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はじめに 

 

 

文部科学省「先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム・高度なソフトウェア技術

者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成」（通称：IT スパイラ

ル）は、人材の不足ならびに質の低下が深刻な問題となりつつあるソフトウェア分野に

おいて、関西圏の 9 大学情報系研究科ならびに 4 民間企業の専門家の力を結集する

ことにより、企業等において先導的な役割を担える高度なソフトウェア技術者の育成を

目指し、2006 年 10 月より 3 年半の計画で進めています。 

 

 

プロジェクトの開始から約半年間の準備期間を経て、来年度から大学院の博士前期

（修士）課程の学生を対象とした教育がスタートします。今後、本プロジェクトが健全に進

展し、社会に貢献できる人材を輩出するとともに、真に有用な成果を生み出すことを目

的に、IT スパイラル外部評価委員会を設置しました。 

 

 

  本報告書は、2007 年 3 月 30 日に開催された IT Spiral 外部評価委員会 第 1 回委

員会における、IT スパイラルのプロジェクトの評価結果を取りまとめたものです。 
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IT スパイラル外部評価委員会 委員名簿 

（順不同、敬称略） 

 

 

 

 

委 員  今井 良彦 （松下電器産業株式会社 ソフトウェア開発本部 システム

エンジニアリングセンター・所長） 

 

 

大場 充 （広島市立大学 情報科学部情報メディア工学科・教授） 

 

 

富野 壽 （株式会社構造計画研究所・会長） 

 

 

三坂 重雄 （シャープ株式会社・常任顧問） 

 

 

森原 一郎 （ＮＴＴソフトウェア株式会社 エンタープライズ・ソリューション

事業グループ ビジネスアプリケーション事業ユニット長） 

 

 

以 上 
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IT スパイラル外部評価委員会 開催概要 

 

 

 

開催日時：2007 年 3 月 30 日（金） 10 時～17 時 

 

開催場所：大阪大学大学院情報科学研究科２階会議室 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘１番 5 号 

 

  

議事次第： 

10：00－10：10  取組代表者挨拶  

（西尾章治郎 大阪大学 大学院情報科学研究科長） 

 

10：10－10：30  プロジェクトの概要と進捗状況 

（井上克郎 大阪大学 大学院情報科学研究科 教授） 

 

10：30－10：45  各大学院での取り組み状況（各大学院より） 

 

10：45－11：00  実プロジェクト教材の開発 

（鯵坂恒夫 和歌山大学 大学院システム工学研究科 教授） 

 

11：00－11：10  コーヒーブレイク 

 

11：10－12：00  質疑応答 

 

12：00－12：15  総評（各評価委員） 

 

12：15－13：15  昼食 

 

14：00－17：00 ソフトウェア工学に関する研究交流会 

        （豊中地区 G 棟 416 にて、希望者のみ） 
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外部評価委員会出席者一覧 

 

外部評価委員                                             （敬称略） 

・今井良彦 （松下電器産業株式会社 ソフトウェア開発本部 システムエンジニアリング 

 センター・所長） 
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・三坂重雄 （シャープ株式会社・常任顧問） 

・森原一郎 （ＮＴＴソフトウェア株式会社 エンタープライズ・ソリューション事業グループ 

          ビジネスアプリケーション事業ユニット長） 

         

IT Spiral 取組者                                       （敬称略） 

・西尾章治郎 （大阪大学 大学院情報科学研究科長） 

・井上克郎  （大阪大学 大学院情報科学研究科・教授） 

・楠本真二  （大阪大学 大学院情報科学研究科・教授） 

・渡 洋二  （大阪大学 大学院情報科学研究科・事務長） 

・秋山孝子  （大阪大学 大学院情報科学研究科・大学院係長） 

・深海 悟  （大阪工業大学 大学院情報科学研究科・教授） 

・上原邦昭  （神戸大学 大学院自然科学研究科・教授） 

・大川剛直  （神戸大学 大学院自然科学研究科・教授） 

・荻原剛志  （高知工科大学 大学院工学研究科・教授） 

・飯田 元  （奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科・教授） 

・岡田 実  （奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科・教授） 

・Michael Barker （奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科・特任教授） 

・大西 淳  （立命館大学 大学院理工学研究科・教授） 

・鰺坂恒夫  （和歌山大学 大学院システム工学研究科・教授） 

・津田道夫  （株式会社日立システムアンドサービス 生産技術部・主管技師長） 

・石田厚子  （株式会社日立コンサルティング・テクニカルディレクター） 

・志水隆一  （財団法人千里国際情報事業財団・主席研究員） 

・木村圭志  （財団法人千里国際情報事業財団・主任研究員） 

・吉田佳世  （大阪大学 大学院情報科学研究科 IT Spiral 事務局） 
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１． 評価委員挨拶 

（１）今井委員（松下電器産業株式会社ソフトウェア開発本部システムエンジニアリングセンター・所長） 

 松下電器では、2000 年 12 月にソフトウェア工学の考え方を取り入れるために、ソフトウ

ェアエンジニアリングセンターを設けた。ソフトウェア以外の部分（LSI など）も含めるべ

く、システムエンジニアリングセンターに、最近名前を変えた。 

 私の方は、ソフトウェアエンジニアリングを実践できるだろうということで、4月からソ

フトウェア会社の社長になることに決まっている。 

 是非とも、組込みソフトウェアの部分に光を当ててもらいたいと考えている。 

 

