デジタ

ルサービス」の 3 つが挙げられる。特にデジタルサービスは、サプライチェーン

ネットワークの最適化設計には欠かせないものであり、物流全分野に関わりある

ものとなる。全ての物流分野において、一般的にコンピューターが重要な役割を

果たしているため、ソフトウェアはキー要素となりつつある。 
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（2）ジョージア工科大学における組み込みソフトウェア開発と人材育成 

SCL では、産業界向けのエグゼクティブコースと、学生向けの大学院コース

を開設している。エグゼクティブコースでは、スクーリングと e-Learning コー

スを用意している。大学院コースでは、Manufacturing/Logistics/Supply Chain 

Engineering Track と、Executive Master’s Degree in International Logistics

の２プログラムを用意し、国際的な人材育成と輩出に貢献している。カリキュラ

ムの一部にソフトウェアトレーニングクラスも存在する。これは、ソフトウェア

開発ではなく、既製ソフトウェア導入・運用のトレーニングである。 
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3.8 先端医療機器使用法協会（AAMI）（バージニア州アーリントン） 

 

（1）概  要 

先端医療機器使用法協会（Association of Advanced Medical Instrumentation: 

AAMI）は、先端医療機器に関わる様々な研修・トレーニング機関である。注目すべ

き点は、病院及びヘルスケア関連人材の育成、医療機器製造企業における人材育成、

そして政府系の人材育成などを、それぞれの分野の機関と連携を取りながら行って

いる点である。特に組み込みソフトウェアとの関係では、医療機器製造に関わる企

業人材の育成コースであり、このコースは連邦食品医薬品局（US Food and Drug 

Administration ：FDA）の医療機器及び放射線治療機器の健康安全に関するセンタ

ー（Center for Devices and Radiological Health ：CDRH)の協力を得て実施されてい

る。連邦の医療機器の安全を管理する機関が、民間の医療機器製造企業の人材育

成を推進している体制は注目される。 

AAMI は 1967 年に創立され、約 6000 もの個人や組織によるメンバーによっ

て構成されている。2001 年より、連邦食品医薬品局（US Food and Drug 

Administration ：FDA）との連携を強化している。また、緊急医療問題調査研

究所（Emergency Care Research Institute：ECRI）との協力体制も確立して

いる。 

主な活動内容は、出版や研修、キャリアパス事業、認証業務、国内外における

安全基準の作成、そして他機関との連携促進などである。 

活動目的は、医療機器に関する理解と、効果的な使用法を生み出すことにある。

医療機器と医療技術におけるコンセンサスとタイムリーなトピックスの情報源

として、定期刊行物やジャーナルを発行している。 

また、技術的な専門委員会やワーキンググループを立ち上げ、国内外における

医療機器の標準化を推進している。更に、医療機器に関わる製造業や販売業、サ

ービス業の関係者や、実際に利用する医療関係者に対し、教育の場を提供してい

る。また、ヘルスケアに関わる専門家や研究所、医療機器メーカーの可能性を引

き上げるべく、多岐に渡るプログラムを提供している。 

例えば、ヘルスケアに関する理解度の向上、開発、管理、そして医療機器の使

用方法と、安全性と効果に関わる技術手法についてなどが用意されている。最近

では、日本の財団法人医療機器センター（ Japan Association for the 

Advancement of Medical Equipment： http://www.jaame.or.jp/）へ、トレー
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ニングコースを提供した実績もある。 

AMMI の会員に登録すると、定期刊行物による情報提供や、トレーニングコ

ースのディスカウント価格提供などの特典がある。医療機器の標準化に関する最

新動向についても情報が提供される。また、交流会や専門家の紹介など、新たな

研究やビジネスチャンスの機会も提供される。 

   

  表 3-8-1  AAMI の会員システム 

 

 

【会員構成について】 

 全世界の専門家らによって構成される個人会員数は、約 6000 名存在する。そのう

ち、ヘルスケア分野の会員は 3000 名以上である。また、120 の研究機関会員（病院、

政府系組織、トレードアソシエーション、教育機関、専門家）と、160 の企業会員（殆

ど製造業）が存在する。 

【収入について】 

 収入は、会員登録料、トレーニングコースと出版業、イベント運営などによって構

成されている。企業からの寄付や、公的資金などによる提供はない。主な収入の柱は、

トレーニングコースのアレンジメントである。 

会員登録料は、以下のように設定されている。 

・個人会員   米国内：$205/年 米国外：$265/年 学生： $30/年 

・研究機関会員 $570/年（代表者数 3名まで）-$1470/年（代表者数 10 名まで） 

・企業会員   売上によって異なる（別紙参照: corporate.pdf） 

・プロフェッショナル会員 Society 所属：$35 研究機関所属：$35 無所属：$100
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（2）先端医療機器使用法協会（AAMI）における組み込みソフトウェア開発と人材育成 

AAMI が 2009 年度に予定しているトレーニングコースは以下のような 12 コ

ースが予定されている。 

① Quality System Requirements and Industry Practice  

② Design Control Requirements and Industry Practice 

③ Integrated Risk Management Into Quality System 

④ Process Validation Requirements and Industry Practice 

⑤ Software Validation Requirements and Industry Practice 

⑥ Corrective and Preventive Action Requiremnets and Industry 

Practice 

⑦ Building A Quality Management System in a Regulated 

Environment 

⑧ Human Factors For Medical Devices 

⑨ Document Control and Records Management for Medical Devices 

⑩ Industrial Sterilization for Medical Devices 

⑪ Radiation Sterilization For Medical Devices 

⑫ Industrial Ethylene Qxide Sterilization for Medical Devices 

Workshop 

 

これらのすべてが何らかの形で医療機器の組み込みソフトウェアに関わる研

修コースである。直接的に組み込みソフトウェアそのものに関わるのは、⑤の

Software Validation Requirements and Industry Practice であるが、他のコー

スも、医療機器をより安全かつ信頼性の高いものにしていくためのコースであり、

医療機器のソフトウェアを設計する上では不可欠のものばかりである。 

これらのコースはほぼすべてのコースが、FDA との連携で組まれており、FDA

は自身が構築した制度や規制、基準などが、医療機器の設計の際に必ず反映され

るよう、これらのコースを活用している。 

以下に、医療機器の組み込みソフトウェアの認証に直接関わるコースのみ、そ

の詳細を紹介する。 

 

【コース名】Software Validation Requirements and Industry Practice 

【受講期間】3 日間 
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【費用】AAMI 企業及び研究機関会員：$1,785／AAMI 個人会員：$1,885／ 

 非会員：$2,185 政府関係者：$585 

【コース概要】 

FDA による品質基準（FDA’s Quality System regulation）の要求項目に

則ったソフトウェアの評価手法について、その概要や評価ツールを学ぶ。 

参加者には、ANSI/AAMI/IEC62304:2006（医療機器用ソフトウェアーソ

フトウェアライフプロセス）と AAMI TIR32:2004（医療機器用ソフトウェ

アリスクマネジメント）、AAMI TIR36:2007（基準プロセスのためのソフト

ウェア評価）など、各種基準書のコピーが配布される。2004 年と 2005 年

には、FDA が組織内のコンプラインス研修に本コースを採用した実績があ

る。 

【プログラム】 

（1 日目） 

1．FDA によるソフトウェア基準（FDA’s Quality System regulation：

以下 QS）概要 

2．品質計画 

3．ソフトウェアにおけるリスクマネジメント 

4．設計・構築 

（2 日目）  

1．試験  

2．設定管理とサイバーセキュリティ  

3．CAPA 

（3 日目） 

1．製造における QS について  

2．電子記録と電子署名の概要説明 

3．製造における QS の Tips 

 

他にもこのような医療機器の設計、取り扱いに関わる様々なコースが用意され、

医療機器の設計側の人材、医療機器を取り扱う人材などを、連邦の制度、規則、基

準等に従ってトレーニングを行っている。 
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3.9 緊急医療問題調査研究所（ECRI）（ ペンシルベニア州フィラデルフィア） 

 

（1）概  要 

1968 年に設立された緊急医療問題調査研究所（Emergency Care Research 

Institute：ECRI）は、発足当初から医療機器の性能評価や、機器の効果測定などを

行ってきた。ECRI は時代とともにその役割を変化させてきており、現在では、様々

な医療機器による医療事故の情報蓄積（Problem Reporting System－Hazard 

Report）と、新しく出される医療機器の性能比較・評価、開発段階の医療機器の性

能チェック（Evaluation System）等々を行っている。 

病院や一般市民に医療機器の評価情報を伝える一種の医療機器消費者レポートも

発行しており、医療機器製造会社、病院、一般市民の間に立ち、独立、公平な役割

を果たしている。 

ECRI が集積する医療事故等の情報データベースは 1990 年代後半から、連邦政府

の情報センターとして指定され、非常に重要な役割を果たしている。FDA とも連携

しながら、医療機器の安全性、信頼性を確保すべく、努力している。ECRI がこう

した地位を得ているのは、その設立ポリシー（完全に独立し利益相反のない組織で

あること、商業主義に組しないこと、個人情報の保護等）に依拠している。 

組み込みソフトウェアとの関係は非常に深く、医療機器の開発段階、市場化段階、

市場化後などそれぞれの場面において、医療機器に組み込まれているソフトの性能

試験、問題点の指摘などを行い、ソフトウェア技術者に対する多くのアドバイス、

警告などを行っている。 

近年では米国内に留まらず、世界各地にオフィスを置き、世界レベルでも医療機

器事故情報の収集を行うとともに、世界各地で医療機器企業、病院関係者などに研

修セミナーを実施し、人材育成を行っている。 
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（2）緊急医療問題調査研究所（ECRI）における組み込みソフトウェア開発と人材育成 

ECRI は様々な研修及び証明書プログラムを諸機関と協力しながら行っており、

医療機器の安全性、信頼性の向上に大きな役割を果たしている。その最も重要なも

のとしては以下の 3 つのプログラムが挙げられる。 

① Mid-Atlantic OSHA Traiinig Institute Education Center (Mid-Atlantic 

OTIEC) 

MID-Atlantic OTIEC は、ペンシルベニア州、ウエストバージニア州、バー

ジニア州、メリーランド州、デラウェア州及びワシントン DC エリアの ECRI

を含む 4 団体（ジョンズ・ホプキンス大学病院、チェサピーク地域安全評議会、

ミッドアトランティック建設安全評議会）が共同で実施しているプログラムで

あり、健康や安全に関わる職業に従事する人々の広範な職業的トレーニングを

行っている。特に組み込みソフトウェアとの関係では、医療機器メーカーなど

の安全・健康に関わるスペシャリストのためのトレーニングコースがある7。 

② Center for Healthcare Environmental Management (CHEM) 

CHEM は ECRI のプログラムであり、全米に認知されているプログラムで

あるばかりでなく、ECRI が全世界各地でも実施している。特に病院など、医

療の現場での問題や事故等を防ぐために実施されていプログラムである。組み

込みソフトウェアとの関係では、連邦の関連各省庁の規則や基準についてのプ

ログラムがある8。 

③ Biomedical Engineering Training Program(BETP) 

BETP はアジア太平洋地域のバイオメディカル及び医療機器技術者のための

トレーニングプログラムで、オーストラリアの機関との協力のもとに開催され

ている9。 

以上の他、インターネットを通じた E-Learning プログラムや、関連する様々な

セミナーやワークショップが開催されているが、直接的に組み込みソフトウェアと

の関わりでは実施されていない。ただ、ECRI は 2009 年 3 月に「Medical Technology 

for the IT Professional」を出版したが、今後こうした出版物をテキストに、世界各

地で IT 技術者へのトレーニングプログラムを展開していきたいとの意向である。 

 

                                                  
7 http://www.oshamidatlantic.org/ 
8 https://www.ecri.org/Conferences/CHEM/Pages/default.aspx 
9 https://www.ecri.org/Conferences/Pages/biomedicalengineeringtraining.aspx 
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3.10 まとめ 

 

米国の大学及び諸機関では、多くが政府や企業と協力し、組み込みソフトウェア

の開発・研究を行っているとともに、その経験を生かした教育・研修などの人材育

成を積極的に行っている。 

開発・研究における、政府、企業などの特に資金提供に関わる協力体制は、日本

と比較すると驚くほど強力である。大学側もニーズに応じて柔軟に学際的なチーム

を組むなどしている。政府や企業が 

カーネギーメロン大学の SEI(Software Engineering Institute)や、カリフォルニ

ア大学バークレー校の CHESS(Center for Hybrid and Embedded Software 

System)は、SEI が国防省、CHESS が全米科学財団（NSF）の資金で設立された機

関であり、設立後もそれら機関から支援を受けつつ、独自に企業との共同研究やプ

ロジェクト研究などを進めている。特に SEI では、例えば航空宇宙関連の組み込み

ソフトウェアに関し、信頼性の高い安全なシステムの開発に、米国の政府と主要航

空宇宙産業企業は言うに及ばず、ヨーロッパの企業も加わって共同研究を進めてお

り、世界でも最も進んだ成果を生んでいるといえよう。 

こうした成果を活用して SEI も CHESS も多くの研修・トレーニングコースを展

開している。SEI などでは国内にとどまらず、海外においてもそうしたコースの開

催を行っている。 

組み込みソフトウェアに関して言えば、この 2 つの大学が群を抜いて積極的な展

開を行っているが、他大学においても、直接的に組み込みソフトウェアという名称

は使っていないが、多くの分野で組み込みソフトウェアの重要性が認識され、コー

スなどが設置されるところも出てきている（コロンビア大学）。またスタンフォード

大学の SCF（Stanford Computer Forum）での研究分野を見る限り、多くの研究分

野が組み込みソフトウェアとのかかわりを持っていることがわかった。さらには、

MIT の EECS（Department of Electrical Engineering and Computer Science）で

は、数多くの研究センターやラボを持っているが、多くのセンター、ラボで組み込

みソフトウェアに関わる研究を行っている。 

SEI や CHESS のように、機関での研究成果などをもとに、積極的な研修・トレ

ーニングコースを開催しているところもあるが、まだそれらは大学レベルでは、分

野別などには分かれていない。今後分野別の研修・トレーニングを行っていくため

には、AAMI や ECRI などのように民間の団体が行っていくことも期待されよう。 
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第 4 章 組み込みソフトウェア開発に関わる人材育成カリキュラムの提案 

ここでは、医療機器産業分野、航空宇宙産業分野、その他分野に関して、今後具体

的に必要となると考えられる人材育成カリキュラムについて、委員からの提案や、

関連団体がまとめている人材育成カリキュラムなどを参考にしながら整理した。 

 

4.1 医療機器ソフトウェア開発人材育成カリキュラムの例 

医療機器ドメインでは、医療機器ソフトウェアの開発に際して求められる国際規格の

要求が存在する。したがって、医療機器ソフトウェアを開発するソフトウェア技術者は

この国際規格を避けて通ることはできないし、技術者育成カリキュラムについても規格

要求を満たすための知識やスキルが修得できるような内容でなければいけない。 

しかし、単に規格で要求されているルールや文書化要求だけを教えていると、ルール

は形骸化し、現実とのギャップが拡大し、日本の技術者が抱いている品質を心配する意

識（Awareness: Warring about quality）を有効に活かすことができなくなる。そこで、

医療機器ソフトウェア開発人材育成のカリキュラムとしては、一般的ソフトウェア開発

プロセス、ソフトウェア工学の手法を基礎技術として習得し、その技術を具体的なプロ

ジェクトで実践してみる PBL(Project Based Learning / Problem Based Learning: 

PBL)の手法を用いて学習するメニューを提案する。 

 

(1) ソフトウェア開発プロセスの理解 

FDA が示すソフトウェアガイダンスや IEC 62304（医療機器ソフトウェア ソフ

トウェアライフサイクルプロセス）の要求を満たすためには、ソフトウェア開発プ

ロセスの概念を学ぶことは必須であり、以下のような講義と PBL の案を提示する。 

表 4-1-1 医療機器ソフトウェア開発プロセス修得カリキュラム案 

種別 カリキュラム 内容 時間 

講義 医療機器ソフトウェア開発

のライフサイクルプロセス 

 ユーザー及びプロダクトリスクを軽減するために必

要なソフトウェア開発のプロセスの概要と規格要求 

3h 

講義 ソフトウェア開発計画  リスク軽減に必要なソフトウェア開発計画の立案 6h 

講義 ソフトウェア要求分析  システム要求事項からのソフトウェア要求事項定義 

 プロダクトリスク分析の手法 

 リスクコントロール手段ソフトウェア要求事項包含 

 ソフトウェア要求のトレーサビリティアナリシス。 

9h 
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講義 ソフトウェアアーキテクチ

ャ設計 

 ソフトウェアシステムを実現するための、アーキテ

クチャパターンの学習。 

 ソフトウェア要求事項のアーキテクチャへの変換 

6h 

講義 ソフトウェア詳細設計  ソフトウェアアーキテクチャのソフトウェアユニッ

トへのリファイン 

 インタフェース用詳細設計の開発 

3h 

講義 ソフトウェアユニットの実

装と検証 

 ソフトウェアユニット検証プロセスの確立 

 ソフトウェアユニット受け入れ判定基準 

 ソフトウェアユニット検証 

3h 

講義 ソフトウェア結合及び検証  ソフトウェア結合の検証 

 結合したソフトウェアのテスト 

 レグレッションテストの実施 

3h 

講義 ソフトウェアシステムテス

ト 

 ソフトウェア要求事項に関する試験の確立 

 変更後の再試験 

 ソフトウェアシステムテストの検証 

3h 

講義 ソフトウェアリリース  ソフトウェア検証完了の確認 

 既知の残存異常の文書化と評価 

 アクティビティ及びタスクの完了確認 

3h 

PBL ソフトウェア開発プロセス

を意識した実践教育 

 プロセスを意識しない開発実践 

 工程ごとのレビュー及び審査を加えた開発実践のや

り直し 

 上記の開発方法の違いについての議論と発表 

90h 

PBL 過去事例に基づくケースス

タディ 

 過去に起こった事故事例について、事故発生原因に

ついての議論と発表 

 リスク分析実習 

 再発防止の提案 

 事故の再発防止と開発プロセスとの関係についての

議論と発表 

30h 
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(2) 構成管理、変更管理、問題解決 

設計プロセスの概念なしに試行錯誤を繰り返すソフトウェア開発の手法は広く浸

透しており、クリティカルデバイスの開発現場においてもしばしば見受けられる。

一度作成したソフトウェアを再利用性の向上などの目的を持って再設計するリファ

クタリング的な取り組みとは異なる、場当たり的な試行錯誤が習慣化してしまって

いる場合、構成管理、変更管理、問題解決の 3 つの取り組みを強化することが有効

である。場当たり的な試行錯誤の設計アプローチから脱却し、リリース後の変更か

ら事故を発生させないために以下のような講義と PBL の案を提示する。 

 

表 4-1-2 構成管理・変更管理技術修得カリキュラム案 

種別 カリキュラム 内容 時間 

講義 ソフトウェア構成管理  ソフトウェア構成管理のシミュレーション 

 ベースラインの設定 

 ソフトウェアの変更容易性の問題点 

 要求仕様の管理 

 ソフトウェアリリース時の構成管理 

 派生開発と変更管理 

3h 

講義 ソフトウェア変更管理  変更情報の分析（変更の重要度分類、変更の影響

範囲分析） 

 変更とレグレッションテストの関連 

 不具合と仕様変更の切り分け 

 不具合の発生と対策の状況分析 

3h 

講義 問題解決プロセス  問題が発生したときの問題解決の手順 

 問題解決の各プロセスで実施する確認と承認 

3h 

PBL 構成管理、変更管理、問題解

決プロセスを意識した実践

教育 

 実プロジェクトにおいて構成管理、変更管理、問

題解決プロセスを実践してみる 

 プロセスを使った場合と使わない場合について

議論し、それらの違いについて発表する。 

30h 
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(3) 重要なサブシステム分離のためのアーキテクチャ設計 

医療機器ソフトウェア開発において、リスクや重要度レベルに基づいたサブシス

テムやソフトウェアアイテムの分割は非常に重要な設計技術となる。生命維持や、

大きなエネルギーの制御、重要な診断、患者モニタリング等に関わるソフトウェア

安全クラスの高いサブシステムを他のサブシステム、アイテムから分離し、結合を

弱めるアーキテクチャ設計の技術を習得するための講義と PBL の案を提示する。 

 

表 4-1-3 サブシステム分離のためのアーキテクチャ設計カリキュラム案 

種別 カリキュラム 内容 時間 

講義 構造化プログラミング  モジュール結合の種類と結合の強度 

 モジュールの凝集の強さ 

 高凝集、疎結合の設計指針 

12h 

講義 構造化分析・構造化設計  データフローダイアグラム 

 モジュール構造図 

 構造化分析、構造化設計の例 

12h 

講義 オブジェクト指向設計  UML 

 静的構造と動的振る舞い 

 責務に着目したモジュール分割 

 デザインパターン 

 カプセル化による情報隠蔽、継承による再利用、

ポリモルフィズム 

 リファクタリング 

30h 

PBL システム要求に基づく責務

分割演習 

 試行錯誤的アプローチで設計したソフトウェア

システムをシステム要求、ソフトウェア要求を分

析して、重要度に基づいたクラス分類を行い責務

分割する 

 分割した重要度の高いサブシステムに対する検

証計画の立案 

 責務分割のアーキテクチャについてグループ間

で発表を行う。 

30h 
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4.2 航空宇宙産業ソフトウェア開発人材育成カリキュラムの例 

ソフトウェア技術者として基礎となる技術を身につけることとし、制御対象物特有の

技術に関しては OJT にて業務の中で習得していくことが現実的である。 

表 4.2-1 にそのカリキュラム案を示す。航空宇宙産業のソフトウェアで取り扱う対象

物である航空機に関わる基礎知識、情報工学の基礎、プログラミング技術、ソフトウェ

アの開発プロセスといった基礎的な技術を習得したのち、ソフトウェアの開発実習にて

ある程度の規模のアプリケーションプログラムをチームにて開発させる。 

また、OJT においては指導する立場の社員に対して指導者としての教育が大切となる。

また、部下を育てることを職務として明確に位置付け、その成果を成績にフィードバッ

クできるシステムを確立し、部下を教育することに対してインセンティブを与えること

が必要である。 

 

表 4-2-1  航空宇宙産業分野の人材育成カリキュラム案 

No 講座名 概 要 日数 

1 ロケット・航空機工学 制御対象となるロケット、航空機の構造、ア

ビオニクス機器の知識、航空機力学等の基礎

知識を習得する。 

3 

2 Ｃプログラミング 基本となるプログラミング言語としてＣ言

語を習得する。既に言語仕様は習得している

ことを前提として実習形式にてプログラミ

ングを行い、コードレビューにてより良いプ

ログラムのためのノウハウを吸収する。 

3 

3 情報工学基礎 コンピュータアーキテクチャ、通信理論とい

った一般的な情報工学の知識を身につける。 

3 

4 マイコン基礎 マイコンの構成、アナログ、ディスクリート

信号の処理などの基礎技術を実習形式で学

ぶ。 

2 

5 ソフトウェア開発プロセス 一連のソフトウェア開発プロセスを学ぶ。各

設計フェーズにおける設計ノウハウ、作成す

るドキュメントを理解する。またテストフェ

ーズでは実習形式で効率良く、品質の高いレ

5 
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ベルのテスト方法を体得する。 

6 品質保証 高品質なソフトウェアを作成するとはどう

言うことか、そのための諸施策について学

ぶ。 

2 

7 ソフトウェア開発実習 ソフトウェア開発プロセスに基づき、アプリ

ケーションプログラムをチームで開発する。

実態に近い形で一通りの開発を経験させる

ことにより、開発の全体を実感させる。座学

で学んだ開発プロセス、ドキュメント作成、

レビュー、テストを実際に行ってみるととも

に、チームとして開発することにより、チー

ム内の意思統一、相互理解、協調作業の必要

性を実感させる。 

15 
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4.3 その他分野ソフトウェア開発人材育成カリキュラムの例                                            

本節では、わが国における高度情報化人材育成のフレームワークやカリキュラム例を紹

介し、組み込みソフトウェア開発技術者の育成プログラムの参考とする。 

 

(1) 共通キャリア・スキルフレームワーク10 

IT（情報技術）が社会に浸透し、経済活動や国民生活に不可欠な基盤となっている

状況の下で、我が国経済の国際競争力の強化、社会システムの健全な発展を支える人的

基盤の中心となる高度 IT 人材について、人材像とその保有すべき能力や果たすべき役

割（貢献）の観点から整理した共通の人材育成・評価のための枠組みである。 

共通キャリア・スキルフレームワークは、IT スキル標準、組み込みスキル標準、情

報システムユーザースキル標準の 3 スキル標準や情報処理技術者試験など、各種 IT 人

材評価指標が参照すべき共通のモデルを提供するものであり、IT 人材に対しては異な

る業務ドメインや職種へ移っても元の職種でのレベルと新たな職種でのレベルの相違

や求められるスキルや知識の相違の理解を可能とし、プロフェッショナルとしての成長

目標に資する枠組みを提供している。 

共通キャリア・スキルフレームワークにおけるキャリアとは、3 つの人材類型とこれ

をさらに分類した 6 つの人材像を指す。 

高度ＩＴ人材には高いスキルが求められるが、ここで言う「スキル」とは、「知識を

活用して成果を生み出す能力」をいう。したがって、スキルの獲得には当該分野に関す

る知識がまず必要不可欠である。共通キャリア・スキルフレームワークでは、必要とさ

れる知識に関しては、共通の BOK（Body of Knowledge）として体系化されている。

することとした。 

 

情報技術に関係するスキル標準は、現在、次の３種類がある。 

 

<1> IT スキル標準（ITSS） 

各種 IT 関連サービスの提供に必要とされる能力を明確化・体系化した指標。

IT サービス・プロフェッショナルの育成・教育のために有用な共通枠組み。主

にシステム開発・提供を行うベンダ系人材を対象。 

 

                                                  
10 「共通キャリア・スキルフレームワーク」経済産業省、独立行政法人 情報処理推進機構 
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<2> 組み込みスキル標準（ETSS） 

