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i

できるIT社会の実現を担う、情報セキュリティ

ム（以下「先導的IT」という）
」は、大学間お

分野における世界最高水準の人材を育成する教

よび産学の壁を越えて潜在力を結集し、教育内

育拠点の形成の支援を行った。

容・体制を強化することにより、世界最高水準

平成18年度から平成21年度において「世界

のソフトウェア技術者として求められる専門的

水準のソフトウェア技術者育成拠点の形成拠

スキルを有するとともに、社会情勢の変化等に

点」として６拠点、さらに平成19年度から平

先見性をもって柔軟に対処し、企業等において

成22年度において「高度なセキュリティ人材

先導的役割を担う人材を育成する教育拠点の形

育成拠点の形成拠点」として２拠点、計８拠点

成を支援する事業である。さらに、世界一安心

において教育プロジェクトが実施された。

社会的ITリスク軽減のための
情報セキュリティ技術者・管理者育成
＜奈良先端科学技術大学院大学拠点＞
◎奈良先端科学技術大学院大学、
京都大学、大阪大学、北陸先端科学技術大学院大学
高度IT人材育成のための
実践的ソフトウェア開発専修プログラム
＜筑波大学拠点＞
◎筑波大学、電気通信大学、東京理科大学

次世代情報化社会を牽引する
ICTアーキテクト育成プログラム
＜九州大学拠点＞
◎九州大学、九州工業大学、
熊本大学、宮崎大学、福岡大学

首都圏

情報理工実践プログラム
＜東京大学拠点＞
◎東京大学、東京工業大学、
国立情報学研究所

OJLによる最先端技術適応能力を持つ
IT人材育成拠点の形成
＜名古屋大学拠点＞
◎名古屋大学、南山大学、愛知県立大学、
静岡大学
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
＜大阪大学拠点＞
◎大阪大学、大阪工業大学、京都大学、高知工科大学、
神戸大学、奈良先端科学技術大学院大学、
兵庫県立大学、立命館大学、和歌山大学

先端ITスペシャリスト育成プログラム
＜慶應義塾大学拠点＞
◎慶応義塾大学、早稲田大学、中央大学、
情報セキュリティ大学院大学

研究と実務融合による
高度情報セキュリティ人材育成プログラム
＜情報セキュリティ大学院大学拠点＞
◎情報セキュリティ大学院大学、
中央大学、東京大学、国立情報学研究所

◎は申請大学、無印は連携大学等

図１

教育プロジェクト（拠点）
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先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムについて

「先導的ITスペシャリスト育成推進プログラ

１

1

先導的ITスペシャリスト
育成推進プログラム
について

１．
１ 各教育プロジェクトの概要
１
高度IT人材育成のための実践的ソフトウェ
ア開発専修プログラム（筑波大学拠点）
世界最高水準の先導的ITスペシャリストを育
成するために、実践的なソフトウェア開発技術

教育カリキュラムである。

４
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（大阪大学拠点）

の教育拠点を形成する。筑波大学大学院システ

情報通信技術、とくにソフトウェアの高度な

ム情報工学研究科コピュータサイエンス専攻を

技術者育成を目標とし、ソフトウェア工学分野

核として、電気通信大学、東京理科大学、産業

で教育・修得すべき内容をより豊富にかつ体系

界との有機的連携により、組み込みソフト系お

的・実践的に教育課程に取り込むため、関西圏

よびエンタープライズ系人材の育成のための実

の情報系７大学院に分散している該当分野の卓

践的ソフトウェア開発専修プログラムを設け、

越した専門家群を結集し、融合連携型専攻を構

実習やプロジェクトワークに重点をおいた教育

築する。とくに重要視する実践的教育について

を実施する。

は、参画企業と協働して、教科書的例題ではな

２
情報理工実践プログラム（東京大学拠点）
「情報理工実践プログラム」では、社会を先
導する独創的ソフトウェアを開発することので
きる技術創造人材を見出して開発実践に導くと

く現実の開発プロジェクトそのものを教材とし
て開発し、適用する。

５
次世代情報化社会を牽引するICTアーキテ
クト育成プログラム（九州大学拠点）

ともに、ソフトウェア開発の上流から下流まで

次世代情報化社会を牽引する情報通信技術

を俯瞰して開発過程を設計することのできる開

（ICT）の指導的技術者を育成する。社会におけ

発設計人材を養成する。基盤カリキュラムと先

るICTの位置づけを理解し、幅広い知識と高い

端的ツールを活用し、産学連携による実践工房

倫理観と高度な技術レベルを兼ね備えた人材を

において、技術創造と開発設計の相乗効果によ

養成するために、先進的かつ体系的なカリキュ

る先導的ITスペシャリスト育成を達成する。

ラムを開発する。
九州工業大学と緊密に連携し、

３
OJLによる最先端技術適応能力を持つIT
人材育成拠点の形成（名古屋大学拠点）
計算機科学および情報通信の基礎の上にソフ
トウェア工学を系統的に修め、最先端ソフトウ
ェア技術に柔軟に適応し、その応用および技能
への転化を可能にする人材の教育プロジェクト
を提案する。ソフトウェア工学をメタ技術の観

日本経団連の全面的支援、地域の産業界や自治
体および周辺大学との協力体制に基づき、PBL
を中心とした実践系科目を充実させ、学生の主
体性を伸ばす。

６
先端ITスペシャリスト育成プログラム（慶
應義塾大学拠点）
慶應義塾大学、早稲田大学、NTT、日本IBM、

点から教授し、それを実際のソフトウェア開

Mozilla Japanの産学NPO連携により、先端ネッ

発へ適用するメタ技術展開力を、PBL（Project

トワーク、大規模分散システムや新IT応用シス

Based Learning）とOJTの融合概念と位置付け

テムを構築でき、実践的なITスキルを備えたス

るOJL（On the Job Learning）により涵養する

ペシャリストを養成する。とくに、学生参加型

4

の研究プロジェクトやインターンシップを通じ
て実践的な力を養い、合同プロジェクトレビュ
ーにより、幅広い視点でシステムを分析・評価・
る。

社会的ITリスク軽減のための情報セキュリ
ティ技術者・管理者育成（奈良先端科学技
術大学院大学拠点）

情報セキュリティ大学院大学、中央大学、東
京大学、国立情報学研究所他、11の企業・研
究機関の産学連携による研究と実務を融合した
プログラムにより、高度情報セキュリティスペ
シャリストを養成する。情報セキュリティに関

民間・公共の各種組織において情報セキュリ

する幅広い知識と高い実践力を備えたリーダー

ティ対策の立案遂行を主体的に実施しうる人材

人材と、産学連携による高度かつオープンな研

の育成を目標とし、組織管理技法および情報シ

究会活動を通じて醸成される本質的な問題解決

ステムの総合リスク対策技術を体系的に習得す

能力を備えた高度研究開発人材を育成する。

るために関西圏を中心とした情報系４大学院に
より連携型教育コースを設ける。社会人を積極
的に受け入れ、団体・企業からの招聘講師によ
る最新動向を反映した講義および実践的演習を
通じ、即戦力となりうる実務者を養成する。

5

先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムについて

７

研究と実務融合による高度情報セキュリテ
ィ人材育成プログラム（情報セキュリティ
大学院大学拠点）

１

検証でき、先導的な役割を担える人材を育成す

８

１．２ 教育内容および実績
「世界水準のソフトウェア技術者育成拠点の
形成拠点」の６拠点の教育プロジェクト、
「高
度なセキュリティ人材育成拠点の形成拠点」の
２拠点の教育プロジェクトの内容および実績を
以下にまとめる。

目標人材像
各教育プロジェクトで育成目標とする人材像
の概要は以下のとおりである。

表１
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１

各教育プロジェクトにおける目標人材像

プロジェクト名

目標人材像

高度IT人材育成のための実践的ソフトウェア開発専修プロ
グラム（筑波大学拠点）

組み込みソフト系とエンタープライズ系の２つの分野にお
いて、企業のソフトウェア開発における指導者的な技術者
として、国際競争に貢献できる世界最高水準の人材

情報理工実践プログラム（東京大学拠点）

社会を先導するような技術創造のできる技術創造人材（IT
クリエータ）と、ソフトウェア開発技術の体系的知識をも
ちソフトウェア開発全般を俯瞰して開発過程を設計するこ
とのできる開発設計人材（ITアーキテクト）

OJLによる最先端技術適応能力を持つIT人材育成拠点の形
成（名古屋大学拠点）

技術革新が起きても変化することの少ない、技術と技能の
背景にある概念、理論、手法を深く理解し、それを新たな
対象へ展開する能力－「メタ技術」を身につけた次代の先
導的IT技術者

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（大阪大学拠点）

IEEE-CSが 定 め るSWEBOK（Software Engineering Body of
Knowledge）の定める知識領域を幅広く習得し、それらを
活用して、中長期的に活躍できる世界最高水準のソフトウ
ェア技術者

次世代情報化社会を牽引するICTアーキテクト育成プログ
ラム（九州大学拠点）

技術の変化とそれに伴う社会の変化の本質を見極め、必要
となる技術を選択し、各種のイノベーションをリードして
いく能力、さらに社会や組織の変化を制度面までも含めて
企画できる能力や幅広い知識と高い倫理観に裏打ちされた
高い理想を持った、真の技術的リーダ

先端ITスペシャリスト育成プログラム（慶應義塾大学拠点）

高度なITシステムを構築しマネジメントできる能力だけで
なく、先端ネットワーク、大規模分散システムや革新的な
IT応用システムを創出できる実践力を持ったスペシャリス
ト。専門的スキルと知識を有するだけでなく、社会情勢の
変化やパラダイムシフト等に先見性をもって柔軟に対処
し、企業等において先導的役割を担える人材

社会的ITリスク軽減のための情報セキュリティ技術者・管
理者育成（奈良先端科学技術大学院大学拠点）

公的機関や企業等において情報セキュリティ対策実施の
責任者となる最高情報セキュリティ責任者（CISO: Chief
Information Security Officer）
、および実際に対策を立案し
その実行を指示する情報セキュリティ担当者（CISO補佐）

研究と実務融合による高度情報セキュリティ人材育成プロ
グラム（情報セキュリティ大学院大学拠点）

情報セキュリティ全般の確実な知識を持ち、企業活動や国
の安心・安全を確保する観点から、実社会の正確な状況認
識のもとに、CIO/CISOとして組織の情報政策をリードでき
る人材と、問題の本質を把握して具体的な対策技術/方法
の開発を行うとともに、場当たり的でない抜本的な情報セ
キュリティ対策や基盤技術を創出・先導できる人材

２
対象年次・履修期間等
１

各教育プロジェクトの対象年次や履修期間、
定員等を以下にまとめる。

プロジェクト名

各教育プログラムの対象年次、履修期間、定員数

対象年次

履修
期間

定員

現員（実績）
2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

修了に必要
な単位数

備考
社会人も対象として
いる
（ただし、社会人専
用の定員枠は設けて
いない）

高度IT人材育成のた
めの実践的ソフトウ
ェア開発専修プログ
ラム（筑波大学拠点）

博士前期、
修士

２年

20名

23名

45名

43名

60名

50

情報理工実践プログ
ラム（東京大学拠点）

博士、修士

２年

特に定め
ていない

76名

79名

76名

47名

各研究科で
異なる

修士

２年

25名

20名

32名

18名

17名

各研究科で
異なる

修士（１年） １年

42名

42名

42名

42名

42名

14

20名

26名

17名

12名

19名

45＊

OJLに よ る 最 先 端 技
術適応能力を持つIT
人材育成拠点の形成
（名古屋大学拠点）
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（大阪大学
拠点）
次世代情報化社会を
牽 引 す るICTア ー キ
テクト育成プログラ
ム（九州大学拠点）

修士

２年

２年

各研
究科
10名
程度

50名

37名

40名

37名

各研究科で
異なる

本プログラムでは社
会人を通常の学生と
同様に育成の対象と
している。社会人修
士の場合はインター
ンシップを免除とし
ている。また、社会
人非修士コース（１
年間）も整備中であ
る。

社会的ITリスク軽減
のための情報セキュ
リティ技術者・管理
博士前期
１年
者育成（奈良先端科 （主に１年）
学技術大学院大学拠
点）

20名

―

22名

24名

24

14

社会人も対象として
いる
（定員制限なし）

特に定め
ていない

―

58名

93名

80名

26

社会人も対象として
いる
（定員制限なし）

先端ITスペシャリス
ト育成プログラム
（慶應義塾大学拠点）

研究と実務融合によ
る高度情報セキュリ
ティ人材育成プログ
ラ ム（ 情 報 セ キ ュ
リティ大学院大学拠
点）

修士

修士

先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムについて

表２

２年

＊2009年度入学生より、組織改革により必要単位数を増やした（旧30単位）
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3 ………………………………………………
カリキュラム

CS：コンピュータ科学、SE：ソフトウェアエ
ンジニアリング、IS：情報システム、CE：コン
ピュータエンジニアリング、IT：インフォメー

各教育プロジェクトにおけるカリキュラム概
要は表３のとおりである。各カリキュラム内

ションテクノロジの５領域で知識体系とカリキ
ュラムの整備が進められている。

容ととくに関連の深いJ07領域との対応を併せ

J07の詳細な内容については、2008年の情報

て示す。J07は情報処理学会で策定されている

処理学会誌Vol.49 No.7の特集情報専門学科カリ

情報専門学科向けの標準カリキュラムであり、

キュラム標準「J07」を参照されたい。

表３

各教育プロジェクトのカリキュラム概要
J07分野

プロジェクト名

カリキュラム概要

高度IT人材育成のための
実践的ソフトウェア開発
専修プログラム（筑波大
学拠点）

基本的なスキルを習得するためのソフトウェア開発実践型科
目群と、企画力、交渉力、実行力を身に付けさせるために、
PBL型ケースプランニング、PBL型システム開発、研究開発プ
ロジェクト、グループワークショップ、インターンシップを
行うソフトウェア開発プロジェクト型科目群で構成される。

情報理工実践プログラム
（東京大学拠点）

ITスペシャリストたるべき者がすべて体得しておくべき基礎
科目を教授する実践基盤コース、国立情報学研究所のトップ
エスイープロジェクトで開発された最先端の教材をベースと
した先端スキル開発コース、開発プロジェクトとして自ら発
想・工夫したソフトウェアをチームで開発するソフトウェア
開発実践コースからなる。