（２）大場委員（広島市立大学 情報科学部情報メディア工学科・教授） 

 1994 年まで、約 20 年間日本 IBM に勤務し実務に携わってきた。最後の数年間は、米国

IBM で仕事をした。大学に移り約 13 年になるが、現在の仕事の 3分の 2は教育で、3分の 1

は実務のコンサルティングを行っている。このような関係で、企業を訪問する機会、企業

のデータを見る機会も多い。 

 企業では様々な問題を抱えているが、ソフトウェア工学の基礎的なことを学べば失敗し

なくて済むのに、常識を知らないために失敗する例が多いと思っている。そういう意味で

は、学生を教育し、システマティックにソフトウェア工学の基礎から実践への橋渡しを行

い、人材を輩出していくことは日本のものづくりにとって重要だと思う。ここで作った教

育プログラムを、全国の大学院で教えていくことができれば、日本のものづくりにとって

有用であると思っている。 

 

（３）富野委員（株式会社構造計画研究所・会長） 

 社団法人情報サービス産業協会（JISA）の常任理事をしている。情報サービス産業協会

では、ソフトウェアエンジニアリングが企業の中にしっかりと組み込まれていないことが

問題だと思っている。 

 情報サービス産業協会の事業計画のなかで人材問題、研究開発問題は主要テーマである

が、具体的で効果的な対応策を描くことができていないのが現状である。 

 IT スパイラルの資料を読ませてもらったが、正直、ある種の感動を覚えた。このプロジ

ェクトに対しては非常に期待している。 

 

（４）三坂委員（シャープ株式会社・常任顧問） 

 3 月 9 日付の新聞にも掲載されたが、関西経済同友会では関西を組込みソフトウェアの一

大集積地にすべく、推進協議会を発足させる予定にしている。これを発足させるために、1

年間議論してきた。 

 携帯電話など、ハードウェア製品といえども、内部ではソフトウェアが大きな位置を占

めている。しかし、組込みソフトウェアについては、きっちりとしたトレーニングを受け
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た人間が開発しているというのではなく、自然発生的に積み上げ式で行ってきたというの

が現状である。 

 製品の開発サイクルは 6ヶ月～9ヶ月で、製品の寿命は半年ももたない。このように次々

と開発を続けていかなければならない状況のなかで、開発コストをどのように抑えるか、

品質をどのように向上させるか、出荷済みの製品にトラブルが発生した場合にどのように

対応するかといった問題が、事業を進めるうえでの最大の決断事項となっている。 

 関西経済同友会単独ではなく、関経連などを含めて、具体的な動きをしていきたいと考

えている。 

 組込みソフトウェアの現場の実態は生々しい。人材の量だけでなく、質（プロダクトマ

ネージャなど）も欲しいというのが本音である。今後、期待しているのが、年間 40 名輩出

される人材である。軸となれる人になってもらいたい。もちろん、量も必要なので、多く

の大学に広げていってもらいたいと考えている。 

 

（５）森原委員（ＮＴＴソフトウェア株式会社 エンタープライズ・ソリューション事業グループ ビジネ

スアプリケーション事業ユニット長） 

 私の方では、基幹システム（会計システム、人事システム）の開発を行っている。現場

の代表としてご指名頂いたと思っている。企業でも、技術者の育成が大きな課題となって

いる。ソフトウェアは人に依存している部分が大きいが、これをなんとか普遍的にできな

いかと考えている。このように、きっちりとカリキュラムを作ってもらい、ノウハウを普

及してもらえるのは有り難い。 

 人を育てるのは難しく、当社も OJT が中心である。基礎的な原理に立ち戻ってという部

分は出来ていないのが現状である。企業に入社して問題にぶつかり、勉強しないといけな

いところも出てきているが、目の前の仕事に忙しく、基礎的なところにまで立ち戻って勉

強できていないというのが実際のところである。このようなカリキュラムについては、企

業での利用も了承してもらえると有り難い。 

 実践の部分を大学で教え、即戦力を育成することも大事だと思うが、基礎的な部分に興

味を持たせて教育することも大学の役割として大きいと思う。実践と基礎を両輪として進

めないと、育たないと思う。 
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２． 評価委員からのコメント 

（１）技術者育成教育について 

＜語学教育の組込み＞ 

・昔、上司から次のことを教えられた（これらが最低限であるとのことであった）。 

・正確な英語を書けるようになりなさい。 

   ・正確に英語を話すことを練習しなさい。 

（リーダーは、公の場で話をする必要がある。上手い英語である必要は無い。） 

このプロジェクトには、バーカー先生もおられるので、このような面の教育もできる

のではないか。 

   中国の大連にある大学のカリキュラムには、外国からの仕事を請ける、外国の企業

で働く、といったことを想定した「英語ソフトウェア工学」「日本語ソフトウェア工学」

があった。相手にきちんと伝わる英語の教育を組み込んでもらいたい。（大場委員） 

 

＜必要性・重要性の教育＞ 

 ・プロジェクト管理などは大学では教えられないと考えず、大学ではその重要性を教え

てもらいたい。重要性、価値を教えることが非常に重要であると思っている。 

   価値があることがわかれば、ソフトウェアに対する関心も高まると思う。ソフトウ

ェアに携わる人間は、会社に入ってからも一生勉強を続けなければならない。このイ

ンセンティブになればという思いである。（富野委員） 

 

＜設計に対する思いの醸成＞ 

 ・デザインへの思い入れをどれだけ強く持たせるかは、将来を考えるとものすごく大き

い。今、システム開発やソフトウェア開発は全て処理になっている。要求された機能

を満足するだけの処理を作るのではなく、シンプルで美しいデザイン、きれいなシス

テムへの思いを持たせることも考えてもらいたい。（富野委員） 

 