組み込みソフトウェア開発に関する最適な人材育成、人材の有効活用を実現す

るための指標。組み込み系システム開発を行う人材を対象。 

 

<3> 情報システムユーザースキル標準（UISS） 

情報システムを活用するユーザ企業／組織において必要となるスキルをシス

テムの企画・開発から保守・運用までのソフトウェアライフサイクルプロセスに

基づき体系化した指標。情報システム利用者の観点から IT に携わる人材を対象。 

 

以上のことから、共通キャリア・スキルフレームワークでは、キャリア（人材類型と

人材像）、共通の BOK とスキルを結びつけ体系化しており、各スキル標準のキャリア

毎に必要となる知識項目を共通の BOK を通じて参照することが可能となっている。 
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図 4-3-1 共通キャリア・スキルフレームワークの体系職種別に必要となるスキル 

資料：「共通キャリア・スキルフレームワーク」経済産業省、独立行政法人 情報処理推進機構 

 

共通キャリア・スキルフレームワーク 

キャリア  

人材類型 人材像  

基本戦略系 ストラテジスト 

システムアーキテクト 

プロジェクトマネージャ 

テクニカルスペシャリスト 
ソリューション系 

サービスマネージャ 

クリエーション系 クリエータ 

共通キャリア・ 

スキルフレーム 

BOK（知識体系） 

知
識
項
目
／

ス
キ
ル
項
目 

職
種 

知
識
項
目
／

ス
キ
ル
項
目 

職
種 

知
識
項
目
／

ス
キ
ル
項
目 

職
種 

知
識
項
目
／

ス
キ
ル
項
目 

職
種 

知
識
項
目
／

ス
キ
ル
項
目 

職
種 

スキル標準 

ETSS 

ITSS 

UISS 

参
照 

UISS 固有 ITSS/UISS
共通 

ETSS/ITSS
共通 

ITSS 固有 ETSS固有 
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ここから導き出される、各スキルを必要とする職種と共通キャリア・スキルフレーム

ワークのキャリアとの対応を以下に示す。 

 

表 4-3-1 各スキルを必要とする職種と共通キャリア・スキルフレームワークとの対応 
共通キャリア・スキル 

フレームワーク 
各スキル標準の職種 

人材類型 人材像 ITSS ETSS UISS 
基本戦略系 ストラテジスト マーケティング 

セールス 
コンサルタント 

プロダクトマネー

ジャ 
ビジネスストラテ

ジスト 
IS ストラテジス

ト 
プログラムマネー

ジャ 
IS アナリスト 

システムアーキテ

クト 
IT アーキテクト システムアーキテ

クト 
IS アーキテクト 

プロジェクトマネ

ージャ 
プロジェクトマネ

ジメント 
プロジェクトマネ

ージャ 
ブリッジ SE 
開発プロセス改善

スペシャリスト 

プロジェクトマネ

ージャ 

テクニカルスペシ

ャリスト 
IT スペシャリス

ト 
アプリケーション

スペシャリスト 
ソフトウェアデベ

ロップメント 

ドメインスペシャ

リスト 
ソフトウェアエン

ジニア 
開発環境エンジニ

ア 
QA スペシャリス

ト 
テストエンジニア 

アプリケーション

デザイナー 
システムデザイナ

ー 

ソリューシ 
ョン系 

サービスマネージ

ャ 
カスタマサービス 
IT サービスマネ

ジメント 

（記述無し） IS オペレーショ

ン 
IS アドミニスト

レータ 
セキュリティアド

ミニストレータ 
IS スタッフ 
IS オーディタ 

クリエーション系 クリエータ （記述無し） 
その他 （記述無し） エデュケーション （記述無し） （記述無し） 

資料：「共通キャリア・スキルフレームワーク」経済産業省、独立行政法人 情報処理推進機構 

 

即ち、本調査における組み込みソフトウェア開発人材は、上記表の「ETSS」欄に書か

れているような職種で、この表で表されているキャリアとスキルを備える人材である。 
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(2) IT スキル標準11 

ビジネス環境の変化を背景に、高い専門性を持つ人材の必要性が高まっている。そ

のため、企業の競争力強化に向けた戦略的で体系的な人材育成の重要性が増してきた。 

企業にとって重要なのは、環境の変化や将来の方向性を見据えた上で、自社の強み

が発揮できるビジネス戦略を描き、それに基づいて人材育成と社内体制の整備を進める

ことである。これには、技術革新などの環境変化にも対応しながら、顧客の要求に対し

て適切なスキルを組み合わせて、具体的な目標を達成していくことが必要である。 

ところが、人材育成の重要性は認識していても、人材育成の実施は容易なことでは

なかった。情報サービス産業を中心とした多くの企業が、スキルと調達方針を明確化で

きる具体的な指標を必要としていたにもかかわらず、海外のいくつかの例外を除けば実

用的な指標がなかったためである。 

ＩＴスキル標準は、情報サービスの提供に必要な実務能力を明確化、体系化した指

標である。実務能力の明確化、体系化にあたっては、専門職種の拡がりとレベルの高さ

を設定し、各レベルにエントリ基準と位置づけた評価指標を定義している。 

ＩＴスキル標準は、下図のとおり３部（概要編、キャリア編、スキル編）で構成される。 

ITスキル標準

１部 ： 概 要 編

適用範囲・基本構造・構成要素解説

２部 ： キャリア編

キャリアフレームワーク・職種の概要・達成度指標

附属書
対象・目的別にＩＴスキル標準を活用するための資料を体系化

３部 ： ス キ ル 編

ｽｷﾙﾃﾞｨｸｼｮﾅﾘ・ｽｷﾙ領域・ｽｷﾙ熟達度・研修ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

・ITスキル標準は、１部～３部を合わせてバージョン管理の対象とする。
・附属書は、随時更新、追加される。

ＩＴスキル標準センターで内容に
責任を持つ範囲

 

図 4-3-3 IT スキル標準 

 

Ｔスキル標準では人の能力を捉える観点として「ビジネスでの成果」と個々人の「能力

                                                  
11 「IT スキル標準 V3.2 2008」独立行政法人情報処理推進機構ＩＴ人材育成本部ＩＴスキ

ル標準センター、経済産業省 
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熟達」の２つを採用しており、「ビジネスでの成果」の観点から「２部：キャリア編」、

「能力熟達」の観点から「３部：スキル編」という構成にしている。 

本節では、「３部：スキル編」について説明することによって、組み込みソフトウェ

ア開発者のスキル向上のためのカリキュラム作成のヒントとする。 

「３部：スキル編」は、ＩＴスキル標準で定義されているすべてのスキル項目、知

識項目を網羅した「スキルディクショナリ」、職種ごとにスキル項目、知識項目を整理

した「スキル領域」と「スキル熟達度」、及びＩＴスキル標準に対応して修得すべき研

修科目を職種ごとに明示した「研修ロードマップ」を収めており、達成度指標に示す経

験と実績を遂行するために必要な能力を整理したものであり、教育や訓練の設計を行う

際の指標として活用するものである。 

「３部：スキル編」の全体構成は、下図のとおりである。 

 

１．スキルディクショナリ 

IT スキル標準（スキルディクショナリ） 

２．スキル熟達度 

IT スキル標準（スキル領域、スキル熟達度） 
マーケ

ッティ

ング 

セール

ス 
コンサ

ルタン

ト 

IT アー

キテク

ト 

プロジ

ェクト

マネジ

メント 

IT スペ

シャリ

スト 

アプリ

ケーシ

ョンス

ペシャ

リスト 

ソフト

ウェア

ディベ

ロップ

メント 

マスタ

マサー

ビス 

IT サー

ビスマ

ネジメ

ント 

エデュ

ケーシ

ョン 

 
３．研修ロードマップ 

IT スキル標準（研修ロードマップ） 
マーケ

ッティ

ング 

セール

ス 
コンサ

ルタン

ト 

IT アー

キテク

ト 

プロジ

ェクト

マネジ

メント 

IT スペ

シャリ

スト 

アプリ

ケーシ

ョンス

ペシャ

リスト 

ソフト

ウェア

ディベ

ロップ

メント 

マスタ

マサー

ビス 

IT サー

ビスマ

ネジメ

ント 

エデュ

ケーシ

ョン 

 
図 4-3-4 「第 3 部スキル編」の全体構成 

 

1) スキルディクショナリ 

ＩＴスキル標準で定義されているすべてのスキル項目、知識項目を網羅し、整理

している。スキル項目と知識項目を階層化し、職種と専門分野との対応を一覧形式

で示している。 

 

2) スキル熟達度 
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職種と専門分野に必要な実務能力を、研修等の教育や訓練に活用するために定義

した指標が「スキル項目」、「知識項目」、「スキル熟達度」、「スキル領域」である。 

「スキル項目」は、達成度指標に定義した実績や経験を遂行するための能力を要

素分解し、整理したものであり、「知識項目」は、スキル項目で活用する知識を示し

ている。各々のスキル項目は、次のカテゴリによって分類されている。 

 

表 4-3-2 スキルカテゴリー毎の内容 

スキルカテゴリ 説明 

テクノロジ 業務を遂行するに当たり必要とされる技術的なスキル 

メソドロジ 業務を遂行するに当たり必要とされる手法、方法論、解決技法等のスキル 

ビジネス／インダス

トリ 

その職種、専門分野において知っておくべき知識。業界に特化した事象や業

界動向、法律、規則など 

プロジェクトマネジ

メント 
プロジェクト遂行に当たって必要となるスキル 

パーソナル 業務を遂行する際に必要とされる人間的側面のスキル 

 

「スキル熟達度」は、達成度指標で示す経験や実績に必要なスキル項目について、

その熟達度合い、及びその裏づけとなる知識を体系化して示している。下にスキル

熟達度の例を示す。 
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表 4-3-3 プロジェクトマネジメントのスキル熟達度・知識項目 

 
 

職種と専門分野ごとに、必要なスキル項目と知識項目を整理したのが、｢スキル

領域｣である。スキル項目は、職種共通スキル項目と専門分野固有スキル項目に分け

て定義している。なお、職種共通スキル項目のうち、次表に挙げるスキル項目は全

職種共通で定義されている。 

 

表 4-3-4 スキル項目と知識項目 

スキルカテゴリ スキル項目 知識項目 

プロジェクト 

マネジメント 

プロジェクト 

マネジメント 

プロジェクト統合マネジメント 

プロジェクト・スコープ・マネジメント 

プロジェクト・タイム・マネジメント 

プロジェクト・コスト・マネジメント 

プロジェクト品質マネジメント 

プロジェクト人的資源マネジメント 

プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント 

プロジェクト・リスク・マネジメント 

プロジェクト調達マネジメント 

リーダーシップ リーダーシップ 

コミュニケーション ２Ｗａｙコミュニケーション、情報伝達、情報の整理・分析・検索パーソナル 

ネゴシエーション ネゴシエーション 
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3) 研修ロードマップ 

研修ロードマップは、ＩＴスキル標準に対応した教育訓練を実施する際に必要と

なる研修体系の参照モデルを提供しようとするものである。 

個人がＩＴプロフェッショナルとしての実務能力を向上していくためには、自立

的に問題意識を持ちながら経験を積み、成果を重ねていくことが基本となる。他方、

新たに実務の幅を広げ、経験を重ねていく上では、必要な時点で新たな分野の前提

知識を的確に習得していくことが重要となる。研修ロードマップは、そうした知識

習得を行うための研修モデルを提供する。 

研修ロードマップは以下の要素から構成されるドキュメントである。 

（１）研修コース群（体系図） 

当該職種における実務能力の向上、あるいは新たな職種への転換に必要な

研修コース群を一覧的に配置したもの。 

（２）研修コース一覧 

研修コース群に対して、その内訳となる研修コース、研修方式及び期間等

を一覧的に整理したもの。 

（３）研修コースの内容 

研修コースの概要、受講対象、前提条件、履修後に期待されるスキル修得

目標など。 

（４）研修コース・知識項目マトリックス 

縦軸に対象スキル項目と知識項目、横軸には研修コース群と研修コース名

を配置している。マトリックス部分では、各研修コースで習得すべき知識項目

を“○”印で示している。 

 

(3) 組み込みスキル標準12 

 IPA では、組み込みスキル標準（ETSS: Embedded Technology Skill Standards）を

定め、組み込みソフトウェア開発力強化を目的とし、組み込みソフトウェア開発に関す

る最適な人材育成や人材の有効活用を実現するための指標や仕組みを規定しようとし

ている。 

ETSS は、次の３つ基準を定めている。 

                                                  
12 組み込みスキル標準 2005 年版「スキル基準― 開発力を強化するスキルの最適活用に向けて ―」、

2005 年 5 月、独立行政法人 情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニアリング・センター、経済産業

省 
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●スキル基準 

組み込みソフトウェア開発スキルを体系的に整理するためのフレームワーク 

●キャリア基準 

組み込みソフトウェア開発に関わる職種／専門分野を定義する 

●教育カリキュラム 

組み込みソフトウェア開発にする人材育成を目的とするカリキュラムを定義す

る 

組み込みスキル基準は 

（１）技術要素スキルカテゴリ 

（２）開発技術スキルカテゴリ 

（３）管理技術スキルカテゴリ 

に分類している規定している。（下表） 

表 4-3-5 技術要素スキルカテゴリ 

第 1 階層 第 2 階層 説明 

1 有線 WAN,LAN など有線通信技術 

2 無線 電気通信事業用無線,一般業務用無線など無線通信技術 

3 放送 デジタル方法,アナログ放送など放送技術 

1 通信 

4 インターネット 透過的データ転送,アプリケーションなどインターネット通信

技術 

1 情報入力 データ入力,音声入力など情報入力技術 

2 セキュリティ 暗号,著作権保護などセキュリティ技術 

3 データ処理 圧縮,データベースなどデータ処理技術 

2 情報処理 

4 情報出力 マークアップランゲージや文書ビューアなど情報出力技術 

1 音声 データ処理,圧縮・伸張など音声処理技術 

2 静止画 データ処理,圧縮・伸張など静止画処理技術 

3 動画 データ処理,圧縮・伸張など動画処理技術 

3 マルチメディア 

4 統合 音声・画像などの統合処理技術 

1 人間系入力 ボタン,座標など人間系入力デバイス制御技術 4 ユーザインタフェ

ース 2 人間系出力 表示,音声など人間系出力デバイス制御技術 

1 メディア リムーバブル,メモリなどストレージメディア技術 5 ストレージ 

2 インタフェース リムーバブル,常時接続型などストレージインタフェース技術 
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  3 ファイルシステム ISO や OS ネイティブなどファイルシステム技術 

1 理化学系入力 電気,圧力,光など理化学系入力技術 

2 計測・制御処理 座標・運動,信号処理などの計測・制御技術 

6 計測・制御 

3 理化学系出力 アクチュエータ,光,熱などの理化学系出力技術 

1 プロセッサ CPU,GPU などプロセッサ技術 

2 基本ソフトウェア カーネル,ブートなど基本ソフトウェア技術 

7 プラットフォーム 

3 支援機能 情報記録,情報収集など支援機能技術 

 

表 4-3-6 開発技術スキルカテゴリ 

第 1 階層 第 2 階層 説明 

1 要求の獲得と調整 インタビュー手法,マーケティング手法など 

2 システム分析と要求定義 モデリング手法,分析手法,要求定義など 

1 システム要求

分析 

3 システム分析と要求定義のレビュー レビュー手法,インスペクション手法など 

1 ハードウェアとソフトウェア間の機能お

よび性能分担の決定 

設計手法,性能見積もり, FMEA/FTA, ソフトウェア見

積もり手法,知的財産権など 

2 システム方式

設計 

2 実現可能性の検証とデザインレビュー レビュー手法,インスペクション手法など 

1 ソフトウェア要求事項の定義 モデリング手法,分析手法,要求定義など 3 ソフトウェア

要求分析 2 ソフトウェア要求事項の評価・レビュー レビュー手法,インスペクション手法など 

1 ソフトウェア構造の決定 性能見積もり,信頼性設計,フォールトトレラント技術,

ソフトウェア見積もり手法,知的財産権,再利用など 

4 ソフトウェア

方式設計 

2 ソフトウェア構造のデザインレビュー レビュー手法,インスペクション手法など 

1 ソフトウェアの詳細設計 設計手法,設計ツール,実時間性設計など 5 ソフトウェア

詳細設計 2 ソフトウェアの詳細設計のレビュー レビュー手法,インスペクション手法など 

1 プログラムの作成とプログラムテスト項

目の抽出 

プログラミング手法,プログラミングツール/環境,テス

ト設計手法,カバレッジ測定法,シミュレーションなど 

2 コードレビューとプログラムテスト項目

のデザインレビュー 

レビュー手法,インスペクション手法,静的解析ツール,

動的解析ツールなど 

6 ソフトウェア

コード作成と

テスト 

3 プログラムテストの実施 ドライバ/スタブ,テストツール,回帰テストなど 

1 ソフトウェア結合テスト仕様設計 テスト設計手法,カバレッジ測定法,シミュレーション,

エミュレーション,ハードウェア環境など 

7 ソフトウェア

結合 

2 ソフトウェア結合テストの実施 テストツール,ＩＣＥ,モニタ,ロジックアナライザ,オシ
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  ロスコープ,回帰テストなど 

1 ソフトウェア適格性確認テストの準備と

レビュー 

レビュー手法,インスペクション手法,受け入れテスト

など 

8 ソフトウェア

適格性確認テ

スト 2 ソフトウェア適格性確認テストの実施 テストツール,ＩＣＥ,モニタ,ロジックアナライザ,オシ

ロスコープ,回帰テストなど 

1 テスト項目抽出とテスト手順の決定およ

びレビュー 

レビュー手法,インスペクション手法など 9 システム結合 

2 システム結合テストの実施 テストツール,ＩＣＥ,モニタ,ロジックアナライザ,オシ

ロスコープ,回帰テストなど 

1 システム適格性確認テストの準備とレビ

ュー 

レビュー手法,インスペクション手法,受け入れテスト

など 

10 システム適格

性確認テスト 

2 システム適格性確認テストの実施 テストツール、回帰テストなど 

 

表 4-3-7 管理技術スキルカテゴリ 

第 1 階層 第 2 階層 説明 

1 統合マネジメント WBS,EVM,会議運営メソドロジ,レビュー手法など 

2 スコープマネジメント WBS,変更管理など 

3 タイムマネジメント パート図,ガント図,見積もり手法など 

4 コストマネジメント ROI,ROE,見積もり手法,EVM など 

5 品質マネジメント 監査,故障解析統計的手法,傾向分析など 

6 組織マネジメント チームビルディング,OBS など 

7 コミュニケーションマネジメント 情報配布手法など 

8 リスクマネジメント リスク分析,デシジョンツリー分析,リスク等級など 

1 プロジェクトマ

ネジメント 

9 調達マネジメント 企画,調達先選定,契約,実績管理など 

1 開発プロセス設定 システム開発プロセス設定,レビュー設定など 

2 知財マネジメント 関連法規,管理システムなど 

3 開発環境マネジメント 開発環境企画,設計,構築,運用管理など 

2 開発プロセスマ

ネジメント 

4 構成管理・変更管理 識別,統制,記録,監査など開発プロセスマネジメント 

 

教育カリキュラムは、５つのスキル分野 

① 技術要素 
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スキル基準で定義される「技術要素」。 

② 開発技術 

スキル基準で定義される「開発技術」。 

③ 管理技術 

スキル基準で定義される「管理技術」。 

④ パーソナル 

業務を遂行する際に必要とされる人間性、精神面におけるスキル。 

⑤ ビジネス／インダストリ 

その職種、専門分野にて知っておくべき知識、特に業界に特化した事象や業界

特有の動向、法律、規則など。 

に分類し、以下の様式で教育カリキュラムを構成するようにしている。 

① 研修コース体系図 

当該職種における実務能力向上、もしくは新たな職種への転換に必要な研修コ

ースを一覧的に配置したもの。 

② 研修コース一覧 

研修コースに対して、その内訳となる研修コース、研修方式及び期間等を一覧

的に整理したもの。 

③ 研修コース内容 

各研修コースの内容を、以下の項目について整理したもの。 

・ 講座分類 

・ スキルカテゴリ 

・ 概要 

・ 受講対象 

・ 履修条件 

・ 研修方法 

・ 研修期間 

・ 到達目標 

・ 対象スキル項目と関連知識項目 

④ ET(Embedded Technology) 入門コース事前履修研修項目 

必要な研修項目と、必ずしも習得済みである必要がない研修項目を本表にて区

別できるようにする。 
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また、教育カリキュラムでは、次の４つの研修方法を想定している。特に③実機演

習、④プロジェクト型演習について重視している。 

① ｅラーニング 

CD-ROM 等の教材、またはインターネットを利用した講師を伴わずパソコン

等を活用して独力にて行う学習方法 

② 講義 

一人の講師に対して多数の受講者を対象とした対面型の学習方法。 

③ 実機演習（実習） 

マイコン基板等を使って実際のものを動作させる実体験させる学習方法。 

④ プロジェクト型演習 

グループ演習主体の総合演習で、今までに習得した知識やスキル組み込みスキ

ルを駆使し、実際の組み込みソフトウェア開発に準じたプロジェクト形式によ

る学習方法。 

 

(4) 高度情報化人材育成標準カリキュラム13 

「IT スキル標準」「組み込みスキル標準」の「スキル」は、技術領域や各業務に共

通するレベルであり、汎用性を高めることで転用性、転移性、認知負荷の軽減、共通認

識形成等をもたらし、情報サービス産業での共通の指標を目指して策定された。従って、

技術の評価指標は示しているが、高度な技術者を育成するための具体的なカリキュラム

については、規定していない。 

一方、「高度情報化人材育成標準カリキュラム ソフトウェア開発技術者」は、「情

報処理技術者試験の制度改定」を踏まえ，情報処理技術者スキル標準に対応するととも

に、厚生労働省及び経済産業省が推進している情報関連人材育成事業のさらなる発展を

図るべく、新事業支援機関のニーズに応え、また新しい時代に求められる知識・技能の

修得を期して作成された、具体的な高度情報化人材育成標準カリキュラム体系となって

いる。 

本カリキュラム体系は、「高度情報処理技術者育成カリキュラム」、「特定分野能力カ

リキュラム」及び「ソフトウェア開発技術者育成カリキュラム」の３種類で構成されて

いる。（下図） 

                                                  
13 平成 13 年 3 月「高度情報化人材育成標準カリキュラムソフトウェア開発技術者」情報処理振興事業協

会 
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図 4-3-4 高度情報化人材育成標準カリキュラム体系 
資料：「高度情報化人材育成標準カリキュラムソフトウェア開発技術者」情報処理振興事業協会 

 

1) ソフトウェア開発技術者像 

ソフトウェア開発技術者は、情報システム開発プロジェクトにおいて、外部仕様

に基づいてソフトウェアを開発する業務に従事し、以下の役割を果たす。 

① 外部設計書の作成者との十分な意思疎通を図り、それらに基づく内部設計

書・プログラム設計書を作成する。 

② 高度なアルゴリズムやデータ構造に関する知識に基づいて、効果的なプロ

グラムを作成する。 
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③ プログラムの単体テスト・結合テストを確実に実施する。 

④ ソフトウェア開発に関して、情報処理技術者試験（基本情報技術者）レベ

ルの下位技術者を指導する。 

また、情報システム開発におけるソフトウェア開発技術者として、外部仕様に基

づいて内部設計・プログラム設計・プログラム開発を行い、高品質なソフトウェア

を開発するため、以下の知識が要求される。 

① ネットワーク、データベース、システム構成などの情報技術に関する全般

的な知識を有し、上位技術者の指導のもとに情報システムの設計ができる。 

② 内部設計書・プログラム設計書を作成できる。 

③ プログラミングに必要な高度の論理的思考を有する。 

④ ネットワーク、データベースなどに関する実装技術を有する。 

⑤ 一つ以上のプログラム言語の仕様を熟知しており、その言語の特徴を利用

して効果的なプログラムの開発ができるとともに、情報処理技術者試験（基

本情報技術者）レベルの下位技術者を指導できる。 

⑥ プログラムのテスト手法を熟知しており、単体テスト・結合テストの計画

と管理が行え、テストの実施についてはプログラム開発要員を指導できる。 

2) 標準カリキュラムの構成 

高度情報化人材育成標準カリキュラムの構成は下に示す通りである。 

表 4-3-8 高度情報化人材育成標準カリキュラムの構成 

総論  

部 【概  要】 各部で教育する内容についての概要 

【教育目標】 受講者に習得させたい目標 

 章 【概  要】 各章で学習する内容についての概要 

【学習目標】 受講者が当該章を修了した時点でできるようになる目標 

【内  容】 教育すべき内容（節ごとの研修内容と標準実施時間） 

【指導上の留意点】 

【用  語】 各章での学習に関連する用語 

達成指標   

具体的なカリキュラムの詳細は、文献を参照すること。 
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(5) 情報処理専門カリキュラム標準 J0714 

社団法人情報処理学会（以下、情報処理学会）では、わが国の大学等の高等教育機

関における情報処理教育について随時検討が重ねられており、各教育機関の情報処理教

育カリキュラムの開発・実施において参照される、標準的なカリキュラムの策定が行わ

れている。 

1990 年には、J90 と呼ばれる情報処理標準カリキュラムが発表され、その後 1997

年には、第 2 世代の情報専門学科カリキュラム標準 J97 が発表され、わが国における

情報処理専門教育のカリキュラム標準として、高等教育機関における情報処理教育のカ

リキュラム設計のリファレンスとして活用されてきた。 

情報処理学会が J97 を公表してから約 10 年が経過し、その間、情報技術に関する飛

躍的な発展、情報技術の社会インフラ化が進んだ。このような状況の中、情報処理学会

の情報処理教育専門委員会（委員長：早稲田大学理工学術院 筧 捷彦教授）の下に、情

報専門学科標準カリキュラム策定プロジェクト J07 が発足し、2007 年 3 月に情報専門

学科におけるカリキュラム標準 J07 の知識体系が公表された。2007 年度には、公表さ

れた知識体系を詳細にわたって完成させるとともに、その知識体系については、少なく

ともコア項目（「必修」的な項目）に対する学習達成目標（水準）を示すとともに、カ

リキュラム例は、少なくともコアとする項目をすべて網羅できる科目の構成・配置例を

作成するとしている。 

 

