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 [要 約] 

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まとめたもので

ある。 

 

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。 

 

1.2 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
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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。 

 

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の取り組みが大きく変化したのは 1985-87 年の

Therac-25 事故と呼ばれる医療事故からである。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、基準整備が急速に進

められた。特にリスクマネージメントやソフトウェアライフサイクルプロセスなどの観点での体

制整備が進んだ。一方で日本の体制整備はほとんど進んでおらず、米国や欧州の体制に

依存している状況である。人材育成に関しても、米国では AAMI による人材育成のほか、

多くの大学において、取り組みが行われており、我が国が学ぶべき点が多くある。 

 

2.2 航空宇宙産業分野 

米国における航空宇宙産業分野の組み込みソフトウェアは、厳密な安全性、確実性

を基本に NASA をはじめ、航空宇宙各社、関連システム会社などが大学との協力に

よって開発を行っている。また社員の人材育成も OJT の部分もあるが、多くは大学

との共同研究や共同プロジェクトに派遣することによって行われている。また大学

によるトレーニングコースも多く開催されており、そうしたコースの受講で人材育

成が行われている。もちろん、大学院での教育も並行して行われている。 

一方、日本の航空宇宙産業分野での組み込みソフトウェア開発体制は、むしろ企業

の社内開発、OJT による社内人材育成が中心となっており、今後、大学などの役割

の拡大が求められる。 

 

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、名古屋大学の組み込みシステ

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。 
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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システム管理の需要が大きく、様々な異なった分野の企業を結

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、エアラインや運送業者、貿易業や倉庫業、流通業、小売業、そしてそれらを支

える支援産業などの体系的システム構築を目指した動きが活発である。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。 

 

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 

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） 

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）は連邦政府の資金によって設立された研究所であるが、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ー分析及び設計言語（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。 

 

3.2 マサチューセッツ工科大学（MIT）（マサチューセッツ州ケンブリッジ） 

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
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を研究している研究者がいる。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 の所属ではないが、工学部

のスローン・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。  

 

3.3 コロンビア大学（ニューヨーク州ニューヨーク） 

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があり、基礎的なソフトウェアの教育と研究開発を行って

いる。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、プロジェクトがある。また 2001 年から組み込みソフトウェ

アのコースも開設され、既に 3 人の組み込みソフトウェア関連の PhD を輩出してい

る。 

 

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） 

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）によって設立さ

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（NASA や国防省、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。企業が CHESS に人材を派遣するために

は、最低 125,000 ドルの共同研究費が求められる。 
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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） 

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（Computer Science 

Department, the Computer Systems Laboratory, 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、連携している 3 つ

の機関の研究内容を見ると、組み込みソフトウェアに関わる多くの研究が進められ

ているようである。各部局では、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。 

 

3.6 メリーランド大学（UMD）（メリーランド州カレッジパーク） 

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。 

また、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、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験的ソフトウェア工学センター（Fraunhofer Center 

for Experimental Software Engineering）があり、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。 

 

3.7 ジョージア工科大学（GIT）（ジョージア州アトランタ） 

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
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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。 

 

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） 

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。 

 

3.9 緊急医療問題調査研究所（ECRI）（ペンシルべニア州フィラデルフィア） 

緊急医療問題調査研究所（Emergency Care Research Institute：ECRI）は、いわ

ば医療機器の消費者レポートを行うような機関であり、様々な医療機器による医療

事故の情報蓄積と、新しく出される医療機器の性能比較、開発段階の医療機器の性

能チェック等々を行っている。ECRI の集積する情報データベースは非常に重要な

ものであり、FDA とも連携しながら、医療機器の安全性を確保すべく、努力してい

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

ドバイスを行っているとともに、米国内に留まらず、世界各地で研修セミナーを実

施し、人材育成を行っている。 

 

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
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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。教育・研修においては、大学自体が行

っている場合も多くあるが、AAMI や ECRI などのように民間の団体が行っている

場合も注目される。 

 

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、今後具合

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した。 

（1） ソフトウェア開発プロセスの理解 

（2） 構成管理、変更管理、問題解決 

（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 

 

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。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。 

 

4.3 その他分野のソフトウェア開発人材育成カリキュラム例 
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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 

（2） IT スキル標準 

（3） 組み込みスキル標準 

（4） 高度情報化人材育成標準カリキュラム 

（5） 情報処理専門カリキュラム標準 J07 

 

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。 

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 

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 
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