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1. 調査の背景と目的
オープンソースソフトウェア（以下 OSS）においては、IT システムを構築する OS、ミドルウェア、
ネットワーク、開発ツールなどの必要なソフトウェアの整備が着実に進み、情報化社会を支えるソフト
ウェア技術基盤としてその重要性がますます高まっている。一方で、OSS を効果的に活用する技術者の
人材不足が指摘されており、OSS 技術を社会における情報インフラの核として確固たるものとするため
には OSS を理解し、活用できる IT 技術者の育成が急務である。
こうした背景のもと、情報処理推進機構（以下、IPA）においては、2007 年上期の調査として「OSS
技術者教育のためのモデルカリキュラム調査」1を実施し、27 の OSS スキルについて、IT スキル標準
V3（以下、ITSS）のレベル 2 に相当する 26 科目（OSS 基本知識）
、レベル 3 に相当する 27 科目（OSS
応用知識）のモデルコースウェア（シラバス）を策定した。また、2007 年下期に「OSS 基本知識の学
習ガイダンスに関する調査」
（以下、
「基本知識調査」) 2を実施し、OSS 基本知識の受講者及び講師を対
象として、OSS 基本知識の学習オリエンテーションおよび各科目の学習を通じて習得することが期待さ
れる根幹となる知識・概念を解説した学習ガイダンス(26 科目)を策定した。
本調査では、上記 OSS モデルカリキュラム調査ならびに基本知識調査の結果を受け、レベル 3 に相
当する 27 科目を受講する技術者および担当する講師を対象として、OSS 応用知識の学習オリエンテー
ションおよび各科目の学習を通じて習得することが期待される根幹となる知識・概念を解説した学習ガ
イダンス（27 科目）を策定した。
本調査の成果の活用イメージを図 1-1 に示す。
・ 本調査のアウトプットである OSS 学習ガイダンスは、大きく学習体系（IT 知識体系と関連付けら
れた OSS 知識の位置づけ等）と 27 科目の科目別のガイダンス資料から構成される。
・ 大学、専門学校、企業等においては、それぞれが持っている IT 教育プログラムに対して、上記の
学習体系をもとに、OSS 教育カリキュラムとして必要な科目を選択し、教育カリキュラムとして
取り込むことができる。
・ 27 科目の科目別のガイダンス資料は、各 OSS 教育カリキュラムにおいて、直接的に学習ガイダン
スとして利用することが可能である。
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(独) 情報処理推進機構：
「OSS 技術教育のためのモデルカリキュラムに関する調査」
，2006 年度オープン
ソースソフトウェア活用基盤整備事業（http://www.ipa.go.jp/software/open/ossc/seika 0605.html）
2
(独) 情報処理推進機構：
「OSS 基本知識の学習ガイダンスに関する調査,」
，2007 年度オープンソースソフ
トウェア活用基盤整備事業（http://www.ipa.go.jp/software/open/ossc/seika 0703.html）
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図 1-1 成果の活用イメージ

2. 本報告書の構成と利用方法
本報告書の構成は以下の通りである。
・ IT 知識体系と OSS 応用知識の関連付け（3 章）
基本知識調査で検討した IT 知識体系と OSS 応用知識との関連付けを行った。はじめに、基本編
で策定した IT 知識体系について簡単に触れ（3.1 章）
、
 OSS モデルカリキュラムを基点とした IT 知識体系との関係（3.2 章）
 IT 知識体系を基点とした OSS モデルカリキュラムとの関係（3.3 章）
をそれぞれ示す。なお、各科目別の詳細な対応関係については、
 エラー! 参照元が見つかりません。
 エラー! 参照元が見つかりません。
にそれぞれ整理を行った。
・ IT 教育における OSS 技術教育カリキュラムの位置づけ（4 章）
基本知識調査において検討した OSS の必要性や利点を含め、教育組織として OSS 教育に取り組
むことの意義を再度整理した（4.1 章）
。また、3 章での検討結果をもとに、OSS モデルカリキ
ュラムと IT 知識体系の関連の全体像を整理し、IT 教育における OSS 技術教育カリキュラムの
位置づけを明確化し（4.2 章）
、大学、企業、専門学校等の研修機関において、実際に OSS モデ
ルカリキュラムを用いた教育カリキュラムを構成する方法を示した（4.3 章）
。
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・ OSS 応用知識として習得すべきポイント（5 章）
27 の各科目に対して習得すべきポイントを 10 項目リストアップした。10 項目の習得ポイント
は、モデルコースウェアによる学習を終了した時点で習得していることが期待される概念または
手法を具体的に列挙したものである。
・ OSS 応用知識の学習ガイダンス（6 章ならびに別冊）
応用レベルに相当する 27 科目の各習得ポイントに関する学習の要点、解説ならびに解説図を作
成した（別冊）
。また、基本知識調査同様、OSS 応用知識の学習ガイダンスの利用方法（6.1 章）
ならびに参考文献（6.2 章）を記した。
本報告書は、今後 OSS モデルカリキュラムを IT 教育プログラムとして取り込んでいくためのカリキ
ュラム編成ならびに教材作成における参考資料となることを想定している。
具体的には、
各章に関して、
以下のような活用形態を想定している。
章番号