1) J07 の概要 

J07 では、米国における最新の情報処理標準カリキュラムである CC2005 等も参

考にしながら、具体的な科目配置・履修学年等は一例を示すに留めることなどを方

針としてカリキュラム標準の策定が進められている。この方針は、教育プログラム

の認定（例えば、日本技術者教育認定制度 3）においては、教育機関の自主性・創

造性を最大限尊重し、教育方法の開発・実施は、それぞれの教育機関が担うべき役

割としていることに呼応するものである。 

また、大学教育が、知識を教授するという従来の方式・方法にとどまらず、プロ

ジェクト中心の学習方式(PBL: Project Based Learning)やインターンシップの広が

り、e-learning 等の活用等の教育方式の多様化が進む中、カリキュラムに関する基

                                                  
14 「情報専門学科におけるカリキュラム標準 J07（中間報告）知識体系（BOK, Body of Knowledge）中

間報告」、情報処理学会情報処理教育委員会 J07 プロジェクト連絡委員会、2007-07-31 
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準参照文章が標準の“カリキュラム”（科目内容と科目配置）を示すという従来型の

カリキュラム標準ではまとめられないことを反映している。 

2007 年 3 月に公表された中間報告によれば、J07 は、カリキュラム全体が CS

（Computer Science）、CE（Computer Enginerring）、SE（Software Engineering）、

IS（Information System）、IT（Information Technology）の５つの領域に体系化

されている。2007 年 3 月の段階では、各領域で扱う知識項目（又は知識体系：Body 

of Knowledge＝BOK)が洗い出され、それぞれの教育プログラムが教育・学習の対

象とすべき中核項目（Core）が選定された。5 つの領域の特徴は、次表に示したよ

うに特徴づけられている。 

 

2) J07 の知識項目 

情報専門学科標準カリキュラム J07 を構成する５つの領域、CS、CE、SE、IS、

IT 別の知識項目の概要は、下記の通りである。 

表 4-3-9 領域ごとの知識項目概要（J07-CS） 
J07-CS 領域の知識体系の概要 
略称 領 域 ユニット数 コア時間 
DS 情報の基礎となる数学など 8 41 
PF プログラムの基礎 5 38 
AL アルゴリズムの基礎 10 18 
AR アーキテクチャと構成 9 33 
OS オペレーティングシステム 13 15 
NC ネットワークコンピューティング 7 14 
PL プログラミング言語 11 19 
HC ヒューマンコンピュータインタラクション 8 8 
MR マルチメディア表現 6 3 

GV グラフィックスとビジュアルコンピューティン

グ 8 3 

IS インテリジェントシステム 10 3 
IM 情報管理 14 14 
SP 社会的視点と情報倫理 10 11 
SE ソフトウェア工学 12 20 
CN 計算科学と数値計算 4 0 
合計  135 240 
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表 4-3-9 領域ごとの知識項目概要（J07-ISBOK） 
J07-IS 領域の知識体系（J07-ISBOK） 
レベル１（大項目）：情報技術 
レベル２（中項目） レベル３（小項目）数 
コンピュータアーキテクチャ 6 
アルゴリズムとデータ構造 10 
プログラミング言語 7 
オペレーティングシステム 13 
通信 12 
データベース 13 
人工知能 5 
レベル１（大項目）：組織と管理概念 
レベル２（中項目） レベル３（小項目）数 
組織理論一般 7 
情報システム管理 17 
意思決定理論 5 
組織行動 8 
変革プロセスの管理 4 
IS の法的、倫理的側面 8 
プロフェッショナリズム 7 
個人的または対人関係の技能 10 
レベル１（大項目）：システムの理論と開発 
レベル２（中項目） レベル３（小項目）数 
システムと情報の概念 6 
システム開発へのアプローチ 5 
システム開発の概念と方法論 7 
システム開発ツールと技術 3 
アプリケーション計画 5 
リスク管理 3 
プロジェクト管理 15 
情報とビジネスの分析 3 
情報システム設計 7 
システムの実装とテストの戦略 9 
システムの運用と維持 4 
特殊な情報システムの開発 10 
合計 209 

 

 

 

 

106



 

表 4-3-9 領域ごとの知識項目概要（J07-CE） 
J07-CE 分野の知識体系の概要 
略称 知識領域 ユニット数 コア時間 
コンピュータ工学の知識領域とユニット 
CE-ALG アルゴリズム 9 25 
CE-CAO コンピュータのアーキテクチャと構成 9 38 
CE-CSG 回路および信号 17 18 
CE-DBS データベースシステム 8 5 
CE-DIG デジタル論理 10 29 
CE-DSP デジタル信号処理 10 17 
CE-ESY 組み込みシステム設計 24 30 
CE-HCI ヒューマンコンピュータインタラクション 13 7 
CE-NWK テレコミュニケーション 16 22 
CE-OPS オペレーティングシステム 10 22 
CE-PRF プログラミング 8 14 
CE-SPR 社会的な観点と職業専門人としての問題 15 16 
CE-SWE ソフトウェア工学 11 16 
CE-VLS VLSI の設計および製造 11 8 
数学の知識領域とユニット 
CE-DSC 離散数学 6 23 
CE-PRS 確率・統計 11 15 
合計  188 305 
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表 4-3-9 領域ごとの知識項目概要（J07-SE） 

J07-IT 領域の知識体系の概要 
略称 エリア（知識領域） ユニット数 コア時間 
ITF IT 基礎 6 33 
HCI ヒューマンコンピュータインタラクション 7 20 
IAS 情報保証と情報セキュリティ 11 23 
IM 情報管理 6 34 
IPT 技術を統合するためのプログラミング 7 24 
NET ネットワーク 6 20 
PF プログラミング基礎 6 38 
PT プラットフォーム技術 6 14 
SA システム管理とメインテナンス 4 11 
SIA システムインテグレーションとアーキテクチャ 7 21 
SP 社会的な観点とプロフェッショナルとしての課題 9 23 
WS Web システムとその技術 6 21 
合計  81 282 

 

J07-SE 領域の知識体系の概要 
知識カテゴリ名 Jpn1 対応 BOK サブユニット数 単位数 時間数 
情報科学基礎知識項目 
確率・統計 3 0 0 
離散数学 4 2 22.5 
論理と推論・計算理論 5 2 22.5 
コンピュータ基礎 2 2 22.5 
オペレーティングシステム基礎・データベース基礎 2 2 22.5 
ネットワーク基礎 1 2 22.5 
一般工学基礎 10 2 22.5 
データ構造とアルゴリズム・プログラミング言語基礎 9 2 22.5 
ソフトウェア・エンジニアリング知識項目 
ソフトウェア構築 20 2 22.5 
ソフトウェアモデリングと要求開発 3 2 22.5 
ソフトウェアアーキテクチャ 4 2 22.5 
ソフトウェア設計と HCI 6 2 22.5 
ソフトウェア V&V 5 2 22.5 
形式手法 7 2 22.5 
開発プロセスと保守 9 2 22.5 
ソフトウェア品質とエンジニアリングエコノミックス 3 2 22.5 
ソフトウェア開発マネジメント 16 2 22.5 
合計  32 337.5 
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第 5 章 組み込みソフトウェア開発に関わる人材育成の今後の課題 

我が国において今後必要となる組み込みソフトウェアに関わる人材育成に関しては、

以下の 5 点が重要な課題となろう。 

⑬ 大学、 民間団体を活用した体系的な人材育成システムの構築 

②�  政府、企業、大学の産学官協力による研究開発と人材育成システム構築 

③�  信頼性や正確性を確保するための政府との協力体制の構築 

④�  組み込みソフトウェアに関わる各業界の横断的な設計思想の構築 

⑤�  新たな開発ツールの開発 

以下それぞれについて整理する。 

 

① 大学、民間団体を活用した体系的な人材育成システムの構築 

米国でも、もともと大学の教育、人材育成は基礎重視である。今回の調査でも、

カーネギーメロン大学の SEI や、カリフォルニア大学バークレー校の CHESS な

どを除けば、多くの大学での人材育成内容は、ソフトウェアの基礎的な教育が中

心となっている。これをさらに広げたり、深めたりしようとすることには限界が

あるといえよう。 

特に学部レベルでの教育はコンピュータの基礎的な知識を習得するだけでも非

常に幅が広く、組み込みソフトウェアのような応用的、学際的な要素の強い分野

のソフトウェアを学部レベルで教えることは非常に難しい。大学院レベルでの教

育でやっと教えることはできるが、組み込みソフトウェアの持つ学際性は、学ぶ

べき内容をさらに複雑化させる。 

結局、組み込みソフトウェアに関する教育は、大学院でも行われるが、多くは

大学、大学院を出てから、企業もしくは個人が費用を負担して行っているのが現

状である。 

カーネギーメロン大学の SEI は非常に体系的なソフトウェアの教育プログラム

を作り上げており、これをピッツバーグのみならず、米国内でも西海岸や東海岸

で、また海外においてもフランクフルトやパリ、ロンドンなどで行っている。 

このような体制を日本の大学ですぐに作り上げることは難しいが、大学がカリ

キュラムと人材を提供し、民間の団体などと共催して教育プログラムを実施する

体制を作ることは不可能ではなく、その実現が期待される。 

 

 

109



 

② 政府、企業、大学の産学官協力による研究開発と人材育成システム構築 

日本でも米国でも同様であるが、大学がどこまで教え、企業がどこまで分担す

るかは明確にはなっていない。誰がその費用を負担するかも重要である。前述の

ように組み込みソフトウェアの教育に関しては、学部というよりも大学院や、会

社に入ってからの教育が重要となる。 

日本でもソフトウェアの基礎教育はかなり充実してきてはいるが、企業側から

見れば、もっと応用を含めて教育してほしいという要請がある。現状の日本では、

企業が企業内のオンザジョブで育成するという形が最も一般的である。 

しかし、理想的に言えば、組み込みソフトウェアのような応用性の高いソフト

ウェアの教育については、まず、政府や企業などからのソフトウェアのニーズと

資金の提供を大学にしてもらうことが必要である。そして、その資金を使ったプ

ロジェクトにおいて、企業や政府側からの参画を得て、大学との共同体制で開発

をしていくことが必要である。企業はそこに人材を送り込み、大学との共同研究

を進めるプロセスでその人材が育っていくことが期待される。 

SEI も CHESS も、連邦政府や NSF などから、ニーズと潤沢なプロジェクト予

算を得てスタートし、世界的な地位を確立している。企業はここに研究者レベル

の人材を送り、より高度な人材に育つことを期待している。また、これら機関は、

そうしたプロジェクトの経験を、別途人材育成プログラムに活用している。そし

て企業はこうしたプログラムに企業の人材を企業の費用負担で送りこんでいる。 

米国では、このような形で大学が人材育成プログラムを擁しているところも多

いが、そのためには政府や企業と大学との産官学連携体制が不可欠である。 

 

③ 信頼性や正確性を確保するための政府との協力体制の構築 

高度な信頼性や正確性が求められる高付加価値型のデバイスに関わるソフトウ

ェアに関しては、その規則や基準、制度を管轄する政府と、それらの制度などに

関わる民間団体や企業などが協力して、より高度な制度の確立を目指し、制度の

徹底を図っていく必要がある。 

医療機器のソフトウェアの安全性に関し、米国では ECRI と AAMI、そして政

府側である FDA が見事な連携を取っていた。ECRI が集めた医療機器に関わる

様々な情報や、評価のデータベースを元に、FDA が規則や基準、制度を確立し、

それを AAMI のトレーニングコースで民間に徹底するという構図である。民間企

業や病院は ECRI や AAMI に、会員や協賛企業として協力している。 
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日本は現段階では医療機器の規則、基準、制度を含む許認可に関しては、欧米

での評価に頼っているので、こうしたシステムは存在していないが、今後、国際

的な医療機器産業の振興を図るとするならば、こうした体制を整えていく必要が

ある。AAMI や ECRI などは、アジア地域に既に進出してきており、こうした機

関との連携も必要となろう。 

 

④ 組み込みソフトウェアに関わる各業界の横断的な設計思想の構築 

組み込みソフトウェアに関する様々な業界（例えば医療機器、航空宇宙、自動

車など）があるが、これらの業界を横断して重要かつ共通的なアーキテクチャが

ある。特に高信頼性、安全性等に関わる部分では共通する部分も多くあると考え

られる。 

現段階ではそうした業界横断的なアーキテクチャを育てていくという方向性は

あっても、実現はしておらず、今後の課題となっている。 

カーネギーメロン大学の SEI では、そうした課題を実現するための新しいツー

ルを提案しつつあり、今後の動向が注目される。 

 

⑤ 新たな開発ツールの開発 

カーネギーメロン大学の SEI（Software Engineering Institute）における組み

込みソフトウェア開発の特徴は、アーキテクチャ分析及び設計言語（Architecture 

Analysis & Design Language : AADL)標準を用いたモデル基本工学（Model 

Based Engineering: MBE）であった。ここから派生する様々な開発ツールを世

界に対して提案している。 

また、カリフォルニア大学バークレー校の CHESS においても組み込みソフト

ウェアの開発について、モデル基本設計（Model Based Design）、プラットフォ

ーム基本設計（Platform Based Design）等の開発ツールを提案している。 

今後、これらの大学のみならず、欧米の様々な機関から、世界で普遍的に使え

る新しい開発ツールの提案が行われてくることが予想されるが、日本もその動き

に追随していくことが期待されよう。 

 

 

 

111





116 
 

参考資料 1  委員会議事録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議事録 
会議名：第 1 回  

名古屋大学組み込みソフト調査委員会 
日時： 2008/12/26（金曜日） 11：30～12:50 
場所： 名古屋大学 インキュベーション施設 １F 
       プレゼンテーションルーム 

参加者： 各務委員、鈴村委員、高田委員、手嶋委員、武田委員、星野委員、青山委員 
      スタッフ（井門、吉田、堂前） 

 

 

■議事内容 

１． 委員紹介（自己紹介） 

 出席した委員及びスタッフが順次自己紹介を行った。 

 

２． 調査の概要及び体制 

 青山委員が、「実施計画書」に基づいて、本プロジェクトの概要、方向、スケジュールについて説明を行った。

・調査の方向性 

調査対象分野を医療、航空宇宙、ロジスティクスと決めて申請したが、調査の途中で、特徴的なことが出て

くれば、方向を変えてもいいのではないかと思っている。 

それぞれの分野に特化したもの、共通のものがあるだろう 

米国が進んでいる 

申請予算の関係で、ボストン、シアトル、アトランタ、ニューヨークに限定した 

名古屋は、東京と大阪の真ん中であると共に日本の真ん中で、ハブになり得る地域。この地域の産業の多

様化、発展を目指すとき、どのような要素があるかを念頭に置きながら議論し方向性を考えていきたい。 

ロジスティクスの調査イメージ： 

流通の中に情報を埋め込んでいるシステム 

アトランタ、シアトルに事例がある 

ジョージアテック大学（アトランタ）Global Logistics Institute というコースがある 

・事業のタイムスケジュール 

 １２月がのスタートとなってしまった 

 「１月調査→委員会で報告→２月調査→委員会で報告」ということになる 

 

３． 各委員へのヒアリング概要（各委員のコメント） 

 星野委員が、「委員へのヒアリング結果」に基づいて、12/17～12/25 までの間に行った委員ヒアリングのまとめ

を報告した。 

 その後、各委員からのコメントを頂いた。 

武田委員： 

 FDA に寄ってくる価値がある 

鈴村委員： 

 「安全」という横串で各分野を捉えたらよい。 

各務委員： 

 ボーイング、SAIC を含めて視察候補を再検討したい 

 商社を使うとアポ取りやすいと思う 

高田委員： 

 調査先としては次がよさそう： FDA, AAMI, CMU SEI 

SEC(IPA の下)が CMU SEI と提携し、翻訳版を出すことになったので、誰か紹介してくれるだろう

資料：  次第、委員及び担当スタッフ名簿、実施計画書、委員へのヒアリング結果、 
      在外研究調査計画書 
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手嶋委員： 

 視察対象として IEEE 本部（Piscataway, New Jersey）はどうか： 

  教育プログラム、会員のキャリアパス、標準化等の活動を行っている 

 また、ハネウエル（Morristown, New Jersey）はどうか。 

青山委員： 

 ニューヨークの大学では、再教育コースをたくさん持っている 

鈴村委員： 

 フォードが教育をまるまる大学に委託している例もある 

 

４． 米国調査の進め方、計画 

 青山委員が「在外研究調査計画書」に基づいて、１月の米国視察スケジュールについて説明を行ったが、各

委員から、その他の視察候補が提案されたので、ニューヨーク、ボストン近辺及びワシントン DC、 ピッツバーグ

を視野に入れて計画を立てることとした。 

 

５． その他 

 次回の委員会を 

 平成２１年１月３０日（金）１５：００ 

とした。 

 

以上
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議事録 
会議名： 第２回 

名古屋大学組み込みソフト調査委員会 
日時： 2009/1/30（金曜日） 15:00～17:00 
場所： 名古屋大学 インキュベーション施設 １F 
       プレゼンテーションルーム 

参加者： 酒井委員、各務委員、鈴村委員、高田委員、手嶋委員、武田委員、青山委員 
      星野、スタッフ（井門、吉田、岩山、伊藤） 

 

 

■議事内容 

４． 委員紹介（自己紹介） 

 前回欠席された酒井委員が自己紹介を行った。 

 

５． １月視察先と３月視察先候補の報告 

 青山委員が、資料１に基づき１月視察先および３月視察先候補の説明を行った。 

資料１の視察先リストにおいて、次の通り色分けされている。 

 黒字：１月調査したところ、赤字：今後調査候補、 青字：断られたところ 

 

・委員からのコメント 

手嶋：サンフランシスコに行くのなら HP 社がある。MountainView にパトリオット・ミサイル・プログラム開発で

有名なレイシオン社もある。 

手嶋：CHESS の上位組織の委員長をしている井上氏を紹介できる。 

手嶋：メリーランド大学の CS も有名。Empirical…という講座を多く持っている。 

 

６． CMU SEI の活動概要（各委員のコメント） 

 青山委員が、資料２に基づき、１月視察で訪問したカーネギーメロン大学の SEI(Software Engineering 

Institute)の活動概要の紹介をした。 

 

・委員からのコメント 

手嶋：SEI はキャンパス内に無い。オフィスビルの１棟に存在する。 

青山：教育カリキュラムとしてカタログを入手「Software Engineering Institute Cource Catalog 2009」 

高額の短期コースである。 

高田：各コースの研究を進めるべき。各コース何名くらい参加しているか調査して下さい。 

青山：コース収入は全体の２５％。あとは、政府関係共同プロジェクト５０％、その他２５％。 

トータル収入は Annual Report をダウンロードしたら分かるので調べておく。 

高田：どのようなスキームで運用しているか？ 

青山：体制としては、研究者、トレーニング専門者、両方の役割を持つ者で構成されている。 

手嶋：この手の研究所は、大学に運用を委託しているケースが多い。 

Operated by XXXX という感じ。 

青山：業種別コースがあるか？と聞いたが、ソフトウェアはソフトウェアだと言われた。 

鈴村：業種別受講者数の情報はもらえないか？ 

青山：調べておく。 

手嶋：受講料は個人の自己投資ではないか。 

テイラーメイドのコースもやってくれるのでは。 

青山：カリフォルニア等、その地域の企業の社員が研修を受ける場合、州が補助するケースがある。 

資料：  次第、委員及び担当スタッフ名簿、実施計画書、 
資料１：米国現地調査進行説明資料、 
資料２：CMU SEI の活動概要、資料３：ECRI の活動概要 
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６． 米国調査の進め方、計画 

 青山委員が、資料３に基づき、１月視察で訪問した ECRI の活動概要の紹介をした。 

 

・委員からのコメント 

青山：「Medical Technology for the IT Professional」という本が２週間以内に出版される。 

ECRI は Consumer Report をする団体として発足 

現在は、様々なレポートを DB 化して、製品を評価・コンサルティング 

酒井：医療機器の世界では、事故が起こったら２週間以内に政府当局に報告義務のがあるといった法律が

ある国が多い 

ECRI 雑誌には、全てリコール情報が載っている 

FDA は認可機関。認可したものの責任が発生するので多人数でチェックしている 

FDA 研究員は、AMMI で講師をしているケースが多い 

青山：ECRI は医療機器のチェック機能ももっている 

武田：Certificate まで出しているのか？ 

青山：そこまで、法的に効力のあるものは出していない 

酒井：規制とトレーニングビジネス (ex. 6150) 

日本では、研究者がいないので、そのようなビジネスモデルになっていない 

薬事法には、ソフトウェアに関する規制はない 

高田：日本では事故がおこっていないので、放置されていたのではないか？ 

酒井：日本では、事故の原因を特定する必要がない 

「ＸＸしないでください」といった対処方法を示せばよい 

失敗した時の損失とのバランスで組織としての判断が行われるのだろう 

 

７． その他 

 次回の委員会を 

 平成２１年２月２７日（金）１１：３０～１３：００ 

とする。 

 

以上
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■議事内容 

１．次回米国調査(3/1～8)の進行状況（資料１） 

３箇所訪問予定 

  ・サンフランシスコ 

 UCB 

   CHESS Mr.Christopher 

   CITRIS Dr.Inoue 

  見返りを求められているので、何か考える 

   Stanford 

  ・アトランタ 

 ジョージアテック 

 Atlanta Logistics Innovation Council 

 2) or 3) 

  ・ワシントン DC 

 AAMI 

 University of Maryland 

   Fraunhofer Center 

   Software ENgineering for Real-Time System 

委員からの意見： 

鈴村：CHESS 

 NSF, IST（ヨーロッパ）とコンファレンスやっていた 

 Service Oriented Architecture → ASOSA という活動 

手嶋：Toyota は CHESS に参画している 

 

２．組み込みソフトウェアを取り巻く状況（資料２） 

 本日資料のみ 

議事録 
会議名： 第３回 

名古屋大学組み込みソフト調査委員会 
日時： 2009/2/27（金曜日） 11:00～13:30 
場所： 名古屋大学 赤崎記念研究館２階会議室 

参加者： 酒井委員、各務委員、鈴村委員、高田委員、手嶋委員、武田委員、青山委員 
      星野、スタッフ（吉田、伊藤） 

 

 

資料：  第３回名古屋大学組み込みソフトウェア調査委員会 次第 
資料１：第２回 米国調査 調査対象 
資料２：組み込みソフトウェアをとりまく状況 
資料３：鈴村委員資料「第３回名古屋大学組み込みソフトウェア調査委員会」 
 各務委員資料「MASC における技術教育制度」 

「組み込みソフトウェア技術者の教育に関する提言」 
 資料４：平成 20 年度「機械産業分野における組み込みソフトウェアの開発システム及び 

開発人材の育成システムに関する調査」報告書目次案 

117



 
 

３．産業界委員からの報告 

鈴村委員（資料３） 

 欧米の強さ 

   目的基礎研究の強さ －数学理論を応用へ－ 

   抽象的な課題点の明確化力 

   産学の強烈な繋がり 

  巨大な研究施設を何故大学へ設置できるか 

    税制優遇が効くのでは？ 

  非公開の博士論文化、機密保持下での学生共同研究、作業賃金支払い 

各務委員「MASC における技術教育制度」 

委員からの意見： 

高田：レポート類のフォーマットはあるか？ 

→ある。また、発注元（国、NASA 等）から概略要求がでるが、詳細は都度打合せ 

 

各務資料：「組み込みソフトウェア技術者の教育に関する提言」 

 提言：（１）教育機関の役割 

委員からの意見： 

高田：名古屋拠点 IT スペシャリストの枠組みあり 

武田：名大と三菱とであり得る。 

 

４．医療機器分野における組み込みソフトウェアの動向と今後の人材育成（酒井委員） 

 ソフトウェア事故：史上最悪のソフトウェアバグワースト１０ 

  医療分野：Therac-25 事故 

 Therac-25 事故の調査：ナンシー・レブソン 

  ソフトウェアは完璧にはならない。 要求が正しいとは限らない 

  日常的に起きている。 いくつかの出来事複雑に絡み合っている 

  →一つに特定にするのは間違い 

 医用電子機器の国際規格適用の概念 

   以下の視点が加わっている 

  リスクマネージメント 

  ソフトウェアライフサイクルプロセス 

 規制状況 

   米国： ガイダンス、申請、定期監査が定められている 

   欧州： MDD (Medical Device Directive) 

 FDA： Level of Concern（Major、Moderate、Minor） 

 6230： サブシステムに分けてクラス分類している（但し、A クラスの製品はほとんどない） 

  Activity が詳細に決められている 

 現場の問題（日本企業） 

  過敏な反応：絶対的な判定基準があると考えている 

  外部要求＝書類作成と考えている 

  外部規格要求を満たす＝品質向上に繋がるとは思っていない 

  マネージメントスキルがもともと高くない 

 日米の品質に関する考え方の違い 

  米国：ルール、責任、システム、ツールに関する意識が高い 

  日本：意識が高い 

 商品やサービスの価値 

  顕在的価値 

  潜在的価値 

 必要なトレーニング 

  プロダクト・リスクマネージメント 

  リスク回避のためのアーキテクチャ設計技術 
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委員からの意見： 

各務：航空宇宙の場合の似ているところはある。→クラス分類 

  トラブルシューティングプロセスが定められている 

 

５．報告書の取りまとめについて（資料４） 

 １．組み込みソフトウェア開発をとりまく状況 

  星野担当 

 ２．分野別の組み込みソフトウェア開発の動向と諸課題、人材育成動向 

  各企業委員 

  期限とページ数については後日（来週）連絡する 

 ３．米国の諸大学における組み込みソフトウェア人材の育成プログラム 

  大学中心のレポートになる 

  これに、AAMI, ECRI 等が加わる 

  ２回目米国視察後 

 ４．組み込みソフトウェア開発に関わる人材育成の今後の課題 

  以下のカリキュラムを調べる 

   IPA, 情報処理学会、電装技術センター：星野担当 

   （IPA,電装技術センター: NCES 山本、 

    情報処理学会：富山先生に問い合わせる） 

  また、各務委員、酒井委員にも自社の事例を書いていただく 

 