 ＜組込みシステムで活躍できる人材育成＞ 

 ・組み込み型のシステムでは、良いアーキテクトが求められている。コスト、性能、消

費電力、メモリなどの制約のなかで設計のできる良いアーキテクトを育てたいのだが、

現実には、ソフトウェアエンジニアリングの手法のトレーニングを受けていないハー

ドの設計者が配置されている。たたき大工にならないような素養を持った人が配置さ

れて、企業のなかで活躍できるようになることを期待している。 

携帯電話は 1 モデル 100 万台で、障害が発生すると、あっという間に億単位の費用

が発生する。自動車の場合には人命にかかわる。このような条件下で仕事をこなすこ

とができる、質の高い人材の育成は、再教育という面も含め重要である。（三坂委員） 
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 ＜基幹系システムで活躍できる人材育成＞ 

 ・基幹系システムでは、システム全体をどう設計するかが大きな問題となっている。組

み込みソフトウェアの場合は与えられた条件のなかでどう設計するかという問題だが、

システム全体の設計の場合は逆で、こういうことをやりたい場合にどのようなハード

ウェア（コンピュータの能力、メモリサイズ・・・）を用いれば良いのかを考え、こ

れにソフトウェアの設計をあわせて最適化していく必要がある。システム全体の観点

も押さえてもらいたい。 

   IT スパイラルでは、非常に多くのカリキュラムがあるが、在学時にこれらの全てを

学ぶことは難しいと思う。プロを作るという意味で、どういう体系でスパイラルアッ

プして行けば良いのか、一緒に知恵を出していきたいと思う。（森原委員） 

 

＜講師について＞ 

 ・IBM では、レオナルドダビンチという教育があった。これは、「技術のリーダーとして

あるべき姿はどのようなものなの」ということだけを教える教育であった。「どうして

レオナルドダビンチがあれだけの業績を残せたのか。彼個人だけの能力ではない。壁

画を描いているのは職人であってダビンチではない。このような優秀な職人をどうや

って上手く使うか、どうやって育てられてきたのか」を教えてくれるコースであった。 

実際に大切だったのはこれを話に来る人であった。経歴もすごく、（レベルの高いマ

ネージャになるよう）特殊に育てられた人であり、たくさんの経験をしている。実体

験とセオリーを教えてくれた。セオリー自体は、大したものではなかったが、このよ

うな生き方をしないといけないということは少なくともわかった。（大場委員） 

 

＜職業倫理、使命感、思い＞ 

 ・IBM ではスペースシャトルのグループと OS 開発のグループがあった。OS 開発のグルー

プの方が能力は圧倒的に高かったが、出来上がりはスペースシャトルのグループの方

が良かった。この差は何なのか、結局は職業倫理だと思っている。自分がミスしたら

どのようなことが起こるかという意識を持って仕事をするかだと思う。スペースシャ

トルのチームでは、宇宙飛行士を呼んだ講演も行っていた。プロとして何をしないと

いけないかといった意識付けの部分を取り入れてもらいたい。（大場委員） 

 ・Nobles oblige という倫理観を叩き込んでもらいたい。技術は必要条件だが十分条件で

はない。そういう意味では、思い、使命感が重要である。 

私の認識では、このプロジェクトはエリートを作るためのものであると思っている。

エリートを作るためのプロジェクトであるということを繰り返し言ってもらいたい。

エリートにはエリートの使命感、WILL、やせ我慢、プライドが必要である。将来にわ

たって、長い間かけて実現することが求められているということでもあると思う。 

（富野委員） 
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＜大学と企業が連携した人材育成＞ 

・レベルの高いプロジェクトマネージャーがどうやって育つのか、育てられるのかとい

う議論があるが、これはかなりの部分経験だと思う。企業で、経験を積ませることが

できるのかというと、決してそうではないと思っている。意図しなければ決して出来

ない。本人が希望しないと出来ないし、本人の希望だけでは出来ない。 

 IBM では１プロジェクト 5 年かかる。15 年かけても 3 回しか経験できない。これで

リーダーになれるのかというと絶対になれない。相当なスピードで何回も色々な経験

をさせなければならない。1年半から 2年で、どんどん変えていかないといけない。社

長を育てるのと全く同じである。 

キャリア組の「もと」となる人達を輩出していくために、IT スパイラルのような教

育システムを実施していくことは、大切だと思う。 

大学だけで出来るものでもないし、企業だけでできるものでもない。（大場委員） 

 

（２）実プロジェクト教材開発について 

＜ノウハウの蓄積＞ 

 ・実システムの教材開発については、日々悩んでいるところで、興味のあるところでも

ある。社内でも、実際のシステム開発のノウハウをきちんと残せる形にしたいと考え

ているが、顧客ごと、業務ごとに色々なパターンがあり、なかなか体系化できないの

が悩みとなっている。（森原委員） 

 

＜要求獲得作業における事前ニーズの準備について＞ 

 ・「要求獲得作業では事前に予想されるニーズを用意する」というのは常識なのかという

質問についてだが、優れたチームは、プロポーザルが求められなくても打ち合わせに

は用意している。 

問題はそれが普遍化したものなのかということであるが、アプリケーションのドメ

インが同じものの中ではかなり行われている。しかし、用意出来ないものもある。 

（富野委員） 

 

（３）プログラムの卒業生の進路 

 ・社団法人情報サービス産業協会（JISA）では、情報工学の卒業生がなかなか来てくれ

ないという悩みがある。今回の卒業生も、是非 JISA の企業に来てもらいたい。 

このような人材の処遇を高めようという話も出ている。（富野委員） 

 

（４）プログラムの評価（卒業生の追跡調査） 

 ・このプログラムの卒業生の追跡調査をしてもらいたい。（富野委員） 
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（５）社会人の再教育への展開 