タイトル

利用方法

3
3.1
3.2
3.3

IT 知識体系と OSS 基本知識・応用知識の関連
OSS 知識との関連を示すための IT 知識体系
OSS モデルカリキュラムを基点とした IT 知識体系との関係
IT 知識体系を基点とした OSS モデルカリキュラムとの関係

OSS カリキュラムを導入する
際に、IT 知識体系との全体像を
把握するとともに、IT 知識体系
との関連に基づく必要な科目を
選択するために使用する。

4
4.1
4.2
4.3

IT 教育における OSS 技術教育カリキュラムの位置づけ
OSS 技術教育の必要性
OSS モデルカリキュラムと IT 知識体系の関連の全体像
OSS モデルカリキュラムを用いた教育カリキュラム構成方法

OSS カリキュラムを導入する
際に、その必要性や意義を説明
する際に利用する。また、IT 知
識体系との関連に基づき、具体
的な教育カリキュラムを構成す
る際の参考にする。

5

OSS 応用知識として習得すべきポイント

教育カリキュラムを具体化する
段階において、各習得すべきポ
イントを参照し、シラバス作成
の参考とする。

6
6.1
6.2

OSS 応用知識の学習ガイダンス
OSS 応用知識の学習ガイダンスの利用方法
参考文献

教育カリキュラムの教材や参考
資料として直接的に使用する。

付録 1

OSS モデルカリキュラムを基点とした IT 知識体系との関係 3 章での検討において、詳細な
（科目別）
科目間の関連を精査に参考にす
る。

付録 2

IT 知識体系の科目別の関係（科目別）

3 章での検討において、詳細な
科目間の関連を精査に参考にす
る。

別冊

学習ガイダンス資料（科目 1～27）

教育カリキュラムの教材や参考
資料として直接的に使用する。
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3. IT 知識体系と OSS 基本知識・応用知識の関連
基本知識調査において策定した IT 知識体系と OSS 応用知識（OSS モデルカリキュラムのうち、応用
レベルに相当する 27 科目）について、科目間の関連性を検討し、基本知識調査で得られた基本レベル
26 科目と IT 知識体系との関連を含め、対応関係の可視化を行った。
本章での検討の目的は、IT 知識体系、OSS 基本知識、応用知識の相互の関連性を明らかにし、図 3-1
に示すような形で全体的な関連を明確化することである。本章では、はじめに、OSS モデルカリキュラ
ムとの比較に用いる IT 知識体系（図 3-1 のピンク色部分）について概観し、次に、OSS モデルカリキ
ュラムから IT 知識体系上へのマッピング、ならびに IT 知識体系から OSS モデルカリキュラム上への
マッピングの検討結果を示す。また、これらの結果を踏まえ、次章（4 章）において、図 3-1 に示した
ような全体的関連図を構成し、その OSS モデルカリキュラムの位置づけを明確化する。

OSS知識
IT知識体系
（CC2005をベースに構成
した実践的なIT知識体系）

IT知識体系の固有
知識
実践的ITを学ぶ前提知識

OSS基本知識
（OSSモデルカリキュラム
の基本レベル）

OSS応用知識
（OSSモデルカリキュラム
の応用レベル）

IT知識体系と
OSS知識の共通部分

OSS固有の基本知識

OSS固有の応用知識

実践的ITの基礎知識

基本知識の実践・技量
の習得

応用システムの実装構築
技術の習得

図 3-1 IT 知識体系と OSS 基本知識・応用知識の関連の可視化イメージ

3.1 OSS 知識との関連を示すための IT 知識体系
OSS モデルカリキュラムを活用した実際の教育においては、大学、専門学校、企業の IT 研修等にお
ける既存の IT 教育プログラムに対して、OSS モデルカリキュラムから必要な科目を選択し、OSS 技術
を含めた IT 教育カリキュラムを設定することが想定されている。
このためには、OSS モデルカリキュラムと IT 知識体系の科目毎の関連、ならびに全体像としての関
連を明らかにすることが必要である。OSS モデルカリキュラムと比較するための IT 知識体系として、
基本知識調査において、IT 分野で国際的な標準カリキュラムとして認知度が高い ACM3、AIS4、
IEEE-CS5による CC2005（Computing Curricula 2005）をベースとした知識体系を構築した。図 3-2
に CC2005 から抽出した IT 知識体系の概要を示す。
3
4
5

The Association for Computing Machinery (ACM)
The Association for Information Systems (AIS)
The Computer Society (IEEE-CS)
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図 3-2 において、横軸は、理論的から応用的に至る軸である。大学、研究機関等における新しい原理
や革新的方法論の教育においては、左側に位置される教育カリキュラム（コンピュータ科学の原理・理
論領域）が選択される。逆に、より実践的なアプローチにより企業・社会における問題解決手法の教育
においては、右側に位置される教育カリキュラムが選択されることになる。また、縦軸はハードウェア・
アーキテクチャから組織的事項や情報システムに至る軸である。デバイス設計やコンピュータ内部のハ
ードウェア技術の教育においては、下側に位置される教育カリキュラム（ハードウェアの設計・製造に
関する技術領域）が選択される。逆に、人や組織と情報システムの関連、情報技術が社会に与える影響
の分析手法の教育においては、上側に位置される教育カリキュラム（組織・管理に関する技術領域）が
選択されることになる。IT 知識体系は、ソフトウェア開発現場での実践的な技術習得に重点を置き、上
記「組織・管理に関する技術領域」
、
「コンピュータ科学の原理・理論領域」
、
「ハードウェアの設計・製
造に関する技術領域」を除く領域として定義した。IT 知識体系に含まれる科目の一覧を表 1 に示した。