６．その他（次回日程など） 

 ３月２５日（水）１３：００～ 

以上
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■議事内容 

１．第２回米国調査の概要報告 

資料１及び資料１－１に基づき、以下の視察調査の概要報告を行われた。 

 CHESS 訪問報告 

 SCF ホームページ調査報告 

 SCL 訪問報告 

 AE-GT 訪問報告 

 アトランタ商工会議所訪問報告 

 メリーランド大学訪問報告 

 AAMI 訪問報告 

委員からの意見： 

・CHESS 訪問報告 

高田：CHESS は案件毎の共同研究契約に基づいてやっているのか？ 

吉田：CITRIS が CHESS も傘下に持つゆりかごのような存在。CITRIS 会員になってもらっている。 

手嶋：NFS からの資金は毎年減っているはず。 

・SCF ホームページ調査報告（訪問がキャンセルになってのでホームページで調査した） 

手嶋：SCF の会費は、新人の教授や Doctor、専業スタッフの給与。会員がスタンフォードの教授と話がで

きる。 

青山：MIT でも年間 10 万ドル会費で同じような仕組みでやっている。 

・アトランタ商工会議所報告 

青山：サプライチェーンマネージメントをジョージアテックがやっている。 ソフトウェアをどう使うかのトレー

ニングが主。 

手嶋：HP のデータセンターがある。とにかく安いとのことであった。 

 

２．報告書目次 

青山委員から、報告書の目次について説明された。 

議事録 
会議名： 第４回 

名古屋大学組み込みソフト調査委員会 
日時： 2009/3/25（水曜日） 13:00～15:00 
場所： 名古屋大学 インキュベーション施設 １F 
       プレゼンテーションルーム 

参加者： 酒井委員、各務委員、鈴村委員、高田委員、手嶋委員、武田委員、青山委員 
      星野、スタッフ（吉田、伊藤） 

 

 

資料：  第４回名古屋大学組み込みソフトウェア調査委員会 次第 
資料１、資料１－１：第２回米国調査の概要報告 
資料２：報告書目次 
資料３：組み込みソフトウェア開発をとりまく状況、人材育成カリキュラム（星野委員） 
資料４：分野別動向と諸課題－医療機器産業分野、人材育成カリキュラム（酒井委員） 
資料５：分野別動向と諸課題－自動車産業分野、人材育成カリキュラム（鈴村委員） 
資料６：米国の諸大学、諸機関におけるプログラム、今後の課題 
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３．報告書概要 

2.1 節について： 酒井委員担当 

酒井：公理と実質的なことを組み合わせたカリキュラムにしたらどうか。 

Software CAPA が特徴的 

2.2 節について： 各務委員担当 

今、まとめているところ 

2.4 節について： 鈴村委員担当 

 

２章全般についての委員からの意見 

高田：これだけのことを大学教育の中で詰め込めるのか？職制で学ぶことを限定しないと出来ないので

は？ 

酒井：トレーニングメニューを作成するのに費用がかかる。トレーニング受講もお金がかかる。日本では、

エンジニアがフラット。誰にお金をかけて教育を受けさせるか？はっきりしない。専門教育のマーケ

ットができていないので、コストがかかる。欧米の方が教育の仕組み的によくできているが、開発プ

ロダクトの質は日本の方がよい。CAPA が協調されている。 

高田：欧米では、出来ていないから、仕組みを整備している。 

青山：大学コースでも 3,000 ドル程度かかっている。 

各務：企業ではあまりお金かけていない。 

酒井：日本では、教育で困っているエンジニアがボランティアで作っている教材が多い。 

手嶋：NEXCESSでも、教育で成功しているところがない。産業集積がないと回らない。３大都市圏くらいだ

ろう。 

高田：高信頼性組み込み分野なら競争力はあるかも。 最近のはやりで、予算を取るために人材育

成コースをやろうとしている。 

各務：企業の中でも教えるという風土がなくなっている。 

手嶋：教育コストの負担を負えなくなっている。技術者は自らに教育投資をしている。 

酒井：外注比率が高くなっている。教育の費用を出せない。 

手嶋：新入社員には教育投資効果が見えるので、会社としても投資しやすい。 

各務：対象物の理解が鍵。ソフトウェア工学を学んだ人にも追いついてくる。 

酒井：ドメインの知識を注入してきた会社に委託することになる。 

鈴村：「応用がきく」人が欲しい。 

手嶋：社会としては、バリエーションを提供しなければならない。 

酒井：グローバルなプロジェクトは可能。環境が整備されているので。 

青山：民間団体の活用、民間団体が政府と連携する、といった活動が希薄。 

高田：補助金は結構ついている。 

酒井：AAMI の例は、政府と利害が一致している例。 

高田：STARC がモデルか？LSI 開発のカリキュラムを大学と共同開発している。 

酒井：マーケットサイズに関係している。 

青山：組み込みソフトウェアに業界横断的な教育は大学の役割か。 

酒井：Critical Device という切り口ではあり得る。 

高田：学部は基礎中心（ソフトウェア全般）になる。大学院レベルでは組み込み教育はあり得る。が、８割

がソフト全般、２割が組み込みということになる。その２割も、自動車と携帯では異なる。 

４．その他 

報告書の納期は３月３１日。 

最終印刷上がりは４月１０日を考えている。 

121





125 
 

参考資料 2 各機関ヒアリング概要 

 

1.機関名 2.所在地  

カーネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所 

（Software Engineering Institute：SEI） 

ペンシルベニア州

ピッツバーグ 

3.機関の活動概要 

＜研究概要＞ 

この研究所において、航空宇宙をはじめ、様々な分野の組み込みソフトウェアの応用

研究がおこなわれている。特にアーキテクチャ分析及び設計言語（Architecture 

Analysis & Design Language : AADL)標準を用いたモデル基本工学（Model Based 

Engineering: MBE）は、航空、自動車、医療機器等々、様々な分野において応用可能

であり、政府や産業界の求めに応じて、多くの先進的な応用研究を行っている。 

また、SEI は多くの分野に応用できるソフトウェア工学に関わる教育・トレーニング

コースを設けており、世界中から受講者を集めている。 

4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

 カーネギーメロン大学の SEI（Software Engineering Institute）における組み込み

ソフトウェア開発の特徴は、アーキテクチャ分析及び設計言語（Architecture 

Analysis & Design Language : AADL)標準を用いたモデル基本工学（Model Based 

Engineering: MBE）である。 

 SEI ではこの AADL を用いた MBE をもとに様々な分野での組み込みソフトウェア

開発と人材育成を行っている。 

 SEI の事業の基本は、企業や政府からの重要なニーズ及び技術開発の時代要請など

に基づいてソフトウェアの開発を行い、次にフィードバックを行いつつ具体的な応

用に向けての開発支援を行うプロセスとなっている。そしてさらにそれらをフィー

ドバックしつつ拡大・拡張させていくための役割を果たしていく。 

 MBE は組み込みソフトウェアや、リアルタイムシステムなどの分野での信頼性を開

発段階で高めるものであり、高い信頼性を求められる航空機や医療機器などのソフ

トウェアの開発に際し、大変有効な手法であると強調されている。 

 この MBE はアーキテクチャ分析及び設計言語（Architecture Analysis & Design 

Language : AADL)標準を用いることで、高度な安全性や信頼性を得ることができ、
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航空機や航空関連の機器、自動車、医療機器等々に活用できるとされている。 

 とりわけ、航空機の次世代の新しいシステム開発においては、ボーイングやエアバ

ス、ロッキード、GE をはじめ、連邦政府（国防省、連邦航空宇宙局）なども加わっ

てこのシステムを応用した形での共同開発研究が進められている。 

 SEI におけるソフトウェア人材育成システムは、特に組み込みソフトウェアに限定

してはコースは組まれていないが大きく以下の 8 つの分野において、64 のコースが

準備されている。 

1） プロセス改善コース（30 コース） 

2） 情報セキュリティ関連コース（11 コース） 

3） ソフトウェア・アーキテクチャコース（5 コース） 

4） ソフトウェア・プロダクト・ラインコース（5 コース） 

5） ソフトウェア取得マネジメントコース（6 コース） 

6） 組織マネジメント開発コース（2 コース） 

7） MBE コース（1 コース） 

8） サービス主眼のアーキテクチャコース（４コース） 

 直接組み込みソフトウェアに関わりのないコースもあるが、ソフトウェアに関わる

総合的なコースが用意されている。これらのコースの大部分は 1 日～3 日のコース

であり、開催場所もカーネギーメロン大学のあるピッツバーグが約半分以上を占め

るが、国内のワシントン DC やサンフランシスコ、ボストンなどで開催されている。

さらには、ドイツのフランクフルトやロンドン、パリ等々、広く海外でも開催され

ている。参加者の多くは企業の研究開発部門の社員や、政府の職員、海外からの参

加者などであり、多くの参加者が毎回集まるとのことである。 

 コースの費用はコースや参加資格によっても異なるが、企業が 1,500 ドル～6,000

ドル、政府関係者が 1,200 ドル～4,000 ドル程度である。海外からの参加は 2,000

ドル～10,000 ドルとなっている。 

 これらのコースにおいて、航空宇宙や医療機器などの分野別のコースについて確認

したところ、特に分野別のコースは設けておらず、各コースの中で、具体的な事例

として紹介する程度とのことであった。リスクなどに対する考え方は、航空機にお

いても医療機器などにおいても、その重要さには変わりなく、その信頼性を保証す

るシステム構築の手法を教えているとのことである。 
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5.機関の運営体制（予算、人材、他機関との連携） 

● 1984 年に国防省（Department of Defence）の研究開発研究室（Federally Funded 

Research & Development Center: FFRDC）として、連邦政府の資金によって設立

された研究所であり、運用はカーネギーメロン大学によって行われている。 

● 2008 年時点で 550 人を雇用 

● ピッツバーグのほか、フランクフルト、ドーハ、アーリントンにも分室 

● 現在の政府スポンサーは国防省と国土安全保障省 

●民間企業からも多くのスポンサー 

 

6.その他 

  

7.機関情報 

SEI： http://www.sei.cmu.edu/about/ 

125



 

 

1.機関名 2.所在地  

マサチューセッツ工科大学 マサチューセッツ州

ケンブリッジ 

3.機関の活動概要 

 MIT では、電子工学及びコンピュータサイエンス学部（Department of 

Electrical Engineering and Computer Science：EECS）が基本的なソフトウ

ェアの教育、研究を行っているが、組み込みソフトに特化しているわけではな

い。EECS には数多くの研究プロジェクトがあり、それぞれがラボを形成して

いる。 

 大きなものでは Lincoln Laboratory で、ここにはハイパフォーマンスの組み込

みソフトを研究している研究者（Dr. David Martinez）がおり、2008 年に「High 

Performance Embedded Computing Handbook 」を出版した。 Lincoln 

Laboratory は主に政府系の資金を得て、航空宇宙などの分野の研究を行ってい

る。 

 またシステム設計及びマネージメント（System Design and Management：

SDM）では、社会人の研修希望者を受け入れ高度なソフトウェアの研修を行っ

ている。 

 また、EECS の所属でかつ工学部にも所属するスローン・マネージメント校に

工場のリーダー養成プログラム(Leaders for Manufacturing: LEM)があり、こ

こでも社会人対象に工場のソフトウェア装備の研修を行っている。 

 

4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

（1）  電子工学及びコンピュータサイエンス学部（Department of Electrical 

Engineering and Computer Science：EECS） 

 EECS は MIT でも最大級の規模を持つ学部であり、多くの研究センター・

実験室（Laboratory：ラボ）を有している。EECS においては、特に組み

込みソフトウェアに特化したカリキュラムは有していないが、多くのコー

ス・プログラムにおいて、産業界との関わりを強調しており、「組み込み」

という言葉はなくても、多くのコース・プログラムにおいて、「組み込みソ
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フトウェア」に関連する基礎的な教育を行っているとみられる。 

 また、ラボについても、組み込みソフトに直接的に関わるラボは有していな

いが、ウエブサイトで各ラボの研究内容等を見てみると、下記リストの中で

太字のラボが比較的直接的に組み込みソフトウェアに関連した研究や人材

育成を行っているとみられる。ただ、間接的には下記のリストのほぼすべて

のラボが何らかの形で組み込みソフトに絡んでいるものとみられる。 

 ＜MIT の EECS における各種の研究センター、ラボ＞＊太字は組み込みソフトに関連 

• Center for Biomedical Engineering (CBE)  

• Center for International Studies (CIS)  

• Center for Materials Science and Engineering (CMSE)  

• Center for Space Research (CSR)  

• Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL)  

• Edgerton Center  

• Harvard-MIT Health Sciences and Technology (HST)  

• Laboratory for Electromagnetic and Electronic Systems (LEES)  

• Laboratory for Energy and the Environment  

• Laboratory for Information and Decision Systems (LIDS)  

• Leaders for Manufacturing Program (LFM)  

• Lincoln Laboratory  

• Media Laboratory  

• Microsystems Technology Laboratories (MTL)  

• NanoStructures Laboratory  

• Operations Research Center (OR)  

• Plasma Science & Fusion Center (PSFC)  

• Research Laboratory of Electronics (RLE)  

• System Design and Management Program (SDM)  

• Technology, Management and Policy Program (TPP)  

 

 

127



 

（2） MIT リンカーン・ラボラトリー 

 リンカーン・ラボラトリーは、1951 年に連邦政府によって設立された研究

機関であり、EECS の中でも最も規模の大きい研究機関である。立地場所は

都心を離れて郊外に立地し、先進的な電気・電子技術を用いた航空・宇宙防

衛面での研究を中心に進められている。主に連邦政府からの研究予算で運営

されており、航空・宇宙や、国土防衛、情報通信、またそれらに関連する工

学などの研究がおこなわれている。 

 この研究機関では、毎年 9 月に「High Performance Embedded Computing 

Workshop: HPEC」を開催しており、ここで航空宇宙に限らず、組み込みソ

フトウェアのワークショップが行っている。またこのリンカーン・ラボラト

リーで研究する Dr.David Martinez が、2008 年に「High Performance 

Embedded Computing Handbook」の出版もしている。人材育成としての

恒常的なプログラムは持っておらず、研究開発と年 1 回のワークショップが

重要な事業となっている。 

 

（3） MIT システム設計及びマネージメント（System Design and Management：SDM）

プログラム 

 SDM プログラムは 1996 年に設立された大学院の人材養成プログラムであ

り、EECS のみならず工学部やマネジメントスクールの協力を得て設立され

た学際的なプログラムである。このプログラムでは、大学院修士レベル、も

しくは企業などに勤めている人材を技術人材のリーダーとして養成するこ

とを目的としている。 

 現在では年間 60 名程度の修了生を輩出しており、設立以来約 500 名の修了

生がある。プログラムに在籍する約 60%は企業からの派遣で来ており 40%

は個人が自己負担で受講している。自己負担で受講している人たちの多くは

新たな職を求めている。平均年齢は 35 歳である。 

 この SDM を受講した人たちは米国でも有数の企業に就職し、年俸も９万ド

ルから 15 万ドルと、かなり高い水準の職を得ていた。このデータは 2008

年来の金融不況を反映していないので、現在はもう少し低くなってきている

と考えられる。しかし最近のニュースでは、米国ではこの不況の時期にこう

した育成プログラムや大学院などを受講する人々が多くなっていると聞く
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ので、競争率は確実に上がっているものとみられる。 

 受講者のうち、ソフトウェア関連の仕事に直接的に関わっている人材は約

20%であり（IT コンサルタントなども含めれば 70％）、この SDM のコース

でもソフトウェアに関わるコースがある。ただ、組み込みソフトウェアに焦

点を当てたコースはないとのことである。 

 

（4） MIT 製造業のリーダー養成（Leaders for Manufacturing: LFM）プログラム 

 LFM プログラムも SDM と同様、MIT 内部の工学部とスローン経営学大学

院などの各部局による連携プログラムであり、1988 年に設立された。 

 LEM は基本的には 2 年間の大学院プログラムであり、製造業におけるリー

ダーエンジニアの養成が大きな目的となっている。このプログラムは、企業

の支援によって成り立っており、1 社約 2 万ドルで約 23 社の支援を受けて

いる。企業はパートナーと呼ばれ、インターンシップの受け入れや、修了後

の雇用の受け入れ先となっている。学生は 1学年で 50人前後であるが、2008

年に修了した学生の就職先の 45%はパートナー企業であった。 

 この LFM プログラムの特徴は、工学と Management の 2 つの学位を取れ

ることと、2 年間の間に 6.5 か月に及ぶインターンシップを経験することで

ある。インターンシップはスポンサー企業において実施され、学生は長期の

インターンシップで、実際の現場での問題をつぶさに体験できる。 

 LFM のプラグラムにおいては、組み込みソフトに焦点を当てたコースはな

いが、毎期のコースの中に、「工場の稼働に関するシステムの適正化とその

評価」など、組み込みソフトにも関わるとみられるコースがある。 

 

 

5.機関の運営体制（予算、人材、他機関との連携） 

 

6.その他 

  

7.機関情報 

MIT  EECS：http://www.eecs.mit.edu/about.html 

MIT EECS Laboratories：http://www.eecs.mit.edu/labs.html 

129



 

 

1.機関名 2.所在地  

コロンビア大学 

The Fu Foundation School of Engineering and Applied Science 

ニューヨーク州 

ニューヨーク 

3.機関の活動概要 

 コロンビア大学「フー基金・工学及び応用科学校（The Fu Foundation School of 

Engineering and Applied Science：SEAS）」にはコンピュータ・サイエンス及びコ

ンピュータ工学の両学部の他、7 学部があり、総合的な基礎技術、応用技術の教育・

研究を行っている。学部、大学院を合わせ約 2,800 人の学生が在籍している。 

 コンピュータ関連 2 学部においては、基礎的なソフトウェアの教育と研究開発を行

っている。組み込みソフトウェアに関連しては、大学院向けに 2 つのプロジェクト

が用意されている。一つは建築設計などに用いる CAD に関わるプロジェクトであ

り、もう一つは組み込みソフト全般にわたるプロジェクトである。 

 また大学院向けに 3 つのコースが設けられている。コロンビア大学は、特にマルチ

メディア部門での教育・研究が活発で、組み込みソフトウェアとの関連でいえば、

コンピュータグラフィックスや、機器の表示技術、映像技術などに関わる多くのコ

ース、プロジェクトもある。 

 

4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

 コロンビア大学の SEAS においては、多くの学部、リサーチセンターなどがあるが、

現段階では、組み込みソフトウェアをターゲットにしたセンターは設置されていな

い。しかし、2002 年以降、カリフォルニア大学バークレー校から組み込みソフトウ

ェアで学位を取った教員を迎え入れ、それ以来、徐々に組み込みソフトウェアの領

域でコースやプロジェクトができつつある。すでに 3 名の PhD も輩出している。 

 現在、SEAS には、組み込みソフトウェア関連で 3 コースの授業が開講されている。

1 つは分散型組み込みソフトのデザインに関するコースであり、2 つ目はコンピュー

タ・アーキテクチャのコースで、組み込み型のプロセッサーについて扱っている。3

つめは組み込みソフトウェア全般にわたるコースで、様々なハードとソフトをつな

ぐ問題について扱っている。 
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 また、2 つのプロジェクトがある。1 つは建築設計に用いられる設計ソフト CAD

（Computer Aided Design）の開発に関連するプロジェクトで、回路の統合と組み

込みシステムを搭載した CAD の開発に関わるプロジェクトである。 

 もう 1 つのプロジェクトは、組み込みソフト全般にわたるプロジェクトで、組み込

みソフト開発の一般論から、医療機器などのデバイス・ドライバーの開発、CAD の

ためのツール等々、組み込みソフトについて様々な角度から教えるプロジェクトと

なっている。 

 組み込みソフトウェアと明示してコースが設けられていたり、プロジェクトが示さ

れているのは上記のコース 3 つとプロジェクト 2 つであるが、SEAS の各部局の内

容を見ると、上記にも書いたように、マルチメディア関係での需要も高まっている

ほか、多くの分野でも密接な関係があると考えられる。今後各分野で取り組んでい

る内容の中で、組み込みソフトウェアに関わる分野は、統合されていく可能性があ

る。 

5.機関の運営体制（予算、人材、他機関との連携） 

 

6.その他 

  

7.機関情報 

コロンビア大学 SEAS： http://www.engineering.columbia.edu/pages/about/mission/index.html 

131



 

 

1.機関名 2.所在地  

カリフォルニア大学バークレー校 

ハイブリッド及び組み込みシステム・ソフトウェアセンター 

（Center for Hybrid and Embedded Software Systems 

    University of California at Berkeley：以下 CHESS） 

カリフォルニア州

バークレー 

3.機関の活動概要 

 CHESS では、モデルベースデザイン、プラットフォームベースデザイン、そして

ツール開発を柱とし、主に、異種分散型プラットフォームにおける、リアルタイムな

フォールトトレラントソフトウェアの設計手法について研究開発を行っている。演算

理論と物理学理論という現代科学の礎を固めながら、コンピュータサイエンスとシス

テムサイエンスのギャップを埋めることをミッションとしている。 

・現在進行している主なプロジェクト 

③ 分散型組み込みコントロールシステムによる Quadrotor 

 Air Fouce Office of Scientific Research プロジェクトの一環。「空飛ぶ車」

や「宇宙自動車」への足がかりとなるであろう、分散型組み込みコントロール

システムによるミニチュアヘリコプターを開発した。 

④ COSI（Communication Synthesis Infrastructure） 

 プラットフォームベースデザインによる、配線最適化アルゴリズム。LSI 設

計で培った知識を応用し、複雑な施設や異なる建築物における配線トポロジー

を導き出している。 

⑤ Control of Hybrid Systems 

 組み込みソフトウェアのソフト的要素に焦点を当てている。例えば、センサ

ーネットワークシステムによるプライバシー侵害など、最新テクノロジーが人

間社会に及ぼす問題は少なくない。法学や社会学的観点も交え、人文学系教員

との共同研究も行われている。スタンフォード大学、カーネギーメロン大学、

コーネル大学等と共同で TRUST（Team for Research in Ubiquitous Secure 

Technology）というユニットを立ち上げ、幅広い知見からの問題解決を目指し

ている。 
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4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

 学部生や大学院生に対する学習機会の提供が殆どであるが、公開講座を実施するこ

とによって、一般人への情報提供も行なっている。CHESS は独立系研究所であり、

教育課程を有していないが、情報系、電気系分野を専攻する学部生を対象とした集中

講義やワークショップが開講される。また、学部生向けインターンシッププログラム

などが用意されている（Summer Internship Program in Hybrid and Embedded 

Software Research ：SIPHER）。大学院生については、CHESS のプロジェクトに

参画し、研究を推進することが可能であるが、学位については、各々が所属する専攻

からの授与となる。 

5.機関の運営体制（予算、人材、他機関との連携） 

【予算について】 

 2002 年、米国国立科学財団（National Science Foundation）による情報技術研究

プログラム（Information Technology Research program：$13M、5 年間）の一環

として CHESS が創立された。本事業は、カリフォルニア大学バークレー校、

Vanderbilt University の Institute For Software Integrated Systems (ISIS)、

University of Memphis の Department of Mathematical Science の 3 機関が 1 ユニ

ットとして共同研究を推進する体制を築いた。したがって、CHESS 自体への助成金

は$40000 であった。尚、創立時における産業界からの資金提供はなかった。 

 上記助成とは別の研究助成金として、毎年$750000 の交付がある。 

【他機関との連携】 

・産業界 

 現在、Agilent, Bosch RTC, Lockheed-Martin, National Instruments, Toyota と

の共同研究が進行している。過去には DGIST, GM, Hewlett-Packard, HSBC Bank, 

Infineon, MicroSoft との連携実績が存在する。 

・政府系機関 

 米国国立科学財団, Air Force Research Lab, U.S. Air Force Office of Scientific 

Research, U.S. Army Research Office との実績が存在する。 

【運営体制】 

 CHESS は、５人のボードディレクター、１人のエグゼクティブディレクター、そ

してバークレー校の教員ら１１人によって構成されている。このうち、専業スタッフ
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は５名である。また、大学院の学生は３０名、ポスドクは５名が所属している。また、

複数の大学とインターディシプリナリーな体制を築いている。 

 

【産学連携の体制について】 

 提携先によりケースバイケースであるが、共同研究期間として、概ね 10 ヶ月間を

想定している。また、共同研究費についてもミニマムチャージを設定している。長期

化しそうなプロジェクトについては、毎年数パーセントの加算額を課して請求してい

る。 

近年は、マッチングファンドによる共同研究も多数存在する。その際、研究費の負担

比率は大学 50%、企業 50％と定めている。 

 

【ソフトウェアに関わる知的財産の取り扱いについて】 

 知的財産はバイドール法に則って取り扱っているが、ソフトウェアライセンスにつ

いては、一般的な GPL に加え、BSD Licence と呼ばれる独自のライセンスにより、

オープンソース化を行っている。BSD License によるプログラムは、GPL と異なり、

プログラムを改変して作った新たなプログラムソースについて、公開する義務が発生

しない。企業にとって、利益あるライセンスとなっている。ちなみに、配布したプロ

グラムのアフターフォローも、研究の一環として受付けている。一見、CHESS にと

って利益ない仕組みに見えるが、配布されるプログラムを通じ社会との頻繁な連携が

育まれる。共同研究や、大学発ベンチャーの創出という多数の実績を創出している。 

6.その他 

【The Center for Information Technology Research in the Interest of Society：以

下 CITRIS】 
CITRIS は、社会や環境、ヘルスケアにおける諸問題ついて、情報技術による解決

を探る学際的な機関である。カリフォルニア大学の 4 つのロケーション（バークレ

ー、デーヴィス、マーセド、サンタクルーズ）によるインターディシプリーナリーな

環境を構築し、全体で 300 名以上の教員と、数千人の学生を有する。また、60 以上

もの企業から企業研究者が集まっている。CHESS も CITRIS の主要研究である「セ

ンサー及び組み込みシステム」の傘下にある。 

 創立における資金は、カリフォルニア州政府によるマッチングファンドを活用し、

協力企業を集め、計$100 Million を資金とした。現在、CITRIS の収入は、州政府に
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よる助成金と企業からの寄付金、大学基金によって構成されている。 