 ・この種の教育プログラムを必要としている人の大半は、学部から上がってくる学生よ

りは、既に企業で仕事をしていて、必ずしも専門科目を学んでこなかった人達だと思

う。このような人たちが、自分の経験を整理して、より高いレベルの仕事をしなけれ

ばいけない時期に差し掛かっているが、これが良く出来ていないのが日本の現状だと

思う。 

（将来、このプログラムを企業の人間も参加できるようにし、学生と社会人が一緒

に講義を受けられるようにしたいという話については）、このような意味で非常に大切

だと思う。（大場委員） 

 

 

（６）外部資源の活用戦略 

・大学には理論があっても実践は無い、企業には実践があって理論はない。この間のギ

ャップを埋めていく必要があるが、このプロジェクトだけでは難しい。このプロジェ

クトでできない部分については、プロジェクト外のものを使って補完していけば良い

と思う。 

40 人をリーダとなるよう育成するのであれば、サブリーダーとなる人間を別のとこ

ろで育成して、これらをリンクさせるなど、シームレスにつながないとギャップは簡

単には埋まらないと思う。 

   IT スパイラルは非常に良い名前をつけたと思うが、１周するだけではだめで、スパ

イラルアウトしていくことを是非とも考えてもらいたい。インド、中国に数で勝つの

は無理なので、下流のところは「使う／活用する」ことを考えて、プロジェクトマネ

ジメントなどのより上流に行くことを考えていく必要がある。連携等によりシームレ

スにつなぐことが一つの方向だと思う。（今井委員） 

 



 1
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高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 1