組織・管理に関する技術領域
組織関連事項と
情報システム

IT-SP 社会的な観点とプロフェッショナルとしての課題
IT-IAS 情報保証と情報セ
キュリティ

応用技術

CE-ESY 組込みシステム

IT-IM 情報管理

ソフトウェアの
方法と技術

ITITF
IT基
礎

IT-WS Webシステムとその
技術

IT知識体系の領域
CE-SWE ソフトウェア工学

IT-IPT 技術を統合するた
めのプログラミング

IT-PF プログラミング基
礎
IT-SIA システムインテグ
レーションとアーキテクチャ
CE-OPS オペレーティング
システム
IT-PT プラットフォーム
技術

システム基盤

IT-NET ネットワーク
コンピュータ科学の原理・理論領域

CE-NWK テレコミュニケーション
CE-CAO コンピュータのアーキテクチャと構成

コンピュータ
ハードウェアと
アーキテクチャ

ハードウェアの設計・製造に関する技術領域
理論
原理
革新

開発
より理論的

より応用的

図 3-2 CC2005 から抽出した IT 知識体系
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表 1 IT 知識体系の科目一覧
分野
組
織
関
シ
連
ス
事
テ
項
ム
と
情
報

応
用
技
術

ェ

ソ
フ
ト
ウ

科目名

目標

1

ハ

複
数
領
域
に
ま
た
が
る
も
の

5

6

IT-IAS 情報保 運用上の問題、ポリシー、攻撃と
証と情報セ
防御の方法、リスク分析、情報セ
キュリティ
キュリティなど

2

IT-SP 社会的
な観点とプロ
フェッショナ
ルとしての課
題

コンピュータの歴史、社会性、専
門性、倫理的な問題と責任、法的
な問題

ITを有効に活用するのに必要な人
的・社会的知識を修得する。

IT-SP1.プロ
フェッショナ
ルとしてのコ
ミュニケー
ション

3

IT-IM 情報管
理

データや情報に関する収集、編
成、利用、管理、モデリング、変
換、表現、信頼性、セキュリティ

情報やデータの収集、設計、管
理、利用方法を修得する。

IT-IM4.データ
IT-IM1.情報管 IT-IM2.データ IT-IM3.データ
IT-IM6.データ
モデリングと IT-IM5.データ
理の概念と基 ベース問合わ アーキテク
ベースの応用
データベース と情報の管理
礎
せ言語
チャ
分野
設計

4

Web上のアプリケーションやソフト
IT-WS Webシス
ウェア、デジタルメディアの融
Webシステムの仕組みと、その構成 IT-WS1.Web技
テムとその技
合、社会的問題、倫理的問題、安 要素、開発方法について学ぶ。
術
術
全性

5

IT-PF プログ
ラミング基礎

基本的プログラミング概念、イベ
ント駆動プログラミング、オブ
ジェクト指向プログラミング、基
本データ構造、アルゴリズム的プ
ロセス
種々のプログラミング言語の特徴
IT-IPT 技術を
と利用方法、アーキテクチャ、ア
統合するため
プリケーションプログラミングイ
のプログラミ
ンタフェース、プログラミングの
ング
実践

7

8

9

IT-IAS1.基礎
的な問題

IT-IAS3.運用
上の問題

IT-IAS4.ポリ
シー

IT-IAS6.情報
セキュリティ
分野

IT-IAS7.フォ
IT-IAS8.情報
レンジック(情
の状態
報証拠)