OJLによる最先端技術適
応能力を持つIT人材育成
拠点の形成（名古屋大学
拠点）

ソフトウェア開発の基礎技術、ソフトウェア工学の諸技術、
ソフトウェア開発知識を適用するための要素技術を習得する
座学形式の講座群と、演習・実践形式のPBL科目、現実のソ
フトウェア開発プロジェクトを教材とし、メタ技術の習得お
よび実問題への適用能力育成を目標としたOJL科目から構成
される。

●

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（大阪大
学拠点）

ソフトウェア工学に係る基礎知識を習得するための基礎ソフ
トウェア工学科科目群と最先端のソフトウェア工学の関連知
識とその背景にある理論や理念を教授する先端ソフトウェア
工学科目群、企業から派遣された教員による実践的なソフト
ウェア開発の授業・演習を行う実践ソフトウェア開発科目群
からなる。

●

次世代情報化社会を牽引
するICTアーキテクト育
成プログラム（九州大学
拠点）

ICTアーキテクトに必要な広範な知識と高度な倫理観の素養
を身につけることを目的としたICT全人教育、実社会におけ
る問題を扱ったPBL、企業のプロジェクトチームに参加し、
実問題を扱う長期インターンシップから構成される。

●

先端ITスペシャリスト育
成プログラム（慶應義塾
大学拠点）

インターネット・次世代ネットワーク、システム構築・評価
や企業・NPOからの講師による講義を行うプログラム科目、
企業・NPOとの連携のもと、先端的・実践的テーマの研究プ
ロジェクトを実施する研究プロジェクト科目、約４週間にわ
たり企業・NPOの現場で開発を体験させるインターンシップ
科目、修士論文指導から構成される。

●

社会的ITリスク軽減のた
めの情報セキュリティ技
術者・管理者育成（奈良
先端科学技術大学院大学
拠点）

情報セキュリティに関する基礎知識を習得する基礎科目群と
最新の情報セキュリティ関連技術や法律・倫理・経営など実
務に必要な知識を習得する先進科目群、既知の脅威・攻撃に
対する予防のみならず未知の脅威・攻撃にも迅速かつ的確に
対応し、永続的な対策を立案できる能力を身につけるための
実践科目群で構成される。

●

研究と実務融合による高
度情報セキュリティ人材
育成プログラム（情報セ
キュリティ大学院大学拠
点）

情報セキュリティに携わる上での総括的な考え方や情報セキ
ュリティ技術の中核知識を身につけるプログラム講義科目、
指導教員の研究指導に加え、一線の研究者が主査を務める分
科会に参加することを必須とした研究指導、インターンシッ
プや学内における実習によって実践的な知識・技術を身につ
ける実験・実習科目で構成される。

●
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４
作成教材・公開教材
１

各教育プロジェクトにおける教材作成状況は
以下のとおりである。

先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムについて

表４

教材作成状況

プロジェクト名

本プロジェクトで開発し
た教材数
（非公開分も含む実績値）

開発教材の形式（教科書、
スライド、ビデオ、その他
演習データなど）

公開予定教材数

高度IT人材育成のための実践的ソフトウ
ェア開発専修プログラム（筑波大学拠点）

510

市販教科書、市販DVD教材、
スライド、資料、授業収録
ビデオ

240

情報理工実践プログラム（東京大学拠点）

75
（うち2009年度20件）

スライド、演習データ、配
布資料
ビデオコンテンツ

70

OJLによる最先端技術適応能力を持つIT
人材育成拠点の形成（名古屋大学拠点）

234

スライド、ビデオコンテン
ツ、PBL教材

56

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（大阪大学拠点）

93

ビデオ教材、スライド、演
習課題

73

次世代情報化社会を牽引するICTアーキ
テクト育成プログラム（九州大学拠点）

56

スライド、テンプレート、
アンケート、教育運営推進
エビデンス

23

先端ITスペシャリスト育成プログラム
（慶應義塾大学拠点）

23

講義資料冊子、講義ビデオ
アーカイブ、特別演習プロ
ジェクト仕様書冊子

23

社会的ITリスク軽減のための情報セキュ
リティ技術者・管理者育成（奈良先端科
学技術大学院大学拠点）

22

講義ビデオアーカイブ、講
義スライド、演習用教材

16

研究と実務融合による高度情報セキュリ
ティ人材育成プログラム（情報セキュリ
ティ大学院大学拠点）

433

講義資料、講義ビデオアー
カイブ

24

9

５
教育体制
各教育プロジェクトに参加している大学や企
業は以下のとおりである（合計でのべ36の大
学、68の企業・団体が参画）
。
表５
プロジェクト名：

各教育プロジェクトの産学連携体制

高度IT人材育成のための実践的ソフトウェア開発専修プログラム（筑波大学拠点）

参加大学（３大学）

筑波大学、電気通信大学、東京理科大学 （計３大学）
、34名の大学教員が参画。

参加企業（16社）

アイシン精機株式会社、株式会社eXmotion、株式会社イーゲル、株式会社NTTデータ、沖通
信システム株式会社、サイバネットシステム株式会社、三栄ハイテックス株式会社、サン・マ
イクロシステムズ株式会社、新日鉄ソリューションズ株式会社、住商情報システム株式会社、
SONY株式会社、株式会社デンソー、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社東陽テクニカ、
日産自動車株式会社、日本IBM株式会社、日本電気株式会社、日本ユニシス株式会社、株式会
社日立コンサルティング、株式会社日立製作所、日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社、
富士ゼロックス株式会社、富士通株式会社、ボッシュエンジニアリング株式会社、マイクロソ
フト株式会社、横河電機株式会社、株式会社リコー、株式会社ルネサステクノロジ、理想科学
工業株式会社（計29社）
、常勤２名、非常勤講師のべ78名が参画。
プロジェクト名：

情報理工実践プログラム（東京大学拠点）

参加大学（３大学）

東京大学、東京工業大学、国立情報学研究所 （計３大学）
、参加大学以外も含め、計47名の
大学教員が参画。

参加企業（９社）

株式会社日立製作所、株式会社東芝、日本電気株式会社、株式会社富士通研究所、株式会社三
菱総合研究所、日立ソフト株式会社、株式会社NTTデータ、鹿島建設、東大エッジキャピタル（計
９社）、参加企業以外も含め、計35名が教員・講師として参画。

プロジェクト名：

OJLによる最先端技術適応能力を持つIT人材育成拠点の形成（名古屋大学拠点）

参加大学（４大学）

名古屋大学、南山大学、愛知県立大学、静岡大学 （計４大学）
、延べ86名の大学教員が参画。

参加企業（６社）

連携企業６社（トヨタ自動車株式会社、ブラザー工業株式会社、株式会社デンソー、株式会社
オートネットワーク技術研究所、東京エレクトロン株式会社、富士電機リテイルシステムズ株
式会社）に加え、アイシン精機株式会社、株式会社キャナリーリサーチ、富士フィルム イメ
ージテック株式会社、三菱電機株式会社、株式会社エヌ・エス・ティー（計11社）がテーマ
を設定しOJLに参画、参加企業以外からのゲストスピーカーを含め延べ70名が教員・特別講師
または共同研究担当者として参画。

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（大阪大学拠点）
参加大学（９大学）

大阪大学、大阪工業大学、京都大学、高知工科大学、神戸大学、奈良先端科学技術大学院大学、
兵庫県立大学、立命館大学、和歌山大学 （計９大学）
、延べ約300名の大学教員が参画。

参加企業（４社）

株式会社オージス総研、株式会社日立製作所、株式会社日立ソリューションズ、株式会社NTT
データ （計４社）
、16名が招聘教員または非常勤教員として参画。

プロジェクト名：

次世代情報化社会を牽引するICTアーキテクト育成プログラム（九州大学拠点）

参加大学（５大学）

九州大学、九州工業大学、熊本大学、宮崎大学、福岡大学 （計５大学）
、20名の大学教員が参画。

参加企業（19社）

日本アイ・ビー・エム株式会社、株式会社富士通、株式会社東芝、新日鉄ソリューションズ株
式会社、東京海上日動火災保険株式会社、日本電気株式会社、マイクロソフト株式会社、株式
会社NTTデータ、株式会社日立製作所、日本ユニシス株式会社、トヨタ自動車株式会社、日本
電信電話株式会社、株式会社SRA先端技術研究所、株式会社ルネサスソリューションズ、株式
会社東陽テクニカ、サン・マイクロシステムズ株式会社、NEC通信システム株式会社、パナソ
ニック・コミュニケーションズ株式会社、安川情報システム株式会社（計19社）
、31名が講師
として参画。
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プロジェクト名：

先端ITスペシャリスト育成プログラム（慶應義塾大学拠点）

慶應義塾大学、早稲田大学、中央大学、情報セキュリティ大学院大学（計４大学）、29名の大
学教員が参画。

参加企業（３社）

日本電信電話株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、Mozilla Japan（計３社）、３名が教
員として、参加企業以外からも含め、17名が特別講師として参画。

１

参加大学（４大学）

参加大学（４大学）

奈良先端科学技術大学院大学、大阪大学、京都大学、北陸先端科学技術大学院大学（計４大学）、
20名の大学教員が参画。

参加企業（４社・団体）

独立行政法人 情報通信研究機構、特定非営利活動法人 情報セキュリティ研究所、JPCERT/CC、
NTTコミュニケーションズ株式会社（計４社・団体）
、16名が講師や演習指導に参画。

プロジェクト名： 研究と実務融合による高度情報セキュリティ人材育成プログラム（情報セキュリティ大学院大学拠点）
参加大学（４大学）

情報セキュリティ大学院大学、中央大学、東京大学、国立情報学研究所（計４大学）、参加大
学以外も含め45名の大学教員が参画。

参加企業（11社・機関）

独立行政法人情報通信研究機構、沖電気工業株式会社、株式会社KDDI研究所、株式会社東芝、
株式会社日立製作所、株式会社富士通研究所、日本電信電話株式会社、日本アイ・ビー・エム
株式会社、日本電気株式会社、パナソニック システムネットワークス株式会社、三菱電機株
式会社（計11社・機関）から22名が、参加機関以外から１名が講師として参画。

以上の産学連携体制のもと実施されている
PBL（Project Based Learning）およびインター
ンシップの取り組み状況を以下にまとめる。

11

先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムについて

プロジェクト名： 社会的ITリスク軽減のための情報セキュリティ技術者・管理者育成（奈良先端科学技術大学院大学拠点）

表６

PBLの取り組み状況

プロジェクト名

PBLで扱うテーマ
（代表的なシステム
事例など）

高度IT人材育成のた
めの実践的ソフトウ
ェア開発専修プログ
ラム（筑波大学拠点）

情報システム企画設
計開発、ライントレ
ーサ開発、鹿威し開
発等

20

情報理工実践プログ
ラム（東京大学拠点）

テーマは学生・教員
の提案による。たと
えば、次世代携帯ア
プリ、IT防災システ
ムなど

56（累積）
13（2009年度）
11（2010年度）

プロジェクト数
（実績）※

１チームあた
りの学生数
（平均）

教員の体制

６か月

４名

大 学 教 員 ４ 名、
企業からの常勤
教員２名、企業
教員８名による
複数指導体制

当初６か月
現在６か月＋
６か月が原則

２～４名（東
大）
７～８名（東
工大）

大 学 教 員 １ 名、
企業側教員ま
たは専門家によ
る複数指導体制

４か月

2007年度：
５～６名
2008年度：
７名

グループごとに
大 学 教 員 １- ２
名の指導体制

実施期間
（月単位）

（PBL）
飛行船操縦システム
の開発

2007年度生 ４
2008年度生 ４
2009年度生 ３

（OJL）システム構成
管理技術の研究 な
ど

2007年度生 10
2008年度生 ８
2009年度生 12
2010年度生 11

12-16か月

１～７名

プロジェクトご
とに大学教員２５名、企業側教
員 １- ５ 名 の 指
導体制

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（大阪大学
拠点）

図書管理システム開
発

７グループ

２か月

６名

企業側教員１
名、大学教員約
10名

次世代情報化社会を
牽 引 す るICTア ー キ
テクト育成プログラ
ム（九州大学拠点）

テーマ分野は、最先
端（Cloud）、国際（対
グラミン銀行）
、学
内システム、地場企
業など

５名

プロジェクト毎
に
学生上司役：大
学教員１名、企
業教員１名
顧客役：大学教
員２名程度

先端ITスペシャリス
ト育成プログラム
（慶應義塾大学拠点）

組み込み系システ
ム、Webア プ リ ケ
ーション、他
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春学期 ３か月
秋学期 ３か月

３～４名

各プロジェクト
大学教員 １～２
名／企業側教員
１～２名による
複数指導体制

社会的ITリスク軽減
のための情報セキュ
リティ技術者・管理
者育成（奈良先端科
学技術大学院大学拠
点）

セキュリティインシ
デント体験各種

６

５か月

５～６名

大学教員３名程
度、企業側教員
３名程度

研究と実務融合によ
る高度情報セキュリ
ティ人材育成プログ
ラム（情報セキュリ
ティ大学院大学拠
点）

ネットワーク不正侵
入とその防御および
検知、セキュアソフ
トウェア構成論、多
重リスクコミュニケ
ータ、等

７

前期 ３か月
後期 ３か月
（講義内の一
部時間を使っ
てPBLを実施）

１～３名

大学教員１～２
名、 企 業 側 教
員または専門家
による複数指導
体制

OJLによる最先端技
術適応能力を持つIT
人材育成拠点の形成
（名古屋大学拠点）

2007年度生 23
2008年度生 12
2009年度生 ９
2010年度生 ８

※年度等の記載のないものは単年度あたりのプロジェクト数である。
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３か月

表７
プロジェクト名

インターンシップの取り組み状況
実施の有無
（有る場合は必須/選択の区分）

実施期間

実施人数（実績）

最大２か月間

情報理工実践プログラム（東京大学拠点）

東大：無、東工大：有（選択）

１～４週間

2007年度：４名
2008年度：７名
2009年度：４名
2010年度：５名

OJLによる最先端技術適応能力を持つIT
人材育成拠点の形成（名古屋大学拠点）

無

―

―

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（大阪大学拠点）

無（但し、各大学にて独自に実施し
ている。右データは参画大学の集計
値）

２～８週間

2007年度：24名
2008年度：17名
2009年度：20名
2010年度：20名

１～２か月間

2007年度：28名
2008年度：22名
2009年度：13名
2010年度：19名

次世代情報化社会を牽引するICTアーキ
テクト育成プログラム（九州大学拠点）

有（選択）

先端ITスペシャリスト育成プログラム（慶
應義塾大学拠点）

有（必修）

４～６週間

2007年度：35名
2008年度：32名
2009年度：35名
2010年度：－名

社会的ITリスク軽減のための情報セキュ
リティ技術者・管理者育成（奈良先端科
学技術大学院大学拠点）

無

―

―

研究と実務融合による高度情報セキュリ
ティ人材育成プログラム（情報セキュリ
ティ大学院大学拠点）

有（選択）

２～６週間

2008年度：17名
2009年度：19名
2010年度：14名

先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムについて

有（選択）

2007年度：13名
2008年度：22名
2009年度：21名
2010年度：36名

１

高度IT人材育成のための実践的ソフトウ
ェア開発専修プログラム（筑波大学拠点）
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6 ………………………………………………
教育実績
各教育プロジェクトの教育実績について、修
了実績および特筆すべき成果（受賞、起業など
の成果や記事掲載など社会の反応等）を次にま
とめる。
表８