IT Spiral
プロジェクトの概要と進捗状況

井上克郎

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 2

本プロジェクトでの我々の考え方

目標目標

体系的なソフトウェア工学教育が必要体系的なソフトウェア工学教育が必要

× こうしたらできる
× このツールはこう使う

○ なぜこう作ればうまくいくのか
○ 他の方法はないのか？

× こうしたらできる
× このツールはこう使う

○ なぜこう作ればうまくいくのか
○ 他の方法はないのか？

常に考えることができる人材の育成

ソフトウェア開発において、中長期的にわたり世界的なレベルで

活躍できる人材を育成する！

ソフトウェア開発において、中長期的にわたり世界的なレベルで

活躍できる人材を育成する！

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 3

常に考えることができる人材を育成するためには

ソフトウェア開発に関わる基礎科目を
体系的に教える（基礎力）。

ソフトウェア開発に関わる基礎科目を
体系的に教える（基礎力）。

技術や研究の動向を、その背景の
理論を捉えて教える（適応力）。

技術や研究の動向を、その背景の
理論を捉えて教える（適応力）。

実践的な開発を経験させる(実践力）。実践的な開発を経験させる(実践力）。

一流の教育者、研究者、実務家一流の教育者、研究者、実務家

意識の高い優れた学生意識の高い優れた学生

目的に合ったカリキュラム構成目的に合ったカリキュラム構成

新しいソフトウェア専門の
大学院・専攻の設立

新しいソフトウェア専門の
大学院・専攻の設立

理想？

人材？人材？

予算？予算？

時間？時間？

大
学
院
連
携

融
合
連
携
専
攻
の
形
成
！

融
合
連
携
専
攻
の
形
成
！

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 4

立命館大

大阪工業大

京都大
大阪大

兵庫県立大

和歌山大

高知工科大

日立製作所 日立システム＆

サービス
オージス総研 NTTデータ

奈良先端大
神戸大

日本を代表する4企業と9大学院の融合連携専攻

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 5

融合連携専攻の目指す教育領域

EE
電気工学

CE
コンピュータ工学

CS
コンピュータ科学

SE
ソフトウェア工学

IT
情報技術

IS
情報システム

ハードウェア

ソフトウェア

組織要求

CC (Computing Curricula) 2005

まずは、世界で最も先進的と定評のある

カリキュラム体系を参考にするという観点：

IEEE-CSとACMのカリキュラム体系

まずは、世界で最も先進的と定評のある

カリキュラム体系を参考にするという観点：

IEEE-CSとACMのカリキュラム体系

ソフトウェア工学の知識体系

SWEBOK

1. 要求

2. 設計

3. プログラミング

4. テスト

5. 保守

6. 構成管理

7. 管理

8. プロセス

9. ツールと方法論
10. 品質

立命館大、大阪工大

NTTデータ、オージス

京都大、和歌山大等

和歌山大、神戸大

大阪大

大阪大

高知工科大、日立等

奈良先端大

京都大、兵庫県立大

奈良先端大

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 6

三つの能力の育成

先端ソフトウェア工学科目群先端ソフトウェア工学科目群 実践ソフトウェア開発科目群実践ソフトウェア開発科目群

（A）基礎力

ソフトウェア開発のために必要となる基礎的な情報科学やソフトウェア工学

に関する知識

（A）基礎力

ソフトウェア開発のために必要となる基礎的な情報科学やソフトウェア工学

に関する知識

（B）適応力

単なるツールや記法の知識ではなく、

その背景にある原理や理念を深く理

解し、環境が変化しても、対応できる

力

（B）適応力

単なるツールや記法の知識ではなく、

その背景にある原理や理念を深く理

解し、環境が変化しても、対応できる

力

（C）実践力

実践的な開発経験を獲得し、開発技

術力のみならず、プロジェクトの成功

を支えるために必須なコミュニケー

ション力やマネジメント力

（C）実践力

実践的な開発経験を獲得し、開発技

術力のみならず、プロジェクトの成功

を支えるために必須なコミュニケー

ション力やマネジメント力

基礎ソフトウェア工学科目群基礎ソフトウェア工学科目群

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 7

(A)基礎ソフトウェア工学科目群

大
阪
大
学

大
阪
大
学

各大学院で２～11科目、実状に応じて指定各大学院で２～11科目、実状に応じて指定

…

大阪大学の例

各大学院で指定するソフトウェア工学関連の科目各大学院で指定するソフトウェア工学関連の科目

学生はそれぞれの大学院で受講する。学生はそれぞれの大学院で受講する。

ソフトウェア開発工程で実行される各種開発作業の基礎を中心に学ぶ。
● 開発プロセス、プロセス評価企画、開発支援環境
担当：井上克郎、松下誠

ソフトウェア開発論

ソフトウェア開発の上流工程で行われる設計作業やその評価技術の基礎について学ぶ。
● 設計技法、設計評価、設計支援ツール
担当：楠本真二、岡野浩三

ソフトウェア設計論

コンカレントシステムの理論を学び、Javaプログラムを例に実際について体験する。
● 並列分散システム、プロセス、デッドロック
担当：菊野亨、土屋達弘

コンカレントシステム

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 8

(B)先端ソフトウェア工学科目群

最先端のソフトウェア工学の知識とその背景論理を教材化する。最先端のソフトウェア工学の知識とその背景論理を教材化する。

各大学院で利用構成を考え、指導教員の補助のもとで受講させる。各大学院で利用構成を考え、指導教員の補助のもとで受講させる。

大阪大学の例

提供

利用

2科目構成
(大阪大学）

2科目構成
(大阪大学）

大
阪
大
学

大
阪
大
学

ソフトウェア保守
（プログラム検証、コードクローン分析、オープンソース開発、再利用）

ソフトウェア保守
（プログラム検証、コードクローン分析、オープンソース開発、再利用）

エンピリカルソフトウェア工学（奈良先端大）エンピリカルソフトウェア工学（奈良先端大）

組込みソフトウェア設計論(兵庫県立大)組込みソフトウェア設計論(兵庫県立大)

データベース設計論(大阪工業大)データベース設計論(大阪工業大)

ウェブ工学(和歌山大)ウェブ工学(和歌山大)

モデル中心ソフトウェア開発(京都大)モデル中心ソフトウェア開発(京都大)

組込みシステム構成論(高知工科大)組込みシステム構成論(高知工科大)

 
 

 
資料１ プロジェクトの概要と進捗状況資料 
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高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 9

(C)実践ソフトウェア開発科目群

企業の講師が教える実践的なソフトウェア開発の授業と演習企業の講師が教える実践的なソフトウェア開発の授業と演習

学生が一箇所に集結し、授業とグループ演習等を行う。学生が一箇所に集結し、授業とグループ演習等を行う。

学生 実践プロジェクト管理実践プロジェクト管理

実践ソフトウェア開発論実践ソフトウェア開発論

実践ソフトウェア開発演習実践ソフトウェア開発演習

プロジェクト管理、コミュニケーション、ヒューマ
ンスキル、要求分析、テスト技術、品質保証
（日立、日立システム、オージス、NTTデータ）

プロジェクト管理、コミュニケーション、ヒューマ
ンスキル、要求分析、テスト技術、品質保証
（日立、日立システム、オージス、NTTデータ）

UML、モデル化、ERモデル、フレームワーク、
Struts、エンピリカル技法、バグ管理等とそれ
らの演習
（日立、日立システム、オージス、NTTデータ）

UML、モデル化、ERモデル、フレームワーク、
Struts、エンピリカル技法、バグ管理等とそれ
らの演習
（日立、日立システム、オージス、NTTデータ）隔週金曜日（４コマ）隔週金曜日（４コマ）

教員

大阪大学中之島センター大阪大学中之島センター

大阪工業大大阪工業大

奈良先端大奈良先端大

高知工科大高知工科大

兵庫県立大兵庫県立大

京都大京都大

神戸大神戸大

立命館大立命館大

和歌山大和歌山大

大阪大大阪大

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 10

実際のプロジェクト実際のプロジェクト

実プロジェクト教材開発

報告書・データ
• 開発進捗データ

• 作業実績報告

• テスト実行履歴
• レビュー報告書
• バグ票

• バグ累積データ

• 変更依頼書

• 変更履歴
• …

報告書・データ

• 開発進捗データ

• 作業実績報告

• テスト実行履歴
• レビュー報告書

• バグ票

• バグ累積データ

• 変更依頼書

• 変更履歴
• …

プロダクト

• RFP

• 仕様書
• 開発計画書

• 概要設計書

• 詳細設計書

• ソースコード

• テストケース
• マニュアル
• …

プロダクト

• RFP

• 仕様書
• 開発計画書

• 概要設計書

• 詳細設計書

• ソースコード
• テストケース

• マニュアル
• …

企業と協働して開発を行い、その全プ
ロダクトやデータ等を納品してもらう。

企業と協働して開発を行い、その全プ
ロダクトやデータ等を納品してもらう。

• 各プロダクト、データ類を整備してコースウェア化

授業科目でケーススタディとして利用する。

何故そうなっているか分析し、考える。

• オープン化して全国で広く利用できるようにする。

• 各プロダクト、データ類を整備してコースウェア化

授業科目でケーススタディとして利用する。

何故そうなっているか分析し、考える。

• オープン化して全国で広く利用できるようにする。

権利等の制約があって教材として利用するのは難しい。権利等の制約があって教材として利用するのは難しい。

オープンソースプロジェクトでは、一部しか揃わない。オープンソースプロジェクトでは、一部しか揃わない。

教材化教材化

学生が、現実の開発プロジェクトを知るには、

本物に接して理解することが重要

学生が、現実の開発プロジェクトを知るには、

本物に接して理解することが重要

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 11

年度計画

コースウェア（先端ソフトウェア工学科目）の作成
実プロジェクト教材の開発開始
外部評価委員会の実施

コースウェア（先端ソフトウェア工学科目）の作成
実プロジェクト教材の開発開始
外部評価委員会の実施

平成18年度平成18年度

第1期生受講（各大学で、基礎ソフトウェア工学、先端ソフトウェア工学科目開始）
実践ソフトウェア開発科目の実施（中之島センターにて）
プロジェクト教材の検収、演習への適用
外部評価委員会の実施