IT-IAS9.情報
セキュリティ
サービス

IT-SP2.コン
ピュータの歴
史

IT-SP3.コン
ピュータを取
り巻く社会環
境

IT-SP6.コン
IT-SP4.チーム IT-SP5.知的財
ピュータの法
ワーク
産権
的問題

IT-SP8.プロ
フェッショナ
IT-SP7.組織の
ルとしての倫
中のIT
理的な問題と
責任

IT-SP9.プライ
バシーと個人
の自由

IT-WS2.情報
アーキテク
チャ

IT-WS3.デジタ IT-WS4.Web開
ルメディア
発

IT-IAS5.攻撃

プログラミングの概念と基本技術
を修得する。

IT-PF1.基本
データ構造

IT-PF3.オブ
IT-PF2.プログ
ジェクト指向
ラミングの基
プログラミン
本的構成要素
グ

IT-PF4.アルゴ IT-PF5.イベン
リズムと問題 ト駆動プログ IT-PF6.再帰
解決
ラミング

複数のシステムやアプリケーショ
ンの通信や協調を実現するための
プログラミング方法について学習
する。

IT-IPT1.シス
テム間通信

IT-IPT2.デー
タ割り当てと
交換

IT-IPT3.統合
的コーディン
グ

IT-IPT4.スク
リプティング
手法

IT-IPT5.ソフ
トウェアセ
キュリティの
実現

IT-IPT6.種々
の問題

IT-IPT7.プロ
グラミング言
語の概要

要求分析と仕様決定、設計、構
CE-SWE ソフト
築、テスト、運用、保守、プロ
ウェア工学
ジェクト管理

高品質のソフトウェアを効果的か
つ効率的に構築するための方法や
知識を修得する。

CE-SWE0.歴史
と概要

CE-SWE1.ソフ
トウェアプロ
セス

CE-SWE2.ソフ
トウェアの要
求と仕様

CE-SWE3.ソフ
トウェアの設
計

CE-SWE4.ソフ
トウェアのテ
ストと検証

CE-SWE5.ソフ
トウェアの保
守

CE-SWE6.ソフ
トウェア開
発・保守ツー
ルと環境
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IT-SIA システ
ムインテグ
要求収集、調達、構築、プロジェ
レーションと クト管理、検証、ITアプリケー
アーキテク
ションと組織プロセスの相互関係
チャ

システムを具現化するための手順
や方法について学ぶ。

IT-SIA1.要求
仕様

IT-SIA3.イン
IT-SIA2.調達/
テグレーショ
手配
ン

IT-SIA4.プロ
ジェクト管理

IT-SIA5.テス
トと品質保証

IT-SIA6.組織
の特性

IT-SIA7.アー
キテクチャ

9

データ通信、電気通信、インター
IT-NET ネット ネット・イントラネット、インフ
ワーク
ラセキュリティ、ネットワークア
プリケーションなど

ネットワークの基礎として、通信
技術、ネットワークアプリケー
ション、セキュリティなどについ
て学ぶ。

IT-NET1.ネッ
トワークの基
礎

IT-NET2.ルー
ティングとス
イッチング

IT-NET4.セ
キュリティ

IT-NET5.アプ
リケーション
分野

IT-NET6.ネッ
トワーク管理

CE-NWK4.クラ
CE-NWK3.LANと イアントサー
WAN
バコンピュー
ティング

CE-NWK5.デー
タのセキュリ
ティと整合性

IT-NET3.物理
層

CE-NWK1. 通信
CE-NWK2.通信
ネットワーク
ネットワーク
のアーキテク
のプロトコル
チャ
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CE-SWE8.言語
翻訳

CE-SWE9.ソフ
トウェアの
フォールトト
レランス

CE-SWE10.ソフ CE-SWE11.ソフ
トウェアの構 トェアの標準
成管理
化

CE-NWK6.ワイ
ヤレスコン
ピューティン
グとモバイル
コンピュー

CE-NWK7.デー
タ通信

CE-NWK8.組込
み機器向け
ネットワーク

CE-NWK9.通信
技術とネット
ワーク概要

CE-NWK10.性能 CE-NWK11.ネッ CE-NWK12.圧縮
評価
トワーク管理 と伸張

CE-OPS10.シス
テム性能評価

11

IT-PT プラッ
トフォーム技
術

ハードウェア・ソフトウェアの基
礎、ITシステム構成要素の統合方
法

ITシステムを構成するハードウェ
ア、ソフトウェアの基礎を修得す
る。

IT-PT1.オペ
レーティング
システム

IT-PT3.コン
IT-PT2.アーキ
ピュータイン
テクチャと機
フラストラク
構
チャ
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CE-OPS オペ
レーティング
システム

オペレーティングシステムの基本
原理と目的、利用法、設計と実装

オペレーティングシステムの原理
と目的を理解し、その利用法や設
計・実装時の要点を修得する。

CE-OPS0.歴史
と概要

CE-OPS1.並行
性

CE-OPS2.スケ
ジューリング
とディスパッ
チ

CE-OPS3.メモ
リ管理

CE-OPS4.セ
キュリティと
保護

CE-OPS5.ファ
イル管理

CE-OPS6.リア
ルタイムOS

CE-OPS7.OSの
概要

CE-OPS8.設計
の原則

CE-OPS9.デバ
イス管理
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CE-CAO コン
ピュータの
アーキテク
チャと構成

コンピュータアーキテクチャの概
要、基本原理

コンピュータアーキテクチャの概
要を把握し、コンピュータの原理
と扱い方を修得する。

CE-CAO0.歴史
と概要

CE-CAO1.コン
ピュータアー
キテクチャの
基礎

CE-CAO2.メモ
リシステムの
構成とアーキ
テクチャ

CE-CAO3.イン
タフェースと
通信

CE-CAO4.デバ
イスサブシス
テム

CE-CAO5.CPU
アーキテク
チャ

CE-CAO6.性
能・コスト評
価

CE-CAO7.分
散・並列処理

CE-CAO8.コン
ピュータによ
る計算

CE-CAO9.性能
向上
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IT-ITF IT基礎

IT分野の概要と他のコンピュータ
関連分野との関連

ITの背景や特徴を理解する。

IT-ITF1.ITの
一般的なテー
マ

IT-ITF2.組織
の問題

IT-ITF3.ITの
歴史

IT-ITF4.IT分
野(学科)とそ
れに関連のあ
る分野(学科)