 CITRIS の所長は元 HP 研究所所長が務めており、リーダーシップある教員と経験

ある実務者がタッグを組む事によって、潤滑な産学官連携が実現されている。 
 CITRIS への日本人見学者数はのべ 100 名以上になる。 

7.機関情報 

CHESS： http://chess.eecs.berkeley.edu/  

CITRIS： http://www.citris-uc.org/ 
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1.機関名 2.所在地  

スタンフォードコンピューターフォーラム 

（Stanford Computer Forum：以下 SCF） 

カリフォルニア州スタン

フォード 

3.機関の活動概要 

 SCF は、スタンフォード大学コンピュータサイエンス学部、コンピュータシステ

ム研究室、情報システム研究室が連携する場であるとともに、シリコンバレーやその

他全米各地、アジア、そしてヨーロッパにある 66 の企業が参加し、産学官連携によ

る成果を創出している。 

 具体的には、工学系研究者と、彼らのカウンターパートであるコンピュータサイエ

ンス系研究者の連携により、各分野の最先端技術を融合させることによって、新たな

学術分野の開拓を行なっている。主に、人工知能、情報システム、画像/HCI、コン

ピュータシステム、理論の 5 分野に焦点を当てた研究活動を推進している。例えば、

自動車分野に関連した研究として、「DARPA Grand Chalenge」がある。このプロジ

ェクトは、ロボット技術を応用した自動車の自動運転技術の開発を推進している。実

績として、DARPA Grand と呼ばれる、132 マイルに渡るカーレースにおいて、自動

運転により 130 マイル以上、約 10 時間を走行し、賞を獲得した。 

 一方、学生に対する貢献の 1 つとして、フォーラム内のリクルートプログラムが

ある。スタンフォード大学の学生に対し、会員企業との接点を多数設け、専門知識を

活かしたキャリアパス形成の機会を提供している。 

4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

 組み込みソフトウェアに関連したプログラムやコースは、今のところ開設されてい

ない。 

5.機関の運営体制（予算、人材、他機関との連携） 

【会員構成について】 

 企業会員は 66 社存在し、その内日本企業は 12 社存在する（例：HONDA、富士

通、NTT グループ、NEC、SONY など）。企業会員の年会費は$21,000（約 210 万

円）である。これら会費は、学生の教育環境整備や、教員らの研究活動に利用される。

また、SCF では、マッチングファンドも積み立てており、優れた研究に対し資金を

提供することもできる。 
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【人材について】 

 スタンフォード大学コンピュータサイエンス学部、コンピュータシステム研究室、

情報システム研究室の教員が、本フォーラムに 79 名所属している。また、専業スタ

ッフは 5 名存在する。ディレクター1 名、アシスタントディレクター1 名、会員向け

プログラムを提供するコーディネーターが 2 名、事務管理人が 1 名である。専業ス

タッフの仕事として、会員企業へのインタビューや報告書作成などがある。繁忙期に

なると、ほぼ毎日インタビューを実施している。それに加え、SCF によるワークシ

ョップなどが企画運営されている。企業会員に対する、充実したサービス提供と、密

なネットワークづくりに注力している様子が伺える。 

6.その他 

SCF 公式サイト：http://forum.stanford.edu/index.php 

【SCF 会員向けワークショップ】 

 研究分野に関するワークショップが、随時開催されている。講師は、SCF に所属

する教員や、企業会員からの派遣によって賄われている。また、スタンフォード大学

のドクター学生によるポスターセッションなども行なわれている。本ワークショップ

には、基本的に会員のみ参加できる。参加費用などは不明である。（参考：

http://forum.stanford.edu/events/annualmeeting.php） 

7.機関情報 

Stanford Computer Forum： http://forum.stanford.edu/index.php 
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1.機関名 2.所在地  

メリーランド大学（University of Maryland） 

フラウンフォッファー アメリカ 

（Fraunhofer Center for Experimental Software Engineering：以下 FC-MD） 

メリーランド州

カレッジパーク 

3.機関の活動概要 

 FC−MD は 1998 年に創立された。主なミッションは、研究開発と技術移転である。

メリーランド大学と、ドイツの Fraunhofer Institute for Experimental Software 

Engineering の協力組織として存在する NPO である。 

 FC-MD の競争力は Experience Factory（以下 EF）というコンセプトをソフトウ

ェアエンジニアリングに応用したところにある。このアプローチは 25 年以上、NASA

におけるソフトウェア開発で採用されている。EF を基盤として、組織学習、技術評

価、プロセス向上、品質管理、新技術創出、技術開発といったところに、核となる競

争力を持っている。 

これら競争力を柱に、自動車分野、航空宇宙分野、医療分野、国防分野における各プ

ロジェクトが存在する。特に、NASA や米国国防総省（Department of Defense：

DoD）との連携実績が多数ある。 

 モデリングをテーマとしたプロジェクトは、組み込みソフトウェアを取り扱うが、

基本的には広義なコンピューティングシステムでの研究が進められている。 

4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

 ソフトウェア全般に関わる教育プログラムとして、メリーランド大学と FC-MD が

連携し、夕方開講のパブリックコースが設置されている。 

 コースの基本方針は、能力成熟度モデル統合（Capability Maturity Model 

Integration：CMMI）手法と、アジャイル開発手法（Agile）を中心に、EF を交え

ながら学習することである。CMMI とは、能力成熟度モデルの一つであり、システ

ム開発を行う組織がプロセス改善を行うためのガイドラインである。組織の製品，サ

ービスの開発，調達能力などを 5 または 6 段階のレベルで評価するものであり、DoD

が米国カーネギーメロン大学（CMU）に設置した、ソフトウェア工学研究所（SEI）

で考案された。Agile とは、より素早く柔軟なソフトウェア開発を重視する方法であ

る。伝統的なウォーターフォールモデルとは対照的に、開発対象を多数の地域な機能
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に分割し、1 つの反復で１つの機能を開発する。1 つの反復の中に、計画、要求分析、

設計、実装、テスト、文書化という全行程が網羅される。その反復を繰り返すことに

よって、全体像を作り上げていく手法である。 

 技術知識の詰め込みに限らず、現場を重視したトレーニングが行なわれる。例えば、

医療関係者、医療機器メーカー、米国食品医薬品局（Food and Drug 

Administration：FDA）らによる講師陣のもと、バルチモア市内の病院における情

報共有をケーススタディとした事例もある。 

 主な受講生はソフトウェアコンサルタントなどが挙げられる。2001 年前後には、

FDA に対する教育プログラムも提供した。 

 講師には、メリーランド大学やその他の大学の教員、政府関係者、企業人などが担

うが、博士後期課程の学生やポスドクが担うこともある。講師の経験が、学生やポス

ドク自身に対するキャリアにも繋がっている。 

【コース例】 

通常コース 

・ Introduction to CMMI® Version 1.2    

・ Managing Enterprise Experience Successfully     

・ Software Inspections: A Practical Quality-Driven Approach 

特別コース  

・ Process Improvement for Organizational Change （12 ヶ月コース） 

・ Agile Methods workshop 

【受講期間】平均 3 日間     【受講人数】平均 15 名 

【受講料】 $1300-$1400 程度  【開講時期】通常コースは平均年 4 回の開講（内

容は同じ） 

【受講対象者】一般人、学生 

【講師】大学教員（メリーランド大学内外問わず）、政府関係者（NASA、DoD、

FDA など）、メリーランド大学博士後期課程学生、ポスドク、企業人 

5.機関の運営体制（予算、人材、他機関との連携） 

《フラウンフォッファー研究機構 本部（Fraunhofer Gesellschaft）について》 

 フラウンフォッファーはドイツに本部を持つ研究機関であり、1958 年に設立され

た。映像圧縮コーディング技術である、MP3 の特許を所有している。 

 主なミッションは、産業界へのアウトリーチと、基礎研究である。 
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【全機関における予算】 

 �1.4 Billion/年間（約 1770 億円/年） 

  [内訳] ・基礎研究からの収入 1/3  

（MP3 のライセンシング収入：�0.4 Billion（2008 年実績）） 

      ・産学連携（スポンサーリサーチ）による収入 1/3 

       主なスポンサー：Semens、ドイツ自動車メーカー、ドイツの自動車 

サプライヤー（国際部門では、日立やリコーもスポ 

ンサーとして参加） 

       主なリサーチ内容：技術検証 

    ・ドイツ政府からの助成 1/3 

《フラウンフォッファーUSA について》 

 フランフォッファー USA は 7 つの研究機関で構成され、全米に設置されている。 

 1.Fraunhofer Center for Experimental Software Engineering focuses on 

advancement of  software development（http://fc-md.umd.edu） 

 2.Fraunhofer Center for Sustainable Energy Systems（www.cse.fraunhofer.org） 

 3.Fraunhofer Center for Molecular Biotechnology（www.fraunhofer-cmb.org/） 

 4.Fraunhofer Center for Coatings & Laser Applications 

(www.ccl.fraunhofer.org) 

 5.Fraunhofer Center for Laser Technology（www.clt.fraunhofer.com） 

 6.Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation（www.fhcmi.org） 

 7.Fraunhofer Digital Media Technologies（www.dmt.fraunhofer.org） 

【予算について】 

 $25 Million／年間（約 25 億円／年） 

  [内訳] ・基礎研究からの収入 20%  

     ・産学連携（スポンサーリサーチ）による収入 20% 

     ・政府からの助成 60%（内ドイツ政府から 50%、その他 50%） 

 

《FC-MD について》 

【予算について】 

 $3.5 Million/年（2008 年度実績）（約 3.5 億円/年） 

  [内訳] ・基礎研究からの収入 20%  
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     ・産学連携（スポンサーリサーチ）による収入 10% 

     ・政府からの助成 70%（NASA, DoD, FDA, 米国国立科学財団（NSF）） 

        FDA との連携について: 

           公共サービスとして、医療機器へも展開を視野に入れてい 

る。FC-MD では、技術検証と開発を担っている。 

  ◎収入の内訳について（基礎研究、産学連携） 

     ・基礎研究 30% 

     ・技術移転 60% 

     ・教育プログラム（パブリックコース）10％ 

【人員構成について】 

 常勤スタッフ：20 人（その内 6 人はメリーランド大学関係者） 

※ 上記 6 名については、フラウンフォッファーメリカから大学へ人件

費相当分が支払われ、大学から給与が支給される。就業規則はフラ

ウンフォッファーのものに則る。 

【知的財産の取り扱いについて】 

・ ライセンシングについて 

 フラウンフォッファー全機関のうち約 40%がフラウンフォッファーメリカの

実績である。内訳とは、ワクチンに関する収入が$2 Million、ソフトウェアに関

する収入が$7 Million となっている。ここで挙げるソフトウェアとは、石油関連

の技術に関わるものや、コーティング技術に関わるソフトウェアである。 

・ 知的財産の所有権について 

 基本的な考え方は、メリーランド大学と FC-MD で 50%：50%と、所有権を共

有することになっている。産学連携のプロジェクトで発生した知的財産について

は、ケースバイケースであるが、基本的な考え方は変わらない。しかし実状は、

90%のプロジェクトについて大学が所有権を有し、残りの 10%は関係した個人な

いし組織が所有権を有している。企業とのプロジェクトで発生した知的財産につ

いても同様な扱いとなっている。もし別機関が完全な所有権所有を主張した場合

は、その機関が、該当発明について、大学施設や学生の活用による知的財産でな

いことを証明しなければならない。 

 複雑な事例が多いものの、フラウンフォッファー本部はドイツにおいて多数の

連携事例を有しており、多様な経験と実績によって、柔軟に対応できるシステム
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を持っている。 

【産学官連携について】 

 他機関との共同研究は、期間が 6 ヶ月から１年間である。主な研究内容は、パイ

ロットスタディである。 

・政府との連携：NASA, DoD, FDA, NSF 

 ・企業との連携 

 FC-MD では、SME（Small Medium Sized Enterprise）をスローガンに、小さな

企業との連携が推奨される。大企業は意思決定過程に時間がかかり、イナーシャが大

きすぎるためである。 

・ソフトウェアのオープンソースライセンスについて 

 GPL を推奨したいところではあるが、現状はすべて有償ライセンシングである。

フラウンフォッファーは伝統的なヨーロッパスタイルであり、オープンソースライセ

ンスの感覚が浸透しにくい組織風土である。しかし、多数の研究者が GPL ライセン

スのソフトウェアをベースに開発を行っており、そうして開発されたソフトウェア

は、例え良いものであっても、ライセンシング対象外となってしまう。更に、現在ソ

フトウェアによるライセンス収入は少額であるため、現行が良い状況であるとは言え

ない。オープンソースライセンスについては、今後の重要な課題である。 

6.その他 

【NASA との関係について】 

・ 良好な関係の構築 

CESE の創始者である Dr.  Victor R.  Basili 氏（Chief Scientist）が、NASA

と強いコネクションを持っていた事から、NASA との強い関係が育まれている。

同じく創始者である Dr. Dieter H. Rombach の存在も大きい。 

・ 守秘義務について 

国防情報にも関わる大プロジェクトについては、政府による国際武器取引規制

（International Traffic in Arms Regulations：ITAR）則り、厳格な環境の中、

共同研究を行っている。 

7.機関情報 

FC-MD:  http://fc-md.umd.edu/fcmd/index.html 
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1.機関名 2.所在地  

ジョージア工科大学サプライチェーン／物流研究所 

（Georgia Tech Supply Chain and Logistics Institute：以下 SCL） 

ジョージア州

アトランタ 

3.機関の活動概要 

 1970 年代、ジョージア工科大学  に  Industrial and Systems Engineering 

education を基盤とした３つの研究所が設立された。Production and Distribution 

Research Center 、 Computational Optimization Center,  そ し て Material 

Handling Research Center である。1992 年にそれらは統合され、ロジスティクス

における、世界級のエグゼクティブ教育プログラムの提供機関として SCL は創設さ

れた。SCL では、物流バリューチェーンの最適化を中心とした教育が行われている。

具体的には、技術的研究によるロジスティックナレッジの構築と、教育機会の提供に

よるナレッジの普及、そして、産学連携による新技術の実用化である。産業界に広く

開かれた教育機関として、世界各地から注目を集めている。たとえば、シンガポール

とは、政府や大学との密接な連携を築いている。 

 現在、進行している連携先はコスタリカである。サプライチェーン・マネジメント

をテーマとし、食品トレーサビリティに焦点をあてた研究を行っている。 

 SCL における重要なテーマとして、「食品」「電子機器（精密機器）」「デジタルサ

ービス」の 3 つが挙げられる。特にデジタルサービスは、サプライチェーンネット

ワークの最適化設計には欠かせないものであり、物流全分野に関わりあるものとな

る。全ての物流分野において、一般的にコンピューターが重要な役割を果たしている

ため、ソフトウェアはキー要素となりつつある。 

4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

 SCL では、産業界向けのエグゼクティブコースと、学生向けの大学院コースを開

設している。エグゼクティブコースでは、スクーリングと e-Learning コースを用意

している。大学院コースでは、Manufacturing/Logistics/Supply Chain Engineering 

Track と、Executive Master’s Degree in International Logistics の２プログラムを

用意し、国際的な人材育成と輩出に貢献している。カリキュラムの一部にソフトウェ

アトレーニングクラスも存在する。これは、ソフトウェア開発ではなく、既製ソフト

ウェア導入・運用のトレーニングである。 
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5.機関の運営体制（予算、人材、他機関との連携） 

【予算について】 

州立大学なため、収入の半分以上は州からの助成である。加えて、米国政府からの助

成もある。収入はジョージア工科大学で全学的に管理されるため、SCL への資金配

分は明らかでない。 

【他機関との連携】 

・産業界：UPS、コカコーラ 

・政府系機関：米国国立科学財団、米国政府（U.S. Department of Transportation’s 

Federal Highway Administration）、ジョージア州政府、アトランタ商工会議所 

・その他：シンガポール大学、シンガポール政府、チリ政府、コスタリカ商工会議所 

【運営体制】 

教員：研究、大学院担当 15 名、スタッフ：11 名 

6.その他 

【エグゼクティブコースについて】 

・ 主なターゲット：企業人 

 - 受講者の背景 

 主に、物流系コンサルタント（i.e.アクセンチュア）など。大企業の中

間管理職や、中小企業の CEO なども存在する。 

・ 各コースの受講者数：通常は 20-30 名、最大で約 40 名（経済状況に左右される）

・ コース受講料：平均 30 万円 

・ コース機関：テーマ別コース 3 日間、 総合学習ショートコース：5 日間 

7.機関情報： http://www.scl.gatech.edu 
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1.機関名 2.所在地  

アトランタ商工会議所 

（Metro Atlanta Chamber of Commerece：以下 MACOC） 

ジョージア州 

アトランタ 

3.機関の活動概要 

 MACC は急速に発展するアトランタ地域において「教育」「公共政策」「経済発展」

というポリシーを掲げ、約 4000 社もの会員に対するビジネスサービスを行なってい

る。具体的な活動内容は、リクルート、企業誘致、産産連携、産学連携である。 

 近年、MACOC が、高付加価値創出のため注力しているのは、本社機能、グロー

バルコマース部門、物流（サプライチェーンマネジメント）部門、そして技術開発部

門である。 

 グローバルコマース部門については、環太平洋地域や中国、インドに対するアウト

バウンドを積極的に行なっている。 

 物流部門については、アトランタが物流拠点機能として全米第 4 位の規模を誇り、

コカコーラや UPS、デルタなどの国際的企業も本拠地をおくことから、国際物流の

リーダシップをとっていく役割にある。MACOC の会員においても、物流系企業が

大きな存在となっている。 

 技術開発部門においては、バイオ、ナノ、通信、ソフトウェアの分野に特化してい

る。ジョージア工科大学や、カリフォルニア大学サンフランシスコ校との産学連携に

よるバイオテクノロジーの研究開発などが挙げられ、ドイツ医療系企業との産産連携

も実現されている。通信・ソフトウェア分野においては、アトランタは通信用ファイ

バー敷設率が全米中最も高い地域であり、データセンターも数多く存在する。かつ、

ジョージア工科大学を中心に、周辺の各教育機関から生み出される優れた技術や、輩

出される優秀な人材により、アトランタ地域でのソフトウェアビジネスが活性化して

いる。セキュリティ系、3D 映像などのコンテンツ系、ソーシャルネットワークサー

ビス系などのビジネスが多く見られる。関連するベンチャーの起業率も高い。今後も、

優秀な若年層人材の確保と育成に注力するとともに、e-コマース分野へも積極的に取

組んでいく。 

4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

組み込みソフトウェアに関連するプログラムは、今のところ用意されていない。 
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5.機関の運営体制（予算、人材、他機関との連携） 

 アトランタ地域の約 4000 社もの企業が MACOC の会員として登録されている。

会員は 3 つのカテゴリに分けられている。第 1 に、会員企業の大企業の社長や CEO

によって構成される理事グループ（25 名）、第 2 に、中規模企業の社長や CEO によ

って構成されるアドバイザーグループ（500 名）、そして、小規模企業の社長や CEO

によって構成される昔ながらのグループである。 

 商工会議所の常勤スタッフは 90 名であり、その内、Executive Staff が 1 名、

Communication Staffが 4名、 Economic Development Staffが 10名、For Members 

Staff が 5 名、Quality of Life Staff が 7 名、Sports Council Staff が 2 名、Publications 

Staff が 1 名となっており、ボードメンバーを構成している。 

 予算について、その額は明らかにされなかったが、全てプライベートな資金で運営

しているとのことであり、公的資金は投入されていない。 

6.その他 

 MACOC が独自に開講している教育プログラムは、今のところ存在しないが、教

育機関との連携による会員向けの学習機会が用意されている。例えば起業化支援コー

スなど、起業支援を目的としたプログラムが、各種大学や団体との連携によって開講

されている。 

起業化支援コースの詳細 

：http://www.metroatlantachamber.com/ed_entrepreneurs.html 

7.機関情報： http://www.metroatlantachamber.com/ 
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1.機関名 2.所在地  

ジョージア工科大学航空宇宙工学科 

（The Daniel Guggenheim School of Aerospace Engineering, 

Georgia Institute of Technology ：以下 AE-GT） 

ジョージア州 

アトランタ 

3.機関の活動概要 

 AE-GT は、米国において最も古く、大規模な教育機関のうちの 1 つである。1917

年以前には、米軍所属の軍人に対する航空学を学ぶ機関としても活用された。以降、

航空宇宙工学分野において、トップクラスに属する研究機関として認識されている。

2009 年の調査では、全米における関係機関のうち、トップ 5 にランクインしている。

学部課程プログラムも全米 2 位、修士課程プログラムも全米 4 位と、教育面におい

ても高評価されている。  

 教育課程は、学部、修士、博士の 3 つの課程を有している。基礎研究や応用研究

の他にも、学生の課外活動の場として、米国航空宇宙学会（the American Institute 

of Aeronautics and Astronautics：AIAA）や、Sigma Gamma Tau（the aerospace 

honorary society）、航空宇宙工学学生委員会（Student Aerospace Engineering 

School Advisory）などにおいて、学内外における教育の場が用意されており、即戦

力を養っている。 

4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

 組み込みソフトウェアに関連したプログラムやコースは、今のところ開設されてい

ない。 

5.機関の運営体制（予算、人材、他機関との連携） 

【予算について】 

 AE-GT は、研究科の名前にもなっている Daniel Guggenheim 航空振興基金から

の助成金$300,000（約 3000 万円）により、1930 年に創立された。これは、同基金

から同様に資金が提供された 7 つの主要研究施設において、3 番目に高額なものであ

った。7 つの主要研究施設とは、カリフォルニア工科大学、マサチューセッツ工科大

学、ミシガン大学、ニューヨーク大学、スタンフォード大学、ワシントン大学、そし

て AE-GT であった。 

 助成金のうち、$91,088 は建築物の建設に利用され、$41,829 は装置や特定器具、
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それらのメンテナンス費用に、そして、$150,213 は別の基金へ投資された。航空振

興基金から助成金が提供される前に、基金団体とジョージア工科大学は、州・県・ア

トランタ市から AE-GT へ、毎年$9,000 の運営資金提供を受ける合意を取り付けた。 

  1931 年に建設された GuggenHeim ビルでは、年間$10,000 の予算と 2 名の教員、

そして 18 名の学生によって授業がスタートした。その後、投資していた別の基金か

ら、航空宇宙工学の発展に寄与するよう毎年$6,000 が提供された。こうした金額を

合計すると、少なくとも$35,000 もの年間予算が集まると思われていたが、当初は、

そのうちの 3 分の 1 から 2 分の 1 が研究資金へと配分されるのみだった。1946 年ま

で、その状態が続いていた。 

 1962 年 6 月には、ジョージア工科大学の航空宇宙工学科として、現在のものに正

式に改名された。以後、外部機関との積極的な連携が実現し、多額の資金が集まるよ

うになった。現在、AE-GT には、NASA や米国空軍、海軍、陸軍、そして 連邦航

空局（Federal Aviation Administration：FAA）や全米科学財団（National Science 

Foundation：NSF）、更には「Who’s Who」に掲載されているような著名企業との

産学官連携によって、毎年$30 Million（約 3 億円）の資金が集まっている。 

 

【人材について】 

 AE-GT には、38 名の教員に、45 名の技術研究員と 21 名の技術管理者（ポスドク

や客員研究員などを含む）が所属している。教員は分野別に以下 6 グループを編成

している； 

・Aerodyanmics and Fluid Mechanics（エアロダイナミクスと流体力学） 

・Aeroelasticity and Structural Dynamics（空力弾性と構造ダイナミクス） 

・Flight Mechanics and Controls（飛行力学とコントロール） 

・Propulsion and Combustion（推進と燃焼） 

・Structural Mechanics and Materials（構造力学と材料工学） 

・ System Design and Optimization（システム設計と最適化） 

6.その他 

 

7.機関情報 

AE-GT 公式サイト：http://www.ae.gatech.edu/index.html 

148



 

 

1.機関名 2.所在地  

先端医療機器使用法協会 

（ Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation：以下 AAMI） 

バージニア州

アーリントン 

3.機関の活動概要 

 AAMI は先端医療機器に関わる様々な研修・トレーニング機関である。1967 年に

創立され、約 6000 もの個人や組織によるメンバーによって構成されている。2001

年より、連邦食品医薬品局（US Food and Drug Administration ：FDA）との連携

を強化している。また、緊急医療問題調査研究所（Emergency Care Research 

Institute：ECRI）との協力体制も確立している。 

 主な活動内容は、出版や研修、キャリアパス事業、認証業務、国内外における安全

基準の作成、そして他機関との連携促進などである。 

 活動目的は、医療機器に関する理解と、効果的な使用法を生み出すことにある。医

療機器と医療技術におけるコンセンサスとタイムリーなトピックスの情報源として、

定期刊行物やジャーナルを発行している。また、技術的な専門委員会やワーキンググ

ループを立ち上げ、国内外における医療機器の標準化を推進している。更に、医療機

器に関わる製造業や販売業、サービス業の関係者や、実際に利用する医療関係者に対

し、教育の場を提供している。ヘルスケアに関わる専門家や研究所、医療機器メーカ

ーの可能性を引き上げるべく、多岐に渡るプログラムを提供している。例えば、ヘル

スケアに関する理解度の向上、開発、管理、そして医療機器の使用方法と、安全性と

効果に関わる技術手法についてなどが用意されている。最近では、日本の財団法人医

療機器センター（Japan Association for the Advancement of Medical Equipment：

http://www.jaame.or.jp/）へ、トレーニングコースを提供した。 

 AMMI の会員に登録すると、定期刊行物による情報提供や、トレーニングコース

のディスカウント価格提供などの特典がある。医療機器の標準化に関する最新動向に

ついても情報が提供される。また、交流会や専門家の紹介など、新たな研究やビジネ

スチャンスの機会も提供される。 

4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

 AAMI が 2009 年度に予定しているトレーニングコースは 12 コースが予定されて
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おり、そのうち、ソフトウェアに関するものが 1 コース存在している。 