各教育プロジェクト修了者の採用実績

プロジェクト名

履修
期間

高度IT人材育成のための実践的ソフ
トウェア開発専修プログラム（筑波
大学拠点）

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

修了者計
（見込みも

採用企
業数計

修了
者数

採用
企業数

修了
者数

採用
企業数

修了
者数

採用
企業数

修了
者数

採用
企業数

２年

--

--

23

13

19

13

18

14

60

40

情報理工実践プログラム（東京大学
拠点）

２年

22

14

38

17

42

22

47

―

149

53

OJLによる最先端技術適応能力を持つ
IT人材育成拠点の形成（名古屋大学
拠点）

２年

--

--

20

13

32

29

16

15

68

57

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（大阪大学拠点）

１年

40

33

39

32

40

32

41

―

160

97

次世代情報化社会を牽引するICTアー
キテクト育成プログラム（九州大学
拠点）

２年

--

--

45

27

34

29

28

26

107

82

先端ITスペシャリスト育成プログラ
ム（慶應義塾大学拠点）

２年

--

--

36

19

36

21

33

18

105

58

社会的ITリスク軽減のための情報セ
キュリティ技術者・管理者育成（奈
良先端科学技術大学院大学拠点）

１年

--

--

20

12

22

16

25

―

67

28

研究と実務融合による高度情報セキ
ュリティ人材育成プログラム（情報
セキュリティ大学院大学拠点）

２年

--

--

12（※１）

10

39

28（※２）

45

33（※３）

96

71

修了者合計、採用企業数合計（採用企業数は
のべ数。また採用企業数に情報セキュリティ
大学院大学拠点分は含めていない）

62

47

233

133

264

162

253

73

812

415

含む）

（※１）原則として履修期間２年のプログラムだが、情セ大のＭ２学生（2007年４月入学者）について、ISSプログラム対象科目となった科目の前年度
取得単位をISSプログラム修了要件の単位として認めることとし、2008年４月から１年間のプログラム参加が承認され、2009年３月修了が認められた。
そのため、2008年度修了者が12名となっている。全員、現職社会人であり、所属企業は10社である。
（※２）社会人学生の所属企業は12社、新卒学生の就職企業は 17社。１社重複のため企業数は28社である。
（※３）社会人学生の所属企業は14社、新卒学生の就職予定企業は24社。５社重複のため企業数は33社である。
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表９

各教育プロジェクトにおける特筆すべき成果

高度IT人材育成のための実践的ソフトウェア開発専修プ
ログラム（筑波大学拠点）

情報処理学会第１回情報システム教育コンテストで、本プ
ログラムのPBLの取り組みが『最優秀賞』を受賞、工学教
育（日本工学教育協会の機関誌）での事例紹介論文掲載、
情報処理学会情報教育シンポジウムでの基調講演、情報処
理学会山下記念研究賞、データ工学ワークショップ優秀論
文賞、CEATECやEDESFair等の国際会議や国際フォーラムで
の成果発表及びセミナー実施、日本ｅ-Learning 学会秋季
学術講演会の基調講演等の受賞や情報発信

情報理工実践プログラム（東京大学拠点）

西海岸のSun、Microsoft、Stanford大、UCB、Apple、Google
等での成果報告会、起業２件、公開ソフトウェア・サービ
ス５件、販売ソフトウェア１件等

OJLによる最先端技術適応能力を持つIT人材育成拠点の形
成（名古屋大学拠点）

OJL成果の製品化３件、特許申請１件、拠点外への公開と
導入実績多数、OJL成果に関する受賞（情報処理学会山下
記念研究賞２件、SES2009学生奨励賞受賞など）、PBL教材
に関して情報処理学会論文誌に掲載、OJL教育に関して情
報システム学会誌に掲載

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（大阪大学拠点）

フォーラムの開催やシンポジウムの講演等を通じた情報発
信とマスコミ掲載多数.2008年度IPA「未踏IT人材発掘・育
成事業」に複数の修了生が採択された.

次世代情報化社会を牽引するICTアーキテクト育成プログ
ラム（九州大学拠点）

教育での産・学間連携方法共通認識形成、海外インターン
シップ自主応募など学生の主体的活動活発化、５つの海外
機関との連携、等

先端ITスペシャリスト育成プログラム（慶應義塾大学拠
点）

NHKでの開発成果の紹介、Web技術関連のコンテストで最
優秀賞を受賞、学会発表での奨励賞３件、等

社会的ITリスク軽減のための情報セキュリティ技術者・
管理者育成（奈良先端科学技術大学院大学拠点）

ISSスクエアとの連携として演習への受講生の受け入れと特
別講義に遠隔受講の実施、学生を中心とした産官学に跨る
人的ネットワークの形成、シンポジウムを通しての情報発
信および記事掲載、等

研究と実務融合による高度情報セキュリティ人材育成プ
ログラム（情報セキュリティ大学院大学拠点）※

研究と実務における先端的企業・大学間の連携の仕組みの
確立、情報セキュリティ分野の先進的総合カリキュラムの
創出、第一線でセキュリティ業務にあたる社会人学生が参
加することによる実践的な教育効果、等
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先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムについて

特筆すべき成果、等

１

プロジェクト名

１．３ 教育効果に対する客観的評価
先導的ITの教育効果に関する評価を得るた
め、修了生および修了生の就職先企業の担当者
（研修担当または上司）に対し、先導的ITを修
了した学生とそうでない学生の知識やスキル面
での差異に関するアンケート調査を行った。

（注３）…情報セキュリティ大学院大学拠点では、企業担当者以
外に社会人学生の派遣元企業の担当者にもアンケートを行い、
６名から回答を得ている。

⑥質問項目
修
 了生向け質問は下記に示す通りである。
企業担当者向けの質問との差異は※印で示

1 ………………………………………………
アンケート調査の具体的内容

している。
ⅰ

先導的ITソフトウェア６拠点（修了生
／企業担当者）向け

①調査目的
先導的ITを修了した学生が、他の一般学生

０

修了した大学院名

と比べて能力やスキル面で優位な点がある

１

会社での「先導的IT」の知名度

のか、客観的なデータを得るため
②調査対象
ⅰ

ⅱ

（５：ほぼ全員が知っている

が知っている

３：２～３割が知ってい

平成19年度から平成21年度の期間に

る

先導的ITを修了した学生であって、そ

らない）

の後企業・組織に所属をしている者
（以

※
 企業担当者向けアンケートでは知って

下「修了生」という）

いたか否かの二択

企業・組織におけるⅰ該当者の教育や

２：数人が知っている

１：誰も知

２ 「先導的IT」の教育は、他の大学院教

現業務の担当者（以下「企業担当者」

育や学部教育と比較して、次の教育内容

という）

について

③調査時期
2010年８月～ 2010年９月
④調査方法

優れているか
（５：優れている

３：同じ

４：やや優れている

２：やや劣っている

１：

上記②ⅰおよびⅱに該当する者へのメール

劣っている）

または郵便による協力依頼

※
 企業担当者向けでは、他の新入社員と

⑤回答者数
ⅰ
ⅱ
ⅲ

先導的ITソフトウェア６拠点（注１）：

ⅳ

比較した場合の評価を尋ねている
２－１

人間力

修了生…83

コ
 ミュニケーション力・プレゼン

先導的ITソフトウェア６拠点：企業担

テーション力・チームワーク力

当者…44

・
 リーダーシップ力・積極性、主

先導的ITセキュリティ２拠点（注２）：

体性・問題意識・忍耐力・実行力

修了生…23

２－２

技術力

先導的ITセキュリティ２拠点（注３）：

ド
 キュメント作成力・プログラミ

企業担当者…９

ング力・論理的思考力
・
 状況判断力・企画力・計画力・

（注１）…ソフトウェア６拠点とは、「１．１」で前述する各拠点

マネジメント力

のうち⑴～⑹をさす
（注２）…セキュリティ２拠点とは、「１．１」で前述する各拠点
のうち⑺、⑻をさす
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４：半数

２－３

ソフトウェア工学に関する知識
要
 求・設計・構築・テスト・運用、

比較した場合の評価を尋ねている

保守・構成管理
・エンジニアリングマネジメント・

人間力
コ
 ミュニケーション力・プレゼン

質

テーション力・チームワーク力

その他自由記述欄

・
 リーダーシップ力・積極性、主

※企業担当者向けのみ

体性・問題意識・忍耐力・実行力

３ 「先導的IT」の教育は、進路を決める

２－２

ド
 キュメント作成力・プログラミ

のに役立ったか
（５：はい


４：ややはい

でもない

技術力

２：ややいいえ

３：どちら

ング力・論理的思考力

１：いいえ）

・
 状況判断力・企画力・計画力・
マネジメント力

※企業担当者向けでは質問を設けていな
２－３

い

情報セキュリティに関する知識

４ 新人研修のコース・職場への配属・待

暗号理論とそのプロトコル・安

遇などでの他の新入社員との違い（自由

全なシステム設計、構築・安全

記述）

なネットワーク設計、構築・情
報 セ キ ュ リ テ ィ に 関 わ る 監 査、

５ 後輩にこのコースを薦めるか
（１：はい


法律等・情報セキュリティマネ

０：いいえ、とその理由を

自由記述）

ジメント・危機（インシデント）

※企業担当者向けでは質問を設けていな

対応・情報倫理
３ 「先導的IT」の教育は、進路を決める

い
６ 「先導的IT」についての感想・要望（自

のに役立ったか
（５：はい


由記述）

４：ややはい
２：ややいいえ

３：どちら

※企業担当者向けでは「先導的ITに期待

でもない

１：いいえ）

すること」を尋ねている

※
 企業担当者向けでは質問を設けていな
い

ⅱ

先導的ITセキュリティ２拠点（修了生

４ 新人研修のコース・職場への配属・待

／企業担当者）向け

遇などでの他の新入社員との違い（自由

０

修了した大学院名

記述）

１

会社での「先導的IT」の知名度

（５：ほぼ全員が知っている

が知っている
る

５

４：半数

３：２～３割が知ってい

２：数人が知っている

１：誰も知

後輩にこのコースを進めるか

（１：はい


０：いいえ、とその理由を

自由記述）
※
 企業担当者向けでは質問を設けていな
い

らない）
※企業担当者向けアンケートでは知って

６ 「先導的IT」についての感想・要望（自
由記述）

いたか否かの二択
２ 「先導的IT」の教育は、他の大学院教
育や学部教育と比較して、次の教育内容

※
 企業担当者向けでは「先導的ITに期待
すること」を尋ねている

について
優れているか
（５：優れている

３：同じ

４：やや優れている

２：やや劣っている

１：

劣っている）
※企業担当者向けでは、他の新入社員と
17
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プロセス・ツールおよび手法・品

１

２－４

２－１

2 ………………………………………………
調査結果

ソフトウェア拠点、セキュリティ拠点ともに
先導的ITが十分に知られているとはいえない状
況である。とくに企業担当者では先導的ITを知

調査結果の概要を以下に示す。

らないという回答が９割近くを占めている。

①先導的ITの社内での知名度
ソフトウェア拠点の修了生と担当者の集計結
果は次のとおりである。

②「人間力」の面での自己評価及び企業担当者
からの評価
ソフトウェア拠点の修了生と担当者の集計結

4%

5%
5%

28%

58%

果は次の通りである。
ほぼ全員が知っている
半数が知っている

コミュニケーション力

2〜3割が知っている
3

プレゼンテーション力

数人が知っている
誰も知らない

修了生の回答（Ｎ＝83）

チームワーク力
リーダーシップ力
積極性・主体性
問題意識
忍耐力
実行力
0%

32%
68%

知っている
知らない

担当者の回答（Ｎ＝44）

50%

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

100%
同じ

修了生の回答（Ｎ＝83）
コミュニケーション力
プレゼンテーション力
チームワーク力

セキュリティ拠点の修了生と担当者の集計結
果は次の通りである。
0%
0%

積極性・主体性
問題意識
忍耐力

4%
ほぼ全員が知っている
半数が知っている

43%

リーダーシップ力

53%

2〜3割が知っている
数人が知っている

実行力
0%

優れている

50%

やや優れている

やや劣っている

100%

同じ

劣っている

担当者の回答（Ｎ＝44）

誰も知らない

修了生の回答（Ｎ＝23）

修了生の回答では、
「優れている」「やや優れ
ている」との回答が、忍耐力を除くすべての項
目で６割を超えた。特にコミュニケーション能

11%

力、チームワーク力、問題意識などで高い結果
が得られた。一方、担当者の回答では、プレゼ

89%

ンテーション力、積極性・主体性、問題意識の
知っている

項目で「優れている」
「やや優れている」との

知らない

回答が多いものの、その他の項目では、「優れ

担当者の回答（Ｎ＝9）
18

ている」
「やや優れている」と「同じ」がほぼ

同数の結果となっている。担当者の自由回答で

ニケーション力、プレゼンテーション力、積極

は、配属されてから間もないため評価ができず、

性・主体性の項目で「優れている」「やや優れ

項目の評価が十分できる時期に至ってない担当

傾向となった。また、リーダシップ力、問題意

者が多いことが「同じ」の割合が多くなった原

識、
実行力では「優れている」
「やや優れている」

因の１つと考えられる。

が修了生の回答よりも少ない傾向となった。社
会人学生の派遣元企業の担当者へのアンケート

セキュリティ拠点の修了生と担当者の集計結

では、先導的ITへの参加によって、積極性・主
体性やコミュニケーション力が向上したとの回

果は次のとおりである。

答が多かった。
コミュニケーション力
プレゼンテーション力

③「技術力」の面での自己評価および企業担当

チームワーク力

者からの評価

リーダーシップ力

ソフトウェア拠点の修了生と担当者の集計結

積極性・主体性

果は次のとおりである。

問題意識
忍耐力

ドキュメント作成力

実行力

プログラミング力
0%

50%

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

100%
同じ
分からない

論理的思考力
状況判断力
企画力

修了生の回答（Ｎ＝23）

計画力
マネジメント力

コミュニケーション力
プレゼンテーション力

0%

チームワーク力

50%

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

リーダーシップ力

100%
同じ

修了生の回答（Ｎ＝83）

積極性・主体性
問題意識
忍耐力

ドキュメント作成力

実行力

プログラミング力
0%

50%

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

100%
同じ
分からない

担当者の回答（Ｎ＝9）

論理的思考力
状況判断力
企画力
計画力

修了生の回答では、
「優れている」
「やや優れ
ている」との回答が、忍耐力とチームワーク力
を除くすべての項目で６割を超えた。とくに問
題意識で非常に高く、ついで積極性・主体性、
実行力、コミュニケーション力、プレゼンテー