IT-ITF5.応用
領域

IT-ITF6.IT分
野における数
学と統計学の
活用

CE-ESY0.歴史
と概要

CE-ESY1.低電
力コンピュー
ティング

CE-ESY2.高信
頼性システム
の設計

CE-ESY3.組込
み用アーキテ
クチャ

CE-ESY4.開発
環境

CE-ESY5.ライ
フサイクル

CE-ESY6.要件
分析

CE-ESY7.仕様
定義

CE-ESY8.構造
設計

CE-ESY9.テス
ト

マイクロコントローラ、組込みプ
CE-ESY 組込み
ログラム、リアルタイムオペレー
システム
ティングシステム、設計手法など
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CE-SWE7.ソフ
トウェアプロ
ジェクト管理

コンピュータネットワークの概要
を把握し、通信の仕組みを理解す
る。

15

12

IT-IAS10.脅威 IT-IAS11.脆弱
分析モデル
性

CE-NWK テレコ LANとWAN、クライアントサー
ミュニケー
バー、データの整合性、セキュリ
ション
ティなど

組込みシステムの開発に必要な、
マイクロコントローラ、組込みプ
ログラム、リアルタイムオペレー
ティングシステム等の構成要素、
および、設計手法、開発環境、開
発プロセスについて学習する。
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IT-WS6.ソー
IT-WS5.脆弱性 シャルソフト
ウェア

7

ピ

キア
ド
テと タ

4

1

10

ュー
ー
ェ
ー

アウ

3

IT-IAS2.情報
セキュリティ
の仕組み(対
策)

CE-NWK0.歴史
と概要
シ
ス
テ
ム
基
盤

2

システムを安全かつ確実に運用・
管理するために不可欠なセキュリ
ティの考え方と実現方法を理解す
る。

6

ア
の
方
法
と
技
術

概要

CE-NWK14.イン
CE-NWK15.次世
CE-NWK13.クラ ターネットア
代インター
CE-NWK16.放送
スタシステム プリケーショ
ネット
ン
IT-PT4.デプロ
IT-PT5.ファー IT-PT6.ハード
イメントソフ
ムウェア
ウェア
トウェア

CE-ESY11.並行
CE-ESY10.プロ 設計(ハード
CE-ESY12.実装
ジェクト管理 ウェア、ソフ
トウェア

CE-ESY19.イン
CE-ESY13.リア CE-ESY14.組込
CE-ESY17.ツー CE-ESY18.ネッ
CE-ESY24.信頼
CE-ESY15.組込 CE-ESY16.設計
タフェースシ CE-ESY20.セン CE-ESY21.デバ CE-ESY22.メン CE-ESY23.専門
ルタイムシス みマイクロコ
ルによるサ
トワーク型組
性とフォール
みプログラム 手法
ステムと混合 サ技術
イスドライバ テナンス
システム
テム設計
ントローラ
ポート
込みシステム
トトレランス
信号システム
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一方、OSS モデルカリキュラムについて、同様の特徴空間にマッピングを行なった結果を図 3-3 に示
す。
OSS モデルカリキュラムは、
CC2005 から抽出した IT 知識体系の領域とほぼ一致しており、
CC2005
の 5 分野との比較において、より実践的な IT 技術に重きが置かれていることが分かる。
IT 知識体系で習得する技術と OSS モデルカリキュラムで習得する技術の間には密接な関連があるこ
とが本図からも示唆される。基本知識調査においては、OSS モデルカリキュラムの基本レベルの知識と
IT 知識体系の対応関係の精査を行っている。以下では、応用レベルの知識と IT 知識体系の対応関係を
精査し、基本レベル知識の対応関係と併せて全体的な対応関係を明確化する。
組織・管理に関する知識領域
組織関連事項と
情報システム