第1期生受講（各大学で、基礎ソフトウェア工学、先端ソフトウェア工学科目開始）
実践ソフトウェア開発科目の実施（中之島センターにて）
プロジェクト教材の検収、演習への適用
外部評価委員会の実施

平成19年度平成19年度

第2期生受講（基礎、先端、実践科目実施）
教員による実践ソフトウェア開発科目の試行
中間評価の実施
外部評価委員会の実施

第2期生受講（基礎、先端、実践科目実施）
教員による実践ソフトウェア開発科目の試行
中間評価の実施
外部評価委員会の実施

平成20年度平成20年度

第3期生受講（基礎、先端、実践科目実施）
各大学院での実践ソフトウェア開発科目の展開
外部評価委員会の実施
成果発表会の実施

第3期生受講（基礎、先端、実践科目実施）
各大学院での実践ソフトウェア開発科目の展開
外部評価委員会の実施
成果発表会の実施

平成21年度平成21年度

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 12

現状

• 基礎科目、先端科目、実践科目の準備ほぼ完了

– ビデオ撮り、進行中。来週末には揃う予定。

– 企業講師の依頼完了。演習補助者割当済み。

• ITSpiral全体の紹介冊子、各大学の履修手引き作成
済み

• 実践科目の受講者は、4月10日ごろを目処に、希望
学生の調整

– 阪大13、大工大5、京大5、神大5、高知工科大2、奈良
先端大5、兵庫県立大3、立命館大5、和歌山大3を枠に
総計40名程度の予定

高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発を実現する融合連携専攻の形成IT Spiral 13

本プログラムの効果

世界をリードするソフトウェア工学人材育成拠点の形成実現

トップランクのソフトウェア技術の人材育成(40～700人/年)

ソフトウェア工学のコースウェアの普及によりソフトウェア工学教育のレベルアップ

日本にとって

深い理解に裏打ちされた実践的技術の習得
専攻修了認定証交付
他大学院生との交流
キャリアパスの明確化

大学間連携の推進、産学連携の推進
ニーズを満たす教育の実践

学生にとって

優秀な人材獲得
社内教育へのフィードバック

ソフトウェア産業誘致の核
関西の経済団体との連携

大学にとって

企業にとって

地域にとって
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2

ソフトウェア工学関連講座
ソフトウェア工学、ソフトウェア開発手法、再利用

組込みソフトウェア、ハード／ソフトコデザイン等の研究

研究への取組み
奈良先端大・阪大EASEプロジェクトと連携してソフトウェア工学データ収
集ツールEPMの導入

教育への取組み
授業での実践的教育1：ソフトウェア工学

企業から招いた講師の指導の下で、応用ソフトウェア開発の演習を実
践的な手順に従って行う（経産業省産学協同実践的IT教育訓練支援事
業の一環）

授業での実践的教育2：応用ソフトウェア工学論

ICT応用サービスの担当者にインタビューするなどの実践的学習

授業での実践的教育3：情報工学システム実験

組込みソフトウェアをクロス開発環境で作成する教材を独自開発

特色ある大学教育支援プログラム（特色GP）「学生の多様化に対応した実
践的技術者の育成」

今までの取組み今までの取組み

2007/3/30

1
3

ITIT--SpiralSpiralへの取組み状況への取組み状況

専任スタッフ
助手１名を採用済み

基礎ソフトウェア工学科目
コンピュータアーキテクチャ論、オペレーティングシステム論、アルゴリ
ズム論、応用ソフトウェア工学論の４科目

先端ソフトウェア工学科目
先導的ソフトウェア設計論、先導的ソフトウェア構成論の２科目

学生募集の準備
4月6日に学生案内のうえ、2名程度の募集
案内資料を作成済み
学生用PCの購入、セットアップ等完了

2007/3/30

6

大阪工大情報科学研究科（情報科学部）の特徴

ソフトウェア開発関連技術者に限っても、毎年200人
近くを産業界に送り出している

教育への取組み

- 学生達に実システム開発経験の場を提供することを目的とし
た

学内システム開発プロジェクト

- ロボット組込みソフトウェア教育を実践

- ACM/ICPC(国際大学対抗プログラミングコンテスト)

- 地元企業との連携強化

今までの取組み今までの取組み

2007/3/30

7
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スタッフのアサイン

先端ソフトウェア工学科目担当者：２名

実践科目に計３名を派遣(2009年度以降学内での開講に対するそな
え）

基礎ソフトウェア工学科目

ソフトウェア構成論, 分散情報システム論, 

ソフトウェア工学特論(モデル検査)