マネジメント力
0%

50%

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

100%
同じ

担当者の回答（Ｎ＝44）

ション力が高い結果となった。一方、担当者の

状況判断力、企画力や計画力、マネジメント

回答では、忍耐力の項目で「優れている」
「や

力の項目で、担当者の回答で「同じ」の割合が

や優れている」との回答が多い。これは修了生

多くなっている。これも、評価対象となってい

の回答と対象的な結果となった。一方、コミュ

る修了生が配属したばかりなど、時期的な問題
19

先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラムについて

ている」との回答が多く、修了生の回答と同じ
１

「同じ」を選択したとの回答が複数あった。各

が影響していると考えられる。

④「ソフトウェア工学知識」の面での自己評価
および企業担当者からの評価

セキュリティ拠点の修了生と担当者の集計結

要求

果は次のとおりである。

設計
構築
テスト

ドキュメント作成力

運用・保守

プログラミング力

構成管理
エンジニアリングマネジメント

論理的思考力

プロセス

状況判断力

ツールおよび手法
品質

企画力

50%

0%

計画力

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

マネジメント力
0%

50%

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

100%

100%
同じ

修了生の回答（Ｎ＝83）

同じ
分からない

要求

修了生の回答（Ｎ＝23）

設計
構築

ドキュメント作成力

テスト
運用・保守

プログラミング力

構成管理

論理的思考力

エンジニアリングマネジメント
プロセス

状況判断力

ツールおよび手法

企画力

品質

計画力

0%

50%

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

マネジメント力
0%

50%

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

100%

同じ

担当者の回答（Ｎ＝44）

同じ
分からない

担当者の回答（Ｎ＝9）

100%

「優れている」
「やや優れている」の割合の傾
向は修了生、企業担当者ともに同じ傾向がある

セキュリティ拠点においても、状況判断力、

と考えられる。運用保守に関しては、修了生、

企画力や計画力、マネジメント力の項目で、担

担当者ともに、他の項目と比べ、
「優れている」

当者の回答で「同じ」の割合が多くなっている。

「やや優れている」が低い結果となった。また、

一方、社会人学生の派遣元企業の担当者へのア

担当者の回答のほうが、
「優れている」「やや優

ンケートでは、先導的ITへの参加によって、論

れている」の割合が総じて修了生の回答より少

理的思考力や計画力が向上したとの回答が多か

ない結果となった。この点に関しては、これま

った。

でにあげた時期的な問題も影響していると推察
できるが、より踏み込んだ検証・評価が必要と
考えられる。
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⑤「情報セキュリティ知識」の面での自己評価

⑥「配属・待遇面での違い」に関するコメント
＜修了生＞

および企業担当者からの評価

・一部研修を免除され職場にて作業をしてい
・直接的にはなかったが、先導コースで学んだ

安全なネットワーク設計・構築

ソフトウェア開発プロセスやPBLでの実際の

情報セキュリティに関わる監査・法律等

開発経験のため、レベル別研修では上位レベ
ルのクラスに入れた。

情報セキュリティマネジメント

・他の新入社員より２か月ほど早く現場に入っ

危機（インシデント）対応

て業務をしている。

情報倫理

0%

50%

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

100%
同じ
分からない

修了生の回答（Ｎ＝23）

・ソフトウェア開発に携わる部署の中でも最も
技術力が必要とされる部署に配属された。
・新人研修においては特に特別な違いや配慮は
なかったが、セキュリティ系の研究所に志望
し、そこに実際に配属になった。

暗号理論とそのプロトコル

＜企業担当者＞

安全なシステム設計・構築

・明確な違いはないが、他の新入社員に比べ即

安全なネットワーク設計・構築

戦力としての期待度は高い。

情報セキュリティに関わる監査・法律等

・一部研修の免除があり、他の新人より３か月

情報セキュリティマネジメント

ほど前倒しして、業務に従事する。

危機（インシデント）対応

・違い有り。弊社では同等プログラムを情報系

情報倫理

新人の育成プランに組み込んでおり、すでに
0%

50%

優れている やや優れている
やや劣っている 劣っている

100%
同じ
分からない

担当者の回答（Ｎ＝9）

セキュリティ拠点では、修了生と比較して、
「優れている」
「やや優れている」の割合が、暗

経験しているため他の新人より先に部署配属
され、より早く実務に就いている。
・他の新入社員よりは即戦力して業務が遂行で
きると思われ、また、指導または説明する側
から見ても専門用語が通じるので業務が進め
やすい。

号理論とそのプロトコルを除くすべての項目に
おいて、企業担当者が低い結果となった。情報
セキュリティに係る監査・法律等、情報セキュ
リティマネジメント、
危機
（インシデント）
対応、

⑦「先導的ITを後輩に勧める理由」で特徴的な
コメント（修了生のみ）
・システム開発はとても大変で、苦しいことも

情報倫理の項目でその傾向は顕著である。ただ

あるが、物事への取り組み方や考え方な

し、社会人学生の派遣元企業の担当者へのアン

ど、社会で働くときに成功する力の基礎が得

ケートでは、先導的ITへの参加によって、情報

られる。

セキュリティマネジメントや法制度に関する知

・学生の間に、他大学の学生と一緒に、IT企業

識の向上したとの回答が多かった。このような

の新人研修に劣らない内容の講義と実

結果になったことは受講者の経験や問題意識等

習が受けられるのは、とても貴重な体験だと

が影響している可能性があり、今後より踏み込

感じたから。

んだ評価が望ましい。

・ソフトウェア開発の各工程を早期に経験する
ことは、ソフトウェア開発における大局的な

以下に自由回答で寄せられたコメントをまと
める。

視点を養うのに有効であると考えるため。
・他校の教授陣や学生と直接的に交流すること
21
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安全なシステム設計・構築

１

た。

暗号理論とそのプロトコル

ができるとともに、企業が参画していること

クライアントとの調整や協議の中において、

でビジネスとしての観点も付加され、机上の

“物怖じしない”立ち振る舞いができている。

研究だけに留まらない貴重な経験ができるた

また、ソフトウェア工学の知識、開発手法に

め。

ついては、基礎知識が備わっているため他の

・情報セキュリティについて体系的に実践的に
長期間学べる機会はないから。

新入社員に比べ成長が早い。
・ITスキルの高さは、他の新入社員に比べ抜き

・セキュリティに興味があるならばさまざまな

ん出ている。言語研修時には確認テストを都

現場の状況や人間と接触する機会が増える

度行っていたが、平均を大きく上回った成績

し、就職活動を行う上でも積極的に何かに取

だった。インフラの知識がまとまっているの

り組んできたという点は評価されるので。

で、今後に大きく期待ができる。社会人とし

・技術の大切さを教えられ、一方で技術だけで

ての基本スキルは他の新入社員と同等であ

はダメだということを何度も叩き込まれる。

る。意識面では他の新入社員に比較して高い

これは大学生活だけではなかなか得られない

マインドを持っている。

経験だと思う。

・技術的な優秀さもさることながら、非常に意
欲が高く、コミュニケーション能力も良好で

⑧「先導的ITに対する感想・意見」で特徴的な

ある。

コメント

・現時点では、配属後ようやく２か月経過した

＜修了生＞

ばかりで、本人の実力をすべて見ることがで

・組み込み系はエンタープライズ系に比べて、

きないが、率先して自ら考え、解決しようと

外部（企業）からの講師を招いて開催する講
義が少なく感じたので、その点をより充実さ
せていただけるとうれしく感じる。
・非常に有益な試みだと感じる。在学生、自分
も含めた卒業生、そして周囲の皆さまで益々

・まだ新入社員として配属されて日が浅いが、
技術力が高く、コミュニケーションもしっか
りできており、他の社員よりも戦力として早
く立ち上がってきている。

盛り上げていってもらいたい。マネジメント

＜社会人学生の派遣元企業の担当者＞

やプロセスの知識を教授するだけでなく、実

・修了生をSIビジネスの中核要員にしたい。

際にモノを作らせることを行ってほしい。

・情報セキュリティの中核人材候補として、今

・大学院からではなく、学部から同様のカリキ
ュラムを実施すべきである。
・企業での知名度の向上を図ってほしい。
・限られた時間の中であるにも関わらず、非常

後、リーダーとして業務を推進し、経験を積
むことで更なる向上を期待している。
・関係各者との交流を通して、人脈形成に期待
したい。

に有用な要素が体系的に盛り込まれている絶

・対象者の範囲を広げてほしい。

妙なプログラムに仕上がっていると思いま

・今後も人材育成に役立つプログラムとして継

す。
・次年度以降も長期的に本プログラムの修了生
を輩出し続けていただき、世間に広く認知さ
れることで、高度情報セキュリティ人材育成
のスタンダードをめざしていただきたい。私
自身も折に触れて、本プログラムの啓蒙に努
めたい。
＜企業担当者＞
・「先導的ITスペシャリスト育成推進プログラ
ム」での経験の故か、他の新入社員と比して
22

する実行力はうかがえる。

続していただきたい。

2

拠点間教材等洗練事業
の全体概要
２

構築、普及に向けての教材洗練・整備、教材作

プログラム」の各拠点の成果である教材を、継

成等のガイドラインや規約類の作成、広報活動

続的に普及発展させることを目的としている。

を実施した。
本事業の全体概要は以下のとおりである。

各拠点の代表者で構成される運営委員会で事業
全体の方針を決定し、拠点間ポータルサイトの

全国の拠点で多様なプログラムが展開され、その開発・実施を通じて得られた成果について、そ
れを効果的・効率的に全国へ普及展開するために、教材の洗練（収集・改編等）、ポータルサイ
トの構築、ガイドラインの策定、シンポジウムの開催等を行う
◆運営委員会の設置◆
○８拠点の代表者により構成
○事業全体の運営方針を検討
○WGの設置 ・コンテナ構築WG、公開コンテンツ検討WG
・PBL教材洗練WG、教育力向上WG

◆普及に向けての教材洗練・整備◆

◆拠点間ポータルサイトの構築◆
○ビデオコンテンツ検索・配信機能

○人気度表示機能

◆ガイドライン等の整備◆

○教材コンテンツの利用規約、著作権ガイドライン等の策定

◆広報活動◆ ○全拠点合同シンポジウム

○教材等の収集・改編・等を実施

○冊子発行等

・各拠点における公開コンテンツ整備 ・PBL教材の整備
・教育力向上のため教材整備

各拠点による
実践的教材の
登録等

大学

大学

大学

大学

洗練された教材等の
提供

大学

大学

高度ＩＴ人材育成拠点（８拠点）

企業
企業

企業

企業
図２

企業

汎用性のある
教材の提供等

大学
大学

全国の大学・企業等

企業

拠点間教材等洗練事業の全体概要
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拠点間教材等洗練事業の全体概要

本事業は「先導的ITスペシャリスト育成推進

運営委員会の主な構成員（敬称略）
委員長
井上克郎（大阪大拠点）

拠点間教材等洗練事業
運営委員会

委員（アイウエオ順）
荒木啓二郎（九大拠点）、坂部俊樹（名古屋大拠点）、辻秀典（情セ大拠点）、
津田道夫（大阪大拠点）
、徳田英幸（慶應大拠点）
、平木敬（東大拠点）
、
藤川和利（奈良先端大拠点）、本位田真一（NII）、三末和男（筑波大拠点）
事務局
国立情報学研究所

コンテンツWG

各拠点で公開にむけての教材洗練・整備を進めるための作
業部会

コンテナWG

教材公開用ポータルサイトの設計や著作権等の教材作成
に関するガイドラインを整備を行う

教育力向上WG

各拠点で実施されている教員の教育力向上に関する取組
を共有し、教材化する等の活動を行う

PBL教材洗練WG

各拠点で実施されているPBLのノウハウを集約し、ノウハウ
集として教材化し、普及を進める活動を行う

クラウド利用TF

各拠点での教育研究の現状を踏まえ、edubaseCloudの活
用方法を議論し、利用規約についても検討を行う

本事業の実施体制は次の通りである。事業全
体の運営を行う運営委員会の下、教材洗練・整

・PBLノウハウ集の整備と普及
・先導的ITスペシャリスト育成推進プログラ

備を進めるためのコンテンツWG、教材公開向

ム・シンポジウム（第五回）

けポータルサイトの設計やガイドラインの整備

上記以外の成果や活動内容については以下の

を行うコンテナWG等、各拠点の実務教員をメ

Webサイトを参照されたい。

ンバーとする作業部会が設置され、各拠点の成
果を普及展開するための活動を行った。
以降の章では、本事業における次のテーマに
関する成果について、その概要を報告する。

先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム
拠点間教材等洗練事業
http://grace-center.jp/prj_sendo.html

・教材公開向けポータルサイト edubase Portal
・学習用クラウドコンピューティング環境基盤
edubase Cloud
・分散学習支援環境 edubase Space
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拠点間教材等洗練事業の活動
http://grace-center.jp/prj_kyozai.html

3

教材公開向けポータル
サイトedubase Portalの
構築
３

ITスペシャリスト育成推進プログラム」で開発

ム」の各拠点で開発された教材等の学習・教育

されたもの以外の教材も配信し、
「IT教育者へ

コンテンツを全国の大学等に配信するサイト

の優れた教育の普及」や「高度IT人材のための

edubase Portal １ を構築し、2010年３月に公開

自習環境」のための情報基盤とすることをめざ

している。2011年３月現在で約150件のコンテ

している。

ンツを公開している。本サイトでは、
「先導的

図3

拠点間ポータルサイト

平成23年度からは、動画配信サービスをedubase Streamと名称を変更予定。

１

25

の構築
edubase Portal

「先導的ITスペシャリスト育成推進プログラ

教材公開向けポータルサイト

３．
１ edubase Portalの概要

いつでもどこでも無料で、IT関連講義を閲覧できる動画ポータルサイト。

トップページ
・見やすいインターフェース
・様々なランキング機能
・キーワードによる二次元検
索が可能
・ガジェット選択など、画面
のカスタマイズが可能
・2010年10月現在、約150コ
ンテンツを公開中