2. 法務分野に関する知識

1. OSSの概要に関する知識
19. 暗号化に関する知識
22. RDBに関する知識

応用技術

23. RDBシステム管理に関
する知識

25. 組み込み開発
環境に関する知識

ソフトウェアの
方法と技術

27. 組み込みシ
ステム最適化に
関する知識

20. ネットワークセキュリ
ティに関する知識

IT知識体系の領域
17. 開発ツールに関する知識

26. 組み込みアプ
リケーション開発
に関する知識

24. 組み込みシステ
ムに関する知識

6. Linuxカーネ
ルに関する知
識

システム基盤

18. 統合開発環
境に関する知識

15. Light Weight
Languageに関する知識

16. 開発フレーム
ワークに関する知識

13. Javaに関す
る知識

8. Linuxのシステムプログラ
ミングに関する知識

14. C、C++に
関する知識

5. Linuxの概念や基
本操作に関する知識
4. 分散アーキテクチャに関する知識

10. クラスタ
システム構
築に関する
知識
7. Linuxのシステム
管理に関する知識

21. OSセキュリティに関する知識
9. ネットワークサーバ管理に関する知識

コンピュータ科学の原理・理論領域

コンピュータ
ハードウェアと
アーキテクチャ

理論
原理
革新

3. コンピュータシステムや
アーキテクチャに関する知識

12. ネットワーク管理に関する知識
11. ネットワークアーキテクチャに関する知識

開発
より理論的

ハードウェアの設計・製造に関する技術領域
応用
配備
より応用的
構成

図 3-3 OSS モデルカリキュラムの位置付け

3.2 OSS モデルカリキュラムを基点とした IT 知識体系との関係
OSS モデルカリキュラムの内容を IT 知識体系上に関連付けを行った結果を表 2 に示す6。表中の緑
の網掛けがある IT 知識科目は OSS モデルカリキュラムとの重複関係がある科目を表す。また、網掛け
された科目において、黄色の網掛けには関連する OSS 基本知識の対応科目を、また、水色の網掛けに
は関連する OSS 応用知識の対応科目を示した。
ここで示されるように、OSS モデルカリキュラムと IT 知識体系の間には密接な関連があり、OSS モ
デルカリキュラムを学習することにより、実践的な IT 技術で裏付けられた IT 知識をより深く理解する
ことができる。

6

各科目別の対応関係の詳細については、
「付録１．OSS モデルカリキュラムを基本としたＩＴ知識体系との
関係（科目別）
」を参照のこと。
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表 2 OSS 知識と関連付けられる IT 知識体系の全体像7
分野

組
織
関
連
事
項
と
情
報
シ
ス
テ
ム

科目名

1

2

1
2
3
4
IT-IAS1.基礎的 IT-IAS2.情報セ IT-IAS3.運用上 IT-IAS4.ポリ
な問題
キュリティの仕 の問題
シー
組み(対策)

IT-IAS 情報保証
と情報セキュリ [19-1][20-1]
ティ
[9-13]

[19-5,8][201,7]
[4-5][1913,14][2012,13]

[20-1]

[20-1]

[9-13][21-15]

[9-13]

IT-SP1.プロ
IT-SP2.コン
IT-SP3.コン
IT-SP4.チーム
フェッショナル ピュータの歴史 ピュータを取り ワーク
巻く社会環境
IT-SP 社会的な としてのコミュ
ニケーション
観点とプロ
フェッショナル
[3-6]
としての課題

5
IT-IAS5.攻撃

6
7
8
9
10
11
IT-IAS6.情報セ IT-IAS7.フォレ IT-IAS8.情報の IT-IAS9.情報セ IT-IAS10.脅威分 IT-IAS11.脆弱性
キュリティ分野 ンジック(情報証 状態
キュリティサー 析モデル
拠)
ビス

[20-2,3,4,5]

[7-1][20-1,7]

[19-8][21-2]

[19-8]

[21-10]

[20-1][21-2]

[19-4][20-3,4]

[4-1,3]

[20-14]

12

13

IT-SP5.知的財産 IT-SP6.コン
IT-SP7.組織の中 IT-SP8.プロ
IT-SP9.プライバ
権
ピュータの法的 のIT
フェッショナル シーと個人の自
問題
としての倫理的 由
な問題と責任
[2-5,6]

[20-1]

[2-7,8,14]

[2-8]

IT-IM1.情報管理 IT-IM2.データ IT-IM3.データ IT-IM4.データモ IT-IM5.データと IT-IM6.データ
の概念と基礎
ベース問合わせ アーキテクチャ デリングとデー 情報の管理
ベースの応用分
言語
タベース設計
野
[3-8][22-1][23- [22-1]
[22-2,4,8]
5]
[5-11]
[22[22-14]
11,12,15][23-9]

[13-6,7][223][23-1,2,4,5]
[4-1,8,11][1311,13][2111][22-10][238]
IT-WS1.Web技術 IT-WS2.情報アー IT-WS3.デジタル IT-WS4.Web開発 IT-WS5.脆弱性 IT-WS6.ソーシャ
キテクチャ
メディア
ルソフトウェア

3

IT-IM 情報管理

4

IT-WS Webシステ [1-7][13-1,6]
ムとその技術

応
用
技
術

[1-7][16-6]

[22-5,6,7][233]
[13-11][2214][23-8]

[3-8]

[4-8,9,10][1112]

[20-11]

[19-5,8][201,5][21-8]
[11-12][1913][20-14][2110,11]

IT-PF1.基本デー IT-PF2.プログラ IT-PF3.オブジェ IT-PF4.アルゴリ IT-PF5.イベント IT-PF6.再帰
タ構造
ミングの基本的 クト指向プログ ズムと問題解決 駆動プログラミ
構成要素
ラミング
ング
5

IT-PF プログラ
ミング基礎
[14[17-3,5]
1,2,3,4,5,6,9]
[14-10]

[13-3,8][15-6]

[13-13][1410,12][24-10]
IT-IPT1.システ IT-IPT2.データ IT-IPT3.統合的 IT-IPT4.スクリ IT-IPT5.ソフト IT-IPT6.種々の IT-IPT7.プログ
ム間通信
割り当てと交換 コーディング
プティング手法 ウェアセキュリ 問題
ラミング言語の
ティの実現
概要

ソ
フ
ト
ウ

6

ェ

IT-IPT 技術を統
合するためのプ
[1-3]
ログラミング

[13-3]