先端ソフトウェア工学科目

エンピリカルソフトウェア工学, ソフトウェア保守

モデルを用いたソフトウェア開発 他

学生募集の準備

4月冒頭に学生案内のうえ、４～５名程度の募集

案内パンフレットの作成済み

学生用PCの購入、セットアップ等完了

2007/3/30

3

ソフトウェア工学関連講座

ソフトウェア工学、ソフトウェア設計学、ディペンダビリィティ工学
講座で、プログラム解析、メトリクス、再利用、見積もり等の研究

研究への取組み

21世紀COEプロジェクト「ネットワーク共生環境を築く情報技術
の創出」

ACT-JST「ソフトウェアプロダクトの収集・解析・検索システム」

文科省リーディングプロジェクト「データ収集に基づくソフトウェア
開発支援システム」

ソフトウェア工学工房（産学連携ラボ）

IEEE TSEやICSEなどで重要論文発表

教育への取組み

「大阪大学における高度情報通信人材の育成に
関する取り組み」の発表と実践

文科省「魅力ある大学院教育」イニシアティブ
「ソフトウェアデザイン工学高度人材育成コア」

今までの取組み今までの取組み

大学 ソフトウェア工学工房 産業界

2007/3/30
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ITIT--SpiralSpiralへの取組み状況への取組み状況

全体のコーディネート機能の確立
事務局設置
単位互換、知財等各種協定や覚書
ホームページの作成、各種サーバの準備

専任スタッフ
現在、事務局事務員、経理事務員各1名。4月より特任教授、特任助教、
特任研究員各1名採用予定。

基礎ソフトウェア工学科目
ソフトウェア設計論、ソフトウェア開発論等11科目

先端ソフトウェア工学科目
実践エンタープライズシステム開発、組込みソフトウェア設計論の2科
目

学生募集の準備
4月3日に学生案内のうえ、14名程度の募集
案内パンフレットの作成済み
学生用PCの購入、セットアップ等完了

 
 

 
資料２ 各大学院の取り組み状況 

   大阪大学 

2007/3/30
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ソフトウェア工学関連講座

知能情報ソフトウェア、デジタルコンテンツ、計算機ソフトウェア

形式的手法、メディア応用、組込みシステム開発

21世紀COEプロジェクト（２件）、文科省リーディングプロジェクトe-Society、
JSTさきがけ研究21などの予算獲得

高度情報技術人材育成への取組み

科学技術振興調整費新興分野人材養成プログラム「メディア情報専修コース」
（社会人教育）

ACM/ICPC（国際大学対抗プログラミングコンテスト）
4回生を含むチーム３人が２年連続アジア地区予選優勝、世界大会へ進出

組込みソフトウェア／システムシンポジウム特別企画
「MDDロボットチャレンジ」を企画

レゴ・マインドストームを用いた独自組込みソフトウェア教材の開発

今までの取組み今までの取組み

2007/3/30

1
0

ITIT--SpiralSpiralへの取組み状況への取組み状況

先端ソフトウェア工学科目のシラバス検討とコンテンツ作成

各大学院提供科目の内容調整

SWEBOKとの対応関係の調査

先端科目全体でChapter2から11までのSectionレベルでのカバレッジ達成を確認

バーチャルスタジオを用いた講義コンテンツの設計

モデル中心ソフトウェア開発、組込みソフトウェア設計論、コンポーネント／パターン
指向ソフトウェア開発

DVDビデオ形式での作成

スタッフ

4月より非常勤講師（先端科目担当）、経理担当事務補佐員各1名採用予定。

基礎ソフトウェア工学科目

ソフトウェア基礎論、分散情報システム等、5科目

先端ソフトウェア工学科目

通信情報システム特別講義１および同２の2科目

学生募集の準備

4月10日に学生案内のうえ、5名程度の募集

履修案内チラシの作成済み

学生用PCの購入、セットアップ等完了

 
        京都大学 

 
        高知工科大学 

 
        大阪工業大学 
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今までの取り組み今までの取り組み

ソフトウェア工学関連講座

ソフトウェア工学、ソフトウェア基礎技術

要求分析、シナリオ分析、ソフトウェア部品、

オブジェクト指向設計技法等の研究

研究への取り組み

RE(要求工学）国際会議やIWPSE(ソフトウェア進化）国際ワークショッ
プ、

APSEC(アジア太平洋ソフトウェア工学国際会議)で重要論文発表

ソフトウェア工学教育

ソフトウェア工学、構造化ソフトウェア開発、オブジェクト指向論、オブ
ジェクト指向言語、ソフトウェア仕様化技法、ソフトウェア開発管理と
いった6科目のソフトウェア工学技法を学部教育

ソフトウェア開発実験，実習，演習科目の実施

MDDロボットチャレンジ2005第2位

2007/3/30
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ITIT--SpiralSpiralへの取組み状況への取組み状況

専任スタッフ

現在、ソフトウェア工学関連講座の教授2名、事務局課長
補佐、経理事務員各1名。4月より特任研究員1名採用予
定。

基礎ソフトウェア工学科目

ソフトウェア工学特論、分散システム特論等4科目

先端ソフトウェア工学科目

先端ソフトウェア工学1(要求工学)、先端ソフトウェア工学
2(コンポーネント指向ソフトウェア開発とパターン)の2科目

学生募集の準備

2月中に学生案内の上、5名の募集

案内パンフレットの作成済み

学生用PCの購入、セットアップ等完了

2007/3/30

2
1

ソフトウェア工学関連講座

組込みユビキタスシステム研究室で組み込み
ユビキタスシステム構成、設計論の研究

研究への取組み

ＮＥＣ、トヨタ自動車他との共同研究

デザインレビューなど企業でのソフトウェア開発
の実践

教育への取組み

インターンシップの必須科目化

文科省派遣型高度人材育成協同プランの実施

総務省アジア・ブロードバンド実験プロジェクト

大阪大学サイバーメディアセンターと共同で、タ
イ王国タマサート大学SIITに向けた国際遠隔講
義

今までの取組み今までの取組み

2007/3/30
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ITIT--SpiralSpiralへの取組み状況への取組み状況