図４

拠点間ポータルサイトedubasePortalトップ画面

動画閲覧ページ
＜動画閲覧ページ＞
・動画とスライドのシンク
ロコンテンツ。大きさも
自由自在に変更可。
・インデックス付き。また
スライドデータ(画像)をダ
ウンロード可能。
・コメントやフラグも付け
られ、ご友人との情報交
換にも。

図５

拠点間ポータルサイトedubasePortalコンテンツ閲覧画面

教材は講師が講義している様子を撮影したビ

いる。動画の視聴では、検索でヒットしたスラ

デオと説明に利用するスライドが同期・連動す

イドシーンからの頭出し再生が可能である（図

る「シンクロビデオコンテンツ」の形態で配信

４）
。

している。各コンテンツには書誌情報が付与さ
れ、各拠点が登録したコンテンツを横断的にキ

なお、視聴は登録ユーザ制になっている。視

ーワード検索できるようになっている。J07の

聴ユーザの登録をすることで配信コンテンツを

領域・分野に基づいた検索・ナビゲーションも

視聴できる。ただし、ログインしない場合も１

可能である。さらにコンテンツ単位だけでなく

～２分間のみ視聴可能である。登録手続きには

スライドのページ単位での検索が可能となって

１～２日程度の時間を要する。
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登録ユーザーになりませんか？ 〈登録申請手順〉
①トップページの左上部の
ユーザー登録申請
ユーザー登録申請をクリック。
②申請する拠点を選択。
（特に指定がない場合は
国立情報学研究所 拠点間事務局
で可）
③氏名・住所など必要事項を入力
して送信。そ の 後 、 承 認 に よ り
登録完了。

３

問合せ先：国立情報学研究所GRACEセンター edubasejp@gmail.com

図６

教材公開向けポータルサイト

でも情報発信中

edubasejp

ユーザ登録申請方法

登録後は以下のような連絡メールが定期的に

かがわかるようになる。

届き、どのようなコンテンツが登録されている

の構築
edubase Portal

コンテンツの登録状況についてはツイッター

また、公開コンテンツの登録管理は、登録者

での配信も行っている。ポータルの停止や再開

（または登録者が所属する拠点）が管理する方

等の情報もこれらの連絡手段でわかるようにな

針となっている。

っている。
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３．２ 現在配信されているコンテンツ
現在、配信されているコンテンツの科目のご

追加・更新中である。

く一部を以下に示す。また、
コンテンツは随時、
表10

配信中のコンテンツ例

科目タイトル

PBL型システム開発

内容
ウォーターフォールモデルやプロトタイピングによるソフトウェア開発について解説し、
その特徴と欠点を押さえていく。内容は以下のとおり。
「プロジェクトマネジメントとは」
「要件定義フェーズ」
「ユーザインタフェース設計」
「外部設計書の目的と記述内容」「内部
設計フェーズ」

ソフトウェア保守

ソフトウェアの保守における諸問題について解説。保守の定義、コスト、分類、モデル、
研究について詳しく紹介していく。内容は、
「保守の見積り」
「ソフトウェア理解支援」、
、
「コ
ードクローン検出と分析」
、
「ソフトウェア修正支援」など

要求工学

要求工学の概要を解説し、変化する要求への対処方法を紹介。要求定義の目標の定め方を
まとめ、現状の課題を把握する。
内容は、「要求獲得技法」
、
「要求仕様とは何か」
、
「要求仕様に対する評価」など

コンポーネント/パターン
指向ソフトウェア開発

コンポーネント指向ソフトウェア開発やパターンに基づいて開発を進めるパターン指向ソ
フトウェア開発について学ぶ。コンポーネント指向開発方法論やKobrA法とプロダクトラ
イン開発、コンポーネントアーキテクチャとして分散オブジェクトやEJBなども紹介。パ
ターン指向ソフトウェア開発では、デザインパターンとアーキテクチャパターンに加え、
ビジネスパターン、アナリシスパターンなど様々なパターンを解説。さらにソフトウェア
保守におけるリファクタリングの位置づけや定義等を紹介し、パターン指向リファクタリ
ングについて解説。

Webサ ー ビ ス と サ ー ビ ス
指向アーキテクチャ

Webサービスのコア技術（XML、SOAP、WSDL、UDDI）について解説し、サービス指向
アーキテクチャの理解を深めていく。さらに、サービスとは何か、またサービス指向とオ
ブジェクト指向の考え方の違いを把握し、SOAの利点と限界を解説していく。エンタープ
ライズソフトウェアにおけるSOAの特徴も解説。コンポーネント間の結合（疎結合）のレ
ベルをまとめる。

セキュリティ要求分析

設計モデル検証（基礎）

要求工学の基礎を押さえ、セキュリティ分野における各手法を学ぶ。KAOSやi＊（アイス
ター）などの要求分析技法、ソフトウェアエンジニアリングにおけるセキュリティとセキ
ュアトロポス（Secure Tropos）
、モデル作成支援ツールSecTroの解説、リスク分析手法
（FMECA、HazOp、FTA）を紹介する。
検証の重要性について、テストとの違いなどを含めて解説する。また、代表的なモデル検
査ツールであるSPINについて、基本となる言語であるPromelaの解説をおこないながら、
使い方を説明をしていく。
システムが満たすべき性質を記述するために必要な知識として、
進行性検査、公平性、Never Claimなどの概念、時相論理を解説し、状態遷移図を用いて
のモデル検査を行う際の注意点を説明していく。

３．３ edubase Portalに対する評価調査
edubase Portalおよび配信しているコンテン
ツに対し、以下の観点から、外部有識者による
評価を行った。
◆
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edubase Portalに対するニーズと意義

◆

edubase Portalに今後追加が望まれる機能

◆ e
 dubase Portalに今後追加が望まれる教材
の分野・内容

レビューを依頼できる見込みがあること

１
調査内容

なお、候補者の中から調査対象者を選出する

本調査は2010年10月から12月にかけて実施

際は、専門分野、大学環境等の面において、対

した。調査手法としては外部有識者に対する簡

象者の構成に極端な偏りが発生しないように留

易アンケートおよび電話もしくは対面によるイ

意した。

ンタビューを用いた。協力の了解を得られた外
部有識者にはあらかじめ本ポータルを閲覧いた

【ITベンダー企業関係者】

だいた後、アンケートやインタビュー調査を行
った。

での評価を尋ねた。
■

10名／以下、
「大学教員」
）
、および、ソフトウ

情報系出身者に習得しておいて欲しいソフ

■

（10社10名／以下、
「企業有識者」
）の計20名と

教材一覧の中で、情報系出身者がとくに習

した。

得しておくべき内容
■

教材一覧の中で、改善・補強が必要な教材

■

教材一覧の中で、不足している（掲載して
欲しい）教材（その分野・内容）

【情報系大学教員】
情報系大学教員に対しては、教員が当該ポー

■ 「edubase Portal」のサイトとしての使い

ばせることを前提とし、以下の観点での評価を

■

自社に入社する情報系学生にとっての
「edubase Portal」の意義・利用価値

尋ねた。
■ 「edubase Portal」の認知度／普段からの

■

自社社員にとっての「edubase Portal」の
意義・利用価値

利用度
■

教材一覧の中で利用したい教材

■

教材一覧の中で改善・補強が必要な教材

■

教材一覧の中に不足している（掲載して欲

は、以下のとおりとした。

しい）教材（その分野・内容）

■

ITベンダー企業関係者の候補者選出の基準

■ 「edubase Portal」のサイトとしての使い

教材の対象分野（ソフトウェア工学等）に

勝手・ユーザビリティ
■

十分な知見を有すること
■

情 報 系 大 学 教 員 に と っ て の「edubase

人材育成に関連する業務や活動へ関与経験

Portal」の意義・利用価値
■

があること
■

情 報 系 大 学 学 生 に と っ て の「edubase

自らの専門分野で業界トップレベルの知見

Portal」の意義・利用価値

を有すること
■

社外活動（外部講師、学会等）を通じて大
学教育の現状を把握していること

情報系大学教員の候補者選出の基準は、以下
のとおりとした。
■
■

教材の対象分野（ソフトウェア工学等）に

際は、
特に業務分野（技術系／人事系）の面で、

おいて、十分な知見を有すること

対象者の構成に極端な偏りが発生しないように

研究活動のみでなく、教育活動においても

留意した。

活躍していること
■

ｅラーニングの制作・監修等に関する何ら
かの実績があること

■

なお、候補者の中から調査対象者を選出する

業務実施期間内に、
「edubase Portal」の

２
調査結果概要
調査結果の概要をニーズと意義、追加・改善
29

の構築
edubase Portal

勝手・ユーザビリティ

タル上の教材を利用する、あるいは、学生に学

教材公開向けポータルサイト

ェアベンダー・IT関連企業の技術者・経営者等

トウェア工学の水準

３

外部有識者は、情報系の大学教員（10大学

ITベンダー企業関係者に対しては以下の観点

が望まれる機能、追加が望まれる教材の分野・
内容の観点でまとめる。

【追加・改善が望まれる機能】
機能面において有識者からの改善の要望が高
かった意見を数の多い順に整理すると、以下の

【edubase Portalに対するニーズと意義】

とおりとなる。

本サイトの意義については、総じて高い評価
が寄せられた。昨今、教育機関がWEB上にさま

教材一覧やディレクトリ機能

ざまな教材を公開している動きについては多く

検索機能の強化

の人に知られているものの、教材の分野が情報

個々の教材に対するシラバスの参照機能
ダウンロード機能の利便性向上
中断再開機能
早聞き機能

に対しては、大学教員・企業有識者の多くが賛

コメント書き込み機能

字幕機能
非Flash環境への対応

同の声を寄せている。

Portalを活用できるかどうかを尋ねたところ、

7
6
4

学習確認テスト機能や問題の提供

イトは希少であるため、本サイトの趣旨や意義

いて、学生や社員の教育・自習用にedubase

8

表示機能の拡張

が掲載されている、かつ、教材の水準も高いサ

また、有識者自身が所属する企業や大学にお

9

教材ナビ・ガイド機能

系に限られていて、さらに、大学横断的に教材

＜本サイトの意義に関する有識者コメント＞
● 本サイトのような趣旨・目的のもとに、良い教材
を提供していただける仕組みがあるということを
大変素晴らしいと感じている。このようなサイト
の意義・価値は非常に高く評価できる。
（企業有
識者）
● 全体としては、非常に意義あるサイトであると感
じた。このような取り組みは、今後もますます発
展することが期待される。（大学教員）
● 私立大学では教員のリソースが限られるので、大
学院生向けの講義などが偏ったものになりがちで
ある。それを補完する意味では、こうしたポータ
ルサイトを利用する価値はあると思う。
（大学教
員）
● 大学から公開されている情報系のコンテンツに
は、実習や演習などが多い。基本的な講義を公開
しているところはあまりないように思うので、そ
のような意味では大変意義があるのではないか。
（企業有識者）

（件）
16

その他

2
2
2
2
2
2
8

要望の中ではとくに「検索しないと目的の教
材にたどりつけない」ことへの不満を指摘する
意見が多く、早急な対応が望まれる。また、学
生や入門者などに対して「○○を学びたい時に
は何を見ればよいのか」をナビゲーションする
ガイド機能や目標とする人材像に応じた学習コ
ースの提示の必要性が指摘されている２。
【edubase Portalに今後追加が望まれる教材の
分野・内容】
内容面に関して、今後追加が期待されるテー
マとしては以下のような意見が寄せられた。
■
■
■
■
■
■
■

ネットワーク
クラウド関連技術・サービス
情報倫理・技術者倫理
オペレーティングシステム
プロジェクトマネジメント
システム運用管理
情報セキュリティ

（５件）
（５件）
（４件）
（３件）
（３件）
（３件）
（３件）

20名中19名が「使ってみたい」と回答しており、
本サイトの活用可能性は高く評価されているこ
とがうかがえる。

最も意見が多いのは、
「ネットワーク」であ
った。また、ソフトウェア工学の網羅性を考え
た場合に、
「ネットワーク」や「オペレーティ
ングシステム」
、
「データベース」の分野がやや
手薄であるとの声が聞かれた。
「クラウド関連
技術・サービス」についても要望が多く寄せら
れている。最新動向については、大学で教えら
れるほどに内容が確立されていないが、社会に

２

平成23年度に機能改善を行ったサイトedubase Streamを公開する予定である。

30

出る前にぜひ知っておいて欲しいと考える有識
者が多い。その他、
「情報倫理・技術者倫理」
については、大学教員から意見が多く寄せられ
た。

３
調査のまとめ
本調査を通じて、edubase Portalという新し
い目的を掲げた教材サイトの開設という取り組
みの意義が産業界からも教育界からも高く評価
３

されていることが明らかになった。edubase
Portalは始まったばかりの取り組みであり、今

教材公開向けポータルサイト

後も改善・発展を続けていくことが産学双方か
ら強く期待されている。
同時により多くの大学・
企業に活用されるような普及促進活動の必要性
を指摘する声も多い。
産学官の力を結集して実施された事業の成果
の普及に向けて、edubase Portalに課せられた

の構築
edubase Portal

役割と期待は大きい。
この役割を確実に果たし、
産学双方の大きな期待に応えていくために、
edubase Portalは今後も確実な発展を遂げるこ
とが望まれている。

31

4

学習用クラウドコンピュ
ーティング環境基盤と分
散学習支援環境の構築

先導的ITスペシャリスト育成拠点では、実践的なIT人材を育成するために「先導的ITスペシャリス
ト育成推進プログラム」文部科学省の支援のもと、平成18年度より全国の大学拠点（平成21年度末
現在8拠点）において実施されている。このプログラムでは最先端のITを駆使し、チーム力で課題を
解決する問題解決型の学習（たとえば、プロジェクト型学習PBL：Project Based Learning）などを推
進している。これを支えるシステム基盤として学習用クラウドコンピューティング環境基盤（edubase
Cloud）と分散学習支援環境（edubase Space）が構築された。

４．
１ 思う存分自分のアイデアを試せるIT実験室 edubase Cloud
４．
１．
１ edubase Cloudの概要
１
edubase cloud構築の背景
「大量のデータ処理実験をしたいが実験環境
がない」
「チームで自由に使える計算機環境が

している。また、講義・演習・プロジェクト型
学習といったさまざまな教育スタイルに対応し
た活用が期待されている。

２
edubase Cloudの利用シーン
edubase Cloudの利用シーンをいくつか列挙

欲しい」
「クラウドの勉強がしたい」
、情報系の

する。

研究・教育の現場からあがってくるこうしたニ

●講義

ーズに対応するため、
2010年５月から「edubase

構築・検証済みのIT環境をアーカイブからオ

Cloud」http://grace-center.jp/prj_educloud.