[13-11,14][14[5-13,14][21- [8-8][17-9]
10,12]
15]
CE-SWE0.歴史と CE-SWE1.ソフト CE-SWE2.ソフト CE-SWE3.ソフト CE-SWE4.ソフト CE-SWE5.ソフト
概要
ウェアプロセス ウェアの要求と ウェアの設計
ウェアのテスト ウェアの保守
仕様
と検証

[15-1,2,3,4,5] [19-2]

[17-4]

[14-1,2,4][151][17-3]
[14-10,12][2611]
CE-SWE6.ソフト CE-SWE7.ソフト CE-SWE8.言語翻 CE-SWE9.ソフト CE-SWE10.ソフト CE-SWE11.ソフ
ウェア開発・保 ウェアプロジェ 訳
ウェアのフォー ウェアの構成管 トェアの標準化
守ツールと環境 クト管理
ルトトレランス 理

[17-1]

[15-6][16-6]

[1-4][18-1,2]

[24-9]

[8-8][17-8,9]

[4-6,7,8,9]
ア
の
方
法
と
技
術

7

CE-SWE ソフト
ウェア工学

[16-6]

IT-SIA1.要求仕 IT-SIA2.調達/手 IT-SIA3.インテ IT-SIA4.プロ
様
配
グレーション
ジェクト管理
8

IT-SIA システム
インテグレー
ションとアーキ
テクチャ

IT-NET ネット
ワーク

[1-6][17-4]

[4-4]

[3-9][13-13]

IT-NET1.ネット IT-NET2.ルー
ワークの基礎
ティングとス
イッチング

IT-NET3.物理層 IT-NET4.セキュ IT-NET5.アプリ IT-NET6.ネット
リティ
ケーション分野 ワーク管理

[3-1][111,2,3,4,6]

[11-2,5,6]

[11-8,9]

[27-8]

[19[1-5][3-8]
1,2,3,4,7,8,9,1
0,11][207,8][21-1,3,4]
[4-5][9-13][1912,13,14][2011,12,13,14]

CE-NWK0.歴史と CE-NWK1. 通信 CE-NWK2.通信
CE-NWK3.LANと
概要
ネットワークの ネットワークの WAN
アーキテクチャ プロトコル
[3-1][11-1]

1
0

[7-1][17-4]
[26-12]

[1-4][3-6]

[4-2][6-13,14] [4-4][6-13]

シ
ス
テ
ム
基
盤

[8-8][17-9]

IT-SIA5.テスト IT-SIA6.組織の IT-SIA7.アーキ
と品質保証
特性
テクチャ

[17-8,9][27-10]

9

[3-6]
[17-8,9]

[3-1][11-2]

[7-8][9[11-4,6]
3,4][113,6,7,8,9,10][1
2-5]
[6-13,14,15][7- [4-1][6-15]
9]

CE-NWK テレコ [4-1]
ミュニケーショ
ン
CE-NWK13.クラス CE-NWK14.イン CE-NWK15.次世代 CE-NWK16.放送
タシステム
ターネットアプ インターネット
リケーション
[10-1]

[1-5,7]

[10-9,10,11]

[4-8,9][1112,13]

[11-5][121,2][19-7][207]
[4-13][511][1210,14,15]

CE-NWK4.クライ CE-NWK5.データ CE-NWK6.ワイヤ CE-NWK7.データ CE-NWK8.組込み CE-NWK9.通信技 CE-NWK10.性能評 CE-NWK11.ネット CE-NWK12.圧縮と
アントサーバコ のセキュリティ レスコンピュー 通信
機器向けネット 術とネットワー 価
ワーク管理
伸張
ンピューティン と整合性
ティングとモバ
ワーク
ク概要
グ
イルコンピュー
ティング
[1-3][9-1][15- [9-4][19[24-2]
[11-5,9]
[12-1,2][202]
2,3,4,8][207,8][21-4]
7,8][21-3,4,7]
[20-10]

[4-5,13][1111][1913,14][20-14]

[4-13][513,14][1915][20-15]

[26-12]

[4-2][910,11][12-10]

[11-15]

IT-PT1.オペレー IT-PT2.アーキテ IT-PT3.コン
IT-PT4.デプロイ IT-PT5.ファーム IT-PT6.ハード
ティングシステ クチャと機構
ピュータインフ メントソフト
ウェア
ウェア
ム
ラストラクチャ ウェア
1
1

IT-PT プラット
フォーム技術
[1-3][3-7][6- [3-5]
1,2][24-1]
[6-6,7,8][26-9]

[1-4][12-2]

CE-OPS0.歴史と CE-OPS1.並行性 CE-OPS2.スケ
CE-OPS3.メモリ CE-OPS4.セキュ CE-OPS5.ファイ CE-OPS6.リアル CE-OPS7.OSの概 CE-OPS8.設計の CE-OPS9.デバイ CE-OPS10.システ
概要
ジューリングと 管理
リティと保護
ル管理
タイムOS
要
原則
ス管理
ム性能評価
ディスパッチ
1
2

CE-OPS オペレー
ティングシステ [3-7][6-2][8-4] [6-1,2,4][261,2,4,5]
ム

[3-7][62,3,4,5]