基礎ソフトウェア工学科目

システム設計論、情報処理演習等4科目

先端ソフトウェア工学科目

先端ソフトウェア工学Ⅰ、先端ソフトウェア工学Ⅱの2科目

先端ソフトウェア工学科目の準備

組込みソフトウェア設計論ビデオ教材作成終了

同科目の補助ソフトウェア、課題作成完了

学生募集の準備

4月10日に学生案内のうえ、3名程度の募集

案内パンフレットの作成済み

学生用PCの購入、セットアップ等完了

2007/3/30

1
8

ソフトウェア工学関連講座

ソフトウェア工学、ソフトウェア設計学講座、および、情報コミュニ
ケーション講座で、エンピリカルソフトウェア工学、ソフトウェアセ
キュリティ、ソフトウェアプロセス、組み込み通信ソフトウェア等の
研究

研究への取組み

21世紀COEプロジェクト「ユビキタス統合メディアコンピューティ
ング」

文科省リーディングプロジェクト「データ収集に基づくソフトウェア
開発支援システム」

IEEE TSEでの論文発表やICSEなど重要会議の開催

教育への取組み

客員講座/連携講座の設置、企業でのプロジェクト実習の実施

企業におけるソフトウェア研修の支援

文科省「魅力ある大学院教育」イニシアティブ
「未来を切り拓く情報科学人材育成コア」

今までの取組み今までの取組み

2007/3/30

1
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ITIT--SpiralSpiralへの取組み状況への取組み状況

学内体制の確立
関連講座間での運営会議実施
関連科目の学内カリキュラムへの組み込み

専任スタッフ
１１月よりMichael Barker特任教授を採用

MITにおけるE-Learningシステム開発経験、PMP資格等あり
関連する海外研究者とのコラボレーション
先端ソフトウェア工学科目の担当

基礎ソフトウェア工学科目
ソフトウェア工学Ｉ・ＩＩ、ソフトウェア設計論、情報通信システム論Ｉ（4科
目）

先端ソフトウェア工学科目
先端ソフトウェア工学Ⅰ（アプリケーション開発）、先端ソフトウェア工学Ｉ
Ｉ（組み込みシステム開発）の2科目

学生募集の準備
4月6日に学生案内のうえ、4名程度の募集
案内パンフレットの作成済み
学生用PCの購入、セットアップ等完了
学内用ホームページ作成完了

 
 

 
 
   神戸大学 

 
        兵庫県立大学 

 
        立命館大学 

 
        奈良先端科学技術大学院大学 

2007/3/30

1
5神戸大学神戸大学

ソフトウェア工学関連講座

プログラミング言語、計算機システム、知的ソフトウェアの
研究室で、プログラミング開発環境、プログラミング言語、
知的ソフトウェア開発等の研究

研究への取組み

情報処理推進機構「未踏ソフトウェア創造事業」
プロジェクト採択（2002年～2005年、代表３名）

神戸大学独自の戦略的・独創的教育研究プロジェクト事業
「人材育成のための“情報知能工学プロジェクト”」

教育への取組み

ACM国際大学対抗プログラミングコンテスト（1999年～、
7年連続参加）

派遣型実践工学コースの実施

レゴ・マインドストームによるロボットソフトウェア演習

2007/3/30

1
6

ITIT--SpiralSpiralへの取組み状況への取組み状況

専任スタッフ
現在、事務補助員1名。4月より准教授、特命教員（助教）
各1名採用し、 IT-Spiral専任の研究室を発足予定。

基礎ソフトウェア工学科目
ソフトウェア工学特論Ⅰ、データベース・システム特論等4
科目

先端ソフトウェア工学科目
先端ソフトウェア開発論、先端情報システム開発の2科目

学生募集の準備
2月6日に説明会を開催し、15名の参加応募
4月に説明会を再度行い，5名に絞り込む予定
案内パンフレットの作成済み
学生用PCの購入、セットアップ等完了
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ソフトウェア工学関連講座
ソフトウェアデザイン研究室およびシステム情報学セ
ンター（教員計５名）において、
ソフトウェア垂直/水平解析・再編、モデル駆動、ウェ
ブ工学、情報デザイン等の研究

研究への取組み
文科省リーディングプロジェクトe-Society基盤ソフト
ウェア「高信頼WebWareの生成技術」（代表：名古屋
大学） において 「WebWare作成支援システムの開
発」を担当

教育への取組み
デザイン科学教育との連携
地域自治体・産業界・NPOと連携した
情報技術教育

今までの取組み今までの取組み

2007/3/30
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ITIT--SpiralSpiralへの取組み状況への取組み状況

実システム教材開発の主担当
詳細別項

研究科でのプログラム承認・支援
単位互換、知財等各種協定や覚書

基礎ソフトウェア工学科目
ソフトウェア設計論、知識工学等４科目

先端ソフトウェア工学科目
モデル駆動、コンポーネント/パターン、ウェブ工学
ソフトウェア保守、エンピリカル、組込み
ビデオ講義制作環境整備

学生募集の準備
案内パンフレット・広報ウェブページ作成
３名内定

 
 

 
 
   和歌山大学 
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資料３ 実プロジェクト教材開発とその活用計画 
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文部科学省 
「先導的 IT スペシャリスト育成推進プログラム」 
 

プロジェクト名：高度なソフトウェア技術者育成と実プロジェクト教材開発 
を実現する融合連携専攻の形成 

 

 
IT スパイラル外部評価報告書（評価日：2007 年 3 月 30 日） 
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