ンデマンドで複製し、配備することで同時にい

htmlの運用を始めた。edubase Cloudは、
「思

くつもの教育環境を作ることができる。また、

う存分自分のアイデアを試せるIT実験室」をコ

講義ごとの個別環境を準備することで、授業内

ンセプトに開発されたオープンソースソフトウ

容にあった環境を迅速に構築できる。

ェアベースのクラウド基盤である。200台のPC

●演習

サーバから構成され、総ディスク容量120TBの

ほかの利用者への影響を心配せずに、クラウ

ストレージを備えるedubase Cloudは、クラウ

ド基盤の改変も含めた実践的な演習を行うこと

ドの基礎技術自身から、クラウド基盤の実践的

ができる。また、自分専用のクラウド内に配備

な利用技術の教育・研究で利用されている。ユ

してライブでIT実験を行い、その途中結果を保

ーザは大学および研究機関所属の教員、学生の

存することも簡単である。

である。現在は、いくつかの大学の学生が利用

●プロジェクト型学習
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プロジェクトで利用するIT環境をメンバー同

gov/） と い っ たIaaＳ（Infrastructure as ａ

士で共有することによって、分散協調型の学習

Service）と連携するためのAPIおよび専用ツー

ができる。プロジェクト終了後はその成果をア

ルを提供する。つまり、edubase Cloud上で作

ーカイブに保存したり、必要に応じて外部クラ

成した仮想マシンイメージをAWSなどのほか

ウドサービスと連携することもできる。

のクラウド基盤上に簡単に展開できる。
「改変性」とは、新しい機能の追加や古い機
能の削除、更新といったカスタマイズ、そして

３

チューニングを利用者が直接行える。edubase

edubase Cloudの特徴

Cloudは、フルオープンソースクラウドであり、

edubase Cloudには「専有性」
「連携性」
「改
変性」「保存性」という４つの特徴がある。

基盤部分も含めたカスタマイズ、チューニング
ができる。
「保存性」とは、仮想マシンイメージを再利

たIT実験環境を自分専用に確保するというのが

用可能な形で長期的に保存するためのアーカイ

特徴である。自分専用なので、その環境で行わ

ブ機能である。研究成果やPBLの学習成果など

れたことがほかのプロジェクトに影響を与える

を保存し、次世代で再び継続させることが簡単

ことは最小限にとどめることができる。

になる。今後ますます拡大するであろうクラウ
ド活用において、クラウドの本質を理解するこ

連 携 が 容 易 に 行 え る と い う も の で あ る。

とはとても大切である。思う存分自分のアイデ

edubase Cloud で

アを納得するまで試せるedubase Cloudはまさ

は、Amazon Web Services

（AWS） やNASAのNebura（http://nebula.nasa.

図7

にこれを実現する環境をめざしている。

学習用クラウドコンピューティング環境基盤と分散学習支援環境の構築

「連携性」とは、外部クラウドサービスとの

４

「専有性」とは、ネットワーク的に分離され

edubase Cloudの概要
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４

５

edubase Cloudの構成

edubase Cloudの利用の流れ

次にシステム構成を説明する。

edubase Cloudで、実際に仮想マシンを使用す

edubase Cloudは、ミニクラウドと呼ばれる

る流れは以下のようになる。

単位で管理されており、現在（2011年３月）
、
15のミニクラウドがあり、１つのミニクラウ
ドは次の３つの要素から構成されている。実際
の教育現場では異なる講義や演習が並行して行
われることがしばしばある。このため、それぞ
れの講義で利用する計算機環境が互いに影響し
ないようにするためにミニクラウドという考え
方を導入した。たとえば、一方のミニクラウド
が停止したとしてもその他のミニクラウドには
影響が及ばないため、講義も安心して行える。
●クラウドコントローラ
ミニクラウドの管理およびストレージの管理
を司る計算機。
●クラスタコントローラ
ミニクラウドで実行される仮想マシンの通信
を司る計算機。
●ノードコントローラ
仮想マシンを実行するために使われる計算
機。ノードコントローラ１台に対して、８個の
仮想マシンを起動することが可能。
ミニクラウドは、16ノードと８ノードの２
タイプがあり、それぞれ起動可能な最大インス
タンス数は112台と48台である。１ノードは
Intel Xeon 2.4GHzの デ ュ ア ルCPUで32GBの メ
モリを備えている。なお、仮想ストレージは
40Ｔバイトである。
クラウド基盤の構築には次のようなソフトウェ

図８ 仮想マシンを使用する基本的な流れ

アが使われている。いずれもオープンソースソフ
トウェアであり、必要に応じて改変ができる。
●ツールの準備
仮想化ソフトウェア：Xen（http://www.xen.org/）
クラウド基盤ソフトウェア：Eucalyptus（http://www.
eucalyptus.com/）
クラウド監視ソフトウェア：Hinemos（http://www.
hinemos.info/）
Ganglia（http://ganglia.sourceforge.net/）

仮想マシンを使用するためのツール（クラウ
ドクライアント）を準備する。クラウドクライ
アントは、ミニクラウドへの接続設定、ログイ
ン時に必要となる鍵の設定、
ネットワーク設定、
仮想マシンインスタンスの選択、仮想マシンの
起動、
ストレージボリュームの設定などを行う。
図９にクラウドクライアントの画面例を示す。
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４

図９ クラウドクライアント

あらかじめ用意された仮想マシンイメージを
使用する場合は、アーカイブから仮想マシンイ
メージを取得する。
●仮想マシンの起動
仮想マシンを起動する。あらかじめ用意され
た 仮 想 マ シ ン イ メ ー ジ を 使 用 す る 場 合 は、
publicに登録されたイメージを起動する。
●ログイン・環境構築
起動した仮想マシンに、SSHクライアントを

使用中のミニクラウドの稼働状況をレポート
として得ることができる。
●仮想マシンイメージの利用
仮想マシンを使用して、実習を行う。必要に
応じて使用リソースを変更する。

６
アプリケーション事例
edubase Cloudを利用したアプリケーション
として、edubase Cloudを初めて利用する人を

使用してログインし、必要なソフトウェアを設

対象とした教材を紹介する。この教材には、

定する。仮想マシンを停止すると、構築したデ

Hadoopを使った分散処理アプリケーション、

ータは消えてしまうため、随時仮想マシンイメ

MPIを使った分散モデル検査などがある。それ

ージを作成する必要がある。

ぞれの教材には、ソースコード、利用者ガイド、

●ボリュームの使用

デモ用動画、教材用スライドなどが含まれる。

ミニクラウド上にデータ保存用の領域を確保
し、ボリューム（Elastic Block Storage）として、

学習用クラウドコンピューティング環境基盤と分散学習支援環境の構築

●アーカイブからの展開

ａ）Hadoopを使った分散処理アプリケーション
Hadoop（http://hadoop.apache.org/） を 使

仮想マシンに取り付けることができる。

った分散処理方式を学ぶためのアプリケーショ

●仮想マシングループの管理

ンである（図10）
。Hadoopは、分散処理フレ

複数の仮想マシンをグループ化して管理する

ー ム ワ ー クMap/Reduceな ど を 実 装 し た も の

場合、仮想マシングループを作成できる。異な

で、処理をMapフェーズ、Reduceフェーズの

る環境の仮想マシンを一括して管理できる。

２つに分割することで、それぞれを並列に処理

●仮想マシンイメージの作成

できる。

環境を構築した仮想マシンを、仮想マシンイ

このHadoopを使って、大量の入力画像から

メージとして保存する。必要に応じてバージョ

顔領域を解析・集計する「顔認識処理」と画像

ン管理やコメント編集などを行う。

の解像度を指定されたサイズに変換する「解像

●仮想マシン情報の監視

度変換処理」を行う画像処理アプリケーション
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を作成した。画像処理にはOpenCVライブラリ

ョン記述ルールに従いアプリケーションを記述

を用いており、Hadoopクラスタ内の仮想マシ

し、Webブラウザから解析対象のデータの場

ンの状態監視にはGangliaを用いている。また、

所の指定を行い、
アプリケーションを実行する。

Hadoopの提供する各種機能はHadoop管理ユ

アプリケーションの実行状況
（タスクの実行数、

ーザインターフェースを通じてアクセスする。

タスクの達成率など）もWebブラウザ上で確

利用者はHadoopのMap/Reduceアプリケーシ

認できる（図11）
。

図10

図11

分散処理アプリケーションの実行例

分散処理アプリケーションのジョブ状況表示の例
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ｂ）DiVinＥ Clusterを用いた大規模モデル検査

デル検査を実施する。DiVinＥ Clusterは、チェ

アプリケーション

コ のMasaryk UniversityのParaDiSe Labsに て、

モデル検査とは、対象システムを有向状態遷

分散検査アルゴリズムを容易に実装するために

移グラフとして表現し、システムに要求される

MPIライブラリ上に開発された。状態空間の生

性質を満たしているかをグラフ探索のアルゴリ

成やストレージ、分散環境における通信関数な

ズムを利用して検査する手法である。コンピュ

どをライブラリとして提供しており、分散並列

ータ上でモデル検査を行う場合、メモリや時間

LTLモデル検査アルゴリズムも実装している。

を大量に消費して検査できないことがよくある

大規模モデル検査アプリケーションはDiVine

（状態爆発問題と呼ばれている）
。分散モデル検

Ｅ Clusterのクラスタサイズを指定するだけで、

査は、状態爆発問題に対する１つの解として、

自動的にモデル検証クラスタを構成し、指定さ

研究・開発が進められている。

れたモデル検証を実行し、結果をレポートして

大規模モデル検査アプリケーションは、オー

いる。また、検証時に仮想マシンのリソース

プンソースソフトウェアDiVinＥ Clusterを用い

（CPU、メモリ使用状況、ネットワーク利用状

て、複数の仮想マシンからなる分散環境下でモ

況など）をモニタリングすることができる。
４
学習用クラウドコンピューティング環境基盤と分散学習支援環境の構築

図12

大規模モデル検証アプリケーションの実行例

ｃ）仮想計算機システム変換アプリケーション
edubase Cloudと商用クラウド（例えばAWS

境の制限やコストの問題から実験環境として利
用することが難しい場合がある。

など）との間で仮想マシンイメージを相互変換

仮想計算機システム変換アプリケーション

するためのアプリケーションである。edubase

は、
edubase Cloudと商用クラウド間の差異（例

Cloudでは基盤も含めていろいろな設定のもと

えば、認証方式の違い）を吸収して、仮想マシ

でさまざまな実験を行うことができるが、一方

ンイメージを自動的に相互変換する機能を提供

で起動可能な仮想マシンの台数に制限がある。

する（図13）
。

商用クラウドでは大規模な利用ができるが、環
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図13 仮想計算機システム変換アプリケーションの構成

４．
１．
２ edubase Cloudの利用状況
PBL、講義、各種セミナーでの実施状況、ク
ラウド利用タスクフォースの活動、内容、クラ
ウド利用規約などについてクラウド利用状況と
して報告する。

１

２

PBLでの利用例

講義での利用例

先 導 的ITの 東 京 大 学 拠 点 で 実 施 さ れ たPBL

実 証 モ デ ル 検 証 の 講 義 で 用 い るJava

（Beyohn プロジェクト）において、コミュニ

Pathfinderなどのツールをクラウド内のインス

ケーション環境、開発環境、負荷生成、試験環

タンス上で実行し、VNCでアクセスしている。

境、実行環境にedubase Cloudを利用した。

受講生ごとにEBSを自動アタッチしたインスタンスを提供する簡易版GUIも開発した。
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４

クラウド特論（2010.8.11-8.12）
①クラウドコンピューティング概説

②Web三層モデル
─Webシステムの基礎

─クラウドコンピューティングの特徴

─Webシステムのスケーリング

─クラウドコンピューティングの分類

─クラウド上でのWebシステムのスケール

─クラウドコンピューティング現状と事例
②edubase Cloud利用導入

アウト
─サンプルアプリケーション設定

─edubase Cloud の概要

─Teracottaを利用したスケールアウト

─edubase Cloud利用演習

─Teracottaの利点、欠点

③クラウドにおける分散処理
─Map-Reduceプログラミングパラダイム
─Hadoopを用いたプログラミング演習

学習用クラウドコンピューティング環境基盤と分散学習支援環境の構築

さらにクラウド技術を対象とした以下の２回の特別講義でもedubase Cloudを活用した。

④クラウドを使った分散モデル検証
─分散モデル検証とは
─DiVinＥ
─DiVinＥ2.1（Windowsクライアント）での
実習
─DiVinＥ Cluster（クラウド）での実習
─クラウド上での検証に関する議論
クラウド特論（２）
（2011.2.7）
①クラウドコンピューティング基盤
─OSSクラウド基盤の動作上の仕組み
─OSSクラウド上のアプリケーション
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３

４

セミナーでの利用例

クラウド利用規約

クラウド技術に興味を持つ一般利用者を対象

edubase Cloudの各利用者からの改善要望を

としたクラウドセミナーを2010年10月１日に

集約し、それらへの対応を実施するとともに各

実施した。また、大学教員を主な受講生として

拠点から利用者の意見を提出してもらうことを

クラウドを講義や演習で利用する際に必要な知

目的としたクラウド利用フォーラムタスクフォ

識を習得することを目的としたクラウドセミナ

ースを開催した。このタスクフォースの中でク

ーを2011年３月１日に実施した。

ラウド利用者が順守すべきクラウド利用規約を
議論し、ブラッシュアップした。
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国立情報学研究所edubase Cloud利用規程
平成23年1月31日 制定
（目的）
第１条

この規程は，情報・システム研究機構国立情報学研究所GRACEセンター（以下「セ

ンター」という．
）が提供するedubase Cloud（学術・教育クラウド）サービス（以下「本サ
ービス」という．
）について，理念，想定される利用方法，利用ルールについて記述し，そ
の利用について必要な事項を定めることを目的とする．
（理念）
第２条