【コース名】Software Validation Courses 

【受講期間】3 日間 

【費用】 

AAMI 企業及び研究機関会員：$1785／AAMI 個人会員：$1885／非会員：$2185 

政府関係者：$585 

【コース概要】 

 FDA による品質基準（FDA’s Quality System regulation）の要求項目に則ったソ

フトウェアの評価手法について、その概要や評価ツールを学ぶ。まず、効率的な評価

方法についてガイドラインを示し加えて、AAMI TIR32 に関する議論と、

ANSI/AAMI/ISO 14971（Off-the-Shelf ソフトウェアを含む医療通信機器に対する

サイバーセキュリティガイドライン）、Part11 に対するアップデート、生産／品質シ

ス テ ム ソ フ ト ウ ェ ア と の 関 わ り に つ い て 学 ぶ 。 参 加 者 に は 、

ANSI/AAMI/IEC62304:2006（医療機器用ソフトウェアーソフトウェアライフプロ

セス）と AAMI TIR32:2004（医療機器用ソフトウェアリスクマネジメント）、AAMI 

TIR36:2007（基準プロセスのためのソフトウェア評価）など、各種基準書のコピー

が配布される。2004 年と 2005 年には、FDA が組織内のコンプラインス研修に本コ

ースを採用した実績がある。 

【プログラム】 

（1 日目）1．FDA によるソフトウェア基準（FDA’s Quality System regulation：以

下 QS）概要 

     2．品質計画 3．ソフトウェアにおけるリスクマネジメント 4．設計・構

築 

（2 日目）1．試験 2．設定管理とサイバーセキュリティ 3．CAPA 

（3 日目）1．製造における QS について 2．CFR Part11 の概要説明（電子記録と

電子署名）    

     3．製造における QS の Tips 

5.機関の運営体制（予算、人材、他機関との連携） 

【会員構成について】 

 全世界の専門家らによって構成される個人会員数は、約 6000 名存在する。そのう

ち、ヘルスケア分野の会員は 3000 名以上である。また、120 の研究機関会員（病院、
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政府系組織、トレードアソシエーション、教育機関、専門家）と、160 の企業会員（殆

ど製造業）が存在する。 

【収入について】 

 収入は、会員登録料、トレーニングコースと出版業、イベント運営などによって構

成されている。企業からの寄付や、公的資金などによる提供はない。主な収入の柱は、

トレーニングコースのアレンジメントである。 

会員登録料は、以下のように設定されている。 

・個人会員   米国内：$205/年 米国外：$265/年 学生： $30/年 

・研究機関会員 $570/年（代表者数 3 名まで）-$1470/年（代表者数 10 名まで） 

・企業会員   売上によって異なる（別紙参照: corporate.pdf） 

・プロフェッショナル会員 Society 所属：$35 研究機関所属：$35 無所属：$100 

6.その他 

トレーニングコースのアレンジメントについて、大学からの受託も可能である。 

7.機関情報 

AAMI: http://www.aami.org/ 
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1.機関名 2.所在地  

緊急医療問題調査研究所（Emergency Care Research Institute：

ECRI） 

ペンシルべニア州 

フィラデルフィア 

3.機関の活動概要 

 1968 年に設立された緊急医療問題調査研究所（Emergency Care Research 

Institute：ECRI）は、発足当初から医療機器の性能評価や、機器の効果測定などを

行ってきた。ECRI は時代とともにその役割を変化させてきており、現在では、様々

な医療機器による医療事故の情報蓄積（Problem Reporting System－Hazard 

Report）と、新しく出される医療機器の性能比較・評価、開発段階の医療機器の性

能チェック（Evaluation System）等々を行っている。 

 病院や一般市民に医療機器の評価情報を伝える一種の医療機器消費者レポートも発

行しており、医療機器製造会社、病院、一般市民の間に立ち、独立、公平な役割を

果たしている。 

 ECRI が集積する医療事故等の情報データベースは 1990 年代後半から、連邦政府の

情報センターとして指定され、非常に重要な役割を果たしている。FDA とも連携し

ながら、医療機器の安全性、信頼性を確保すべく、努力している。ECRI がこうし

た地位を得ているのは、その設立ポリシー（完全に独立し利益相反のない組織であ

ること、商業主義に組しないこと、個人情報の保護等）に依拠している。 

 組み込みソフトとの関係は非常に深く、医療機器の開発段階、市場化段階、市場化

後などそれぞれの場面において、医療機器に組み込まれているソフトの性能試験、

問題点の指摘などを行い、ソフトウェア技術者に対する多くのアドバイス、警告な

どを行っている。 

 近年では米国内に留まらず、世界各地にオフィスを置き、世界レベルでも医療機器

事故情報の収集を行うとともに、世界各地で医療機器企業、病院関係者などに研修

セミナーを実施し、人材育成を行っている。 
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4.機関が実施しているプログラムのうち組み込みソフトウェアに関連しているプログラム、

コースの概要 

 ECRI は様々な研修及び証明書プログラムを諸機関と協力しながら行っており、医療

機器の安全性、信頼性の向上に大きな役割を果たしている。その最も重要なものとして

は以下の 3 つのプログラムが挙げられる。 

① Mid-Atlantic OSHA Traiinig Institute Education Center (Mid-Atlantic OTIEC) 

MID-Atlantic OTIEC は、ペンシルベニア州、ウエストバージニア州、バ

ージニア州、メリーランド州、デラウェア州及びワシントン DC エリアの

ECRI を含む 4 団体（ジョンズ・ホプキンス大学病院、チェサピーク地域安

全評議会、ミッドアトランティック建設安全評議会）が共同で実施している

プログラムであり、健康や安全に関わる職業に従事する人々の広範な職業的

トレーニングを行っている。特に組み込みソフトとの関係では、医療機器メ

ーカーなどの安全・健康に関わるトレーニングコースがある。 

② Center for Healthcare Environmental Management (CHEM) 

CHEM は ECRI のプログラムであり、世界各地でも実施している。特に

病院など、医療の現場での問題や事故等を防ぐために実施されていプログラ

ムである。組み込みソフトとの関係では、連邦の関連各省庁の規則や基準に

ついてのプログラムがある。 

③ Biomedical Engineering Training Program(BETP) 

BETP はアジア太平洋地域のバイオメディカル及び医療機器技術者のため

のトレーニングプログラムで、オーストラリアの機関との協力のもとに開催 

以上の他、インターネットを通じた E-Learning プログラムや、関連する様々なセミ

ナーやワークショップが開催されているが、直接的に組み込みソフトとの関わりでは実

施されていない。 

6.その他 

  ECRI は 2009 年 3 月に「Medical Technology for the IT Professional」を出版したが、

今後こうした出版物をテキストに、世界各地で IT 技術者へのトレーニングプログラムを

展開していきたいとの意向である。 

7.機関情報 ： https://www.ecri.org/Pages/default.aspx 
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参考資料 3 調査対象各都市圏の概要 

 

(1) ピッツバーグ都市圏の概要 

＜一貫して人口減少＞ 

ピッツバーグ市の人口は 2005 年（推計値）で 28 万人であり、1960 年代から一貫して

人口は減少している。1960 年代には 50 万人を超える人口を擁していたが、市街地環境

悪化に伴う人口流出と、金属産業衰退に伴って人口減少が続いた。ただ、近年になって、

減少のスピードはゆるやかになってきている。 

また都市圏人口も 1970 年代から減少が続いており、70 年には 276 万人の人口が 2005

年には 231 万人の人口となっている。都市圏の人口が減少しているのは全米でも珍しい

が、これはやはり金属産業の衰退による人口減少であろう。 

 

＜人種構成＞ 

人口の人種構成は、白人が 64%(都市圏 89%)、黒人 29%（同 8.0%）、その他 6%(同 3%)

で、多様化はそれほど進んでいない。 

 

＜都市環境の悪化＞ 

ピッツバーグは製鉄産業の町として知られ、20 世紀前半までは繁栄を謳歌していた。

しかし一方で製鉄のばい煙で大気汚染が進行し、都市環境の深刻な悪化が進んだ。それに

伴い、都心の荒廃が始まり、都市整備の必要性が高まっていった。 

 

＜都市再生計画の始動＞ 

そうした中で、1946 年にピッツバーグ都市再開発公団（Pittsuburgh Urban 

Redevelopment Authority: URA）が設立され、都心整備のためのルネサンス計画が開始

された。この内容については後述するが、ピッツバーグの玄関口とも言える、2 つの河川

が合流する三角地帯をゲートウェイ(Gateway) プロジェクトとして再開発した。いわゆ

るゴールデン・トライアングル(Golden Triangle )計画である。 

市街地はそのルネサンス計画(1960年代末まで)とその後の第2期ルネサンス計画(1970

年代)によって再開発が進められ、見違えるようになった。しかし、ピッツバーグの経済

は、製鉄・金属産業の衰退とともに大きく後退し、経済再活性化が重要な課題となってき

た。製鉄業の衰退にとなって、ばい煙はなくなり、再開発が進んで市街地も良くなったが、

経済が衰退してしまったのである。 
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＜アレゲニー地域開発会議＞ 

こうした事態に対し、1944 年に設立され、以後のピッツバーグのあらゆる面でのリー

ダーシップを発揮していた「アレゲニー地域開発会議（Allegheny Conference on 

Community Development: ACCD）」は、80 年代になって地域の資源を活用した地域経

済の再活性化を推進するため、製鉄業従業員の再トレーニングや新たな産業の誘致、製鉄

所跡の再開発、そして地元の大学を中心としたハイテク産業の育成などを提案し、現在ま

で様々な事業が進められてきている。 

 

＜多様なハイテク産業の可能性を持つ大学の存在＞ 

ピッツバーグにあるピッツバーグ大学と、カーネギーメロン大学は、バイオテクノロジ

ーやライフサイエンス、コンピュータやロボット工学などの分野において、世界的にも

非常に有名な大学である。とりわけカーネギーメロン大学には、国防省によって Software 

Engineering Institute(SEI)が設置され、ソフトウェア産業の拠点として大きな役割を果

たしている。これらの大学は、様々な形で地域に貢献しているとともに、地域の側もそ

の支援体制を整えつつある。 

 

＜ピッツバーグテクノロジーセンター（Pittsburgh Technology Center）＞ 

ピッツバーグテクノロジーセンターは、かつて製鉄所が稼働していた河川敷上にあり、

総面積 19.2ha で、都市再開発公団（Urban Redevelopment Authority: URA）は 1983

年に製鉄企業から土地を購入した。1984 年に Urban Land Institute が組織したアドバイ

ザリー委員会は、この土地利用について、高度な研究開発型の企業が入居するリサーチパ

ークを提案した。 

URA はその提案に従って開発するが、ここがかつて製鉄工場であったところから、土

地の環境アセスメントが行われ、実際に最初のビルの建設が完成したのが 1993 年のこと

であった。最初に完成したビルは、ピッツバーグ大学のバイオテクノロジー＆バイオエン

ジニアリングセンターであり、全額州の補助金（1,400 万ドル）で建設された。 

カーネギーメロン大学も 1995 年に州の「21 世紀戦略」のプロジェクト補助金 1,700

万ドルを得て、カーネギーメロン・リサーチ・インスティテュート（Carnegie Melon 

Research Institute）を設立した。この研究所には 4 つの主要な研究機能（先端素材およ

びデバイス、バイオテクノロジー、工業システム、コンピュータ制御及びロボティックス）

が設けられた。 
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Pittsburgh Technology Center 開発図 （URA 提供） 

 

こうした大学の研究所の立地に対応し、ペンシルベニア地域工業開発公社（Regional 

Industrial Development Corporation: RIDC）や民間企業がここに研究機関を設立し始

めた。RIDC の建設したビルは、ハイテク企業へのレンタルオフィスである。 

 

＜大学が中心となって都市再生を目指す＞ 

以上のようにピッツバーグは、都市として大きく衰退し、依然として衰退傾向にあるが、

近年の動向を見ていると、カーネギーメロン大学やピッツバーグ大学などの研究開発機能

を中心として、新たな産業の創出を試みている。 
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（2）ボストン都市圏の概要 

＜人口は増加に転じた＞ 

ボストン市の人口は 2005 年（推計）に 52 万人で、1950 年代から 80 年まで、一貫し

てボストン市自体の人口は減少を続けていたが、80 年からわずかではあるが増加傾向に

あったが、2000 年以降また減少に転じている。都市圏人口は拡大を続け、2005 年には

427 万人の都市圏に成長している。 

 

＜人口の多様化進行＞ 

人口の人種構成は、白人が 49%(都市圏 79%)、黒人が 24%(同 6%)、ヒスパニックが

15%(同 8%)、アジア人など 13%（同 8%）となっており､人口の多様化が進んでいる。 

 

＜歴史文化の街：ボストン＞ 

ボストンは、米国でも最も歴史ある都市であり、かつてはヨーロッパの玄関口として重

要な役割を果たしていた。現在もその名残で、多くの金融機関などが本拠をボストンに置

いている。またその歴史性ゆえに、多くの歴史的建築物、文化集積があり、文化の街とし

ても大きな特徴を有している。 

 

＜大学の集積とハイテククラスター＞ 

さらには､ボストンを含め、ボストン周辺には、数多くの著名な大学が集積しており、

その集積が地域における高い教育水準を創出している。また、多くの科学技術系の大学、

大学院は、地域のハイテク産業と結びつき、新たなハイテク産業の創出と育成に大きな役

割を果たしている。  

 

＜多数の大学の集積＞ 

ボストン及びボストン周辺には 60 以上の大学、大学院が集積しており、学生数は 20

万人を超えている。教授陣も 15,000 人以上、職員も加えれば 10 万人以上の雇用が提供

されている。これらの大学の学生獲得競争は年々激化しており、各大学とも、コースの

内容などを工夫するとともに、大学の施設、設備を常に更新し、学生をひきつける努力

を行っている。また、近年の大学院は特に、社会人対象のコースを多く設け、社会人の

再教育、再トレーニングの場となっている。 
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しかし、ボストン広域商工会議所(Greater Boston Chamber of Commerce: GBCC15)

が、より良いコミュニティ形成をめざす団体であるボストン基金（The Boston 

Foundation16）と共同で、ボストンコンサルティンググループに委託して実施した調査

(2003 年)17では、1990 年から 2000 年にかけ、大学教育を終えた世代（20 歳～34 歳）の

人口が 15.8%も減少していた。全米では 5.4%の減少であることから、ボストンがせっか

くの大学資源を十分に生かしていないという結果が出た。しかし、現在そのための様々

な対応策を検討している。 

 

＜大学を活用したハイテククラスターの集積＞ 

マサチューセッツ州のボストン及び周辺地域においては、アメリカでも有数の IT 産業、

バイオ産業等の先端産業の集積があり、常にアメリカは言うに及ばず、世界の産業動向

をリードしてきた。近年は特にバイオテクノロジーの顕著な集積が、国内は言うに及ば

ず、海外からも注目されている。こうした状況の創出は、マサチューセッツ州政府と大

学、民間の団体などの協力によって行われており、官民が一体となった積極的な域外企

業の誘致戦略を持っている。 

特に近年では、バイオテクノロジー、ライフサイエンスに関わる様々な研究開発が、大

学と企業との共同で行われることも多く、また、大学からのスピンアウトで起業する人

材も多くある。このような形で、地域の大学が、地域の経済、特にハイテク産業の集積

に大きく寄与していることは、重要な地域の個性である。ただ、これについても、バッ

クアップする体制が必ずしも十分とは言えず、その改善策が検討されている。 

 

                                                  
15 http://www.bostonchamber.com/  
16 http://www.tbf.org/  
17 http://www.bostonchamber.com/policy/talent_retention.pdf 
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（3）ニューヨーク都市圏の概要 

＜米国最大の都市：ニューヨーク＞ 

ニューヨークはアメリカ東海岸に位置するアメリカ合衆国最大の都市である。人口は

表に示すように約 800 万人、市域面積は約 920 k ㎡である。市域は世界の金融・経済の

中心地であるマンハッタン島を中心として、北（ブロンクス）、東（クイーンズ）、及び

南（ブルックリンおよびスタッテン島）に広がり、西側はハドソン川を挟んでニュージ

ャージー州に接している。 

 

＜ニューヨークの歴史＞ 

 ニューヨークのまちづくりの歴史は 1626 年にオランダ西インド会社がインディア

ンからわずか 60 ギルダー（現在の貨幣価値で数十ドル）でマンハッタン島を買い上げた

ところから始まる。まずマンハッタン島の南端、現在の金融街にオランダ領ニューアム

ステルダムが建設された。その後イギリス領となり、ヨーク公に因んでニューヨークと

名付けられた。 

 

＜マンハッタンの都市化進行＞ 

 マンハッタンの都市化が急速に進んだのは 19 世紀の初頭からである。1800 年代当

初には、市街地はマンハッタンの最南端から北にわずか 3km あたりまでで、人口は 10

万人余りであった。しかし 1800～1850 年にかけてヨーロッパからの移民が急増し、彼

らはマンハッタンの北へ市街地を拡大していった。現在のグリッドパターンの街路網が

作り上げられたのもこの時期である。1865 年にはセントラル・パークが完成し、20 世紀

の初めまでにはマンハッタン島全域が市街化された。1890 年から 1910 年までの 20 年間

にマンハッタンの人口は約 80 万人も増加し、1920 年代にかけてマンハッタン島の人口

はピークを迎え、最高 230 万人を記録した。急速な市街化に対応するため、全米で初め

てのゾーニングシステムが導入されたのもこの時期である（1916 年）。また 1889 年には

周辺のブルックリン市などを統合して市域を拡大した。統合当時の市人口は約 335 万人

であった。 

 

＜市街地の郊外化と都心のスラム化進行＞ 

第 1 次世界大戦後、戦争で疲弊したヨーロッパ列強に代わり、世界金融のセンターとなっ

てからのニューヨークの発展は目覚ましいものであった。しかし、急激な成長は、同時に多

くの都市問題を生み出した。ニューヨークは人種のルツボと呼ばれ、市人口の 6 割弱を非白

160



 

人（黒人は全体の 1/4）が占め、多民族国家である米国の中でも非白人系の住民数がひとき

わ多い。このことが、ニューヨークの都市問題、とりわけ住宅問題を一段と複雑なものにし

ている。都心周辺地区では、既に両大戦間期から中産階級の郊外流出が始まり、環境の質が

低下していたが、戦後はこの傾向がいっそう進み、インナーシティの多くの地区にマイノリ

ティが取り残され、深刻な環境荒廃を引き起こした。連邦、州、市政府は、大規模な再開発

によって問題を解決しようとしたが、この企ては成功せず、むしろ荒廃に拍車をかける結果

を招いた。1970 年代のニューヨークは、産業の空洞化、雇用の落ち込み、財政危機の中で、

衰退の底にあった。 

 

＜都市の荒廃化が進んだ 70～80 年代＞ 

1970～1980 年代には都心部の荒廃が進み、治安の悪化、失業率の上昇とともに都心部

のスラムは犯罪の温床となった。一方市は巨大な財政赤字を抱え、荒廃した地区の整備

はなかなか進まない状況であった。1980年にはマンハッタンの人口は 150万人を切った。

しかしこの頃からこうした劣悪な環境を改善しようとする市民団体や住民組織の活動が

活発となり、ハーレムやブロンクスで、地域コミュニティの再生に向けたさまざまな試

みが行われるようになった。 

 

ニューヨーク市及びニューヨーク都市圏人口の推移 （（出典：US センサス） 

 

ニューヨーク都市圏人口 

（New York-Northern New Jersey-Long 

Island, NY-NJMetropolitan Statistical 

Area） 

ニューヨーク市人口 郊外 

1970 17,062,293 7,894,851 8,735,003

1980 16,363,540 7,071,639 8,748,803

1990 16,846,046 7,322,564 9,013,814

2000 18,323,002 8,008,278 9,781,940

2003 18,686,629 8,109,626 10,242,666

2005 推

定 
18,351,099 7,956,113 No Data
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＜都心再生が進んだ 1990 年代＞ 

 1980年代、レーガン政権の新自由主義、新保守主義の下で、脱工業化とサービス経済化

を柱に「世界都市」を目指す構造再編を進めたニューヨークは、再び資本と人口を呼び込み、

グローバルな都市間競争の勝者として返り咲いた。マンハッタンには、ウォーターフロント

を中心に、オフィス、コンベンション、小売商業などの大規模複合施設が次々に建設された。

1994 年代に市長に就任したジュリアーニは、「クリーンニューヨーク」を旗印に治安の回復

に積極的に取り組んだ。その結果、悪名高かった地下鉄が清潔で安全な市民の足として復活

し、麻薬密売者の巣窟と呼ばれた都心部の公園も人びとで賑わう憩いの場に姿を変えた。市

の人口は 1980年以降再び増加に転じ、2003年頃までは増加していたが、2005年になって、

再度減少に転じている。 

 

 ＜経済の繁栄が市街地の整備を推進＞ 

経済の繁栄は、住宅の分野にも大きな影響を及ぼしている。それは屈折した二極化である。

一方で、新しいエリート層のための高級住宅が建設され、他方で、オフィス開発やジェント

リフィケーションに追われて、低所得層のための住宅ストックが激減している。1991年から

99 年にかけて、家賃 600 ドル未満の住宅戸数は 50％近く減少した。しかし同時に、コミュ

ニティベーストの非営利組織が活発なニューヨークでは、これらの組織の粘り強い活動によ

って、ハーレム、サウスブロンクスなどの低所得層の住宅地区において、自力再生型の住宅

供給とコミュニティ開発が着実に成果をあげている。 

 

＜金融不況が生んだシリコンアレイ＞ 

少し前後するが、1987 年にニューヨークを襲ったブラックマンデーの金融不況は、ダ

ウンタウンの金融街を空室だらけにし、一時平均で空室率が 30%を超える時期もあった。

その空室を何とか活用しようとするパワーは、ダウンタウンに金融産業に代ってマルチ

メディア産業の集積をもたらせた。ニューヨークの新たなマルチメデイア産業集積は、

単に経済の自然現象として、アーティスト達が集まり、マルチメデイア産業の顧客が集

まるニューヨークだから起こるべくして起きて来たというわけでは決してない。ニュー

ヨーク市や民間団体、大手民間企業、大学などによる官民の緊密なパートナーシップに

よって、企業展開が進んで来たのである。 
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＜金融不況の惨状＞ 

シリコンアレー出現の引き金になった要因の１つにロウアーマンハッタンのビジネス

中心であるウォール街周辺の高い空室率があげられる。1987 年の株大暴落以後、ニュー

ヨーク経済は金融不況に陥った。多くの金融機関が営業を停止したり、規模を縮小した

り、遠隔地に事務処理をするバックオフィスを設けたり、あるいは、本社そのものが移

転をしたりした。金融・証券の中心であったウオール街周辺の落ち込みは目を覆うばか

りの惨状であった。 

 

＜ミッドタウンとの競争激化＞ 

ミッドタウン（40 丁目～50 丁目周辺のオフィス街）との競争も激化してきて、ウォー

ル街周辺の空室率は 1995 年 8 月には平均で 30％に迫っていた。中には 70%、80%を越

える空室率のビルも珍しくなかった。その頃のミッドタウンの空室率が 12％程度であっ

たので、その空室率の高さが計り知れる。床面積にして約 180 万平方メートル(180ha)

の空室が生まれていた。このことが市の固定資産税収にも大きな影響を与え、1992 年と

95 年とを比較すると、年間で１億ドル以上の税収減となってしまった。もちろんこの間

の雇用減が約 10 万人にも及んでいるためその影響も計り知れない。 

 

＜金融街のシリコンアレーへの再生＞ 

したがってこの空室となった 180ha の床面積の利用促進が、ニューヨーク市にとって

も市の経済全体にとっても大きな課題であった。現在のダウンタウン・ニューヨーク振

興組合（Alliance for Downtown New York：ADNY) の理事長で、その前にはニューヨー

ク市経済開発公社（New York City Economic Development Corporation：NYCEDC）の理

事長を務めていたカール・ワイスブロッド（Carl Weisbrod）氏は当時をこう振り返る。

「ウオール街を中心とするダウンタウンの金融街再生は、ニューヨークの経済活性化の

みならず、ニューヨークが世界の金融センターとしての役割を果たしていくために必要

不可欠だった。そのためには、新産業の誘致と居住人口の増大が必要だった。新たに導

入すべき産業としては情報・通信産業とバイオ関連産業が候補として上がっていたが、

結局、情報産業の方がこうした都心空間では取り組みやすいと判断された。また、当時

ウォール街周辺の金融・証券業自体も、株大暴落以前からコンピューターやコミュニケ

ーション手段の発展に伴なう革新的な体質改善を迫られていたこともあって、情報産業

の導入を目指していくこととなった。」 
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＜空室ビルの IT ビル化促進＞ 

こうした考え方を背景に、当時発足したばかりのニューヨーク市のジュリアーニ政権

は、地元の主要企業のトップによって構成されるダウンタウン・ロウアーマンハッタン

協会（Downtown – Lower Manhattan Association：DLMA）の協力を得て、1995 年に

具体的な税優遇措置を含む「ロウアーマンハッタン経済再活性化計画：Lower 

Manhattan Economic Revitalization Plan」を発表した。この計画は、1993 年 10 月に

前ディンキンズ政権が都市開発の観点から出した「ロウアーマンハッタン計画：Plan for 

Lower Manhattan」の考え方をほぼ踏襲し、地区の新たな方向として「24 時間稼働する

ハイテク・コミュニティへの転換」を打ち出した。計画の大きな柱は情報産業の導入と

そのための基盤整備、税制等の支援体制、空家ビルのスマートビル（Smart Building）

化と住宅転換などである。 

 

＜NYITC の出現＞ 

これを本格的に実現するためには、単なる計画実施の呼びかけだけではなく、実際に

モデルを提示する必要性があった。そのモデルが 1995 年に一部完成した高度に情報装備

した改造ビルのモデル、ニューヨーク情報技術センター（NYITC：55 Broad Street）で

あった。NYITC のビルは当初、金融投資会社ゴールドマン・サックスの本社として建て

られ、その後中堅のドレクセル証券が入居していた。しかし金融不況と社長のマイケル・

ミルケンのインサイダー取引での逮捕によって 90 年にドレクセル証券が倒産し、5 年以

上も幽霊ビルのようになっていた。そのビルに目をつけたダウンタウン・ニューヨーク

振興組合（ADNY）のカール・ワイスブロッド氏（当時経済開発公社理事長）は、ビル

の所有者となっていたデイベロッパー・ルーデイン社に、この幽霊ビルを情報化の新し

い時代に対応する“Smart Building”にすることを働きかけたのである。ルーデイン社

は経済再活性化計画が出され、そこに位置付けられている様々な優遇措置等を活用して

情報装備のビルへの転換を行った。 

 

＜シリコンアレーの出現＞ 

NYITC が現実に出来るまでは、多くの人々が半信半疑で推移を見守っていた。しかし、

その成功をみるや、NYITC のみならず、ロウア－マンハッタン全体に一種のシリコンア

レーブームを巻き起こした。当初から NYITC のビルに入居している日系企業のメデイ

ア・ジャパンの森健次郎社長は、「ちょうど 95 年頃、新たなオフィススペースを探して

いて、賃料の安さと情報装備の魅力でここに決めた。しかし友人達は皆、幽霊ビルがそ

164



 

んな安くて便利なビルになるわけがない、きっと後悔するから止めておいた方が良いと

助言してくれた。今となっては、その助言を聞かなくて良かった。」と話す。NYITC が

マスコミなどで紹介されるようになるとビルへの入居希望は殺到し、同様なビルの改造、

またオフィスビルの住宅への転換なども次々に申請され、ブームに火をつける形となっ

た。新聞記事や雑誌に「シリコンアレー」の名前が出るようになったのは丁度この頃か

らである。 

 

＜シリコンアレーにおける大学の役割＞ 

シリコンアレーが形成し、企業が次々に入ってくると同時に、ニューヨークに立地す

るコロンビア大学やニューヨーク大学、ポリテクニーク大学などはこぞってシリコンア

レーの将来につながるマルチメディア関連の研究開発に取り組み始めた。また、カーネ

ギーメロン大学は、上記 NYITC にサテライトキャンパスを開設し、金融マネージメント

と IT との融合を図った。現在もこれらの大学でコンピュータサイエンスが活発に行われ

ているのはシリコンアレー形成のプロセスにおいて、多くの産業集積が生まれ、関連の

研究開発や教育機能が育ったからに他ならない。 
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（4） ワシントン D.C 都市圏の概要. 