本学術・教育クラウドは，オープンソースのクラウド基盤で構築されており，思う
４

存分自分のアイデアを試せるIT実験室（研究・教育のための実験・演習環境）を提供するも
のである．

学習用クラウドコンピューティング環境基盤と分散学習支援環境の構築

（想定される利用方法）
第３条

想定利用者は，実験・講義・演習を実施する大学教員などの研究・教育者，実験を

実施，講義・演習を受講する学生である．但し，大学など研究機関との共同研究に参加する
ものの利用なども想定している．
（利用資格）
第４条

本サービスの利用資格は，成果を公表し得る研究もしくは教育を目的とした，個人，

教育機関，研究機関からの利用申請に基づき，センターの判断でこれを決定する．センター
は判断理由の開示の責を負わないものとする．
（利用判断）
第５条

本サービスで提供される計算機資源の範囲及びその利用方法等については，センタ

ーの判断でこれを決定する．
２

利用申請，利用料金等の詳細については，国立情報学研究所edubase Cloud利用細則（以

下「細則」という．
）で定める．

５
edubase Cloudの運用からの知見
ａ）仮想マシンの設定に関する落とし穴

定作業に関するものであった。例えば、「仮想
マシンインスタンスは動いているがSSHでアク
セスができないし、pingをかけても応答がな
い」といった問い合わせがあった。この問題は

約１年間のシステム運用の中で、利用者から

セキュリティグループがSSHやICMPのリクエ

の問い合わせの多くは仮想マシンの起動前の設

ストを正しく受付けない設定になっていたこと
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が原因であった。セキュリティグループの設定

移行を実証済みである。データのみならず仮想

には注意が必要である。

マシンイメージを相互に利用できることを示し

また、マシンタイプの選択で問題があった。

た良い例といえる。この実験では仮想マシンイ

仮想マシンインスタンスを実行するために、正

メージの変換に関していくつかの技術的な課題

しいマシンタイプを設定する必要がある。例え

を克服した。例えば、ハイパーバイザとカーネ

ば、ある仮想マシンタイプで設定されたディス

ルのいくつかの組み合わせでは意図したとおり

クサイズがルートパーティションよりも小さい

に動作しなかったケースが存在した。正しいカ

値であると、マシンインスタンスは停止してし

ーネル/RAMDISKモジュールの選択は試行錯誤

まう。また、メモリのリソースアロケーション

的に行われる手続きである。

がアプリケーションの実行に十分な量でない

ｄ）グリッドサービスの仮想化

と、実行速度が遅くなり、場合によってはマシ
ンインスタンスが動作しない。

現在、edubase Cloudとグリッド基盤を統合
する実験を行っている。その目的は、グリッド

こうした設定作業はツールを用いて簡単に行

の利便性とグリッドの高性能マシンの共有を組

うことができる。ただし、一般利用者が正確に

み合わせて、科学技術計算を手軽に行えるよう

いくつのマシンインスタンスを起動すればよい

にすることにある。例えば、特殊な計算はグリ

か、どの程度のリソースを割り当てればよいか

ッドに任せ、そのほかの計算はクラウド上で行

を決めるには学習が必要である。今後の運用の

うといったハイブリッドな使い分けができるア

中でノウハウの蓄積が必要と考えている。

ーキテクチャをめざしている。さらに、アプリ

ｂ）初心者のサポート

ケーションの要求に応じて、CPU、メモリ、デ

一般の利用者をサポートするために、チュー

ィスクなどのリソースの割り当てを柔軟にする

トリアルサイトを構築した。このサイトは初心

ことも目的の１つである。リソースの割り当て

者向けのクイックスタートガイド、FAQ、クラ

は実際にたいへん手間のかかる作業であるの

ウド基盤の監視状況、クラウド用語解説（たと

で、
この研究には大きな期待が寄せられている。

えば、Elastic IP、EBSボリューム、セキュリテ
ィグループ、EC ２キーペアなど）が含まれて
いる。加えて、クラウドモニタリングツールを
提供している。
このツールを使うことによって、

６
より使いやすいクラウドとするために
edubase Cloudをより使いやすくするために

クラウドコントローラやクラスタコントロー

はいくつか克服しなければならない技術的課題

ラ、ノードコントローラのCPU、メモリ、ディ

がある。その１つがストレージの性能向上であ

スク利用状況を容易に監視できる。

る。Ｉ/Ｏインテンシブなアプリケーションで

ｃ）他のクラウドとの相互運用

は、ストレージへのアクセス性能が鍵となる。

2010年６月、NASA Nebulaとedubase Cloud

とくに、EBSによって提供されるストレージリ

間の相互接続実証実験が行われた。火星軌道衛

ソースに対して、アプリケーションがどのよう

星のデータセットをWebアプリケーションに

にして効率良くアクセスできるかを現在模索し

展 開 す る と い う ア プ リ ケ ー シ ョ ン で は、

ている。

edubase CloudとNebula Cloudを接続し、双方

次に、仮想マシンインスタンスの起動時間の

のクラウド上に分散配置した火星軌道衛星デー

短縮である。仮想マシンのインスタンス起動は

タセットを使った３次元ナビゲーションが紹介

内部的にはかなり複雑な処理が伴う。仮想マシ

された。この実証実験はedubase Cloudと他の

ンのOSやインストールされているパッケージ

クラウド基盤との相互接続性やデータのポータ

によっても異なるが、起動時間は短ければ短い

ビリティを示す良い例となった。

ほど良いことは明らかである。しかしながら、

また、Amazon EC ２とedubase Cloudの間で

Eucalyptusのアーキテクチャ上、仮想マシンイ

もいくつかの仮想マシンイメージを例に、相互

メージファイルの展開、揮発性ディスク領域の
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確保の過程で大量のディスクアクセスが発生
し、それが仮想マシン起動時のボトルネックと

４．１．３ edubase Cloudの今後

なっている。そこで、本システムではディスク

オープンソースクラウドの品質や機能はまだ

アクセス軽減のために、一部実験的にキャッシ

まだ十分とはいえず、多くの研究課題が残され

ュの機構を実装している。キャッシュ作成ツー

ている。edubase Cloudというクラウド基盤を

ルは、ミニクラウドに登録された仮想マシンイ

活用することによって、
こうした課題を追求し、

メージ、カーネルイメージ、RAMDISKイメー

クラウドを利活用する上でのノウハウの蓄積と

ジをダウンロードし、ミニクラウド上で起動可

人材育成へと結び付けていきたいと考えてい

能な構成に変更したあと、改変Node Controller

る。また、
Neburaとの連携の例にもあるように、

によって読み取り可能なディレクトリにファイ

国際的なクラウド連携についてもさまざまな組

ルをコピーする。仮想マシン起動前に起動可能

織 と 共 同 で 取 り 組 む 予 定 で あ る。edubase

な仮想マシンファイルを作成することで、仮想

Cloudが世界中の学術研究チーム間でコンテン

マシン起動の高速化を図っている。

ツやそれを扱うソフトウェアの共有が加速され
る機会になると期待している。
４

４．
２．
１ edubase Spaceの概要
edubase Spaceは、高度IT人材育成において、
学生自らが課題発見とその解決力を養うに相応

１
グループで議論する空間の提供
高度IT人材育成においては、座学とともにグ

しい理想的な教育環境を提供する。
具体的には、

ループで議論しながらいろいろなソフトウェア

講義のための座学のほかに、チーム力で課題を

を開発するというプロジェクト型学習が重要な

解決する問題解決型の学習を行うグループ演

位置づけとなる。そのために、その教育をサポ

習、さらには遠隔教育も含めたさまざまなスタ

ートするためには、座学からグループ学習、グ

イルで行われる教育方法をサポートする。
また、

ループ学習から発表会など、さまざまなシーン

最新のITを駆使した教室はユビキタス環境の実

を授業の時間内に素早く切り替える必要があ

験の場として利用することも可能である。

る。従来の講義室では、座学、もしくは演習に

edubase Spaceは、下記の３つの特徴を持っ

用途が固定化されており、座学からグループ演

ており、場の制約にとらわれず存分に議論・実

習などの講義途中のレイアウト変更が困難であ

験できる環境の提供をめざしている。

る。

学習用クラウドコンピューティング環境基盤と分散学習支援環境の構築

４．２ ユビキタス環境で知の創造、場所を越えたコラボレーション edubase Space

そこで、edubase Spaceでは、機動性の高い
●グループで議論し、知の創造を促進させる物
理的空間を提供
●遠隔から講義やチームディスカッションに参
加できる空間の提供
●ユビキタスの構築をサポートするサービスの
提供

机と椅子を具備するとともに、さまざまな場所
でグループ議論が行えるよう12台のディスプ
レイ装置を備えている。また、任意の場所の
PCから任意の画面を投影できるようにさまざ
まな場所にVGAの入力端子を19個備えている。
そして、その入出力の切り替えを図14に示す
通り「codemari（コデマリ）
」という制御ソフ

以下にそれぞれの特徴について述べる。

トウェアを使って小型端末から制御できるよう
になっている。
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図14

codemari （コデマリ）による機器の設定３

さらに、ロールスクリーンを使って、グルー
プ間を物理的に目隠しすることで、集中した議
論が行えるように設計されている。

３
ユビキタスの環境空間を提供
未来の技術を開発するためには学生が自ら最

２
遠隔からの参加を可能とする空間の提供

先端の機器を使いこなせる環境が必要になる。
そこで、edubase Spaceはいたるところにプロ

edubase Spaceでは、遠隔からの講義の受講

ジェクタやディスプレイ、センサーなどを自由

やグループ演習に参加できるようにするため

に取り付けて実験的な試みができるように、ス

に、３台のTV会議システム（ポリコム社製）
、

マートインフィルと呼ばれるアルミフレームで

講義配信システム（メディアサイト社製）が備

構築されている。そのフレームに最新のICT機

えつけられている。さらに、教室中で使える

器、センサー等を取り付けることにより、最新

50台のシンクライアントからは、Web会議シ

のユビキタス環境を構築して学習することが可

ステムや4.1で説明したedubase Cloudにアクセ

能である。

スすることができ、教室に物理的に集まらなく
てもプロジェクト型学習が行えるようになって
いる。

４．２．２ edubase Spaceの機能
edubase Spaceのレイアウトを図15に、風景
を図16、17にそれぞれ示す。

図15

edubase Spaceのレイアウト４

３

内田洋行、SOLUT!ON CATALOG vol.3, 2011から引用

４

内田洋行、SOLUT!ON CATALOG vol.3, 2011から引用
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edubase Spaceの風景（前方）

図17

edubase Spaceの風景（後方）

４

図16

以下にedubase Spaceの特徴的な機能を説明
する。

１
壁面のホワイトボード兼スクリーン

学習用クラウドコンピューティング環境基盤と分散学習支援環境の構築

図15の右には、主な機器を示した。

発表会を行う際のレイアウトの例を示す。

２
卓上プロジェクターとサブモニター
グループワークでは、パソコンの画面を見な
がらの議論が多い。壁面に画面を投影したので

壁面はホワイトボードとして使ったり、ポス

は、議論のたびに席を移動したり、身体の向き

トイットに書き込んだアイデアを一面に貼って

を変えなければならないが、垂直投影なら目線

議論するといった使い方や、プロジェクタでグ

を移動することなく議論に集中できる。そこで

ループワークの成果をチームごとに表示するな

edubase Spaceでは、図19に示すように教室内

ど多様に活用できるスクリーンとプロジェクタ

に設置された長型や丸型テーブルに、プロジェ

が設置されている。

クタを直接投影できるようになっている。専用

プロジェクタは最大６面横に表示することが

のシートも用意しているが、シートなしでも不

でき、グループ演習の結果の発表会等に活用で

都合なく投影できるように、テーブルの色は白

きる。図18に壁面プロジェクタを３台使って、

で統一している。
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図18

壁面プロジェクタを使った発表会の例

図19

卓上プロジェクターの利用例

図19の奥に見えるように、移動式の大型モ

クリーンを投影できるようにカメラが固定され

ニターが２台設置されており、講師が使うメイ

ている。また、残る１台は任意の場所に設置で

ンスクリーンの補助（サブモニター）として使

きるように移動式のキャリアに収めてある。各

用したり、少人数でのディスカッションなどに

TV会議システムは、４拠点同時に接続できる

も使用できる。

ため、最大で12拠点と繋いだ演習や発表会を

３
遠隔会議システム
遠隔講義や遠隔地から議論に参加ができるよ
うにTV会議システムを３台搭載している。そ

行うことが可能である。遠隔地の映像を図20
に示した大スクリーンに投影することで、遠く
離れた場所にいる学生も、あたかも同じ教室で
受講しているかのような臨場感のある遠隔講義
が実現できる。

のうち２台はそれぞれ教室全体、講師・正面ス
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図20

大プロジェクタの投影

４
４

リモート操作できる雲台
授業の様子はビデオ撮影し、meidasiteを使
ｅラーニング教材としても利用できる。ビデオ
カメラは、図21に示したように「スマートイ
ンフィル」に取り付けた雲台上に設置でき、モ
ート操作で角度や向きを変えることができる。

４．
２．
３ edubase Spaceの利用状況
現在、edubase Spaceは、講演会をはじめ、

図21

雲台を使ったビデオ撮影

卓上プロジェクタを中心として、グループの島

演習を中心としたセミナーやトップエスイーで

を作ることができる。また、壁面プロジェクタ

の講義でほぼ毎日利用されている。典型的な利

を６面同時に使うことで、それぞれのチームの

用シーンを対応した教室の使い方の例を図22

成果を横に並べて投影可能となる。

に示す。チーム演習では、壁面プロジェクタや

図22

学習用クラウドコンピューティング環境基盤と分散学習支援環境の構築

ってリアルタイムで配信したり、アーカイブを

典型的な利用シーン５

内田洋行、SOLUT!ON CATALOG vol.3, 2011から引用

５
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5

教員教育力向上の
取り組み

PBL（Project Based Learning）とはプロジェ
クト型のチームで学習を進める教育手法であ

た情報の中で自前で設計し、実施しているのが
現状である。

る。実践力を高める教育手法として注目されて

こうした現状を踏まえ、昨年度に、各拠点で

おり、先導的ITスペシャリスト育成推進プログ

実施されてきたPBLのノウハウを共有するため

ラムの各拠点でもそれぞれの形態でPBLが実施

のWGを立ち上げ、ノウハウ集として集約する

されてきた。しかしながら、そこで蓄積された

活動を行った。今年度はこのノウハウ集を公開

知見やノウハウは一部が公開されているもの

できるレベルまで整備した。さらに拠点以外で

の、拠点すべての知見やノウハウが十分に整備・

PBLを実施している大学も参加するワークショ

公開されているわけではなかった。また、PBL

ップを開催し、ノウハウ集の普及および各大学

の実施方法に関する論文や書籍はまだ少ないた

のノウハウ共有を行った。
以降に各活動の内容をまとめる。

め、PBLを実施している大学の多くは、限られ

５．
１ PBLノウハウ集の整備
PBLのノウハウは、PBLカリキュラムの設計・

実施の決定から検討体制の構築を含む立ち上げ

実施から評価に至る流れに沿ってまとめてい

のフェーズがきわめて重要な意味を持つことを

る。その際、
通常PDCA（Plan（計画）→ Do（実

踏まえたものである。また、
本ノウハウ集では、

行）→ Check（検証）→ Act（改善）
）として知

通常のPDCAの定義とはやや異なり、PBLの実

られるサイクルに「Start（新規立ち上げ）
」と

施におけるＳ-PDCAのサイクルを、以下のよう

いうフェーズを追加したオリジナルのモデルを

に定義している。

用いた。これは、新たにPBLを実施する際には、
DO

（実施）

START

（新規立ち上げ）

CHECK

PLAN

（評価）

（設計・開発）

ACT
（継続）

図23
48

PBLの実施におけるS-PDCAのサイクル

PBLノウハウ集の目次案は以下のとおりであ
る。PBLノウハウ集は５．２で報告するワーク

ショップで得られた大学のノウハウも加え、平
成23年度に公開予定である。

第１章
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～ PBLの重要性～

1.

今なぜPBLか

2.

本書のねらい

第２章

PBLの実施に関する具体的なノウハウ

1.

START：新規立ち上げ

1.1

PBL実施の決定と学内調整

1.2

PBL設計・開発体制の立ち上げ

1.3

PBLノウハウ活用体制（企業との連携体制等）の構築

2.
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2.1

カリキュラム内での位置づけの検討

2.2

PBL実施体制の検討
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PBLカリキュラムの検討
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PBL評価方法の検討
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知的財産権に関する検討

3.

DO：実施

3.1

PBL受講者の募集・選抜

3.2

PBLチーム編成

3.3

PBL教育・指導に関する原則

3.4
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3.5

PBLの進め方に関するポイント

3.6

PBL中の発生事態とその対応

3.7

PBL成果発表会の実施

4.

CHECK：評価

4.1

PBL受講者の評価方法

4.2

次回の実施に向けたPBL自体のレビュー・改善方法

5.

ACT：継続

5.1

PBLの継続的な実施に向けた取り組み

5.2

PBLに関する学外との情報共有

6.

PBLを成功に導くポイント

第３章

おわりに

1.

PBLに取り組みたいと考えている方へのメッセージ

2.

PBLの課題と可能性

～ PBLに注目が集まる背景 ～

５
教員教育力向上の取り組み
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５．２ PBLワークショップ・シンポジウムの開催
「PBLノウハウ集」の普及およびPBLに関する

系大学で計４回のPBLワークショップを実施し

さらなる知見の収集を目的として、全国の情報
表 11

た。

PBLワークショップの実施結果

実施日時

実施場所

参加人数

2011年１月 7日㈮

九州大学

13名

2011年１月21日㈮

愛媛大学

10名

2011年２月 4日㈮

公立はこだて未来大学

14名

2011年２月24日㈭

名古屋大学

10名

表 12

PBLワークショップのプログラム（例）

１．開会挨拶
２．PBLワーキンググループの取り組みの紹介
３．
「PBLノウハウ集」の紹介
４．PBLに関するIT企業アンケート結果報告
５．開催大学でのPBL教育への取り組み紹介
６．各参加者のディスカッションペーパーの紹介と議論
７．クロージング

各大学におけるPBLワークショップの概要
は、以下のとおりであった。
■

九州大学
開催日時

2011年１月７日㈮

開催場所

九州大学

参加人数

13名（九州大学、九州工業大学、九州産業大学、福岡大学などから主に情報工学系
の先生方が参加）

議論の概要

50

14：00 ～ 17：30

伊都キャンパス

ウェスト２号館508号室

このワークショップでは、以下のようなテーマに関する議論が行われた。
■ IT企業アンケートの結果の解釈と妥当性
■ PBLの実施に必要な時間とコストおよびプロジェクトマネジメントの方法
■ 産学連携教育に参画する企業のモチベーション
■ 産学連携教育を長期間継続する方法と大学側の自立に関する課題
■ 研究開発型のPBLの可能性

など

■

愛媛大学
開催日時

2011年１月21日㈮

14：00 ～ 17：00

開催場所

愛媛大学

４号館708号室

参加人数

10名（愛媛大学の情報工学系の先生方が参加）

議論の概要

■

このワークショップでは、以下のようなテーマに関する議論が行われた。
■ IT企業アンケートの結果とその活用方法
■ PBLにおけるチーム編成の工夫
■ PBLを担当する教員の負担
■ 学生の主体性を引き出す指導方法
■ 今後のPBLの方向性や対象者の拡大

など

公立はこだて未来大学
開催日時

2011年２月４日㈮

開催場所

公立はこだて未来大学

参加人数

14名（公立はこだて未来大学、函館工業高等専門学校、北星学園大学附属高等学校
などから主に工学系・情報系の先生方が参加）

14：00 ～ 17：00
493講義室

教員教育力向上の取り組み

このワークショップでは、以下のようなテーマに関する議論が行われた。
■ IT企業アンケートの結果と企業のニーズに応えるPBLの意義
■ 産学連携教育における企業からの継続的な協力獲得の方法
■ 学生にとっての学外関係者とのコミュニケーションの重要性
■ 顧客の顧客（エンドユーザ）を意識することの重要性
■ 学生に対する学外の協力者（企業講師・顧客等）の接し方
■ 成果物における著作権の扱い

５

議論の概要

■

工学部

など

名古屋大学
開催日時

2011年２月24日㈭

開催場所

名古屋大学

参加人数

10名（名古屋大学、南山大学、静岡大学、中部大学、東京工科大学などから主に情
報系の先生方が参加）

議論の概要

15：00 ～ 18：00

東山キャンパスIB電子情報館南棟

562号室

このワークショップでは、以下のようなテーマに関する議論が行われた。
■ IT企業アンケートの結果と入社後のPBLの効果
■ 名古屋大学OJL卒業生の入社後の評価と課題
■ 企業側PMの学生に対する指導や接し方
■ 実践的教育を担当する教員の負担
■ 成果の上がらない学生や意欲の低い学生への対応
■ PBLを実施する際の環境面での課題

これに加え、PBLシンポジウムを企画した。

など

係者のコミュニティ形成を図ることを目的とし

本シンポジウムは、PBLワークショップの活動

たものである。2011年３月12日㈯に東京工科

の集大成として、その活動成果を全国の大学・

大学で開催することを予定していたが、開催前

企業関係者に向けて広く紹介するとともに、拠

日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響によ

点以外の教育機関で取り組まれているPBLの事

り、 年 度 内 の 開 催 は 見 送 ら れ た。 来 年 度 の

例発表や交流会等を通じて、PBLに取り組む関

2011年９月に開催予定である。
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6

その他、
広報活動等

これまでに先導的ITの成果の普及や本事業の
活動報告を目的とし、拠点間の合同シンポジム

をこれまで開催してきた。平成22年度も同様
に下記シンポジウムを開催した。

第５回先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム・シンポジウム
日時：2010年10月12日㈫

13：00 ～ 17：50（情報交換会18：00 ～ 19：30）

場所：京都大学百周年時計台記念館

国際交流ホール（定員150名）

主催：文部科学省、拠点間教材等洗練事業運営委員会、IT Keys、ISSスクエア
実施大学：I T Keys（奈良先端科学技術大学院大学、大阪大学、京都大学、
北陸先端科学技術大学院大学）
ISSスクエア（情報セキュリティ大学院大学、中央大学、東京大学）
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■プログラム
13：00 ～ 13：05

開会の挨拶
（奈良先端科学技術大学院大学

情報科学研究科科長

13：05 ～ 13：10

ご挨拶（文部科学省

高等教育局

専門教育課長

13：10 ～ 14：10

情報セキュリティ分野

－13：10 ～

IT Keys（奈良先端科学技術大学院大学

－13：40 ～

ISSスクエア

教授

西谷紘一）

澤川和宏）

２拠点の活動報告

	
（情報セキュリティ大学院大学

教授

砂原秀樹）

情報セキュリティ研究科長

教授

田

中英彦）
14：10 ～ 14：55

基調講演（奈良先端科学技術大学院大学

14：55 ～ 15：10

コーヒーブレイク（休憩）

15：10 ～ 15：30

拠点間教材等洗練事業の現状について
（国立情報学研究所

特任准教授

教授

山口英）

粂野文洋）

15：30 ～ 15：40

edubase Portalについて（国立情報学研究所

15：40 ～ 16：10

ソフトウェア拠点の事例紹介～ PBLに関する取組み～
（元筑波大学

16：10 ～ 16：30

教授

特任教授

田中秀樹）

駒谷昇一）

講演

	
（
（独）情報処理推進機構

IT人材育成本部産学連携推進センター長

大

島信幸）
16：30 ～ 17：30

パネルディスカッション

					

―コーディネータ：東京大学大学院情報理工学系研究科 教授 坂井修一
全体に対する質疑時間

17：45 ～ 17：50

閉会の挨拶

	
（情報セキュリティ大学院大学

情報セキュリティ研究科長

教授

その他、広報活動等

17：30 ～ 17：45

プログラム修了生

６

―パネリスト：IT Keys、ISSスクエア

田

中英彦）
■情報交換会

18：00 ～ 19：30

その他、以下のポスターセッション等に出展
をした。

◆文 部科学省主催

平成22年度大学教育改革

プログラム合同フォーラム

◆名古屋大学組込みシステム研究センター
ンポジウム（第２回）

シ

2011年１月14日～ 15日
秋葉原コンベンションホール他会場

2010年９月15日㈬～ 16日㈭
名古屋大学

野依記念学術交流館
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7

今後の予定

文部科学省から委託を受けた「先導的ITスペ

分自分のアイデアを試せるIT実験室 edubase

シャリスト育成推進プログラム 拠点間教材等

Cloud」でも述べたように、オープンソースク

洗練事業」は平成22年度で終了する。本事業

ラウドの品質や機能はまだまだ十分とはいえ

での成果を全国の大学に継続的に普及展開させ

ず、多くの研究課題が残されている。edubase

るため、国立情報学研究所において、平成23年

Cloudというクラウド基盤を活用することによ

度もedubase Portal、edubase Cloud、edubase

って、こうした課題を追求し、クラウドを利活

Spaceを継続して、運用する予定である。

用する上でのノウハウの蓄積と人材育成へと結

edubase Portalについては、
「３．３ edubase
Portalに対する評価調査」の結果も踏まえ、デ
ータベースやオペレーティングシステム、プロ

び付けて行く。このための今後の活動の方向性
は以下のとおりである。
⑴

研究用クラウドへの展開

ジェクトマネジメント、情報倫理といった分野

ストレージの高性能化や大容量化、ネッ

のシンクロビデオコンテンツを作成中である。

トワークの高速化を実施し、教育のみな

いずれのコンテンツも20分程度のもので、分

らず研究目的でも利用できるクラウドへ

野の内容を学ぶためのガイダンス（どんな知識

と改善する。

が必要か、またそれを学ぶための方法を紹介し

⑵

国内各拠点とのクラウド連携

たもの）とする予定である。また、IT業界で活

過負荷時や災害時のクラウドの可用性向

躍されている第一線の技術者や経営者に対し、

上を目的としたクラウド連携の実証実験
を実施する。

「IT業界で働くことのやりがい」
、
「学生時代に
磨くべき能力や習得しておくべき知識」
、
「IT業

⑶

国際的なクラウド連携

界の将来」といったことに対するインタビュー

世界中の学術研究チーム間でコンテンツ

を行い、その様子をシンクロビデオコンテンツ

やそれを扱うソフトウェアの共有が加速

として配信する予定である。先導的ITスペシャ

される機会になると期待している。

リスト育成推進プログラム」の各拠点の学生の

edubase Spaceについては、すでに国立情報

ような情報系の大学院生に対し、IT業界の理解

学研究所で行っている授業やセミナーで活用し

促進と勉学意欲の向上を目的としている。さら

ている。今後も本教室を活用した演習を行って

に「先導的ITスペシャリスト育成推進プログラ

いく予定であるが、既存の機能を拡張し、遠隔

ム」の各拠点で開発された教材でシンクロビデ

地からの演習参加環境機能の充実、ユビキタス

オコンテンツとなっていないもの、たとえば講

実験環境の充実、本Spaceの全国展開の３点の

義テキストやスライド、例題などの教材につい

方向性を考えている。遠隔地からの演習の参加

ても整備を進め、大学教員向けにWeb上で公

に関しては、実際の運用・活用のためには、

開する予定である。

TV会議システムやWeb会議システムの通信遅

edubase Cloudについては、
「４．１ 思う存
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延、画面共有方法、個別指導の方法、機器利用

の煩雑さ等の検証がまだ不十分である。今後は

で公開することで、他の大学への導入が促進さ

さまざまな講義・演習での実証実験および改良

れることを期待している。

が必要である。
ユビキタス実験の充実としては、

さらに、これらedubaseの３つのサービス

これまで無線センサーネットワークの設置と実

（Portal、Cloud、Space） は、 平 成23年 度 以 降

験を行っている。さらに、今後はモーションキ

統合し、Webページを含めリニューアルする

ャプチャ用カメラの設置、および、四方を囲む

予定である。具体的には、edubase.jpから３つ

形 の デ ィ ス プ レ イ の 設 置 を 計 画 し て い る。

のサービスの情報にアクセスできるようにし、

edubase Spaceのような演習環境はさまざまな

現 在 のedubase Portalの 動 画 配 信 機 能 は、

大学で活用可能であると考えている。edubase

edubase Streamと名称を変更する予定である。

Spaceのコンセプトや設計を広くホームページ

７
今後の予定
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文部科学省事業

先導的 IT スペシャリスト
育成推進プログラム

─拠点間教材等洗練事業
○平成22年度 成果報告書

先 導 的 Ｉ Ｔ ス ペ シ ャ リ ス ト 育 成 推 進 プ ロ グ ラ ム│ 拠 点 間 教 材 等 洗 練 事 業

文部科学省事業

文部科学省事業

先導的 IT スペシャリスト
育成推進プログラム

─拠点間教材等洗練事業
○平成22年度 成果報告書

拠点間教材等洗練事業運営委員会

拠点間教材等洗練事業運営委員会