＜都市圏人口は増加、人種構成は多様化＞ 

ワシントンの都市圏人口は 2005 年の推計値が 512 万人で、1990 年に比べると 15 年

間で約 100 人の人口増加があり、増加率では 24%の増加率となっている。ワシントン

DC の人口は 51 万人（2005）で、1970 年代から一貫して減少している。都市圏の人種

構成は、白人が 52%、黒人が 26%、ヒスパニック 11%、その他 11%となっており、多様

化が進んでいる。 

 

＜ハイテク産業の集積が進むワシントン DC 都市圏＞ 

ワシントン D.C.都市圏は、政府機関や国立研究機関などに関連して、IT 産業や、バイ

オテクノロジー産業の集積が近年急速に進みつつある。また州政府と州立大学がそれら

の集積に大きな関わりを見せている。特にここは、メリーランド州とバージニア州との

競合関係があり、それらを意識した地域間競争があり、近年までは、各州がそれぞれ独

自に産業集積に向けての努力を行っていた。しかし、最近になって、官民のパートナー

シップが圏域全体での広域連携で地域を売り出す動きが始まっている。さらには、民間

ディベロッパーなどを中心とした民間インキュベータが数多く出現してきている。 

 

＜ワシントン D.C.都市圏の Greater Washington Initiative（GWI）＞ 

ワシントン D.C.都市圏の Greater Washington Initiative（GWI）はワシントン D.C.を中心

として、メリーランド州、バージニア州も含めた都市圏におけるハイテク産業の集積動

向を把握し、他州との比較分析をもあわせて行っている。また、地域全体の積極的なプ

ロモーション活動を、国内のみならず、海外も含めて行っている。 

 

＜地域を一体的に売り出す＞ 

GWI は 1994 年に設立されたが、それまでは、メリーランド州、バージニア州、そし

てワシントン D.C.のそれぞれが勝手に地域の経済開発の計画を練り、それぞれの立場で

プロモーション活動を行ってきた。いわば、ピザのパイを一切れずつ売っていたのがそ

れまでの進め方であった。それが、GWI の設立によって、ピザを丸ごと売れるようにな

ってきたとのことである。1 枚 1 枚では特色も乏しく、多様性も乏しかったが、WHI が

できたことにより、地域全体の多様な魅力をアピールし、一体として企業の育成、導入

を図ることができるようになってきたのである。 
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＜GWI の事業展開＞ 

GWI はこの都市圏内の 2 州にまたがる行政（主にカウンティ、市）が 30％の資金提供

を行い、70％は民間からの資金で設立された団体である。圏域内の 33 の商工会議所と 21

のカウンティと市の経済開発部門、そして54社の Investorという銀行やディベロッパー、

通信会社などの主要企業によって運営されている。この組織は、主に３つの事業を行っ

ている。一つはハイテク産業の動向分析を行うリサーチ部門であり、他にマーケティン

グ部門、ビジネス開発部門がある。リサーチ部門は、圏域内のハイテク産業の動向分析

や他地域との比較分析を行い、それをもとに GWI としての提言、ロビー活動などを行っ

ている。これまで、ワシントン DC の地域経済は、連邦政府関連の予算消費と観光によ

って成り立っていると誰もが思っていた。しかし、GWI のリサーチ部門の調査により、

ワシントン DC 都市圏の地域経済は、政府支出や観光に関わる産業よりも、IT やバイオ

テクノロジー、ライフサイエンス産業などのハイテク産業に依存する割合の方が上回っ

ていると報告されている。こうした調査結果は、ワシントン DC の地域イメ－ジを形成

していく上で非常に重要であり、このデータを利用したプロモーション活動がマーケテ

ィング部門やビジネス開発部門で展開されつつある。 

 

＜ハイテク産業のプロモーション＞ 

GWI の主眼は、このマーケティングと、ビジネス開発である。ヨーロッパや日本など

も視野に入れた積極的な IT 産業やバイオテクノロジー産業等のプロモーション活動を行

っている。また、民間ディベロッパーが開発した不動産のデータベースも用意されてお

り、立地を希望する企業が、ワシントン DC 都市圏内で容易に立地場所を探すシステム

が用意されている。 

 

＜メリーランド大学、ジョンズ・ホプキンス大学などがプロモーションのかなめ＞ 

GWI が地域をプロモーションするのに、最も重要な要素の一つは、地元の大学である

メリーランド大学やジョンズ・ホプキンス大学の存在である。メリーランド大学は、NASA

が近傍に立地していることもあり、NASA との連携で多くの研究開発が行われており、

コンピュータサイエンス部門での協力体制も密接である。 

 

＜メリーランド大学テクノロジー・アドバンスメント・プログラム：TAP＞ 

メリーランド州立大学システムの中で 1985 年に構築されたインキュベータシステム

である。5 年を限度として入居し、学内の教授陣の協力、学生・院生のインターン活用、
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実験室の無償使用、100Mbps のインターネット接続が月 4 ドルなどの利点がある。これ

までに 55 社が入居を許可され、すでに 35 社が卒業している。応募はこれまでに 313 社

で競争倍率は約 6 倍である。55 社の企業が生み出した雇用は 552、これらの企業に対し、

これまでに 2 億 7100 万ドルの投資が行われた。 

 

＜バイオ、IT が活発＞   

これまで許可された企業のうち約 1/2 はバイオテクノロジー関連のスタートアップ企

業であり、残りの 1/3（全体の 1/6）がエレクトロニクス、同じく 1/3 がソフトウエア、

残りがその他である。バイオ関連が多いのは、メリーランド大学の場合、農業部門など

に関連したバイオ、国立衛生研究所のバイオ関連研究に関連するバイオなどが多いため

である。 
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（5） サンフランシスコ・ベイエリアの概要 

＜シリコンバレーの人口は減少傾向＞ 

サンフランシスコを取り巻くベイエリアはシリコンバレーとして有名であり、米国内

でも最大の IT 産業やバイオテクノロジーの集積地である。ベイエリア全体の人口は 2005

年で 407 万人であり、2003 年以降 IT バブルの影響もあり、若干減少傾向にある。サンフ

ランシスコの人口は 75 万人であるが、これも 2000 年以降減少傾向にある。ベイエリア

の人種構成は、白人 46%、アジア人を含むノンヒスパニックが 26%、ヒスパニックが 20%、

黒人は 8%であり、アジア人、ヒスパニックの増加が顕著である。 

 

＜IT 産業バイオテクノロジーの集積地＞ 

サンフランシスコ・ベイエリアは、シリコンバレー本来の IT 産業の集積に加え、近年、

IT 産業を基盤としたバイオテクノロジー産業の集積が顕著である。また、シリコンバレ

ーはもともと大学が創造的な産業を生み出す拠点となっているが、近年、大学を核とし

たライフサイエンス産業の創出や、民間による積極的なプロモーション活動によるバイ

オサイエンス企業の集積が進みつつある。また州政府のハイテク産業の人材育成におけ

る強力な他州との地域間競争施策もある。 

 

＜サンフランシスコの Bay Area Economic Forum＞ 

  サンフランシスコ・ベイエリアにおいては、Bay Area Economic Forum （BAEF）が、

広域連携による政府、民間への様々な提案を行っている。BAEF は他州、海外との競争関

係を視野に入れたハイテク産業の基盤づくりと、振興施策を進めている。BAEF はベイエ

リアの主要な企業のトップが集まって、ベイエリアの将来について、様々な議論を展開

し、具体的な提案活動とその提案に基づいた行動展開を行う機関である。 

  特に BASF は、企業、大学、政府などを連携する科学技術の基盤コンソーシアム（Bay 

Area Science Infrastructure Consortium：BASIC）形成の提案を行った。ベイエリアとして

他地域に競争し打ち勝って行くための３つのタスク・フォース（特別事業）を打ち出し、

実施している。BASIC の３つのタスクフォースは以下の通りである。 

 

1）Technology Collaboration Task Force（技術共同研究特別事業） 

Technology Collaboration（TC）はベイエリアにある大学、研究機関、民間企業の

研究機関などの連携強化のために行われるもので、大きく４つのプロジェクトか

ら構成される。 
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a) 研究室から市場まで変動する技術に焦点をあてた研究グループの形成 

b) 新たに出現するコマーシャルテクノロジーに関する一連のシンポジウム開催 

c) 研究機関におけるポストドクター、人材のの交流機会の創出（地域内での人材

確保） 

d) ウエブサイトにおいて各研究機関の技術開発内容のデータベースを構築し、相

互検索を容易にする。（地域内研究交流、共同研究の推進）    

2）Global R&D Center Task Force （国際研究開発センター特別事業） 

Global R&D Center（GRDC）特別事業はベイエリアを国際的な R&D のセンターに

するために、様々な角度からベイエリアを分析し、R&D の基盤としてあるべき姿、

特徴、ネットワーク等々について提案する。このタスクフォースは一種のシンク

タンクとしての役割を担うものである。この機能はこれまでベイエリアにあまり

備わっていなかった機能であり、今後の具体的展開が期待される。 

3）Regional R&D Outreach Task Force （地域内研究開発推進特別事業） 

ベイエリアにおける R&D を推進するための基盤を形成するタスクフォースであ

る。基盤といっても、ハードな基盤からソフトな基盤まであり、様々な基盤整備

に力を注いでいくものである。具体的には以下のプロジェクトが想定されている。 

a) 特定の参加者を対象に一連のミーティングの開催 

b) 地域 R&D 支援ネットワークの構築 

c) BASIC メンバーへの支援システムの構築 

d) BASIC のウエブサイト構築 

e) メディアとの関係構築 

f) 他のタスクフォースの支援 

これらはいずれも地域間競争、国際競争を意識したものである。今後、この実施に向

け、政府、民間企業などに具体的な働きかけを行うとともに、自らイニシアティブを取

って進めようとしている。 

 

＜ベイエリア東部の経済開発＞ 

また、サンフランシスコベイエリア東部一帯の経済開発を担う「Economic Development 

Alliance for Business：EDAB」は、地域の立地条件をつぶさに調査し、シリコンバレー全

体の中での優位性を強調し、企業のプロモーションに役立てている。EDAB はベイエリ

ア東部地域のカウンティや主要都市、そしてそこに立地する主要な企業によるパブリッ

ク・プライベート・パートナーシップの広域連携組織である。彼らの戦略は、シリコン
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バレーの中では相対的に低い家賃、豊かな環境、そしてサンフランシスコに近く、都市

環境を享受できるということをうたい文句に、世界各国の企業にねらいを定めて、誘致

活動を行っている。カリフォルニア大学バークレー校の集積もこのプロモーションには

重要な役割を果たしている。近年そうした活動が実を結び、域内にバイオサイエンス企

業が多く立地するバイオコリドールが形成しつつあるとともに、多くの IT 産業が集積し

てきている。 
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（6）アトランタ都市圏の概要 

＜急速な人口増＞ 

アトランタは都市としての人口 40 万人、都市圏人口 483 万人（ともに 2005 推計）で、

都市圏人口は 1980 年から 2005 までの 25 年間で、実に 2 倍以上%もの伸び率を示してい

る。都市圏の人種構成は白人が 56%、黒人が 30%、ヒスパニックが 9%で、他圏域に比べる

と黒人の人口比率が高い。黒人の人口比率、ヒスパニックの人口比率、そしてアジア人

などの比率も高まっており、人口構成の多様化がみられる。 

 

＜地域の経済で重要な役割を果たす国際空港＞ 

ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港（The Hartsfield-Jackson Atlanta 

International Airport：H-JAIA）は、現在 4 本の滑走路を有し、毎日 1,200 便が出発し、週

に約 500 便が世界の 40 都市に向けて飛び立つ世界でも最も混雑している空港である。ア

トランタは、全米の地理的中心にあることを自負している。飛行機で 2 時間以内の圏域

に全米人口の 80%が住んでいる。 

 

＜全米のネットワークの中心：ロジスティクス産業の成長＞ 

米国における交通、通信などのネットワークの中心にあることを生かし、流通、通信

などの企業が本社を置くほか、全米の卸売り業者などを集積させるマート機能（ファッ

ションマート、インフォマート）など、流通、コンベンション機能の充実が見られる。

また､これら機能に関連し､近年､ロジスティクス産業の集積が注目され、更なる集積をめ

ざし、様々な努力が続けられている。 

 

＜オリンピックを契機に大きく変貌＞ 

アトランタ都市圏は、90 年代に大きな変貌を遂げてきた。特に、1996 年に開催され

たオリンピックは、アトランタ都市圏の企業立地を、それまでのパターンから大きく変

貌させることとなった。オリンピックを契機に、アトランタ大都市圏は IT 産業の基盤と

なる最も先進的な情報基盤を装備した。それはオリンピックの開催に際し、世界の 100

以上のテレビ会社からの様々な要請に対応する基盤を整備したことである。 

 

＜オリンピックに伴う情報基盤の整備＞ 

アトランタをカバーする地域電話会社ベルサウスは、ジョージア州内に延べ 56 万 km

に及ぶ光ファイバー網を構築し、最低でも当時 38 の光ファイバー幹線を装備した。
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ACOG と IBM そしてテレビ会社の NBC は、あらゆる会社のあらゆる要請に応えるため

に、延べ 8,000km にも及ぶ恒久的光ファイバーケーブルをオリンピック関連施設に設置

した。これによりアトランタに当時世界で最も進んだ通信ネットワークが提供されるこ

ととなり、その後の IT 産業などの展開に大きく寄与する基盤を築いた。その結果、アト

ランタにはアメリカでも最大の 4 つの大手通信会社が拠点事務所を置き、サービスを開

始したのをはじめ、今日までに飛躍的な IT 産業の集積をみている。ただ一方で、IT や

バイオテクノロジー産業の他に、以前からアトランタ地地理的優位性を生かした組み立

て型産業の集積も進み、現在、アトランタ州内だけでも 4 箇所の自動車組立工場が立地

している。 

 

＜Operation Legacy プログラム＞ 

また、地元電力会社のジョージアパワーはオリンピック前の 1993 年から、商工会議

所や州の協力と Nations Bank の支援を受け、「Operation Legacy：遺産づくり作戦 」

を進めた。このプログラムは、オリンピックを契機に世界の一流企業のトップとその家

族を 10 数回に分けてアトランタに招待し、オリンピックの事前視察と、アトランタとジ

ョージア州のビジネス事情について紹介・PR したものであった。3 年間でこのプログラ

ムに参加した企業のうち、20 社が進出を決め、約 6,000 人の直接雇用を生み出すことと

なった。 

 

＜居住環境も大きく改善＞ 

また、オリンピック開催の折（1996 年）、それまで、市内の劣悪な居住地区の大部分

が財政上の理由なども含めて、ほとんど整備されないままインナーシティ問題を抱えて

いた。しかしオリンピックを機に、特に競技場に近いエリアの地区改善を積極的に推進

することとなり、これによって 1000 戸以上の住宅が整備された18。この時は、整備後に

住宅の賃料が上がり、その地区に住んでいた人々の多くが、住んでいた地区に戻れず、

大きな批判も浴びたが、この経験がオリンピック以後のインナーシティ問題解決への大

きな糸口となった。 

 

 

 

                                                  
18 http://www.academy.umd.edu/publications/Boundary/CaseStudies/bcsatlanta.htm  
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＜ロジスティクス産業19の集積、発展＞ 

アトランタ都市圏は、データは少し古いがハーバード大学の戦略および競争研究所

（Institute for Strategy and Competitiveness）によると、2002 年に 62,400 以上のロジスティ

クス雇用を誇っており、全米で 4 位の集積を有している。世界で最も混んでいる空港、

ハーツフィールド－ジャクソン・アトランタ国際空港（H-JAIA）を抱え、3 本のインタ

ーステイツ高速道路を備え、さらには広範囲な鉄道ネットワークを備えたアトランタは、

あらゆる交通手段を通して国内、国際の様々な商取引を動かしていると言えよう。 

 

米国の都市圏別交通及びロジスティクス雇用(2002 年) 

順位 都市圏名 ロジスティクス産業雇用 

1 ニューヨーク 138,193 

2 ロサンジェルス 94,268 

3 シカゴ 77,528 

4 アトランタ 62,492 

5 ダラス・フォートワース 61,445 

6 ヒューストン 50,560 

7 サンフランシスコ 50,063 

8 マイアミ 49,537 

9 シアトル 41,736 

10 フェニックス 38,539 

資料：Cluster Mapping Project, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business 

School  www.isc.hbs.edu   

 

＜ロシスティクス関連企業の集積＞ 

そのインフラストラクチャー以上に、UPS やデルタ航空、マンハッタン・アソシエイ

ツ（Manhattan Associates）などの企業集積、そしてジョージア工科大学のロジスティクス

研究所（The Logistics Institute at Georgia Tech）などの頭脳集積なども大きな財産となって

おり、アトランタ都市圏はその特色ある知的資本基盤を進展させ続けている。アトラン

タ都市圏商工会議所が主導するアトランタ・ロジスティクス革新委員会（Atlanta Logistics 

                                                  
19 「ロジスティクス産業」というのは、従来の流通産業を軸に、それを取り巻くエアライン、交通、通

信、コンピューター、ソフトウェア、商品管理システム、梱包、印刷、配送などの産業を総括して言う。

観光も含む場合はホテルや旅行エージェント、交通会社等も含む。 
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Innovation Council）や活発なロジスティクス専門家、ビジネス・リーダー達のおかげで、

アトランタ都市圏は応用ロジスティクス研究の優れた発信地としての領域を広げ、ロジ

スティクス革新の世界的な中心地となる体制が整っている。 

 

<世界のロジスティクス産業の中心へ＞ 

このような集積をベースに、現在、世界ロジスティクス革新センター（Global 

Logistics Innovation Center：GLlC－世界中の研究とロジスティクス・ソリューションのた

めのセンター）を設立するために準備している。このセンターはジョージア工科大学の

ロジスティクス研究所、アトランタ都市圏商工会議所のロジスティクス革新委員会、そ

して UPS、Cendian、MAPlCS、Invistics、IBM といったロジスティクス関連企業の熱心な

リーダーたちの尽力で実現に向かっており､今後アトランタが世界のロジスティクス産

業の拠点として成長していくことを重要な目標としている。 

 

＜ジョージア工科大学のサプライチェーン＆ロジスティクス研究所＞ 

すでにアトランタには、世界中でまだあまり例のない国際的なロジスティクス研究機

関のひとつであるジョージア工科大学サプライチェーン&ロジスティクス研究所がある。

アトランタ都市圏では、州内のロジスティクスに関わるあらゆる情報と人材、そして、

ロジスティクス研究と改革のための知識交換の場を作るために様々な努力を行っている。

ジョージア工科大学の世界的レベルのロジスティクスおよびエンジニアリングの教員た

ちによって運営が予定されている GLlC は、ジョージアを世界で一流のロジスティクス研

究開発のリーダーに押し上げ、世界中の企業が効率的な貨物の移動についての解決策を

求めてやってくることを大きな目標にしている。 

 

＜連邦資金もバックアップ＞ 

この計画を推し進めるために、連邦および地方資金が投入された。資金の大部分は特

定のリサーチ・プロジェクトに当てられている。例えば： 

 警備や効率的な貨物移動に対するセンサー・テクノロジー（e.g., RFlD）

のインパクトの評価 

 航空貨物ベースの供給網の生産性に関する米国保安イニシアティブの評

価 

 混雑や同時運輸情報が、迅速性を要する貨物の移動に与えるインパクトの

評価 
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 コンテナの港湾業務の効率性の向上 

 港湾貨物シミュレーション試験設備の開発  などである。 

 

＜観光・コンベンションの充実＞ 

また、ロジスティクス産業の一つの重要な要素として、観光・コンベンション産業が

ある。特にこの点では、アトランタの位置的特性を存分に生かした機能充実が期待され

ている。 
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資料 4. カーネギーメロン大学 SEI におけるコース概要 （資料 SEI 2009 Course Catalog） 

 

以下は 2009 年度における、カーネギーメロン大学の SEI が開催する組み込みソフトウェ

ア関連のコース目次である。 

1. プロセス改善コース                              

1.1 能力成熟度モデル統合(CMMI)                         

CMMI 入門 1.2 版                             

CMMI 調達 1.2 版補足                           

CMMI サービス 1.2 版補足                         

ピープル CMM 入門                            

CMMI 中級 1.2 版                             

CMMI 高成熟度プラクティスの理解                        

ピープル CMM 中級                                  

CMMI1.2 版インストラクタトレーニング                    

ピープル CMM インストラクタトレーニング                  

CMMI とシックスシグマ：同時遂行の手法                   

SCAMPI 主任評定者トレーニング                     

ピープル CMM における SCAMPI 主任評定者トレーニング          

SCAMPI B/C チームリーダートレーニング                 

 

1.2 改善プラクティス                             

CMMI ベースプロセス改善概説                         

ソフトウェアプロセス定義                            

プロセス改善の習得                            

 

1.3 チームソフトウェアプロセス                         

TSP エグゼキュティブ戦略セミナー                        

開発チームの指導                                

パーソナルプロセス入門                             

パーソナルソフトウェアプロセス（PSP）概論                    

パーソナルソフトウェアプロセス（PSP）特論                    

PSP インストラクタトレーニング                           
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TSP コーチトレーニング                            

 

1.4 測定・分析                                

目標駆動測定の実行                              

目標駆動測定実行のインストラクタトレーニング                

プロジェクトマネージメントインジケーターの分析                 

Six Sigma を用いたプロセスパフォーマンスの改善                 

Six Sigma を用いたプロセスパフォーマンス改善のインストラクタトレーニング   

Six Sigma を用いた成果物・プロセスの設計                   

Six Sigma を用いた成果物・プロセス設計のインストラクタトレーニング      

 

2. CERT 情報セキュリティコース                         

2.1 インシデントハンドリング                          

コンピューターセキュリティインシデントレスポンスチームの立上げ         

コンピューターセキュリティインシデントレスポンスチームの運営          

インシデントハンドリング概論                          

インシデントハンドリング特論                          

CSIRTS の結成・管理の概説                          

 

2.2 ネットワークセキュリティ                          

技術スタッフ用情報セキュリティ                         

技術スタッフ用情報セキュリティ特論                       

企業内情報セキュリティの運用：多層防御実現のための実践的アプローチ       

CERT 弾力工学フレームワーク入門                       

C/C++セキュアコーディング                        

 

2.3 リスクアセスメント                             

OCTAVE アプローチを用いた情報セキュリティリスクの評価             

 

3. ソフトウェアアーキテクチャコース                      

ソフトウェアアーキテクチャ：原理及び実習                     

ATAM 審査者トレーニング                            

178



 

ATAM リーダートレーニング                           

ソフトウェアアーキテクチャのドキュメント化                   

ソフトウェアアーキテクチャの設計及び分析                    

 

4. ソフトウェアプロダクトラインコース                     

ソフトウェアプロダクトライン                          

ソフトウェアプロダクトラインの導入                       

ソフトウェアプロダクトラインの開発                       

PLTP チームトレーニング                            

PLTP リーダートレーニング                           

 

5. 調達マネージメントコース及びワークショップ                 

継続的リスクマネージメント                           

ソフトウェア調達サバイバルスキル                        

相互運用調達概要ワークショップ                        

ソフトウェア中心システム用工学的安全およびセキュリティ関連要件         

プログラムマネージャー用 COTS ベース・システム                

実務者用 COTS ソフトウェアプロダクト評価                   

 

6. 組織マネージメント開発コース                         

コンサルティングスキル・ワークショップ                     

技術的な変更の運用                               

 

7. モデルに基づくエンジニアリングコース                     

MBE の要点：モデルに基づくエンジニアリング及び AADL 入門           

 

8. サービス指向型アーキテクチャコース及びワークショップ             

レガシー部材の SOA 環境への移動                         

サービスマイグレーション及び再利用技術(SMART)トレーニングワークショップ    

サービス指向アーキテクチャ（SOA）戦略ワークショップ              

サービス指向アーキテクチャ（SOA）ガバナンスワークショップ           
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参考資料 4 つづき 

SEI における 2009 年度の新設コース・ワークショップの紹介 （資料 SEI 2009 Course Catalog） 

 

以下は SEI で 2009 年度に開設されるコース・ワークショップの概略紹介である 

 

CMMI とシックスシグマ：同時遂行の手法 

本コースの目的は、CMMI とシックスシグマを組織内で同時展開する手法と、そのベース

となる技術的メカニズムを考察・理解することである。生徒は同時展開を、その利点から

ソリューション設計とシーケンスの特定の側面、またインフラやトレーニングに対する配

慮まで、講義・例証・演習を通して多角的に学ぶ。コース期間中、受講生はケース事例を

分析評価し、自身が所属する組織の事情と比較考慮して学んだことを適用する。そうする

ことにより、これら 2 つの改善技術を採用することに関する決定を肯定、具体化、もしく

は推奨し、2 つの改善技術を競争的にではなく、むしろ調和的に適用できるようになる。 

 

ソフトウェア中心システム用工学的安全およびセキュリティ関連要件 

本コースは、安全・セキュリティ・要求工学を取り扱う。安全とセキュリティには、貴重

な資産を危険（ハザード・脅威）による不正危害から保護するための共通する多くの関連

コンセプト、分析技術、目標があり、そのため要求分析には必然的にリスクベースのアプ

ローチが必要となる。 

 

CERT 弾力工学フレームワーク入門 

本コースは、オペレーション弾力性および弾力工学に関する基本的概念の理解、REF 能力

分野の実務上必要な知識の習得、そして各組織内におけるプロセス改善活動の立上げを目

的としている。CERT REF をガイドとして用い、受講生は現時点でのセキュリティ、ビジ

ネス継続性、IT オペレーション・プラクティスを評価し、効果のあるプラクティスと変更

が必要なプラクティスを見極め、効果的な決定ができるようになる。 

 

MBE の要点：モデルベース工学・AADL 入門 

モデルベース工学（MBE）によるアプローチは、システムアーキテクチャの設計・開発・

分析・維持管理に優れた手法である。本コースは、ソフトウェアやシステムアーキテクチ

ャの定義付け・ドキュメント化、およびシステム品質特性の認証による、リアルタイム組

み込みソフトウェアシステム開発に必要な基本的な MBE コンセプトに焦点を当てている。
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授業では、リアルタイム組み込みソフトウェアシステム開発用 SAE AADL（Architecture 

Analysis and Design Language）標準を使用する。さらに、AADL、MDA、SysML、UML

等の様々な種類のシステムやソフトウェアモデリングが概説され、コース期間中にわたっ

て行なわれる演習で具体的に扱われる。 

 

C／C++セキュアコーディング  

安全なプログラムの作成には、安全な設計が必要である。しかし、開発者が C／C++言語

のプログラミングに特有のセキュリティ上の落とし穴に関し無知であると、いくら完璧な

設計であっても安全性の低いプログラムになってしまう。この 4 日間の個別指導コースで

は、C／C++言語における一般的なプログラミングエラーについて詳しく言及し、これら

のエラーがどのように攻撃に対して脆弱なコードを作り出すのか解説する。 

 

サービス指向アーキテクチャ（SOA）戦略ワークショップ 

SOA 戦略は、アプリケーションの市場導入までの時間短縮、ビジネスパートナーとの協調、

あるいは顧客サービスの改善などの事業目標と調和していなければ成功しない。各目標に

は、それぞれ異なる SOA 戦略が必要となる。このワークショップでは、事業目標と SOA

戦略の関連性を考察し、実現可能性のあるパイロットプロジェクトを選定する。これによ

り、組織はその SOA 優先順位を見極め、具体的な一連の業務を実行できるようになる 

 

 

サービス指向アーキテクチャ（SOA）ガバナンスワークショップ  

SOA ガバナンスは、SOA 財産の開発・使用・発展のため、また事業価値の分析のために

一連のポリシー・ルール・実施メカニズムを提供する。本ワークショップでは、顧客組織

が適切な一連の SOA ガバナンスポリシー・手順・プラクティスを展開できるよう SEI チ

ームが指導・援助する。SOA ガバナンスワークショップは、SOA 戦略ワークショップを

補完するものである。 

 

CMMI サービス 1.2 版補足  

本コースは、サービスプロバイダー、評定チームメンバー、プロセスグループメンバーを

対象とした、サービスデリバリ関連 CMMI 基本コンセプトの入門コースである。サービ

スのための CMMI（CMMI-SVC）モデルでは、確かな品質のサービスを顧客やエンドユ

ーザーに提供できるよう、効果的なプラクティスが定義されている。CMMI-SVC の効果
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が期待できるサービスには、維持管理・営業・物流・IT・その他多くの産官関連サービス

などがある。 

 

エグゼゼキュティブ教育 

 

経営層の教育のために準備されたこれらのワークショップでは、SEI 技術が概説され、実

際的な定義、技術の基礎、論点の理解の提供を特に目的としている。SEI の各分野の専門

家により行われるこれらエグゼキュティブセッションおよびワークショップは、多くの産

業界や組織の実体験が反映されている。 

 

システム・オブ・システム環境における調達のエグゼキュティブ・オーバービュー 

本エグゼキュティブ・ワークショップでは、システム・オブ・システムのコンテキストに

おける調達が調達方法にどのように影響するか、という重要な点が強調される。ディスカ

ッションには、変革の触媒、プログラムの相互運用、相互運用調達、コラボレーションの

成功に必要な主要方針が含まれる。これらのコンセプトは、「相互運用調達概要ワークショ

ップ」にて、オペレーションレベルでさらに詳しく扱われる。 

 

プロダクトライン・エグゼキュティブセッション 

本エグゼキュティブセッションの特色は、ソフトウェア製品系列開発パラダイムの概観で

あり、それによって会社の市場、コスト、生産力、品質、その他のビジネスドライバーに

合わせた飛躍的な改善を可能にする。SEI の専門家が、ソフトウェア・プロダクトライン

と組織がアプローチを採用できる可能性に関するディスカッションを牽引する。これらの

コンセプトは、「ソフトウェア・プロダクトライン・コース」にて、オペレーションレベル

でさらに詳しく扱われる 

 

エグゼキュティブ COTS ベース・システム 

本説明セッションは、ソフトウェア中心システムに商用オフザシェルフ（COTS）導入時

の課題とビジネス機会についてさらに詳しく学ぶ意欲のある取得シニアおよび調達プロフ

ェッショナルを対象としている。基本定義、COTS ベース・システムの成功に必要な主な

施策を取り上げた後、提案がなされる。これらのコンセプトは、プログラムマネージャー

用 COTS ベース・システム、および実務者用 COTS ソフトウェア・プロダクト評価コー

スにて、経営・オペレーションレベルで扱われる。 
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サービス指向アーキテクチャ（SOA）戦略ワークショップ 

このワークショップでは、ビジネスまたはミッション目標と SOA 戦略との結び付きを考

察し、実現可能性のあるパイロットプロジェクトを選定する。それにより、SOA の優先順

位の設定および具体的な一連の業務の実行に関する高いレベルの計画を立てることができ

る。 

 

サービス指向アーキテクチャ（SOA）ガバナンスワークショップ 

本ワークショップでは、SOA 財産のためのポリシー・ルール・実施メカニズムの開発、お

よびその分析・評価が取り上げられる。受講者は高レベルの SOA ガバナンス計画を立案

し、実施時にすべきことを選定する。 

 

TSP エグゼキュティブ戦略セミナー 

本エグゼキュティブワークショップは、チームソフトウェアプロセス（TSPSM）とパーソ

ナルソフトウェアプロセス（PSPSM）の主要コンセプト・原理をマネジメントの観点から

取り上げる。 

 

コンピュータ・セキュリティ・インシデント・レスポンス・チーム（CSIRTS）の結成・

管理の概説 

本講義では、コンピュータ・セキュリティ・インシデント・レスポンス・チームの計画・

実行・運営・評価のベストプラクティスを取り上げる。管理このトピックに関心を持つス

タッフに、CSIRT の結成・運営にかかわる問題点が概説される。 

 

CMMI ベースプロセス改善概説 

この 1 日コースでは、プロセス改善担当の役員、管理者、潜在的スポンサー、チャンピオ

ン、実務者を対象に、能力成熟度モデル（CMMI）を使用しながら、その基本コンセプト

とそれが組織にもたらす益について解説される。 
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参考資料５：組込みソフトウェア技術者の教育に関する提言 

―教育機関（大学・大学院）、及び企業の役割 

 

＊本参考資料 5 は、研究会委員のＭＨＩエアロスペースシステムズ株式会社システム開発

部部長 各務博之氏が第 3回委員会に提出したものであり、本人の了解を得て掲載した。 

 

近年、ソフトウェアのトラブルによるシステム障害が実社会を混乱に陥れる事件が増加

している。これにはシステム運用の甘い見通し、不十分なチェック体制など組織的な問題

も挙げられるが、ソフトウェア技術者の技量がその原因のひとつであることは否定できな

い。 

今回、組込みソフトウェア開発の現場の実態をもとに、教育機関、及び企業における組

込みソフトウェア技術者の教育はどうあるべきかを提言する。 

 

１．組込みソフトウェア開発の実態 

ここでは、組込みソフトウェア開発の現場におけるその実態を筆者の見聞した範囲で

示す。 

 

（１）現場のソフトウェア技術者 

組込みソフトウェア開発の現場でのソフトウェア技術者は、「ソフトウェア仕様作成

者」と「ソフトウェア作成者」に大きく分けられる。 

「ソフトウェア仕様作成者」は組込みシステムとしてどの様なソフトウェアを作るべ

きかを決める役割であり、多くの場合メーカ側（自動車メーカ、重工メーカ等）のソフ

トウェア技術者がその担当を担う。ハードウェアを含めたシステム全体の設計を含めて、

エンドユーザとの調整、およびハードウェア担当者との調整を行い、ソフトウェアの要

件を規定する。 

「ソフトウェア作成者」は、規定されたソフトウェア仕様に基づきソフトウェアを構

築する役割である。多くの場合、メーカ側でその全ての要員を抱えることはまれであり、

メーカのソフトウェア開発専門の子会社、もしくは独立したソフトウェアベンダーがそ

の役割を担うことが多い。以降、ソフトウェア作成担当会社をソフトウェアベンダーと

記す。 

すなわち、メーカ側はシステム全体の設計、およびソフトウェア仕様作成を担当し、

ソフトウェアベンダーがソフトウェア作成を担当すると言う図式が一般的である。 
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Ｖ字プロセス上で両者の役割を見ると下図の通りとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、焦点を当てるべきソフトウェア技術者は実際のプログラム構築を担当する後者

の「ソフトウェア作成者」のほうであることを前提として話を進める。 

また、概してソフトウェア仕様がなかなか決まらず、さりとてスケジュールは変わらず

で、後工程であるソフトウェア作成者に負担がかかることが多いことを記しておく。 

 

（２）現場の組織 

ソフトウェア作成者は小規模のプロジェクトであれば１名、大規模プロジェクトとな

ると十数名規模となる。多くの場合はソフトウェア仕様作成者を含んだ明示的、もしく

は暗黙的なプロジェクト体制が組まれることが多い。すなわち、ソフトウェア作成者は

ラインのコントロールを離れてプロジェクト体制で仕事を遂行していくことが多い。と

は言え、進捗、コストはラインの長である課長が責任を負うことが多く、このギャップ

がさまざまな問題を引き起こす要因のひとつであると言える。 

コーディング 

システム設計 

ソフトウェア仕

構造設計 

詳細設計 

システム評価 

総合評価 (*2) 

組合せテスト 

単体テスト 

メーカ側 

（ソフトウェア仕様作成者） 

ソフトウェアベンダー側 

（ソフトウェア作成者） 

*1 評価そのものの作業は評価担当部署が 

  実施する。 

*2 総合評価はソフトウェア作成者が実施 
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（３）組込みソフトウェア技術者に求められる技量と現状 

組込みソフトウェアは最終的にはハードウェア（多くの場合はマイコン）に組み込ま

れて動作する。そのためプログラミング技術だけでなく、電気回路、物理特性、対象と

する機器によっては制御則といった工学系の知識、もしくは素養が必要となる。またこ

れは組込みソフトウェアに限った話ではないが、制御対象となる対象物をよく知ること

が必要である。組込みソフトウェアの場合、その対象物は車、航空機、ロケットなどで

ある。従って、その対象物の動作原理や、特性をよく知った上でプログラムを作る必要

がある。その意味でも工学系の知識、素養は必要である。 

しかしながら、ソフトウェアベンダーの人材は不足しており、求人もままならない状

況にある。一時期のＩＴブームが去り、ソフトウェア業界の３Ｋ（きつい、厳しい、帰

れない）が話題となり、ソフトウェア業界全般の人気が下火になる中、情報系の学生の

中には組込み分野におけるソフトウェア技術者のニーズを知らない学生が多い状況であ

る。情報系の学生が思い描く将来像は、きれいなオフィスでスーツを着て颯爽と仕事を

する姿であり、安全靴にヘルメットで騒音のする現場を走り回る姿ではないのであろう。

就職担当の先生でさえ「情報出身者が自動車メーカに行ってどうするの」と言った先入

観が見られる。 

従って、工学系の知識、素養が必要にも係らず、特に名の通っていないソフトウェア

ベンダーでは文系の学生を新卒採用している状況である。 

 

 

ソフトウェアベンダー側（ソフトウェア作成

課長 リーダ 部下 

部下 

リーダ 部下 

部下 

リーダ 部下 

部下 

メーカ側（ソフトウェア仕様作成者） 

課長 リーダ 部下 

部下 

リーダ 部下 

部下 

リーダ 部下 

部下 

プロジェクト

プロジェクト
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（４）組込みソフトウェア技術者をとりまく環境 

ソフトウェアベンダーではソフトウェアの開発プロセスとしてＶ字モデルは確立して

おり、ドキュメント標準も整い、表記法も整備されている。ＣＭＭＩの認定を受けてい

る企業も増えている。 

しかしながら、ドキュメントなど形の見えるところの標準化、マニュアル化はできて

いるが、肝心の設計論がないのが実情である。ＣＭＭＩでもそうであるが、ドキュメン

トを中心とした標準では、作成すべきドキュメントの書き方は規定しているが、設計の

仕方は規定されておらず、所詮形式論、手続き論に過ぎない。 

ところが、「標準通りに作れば誰が作っても同じものが作られる筈」と言う幻想にとら

われている人が多い。特に上層部の経営者、管理者にそのような考えを持つ人がいると

厄介である。ソフトウェアを作ると言うことがどういうことなのか、その本質が理解さ

れていないとしか思えない。 

そもそもソフトウェアには完璧な方法論はないと断言していいであろう。 

筆者が考えるに、ソフトウェアは「知識」＋「経験」＋「感性」が必要である。 

「知識」はソフトウェア工学なりの技術論を学ぶことにより身に付けることができる。

しかし「知識」だけでは良いプログラムは作れない。単一機能を実現する小さなプログ

ラムなら作ることはできるが、それなりの規模のプログラムを作るには、「経験」が必要

である。そして何より必要なのは「感性」ではないか。 

「感性」とは、理屈抜きで「良いプログラム」と「悪いプログラム」を見抜く力、「良

いプログラム」を作りあげる力である。 

この｢感性」が他の工業製品と比べてソフトウェアには大きく依存しているように思える。

それが、ソフトウェアの生産性、品質がいまだに作る人に依存していると言われる所以

のひとつであろう。 

もうひとつ現場の環境として付け加えておくことがある。現場にはその組織独特の「先

人が残したノウハウ」がある。これらのノウハウは文書化されていることは少ないが、

プログラムコード上には確かにそのノウハウが埋め込まれている。多くのプロジェクト

では新規開発と言うのは少なく、ほとんどがこの先人の残したプログラムコードを流用、

もしくは参考とするため、そのノウハウも継承されていくことになる。ソフトウェア技

術者はこのノウハウをプログラムコードから読み取り、正しく継承していくことが必要

である。 
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２．大学と企業の方向性の違い 

大学で教えていることとソフトウェアベンダーのニーズとの間には大きなギャップが

ある。情報系の大学教育の延長線上にソフトウェアベンダーが求める人材像があるかと

言うと非常に疑問である。 

ひと言でそのギャップを言い表すと「大学は科学者を生み出そうとしているが、ソフ

トウェアベンダーが求めているのは科学者ではなく技術者なのだ」と言えるであろう。

もちろん一部の特殊なプログラムの開発を担当することになれば特別な理論に基づく学

術的なアプローチも必要ではあろうが、ほとんどのソフトウェア技術者は地道にプログ

ラムを作り上げていく仕事に就くことになる。そこで必要になるのは、いかに良いプロ

グラムを効率良く作るかということであり、科学者ではなく、技術者むしろ技能者（今

改めて注目されている町工場の熟練工のような）なのである。 

そのため、ソフトウェアベンダーは大学教育にはあまり期待せず、社内教育、特に新

卒社員教育に重点をおいている。 

一般的に新卒社員は入社すると一定期間の技術教育の後、実際の業務に配属されＯＪＴ

（On the Job Training）と呼ばれる教育に入る。ＯＪＴとは文字通り業務を通して教育

を実施する制度であり、業務上の上司が指導者としてその教育を任される。多くのソフ

トウェアベンダーでは新卒社員と言えども早く実戦に配備し収益を上げないと経営上苦

しいと言う事情もあり、仕事をこなしながら教育せざるを得ないと言う背景もある。 

また、入社前に内定が決まった段階から言語教育を開始するソフトウェアベンダーもあ

る。道義上や労働契約上の問題はさておき、それなりにコストをかけて早期に戦力化を

図らなければならない切迫感を感じざるを得ない。 

それでもソフトウェアベンダーが専門学校の学生ではなく、大学・大学院の学生を採

用するのは、確率的に将来的に伸びる可能性のある良い素材が大学・大学院には揃って

いると言うことであろう。 

ここで誤解のないように付け加えておくが、筆者は大学でプログラムがバリバリ書け

るような教育を望んでいるわけではない。それでは専門学校と変わらなくなってしまう。 

 

３．新卒社員教育の一例 

ソフトウェアベンダーにおける新卒社員教育の一例としてＭＨＩエアロスペースシス

テムズ株式会社（略称ＭＡＳＣ、以降ＭＡＳＣと記す）の例を示し、筆者の考える教育

のあるべき姿について言及したい。 
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（１）ＭＡＳＣとは 

ＭＡＳＣは三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所の子会社として昭和６１年１２

月に設立された。その当時三菱重工業では次期支援戦闘機、国際宇宙ステーションと言

った大型プロジェクトの開発を控え、ソフトウェア技術者の確保が急務であった。その

役割を担う子会社としてソフトウェアに特化したＭＡＳＣを設立したのである。ＭＡＳ

Ｃでは主に名古屋航空宇宙システム製作所と名古屋誘導推進システム製作所で開発して

いる航空宇宙関連機器、およびその地上設備等のソフトウェアを開発している。また一

部の技術者は三菱重工業内に派遣の形で入り、三菱重工業の社員とともに上流のシステ

ム設計作業を行っている。 

 

（２）ＭＡＳＣにおける新卒社員教育 

ＭＡＳＣでは、新卒社員は４月に入社すると、２ヶ月間の技術教育を受け、６月から

実際の業務に配属され、指導者のもとでＯＪＴがスタートする。ＯＪＴの期間は１年間

であり、翌年の３月に１年間の活動を集約した論文の作成、発表を行い、ＯＪＴを終了

する。 

技術教育の最初の１ヶ月間（４月）では、基本となる言語であるＣ言語の教育、航空

工学、シミュレーション工学といった基本知識の習得、開発プロセスや品質保証といっ

た標準の教育を実施する。 

残りの１ヶ月間（５月）にソフトウェア開発実習を行う。ソフトウェア開発実習では

開発プロセスに従い実際に小さなアプリケーションプログラムを４、５名のチームで開

発する。 

その狙いとしては、実態に近い形で一通りの開発を経験させることにより、開発の全

体を実感させることにある。座学で学んだ開発プロセス、ドキュメント作成、レビュー、

テストを実際に行ってみるとともに、チームとして開発することにより、チーム内の意

思統一、相互理解、協調作業の必要性を実感することも狙いのひとつである。 

このソフトウェア開発実習を終えた新卒社員から出る感想は、チーム員とともにひとつ

のアプリケーションを作り上げたと言う達成感である。また座学では知りえなった「も

の作り」の難しさを実感する。 

 

（３）ソフトウェア開発実習を通して学んでもらいたいこと 

このソフトウェア開発実習の大まかな狙いは以上の点であるが、筆者がこのカリキュ

ラムで新卒社員にどんなことを学んで欲しいかを記す。 
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えてして、このソフトウェア開発実習では、ドキュメント作りを強調するあまり、ドキ

ュメント作りにばかり時間をとられてしまい肝心の設計論の議論が不十分になってしま

うきらいがある。確かにドキュメントを作って残すと言うのは「趣味のプログラム」と

「仕事としてのプログラム」の大きな違いである。しかしあまりそこを強調しすぎるの

はいかがなものかと考える。本来、より良いプログラムを作ることが目的であり、ドキ

ュメントはその手段のひとつに過ぎないと思うのだが、ドキュメントを書くことが目的

となり、形骸化の始まりを見ているように感じてしまう。ドキュメント作成に焦点が移

ってしまい、我々ソフトウェア技術者は本来ソフトウェアをどう作るべきかをもっと議

論すべきであるのに、肝心のその検討が不十分なケースが多々見られるのである。 

「プログラムと言うのはなんとなく作ってもとりあえず動くものはできてしまう」も

のである。世の中の失敗プロジェクトの多くは「なんとなく作ってしまったプログラム

をとりあえず力ずくで動かそうとしてしまった結果」と言うケースも多くあるのではな

いだろうか。それがまかり通っていることが問題である。 

そのためにはプログラムが組みあがってしまい、取り返しのつかない大きな問題にな

る前の小さなプログラム（ひとつひとつのモジュール、関数）の段階から、より良いプ

ログラムとして作り上げることが大切である。「とりあえず要求を満足するプログラムは

できたが、これでいいのか」「もっと考慮すべき点があるのではないか」「これで他のプ

ログラムとのインターフェースは大丈夫だろうか」そう言ったより良いプログラムに作

り上げる向上心が大切である。これを新卒社員のときから植え付けさせることが教育の

大きな目標のひとつであり、そのしつけをこのソフトウェア開発実習で習得してもらい

たい。 

 

（４）指導者の責任 

ソフトウェア開発実習における教育の成果は指導者の力量に大きく依存する。 

所詮、新卒社員なのだからほっておいてもまともな設計はできない。それをあるべき設

計に導くのが文字通り指導者の役割である。 

これは配属後のＯＪＴでも同じことが言える。指導者の力量により新卒社員の伸びが

大きく左右されるのである。確かに実業務を抱えて新卒社員の教育まで見るのはとても

大変なことではある。しかし、心に留めておいて欲しいことは、その新卒社員の最初の

１年間の教育は、その新卒社員の技術者としての一生を左右させるかもしれない大変な

責任があると言うことである。最初の一年でいい加減な設計、コーディングでも何とか

なると言う教育を刷り込まれた新卒社員は多くの場合、これから先もそうやってとりあ
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えず動くものを作り続けることになるであろう。 

では、指導者として忙しい業務の中で何をすればいいのか。 

筆者は、新卒社員を育てたいと言う気持ちがあればかなりの部分は補えると考える。

ここで必要となるのは新卒社員とのコミュニケーションである。１日３０分でいいから

新卒社員の作った生成物（ドキュメント、コード）を指導者は親身になってレビューす

る。そこで意見をいい、より良い設計、コードにするためにはどうしたらいいのかを議

論しあい、指導することができれば教育の質は大きく変わるに違いない。 

これをすることにより、その後の相乗効果も期待できる。そのように指導者に親身にな

って教育を受けた新卒社員は、数年たちその新卒社員が指導者の立場になったとき、同

じように親身になって新卒社員を指導するに違いない。このようなサイクルが続けばい

ずれ１０年後、２０年後にはかなりの部分が改善されるはずである。逆におろそかに指

導された新卒社員はやはり指導者の立場になったらおろそかな教育しかできず、負のサ

イクルに陥ることになる。 

 

４．提言 

最後に本レポートのテーマである組込みソフトウェア技術者の教育に関して「教育機

関の役割」「企業の役割」についての提言をまとめる。 

 

（１）教育機関の役割 

科学者としての学術的なアプローチも大切であるが、やはりソフトウェア開発の現場

を実感させるカリキュラムを用意したらどうだろうか。ＭＡＳＣにおける新卒社員のソ

フトウェア開発実習のように「チームでひとつのアプリケーションを作り上げる」と言

ったカリキュラムである。その中で開発プロセスの大切さ、より良いものを探求する心、

チームとの共同作業の難しさを知っていただきたい。 

そして忘れてはいけないことはチームで一丸となってひとつのものを作り上げると言

う達成感である。これが「もの作り」の基本ではないだろうか。特に組込み系ソフトウ

ェアはパソコン上の数字が変わるだけでなく、実際に物が動き出すのである。自分が作

ったプログラムで思った通りに物が動いたときの感動は忘れられないものである。そん

な「もの作り」の基本を教育機関の中で教えていただきたい。 

ただし、熱意を持った強力な指導者が適切に指導することが必要であることを忘れな

いでいただきたい。 

 

192



 

（２）企業の役割 

ソフトウェアと言う労働集約型の産業では「人が企業の財産」であると言うことは言

うまでもないことである。その基本に立ち返って、ＯＪＴにおいて指導者は無償の愛情

を持って部下を教育してもらいたい。業務を抱え忙しいことは理解できる。新卒社員に

やらせるより自分がやったほうが早いと思うことも理解できる。しかし、先に書いたよ

うに１日３０分でいいから新卒社員に向き合い意見を交わしてもらいたい。新卒社員の

ＯＪＴの期間に限らず、常に上司は部下の良き指導者であり続けていただきたい。そん

な風土を社風として続けることができれば、現在ソフトウェア業界が抱えているさまざ

まな問題の打ち手のひとつとなると確信している。 
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