[3-7][6-3][8-7] [19-4,8][21-1]

[6-2,5][246,7,8][263,4,5,8]

[6-1,3][12-1,2]

[21-1]

[5-1]

[6-6,7,8]
[9-15]
[5-9][6-9][26[26-9]
9]
CE-CAO0.歴史と CE-CAO1.コン
CE-CAO2.メモリ CE-CAO3.インタ CE-CAO4.デバイ CE-CAO5.CPUアー CE-CAO6.性能・ CE-CAO7.分散・ CE-CAO8.コン
CE-CAO9.性能向
概要
ピュータアーキ システムの構成 フェースと通信 スサブシステム キテクチャ
コスト評価
並列処理
ピュータによる 上
テクチャの基礎 とアーキテク
計算
チャ

ェ

ー
ャ

ュー

ウコ
ン
アピ
と
チ
ア
タ
キハ
テ
クド

1
3

ー

CE-CAO コン
ピュータのアー
キテクチャと構
[3-1,2]
成
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複
数
領
域
に
ま
た
が
る
も
の

[3-3,5][263,7,8][27-2]
[6-6,7,8][27[4-3]
7,8]
IT-ITF1.ITの一 IT-ITF2.組織の IT-ITF3.ITの歴 IT-ITF4.IT分野 IT-ITF5.応用領
般的なテーマ
問題
史
(学科)とそれに 域
関連のある分野
(学科)
[1-4][20-1]
[27-7]

[3-1,2,4][24-5]

[3-3]

[27-7]

[27-10]

[10-5][266][27-1,2]
[27-7,8,10,12] [3-9][41,4,7,11]

IT-ITF6.IT分野
における数学と
統計学の活用
[19-1]

[17-8,9][27-7]

CE-ESY0.歴史と CE-ESY1.低電力 CE-ESY2.高信頼 CE-ESY3.組込み CE-ESY4.開発環 CE-ESY5.ライフ CE-ESY6.要件分 CE-ESY7.仕様定 CE-ESY8.構造設 CE-ESY9.テスト CE-ESY10.プロ
概要
コンピューティ 性システムの設 用アーキテク
境
サイクル
析
義
計
ジェクト管理
ング
計
チャ
[24-1,2]

[24-3][27-2]
[4-4][26-12]
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[24-1,3,4][27- [251]
1,2,3,4][27-3]
[24-12]
[25-10]

[27-3]

[27-3]

[27-13]

[24-9]

[24-13]

[24-12]

[27-3,5]

CE-ESY11.並行設 CE-ESY12.実装
計(ハードウェ
ア、ソフトウェ
ア
[27-5]

[24-9][26-12]
[17-8][24-1]]
CE-ESY 組込みシ
CE-ESY13.リアル CE-ESY14.組込み CE-ESY15.組込み CE-ESY16.設計手 CE-ESY17.ツール CE-ESY18.ネット CE-ESY19.インタ CE-ESY20.センサ CE-ESY21.デバイ CE-ESY22.メンテ CE-ESY23.専門シ CE-ESY24.信頼性
ステム
タイムシステム マイクロコント プログラム
法
によるサポート ワーク型組込み フェースシステ 技術
スドライバ
ナンス
ステム
とフォールトト
設計
ローラ
システム
ムと混合信号シ
レランス
ステム
[24-6,7,8][26- [24-3,4,5][26- [25-1,4][261,2,3,4,5,7,8] 6]
6][27-6]
[24-9]
[24-12]
[25-9]

[24-3][25-5]
[24-9, 11][27- [25-10]
15]

[24-13]

7

[25-1][272,3,4,5]
[26-9]

[26-12]

[4-4][2612][27-12]

表中の緑の網掛けがある IT 知識科目は OSS モデルカリキュラムとの重複関係がある科目を表す。また、網掛けされた科目において、黄色の網掛けには関連する OSS 基
本知識の対応科目を、また、水色の網掛けには関連する OSS 応用知識の対応科目を示した。[ ]内は対応する OSS 科目番号を表す。
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網掛けされていない部分、すなわち OSS モデルカリキュラムに含まれない部分については、IT 知識
体系固有の知識と考えることができる。これらの知識は、OSS モデルカリキュラムを学習する前提とし
て、習得が期待される知識群である。
IT 知識体系における固有知識は大きく以下の 3 つに分類することができる。
・ 背景知識
IT 知識を学習する上で前提となる周辺知識であり、具体的には以下の内容を含む。
 コンピュータの歴史と関連領域
 社会環境、組織における IT の位置づけと課題
 情報社会と情報セキュリティの関連、情報セキュリティの必要性
・ 前提となる基礎知識
IT 知識を学習する上で前提となる技術的知識であり、具体的には以下の内容を含む。
 プログラミングの実践と問題解決に必要不可欠な技術と概念
 ソフトウェアライフサイクルとプロセスモデル、品質、保守に関する概要
 要求の収集とモデル化、調達、統合、検証
 ネットワーク伝送、符号化、圧縮、性能測定の方法
 ハードウェアの基礎と IT システムを構成するコンポーネント
 OS の概要
 数値表現方法と算術演算、システム性能が向上する仕組み
・ 適用分野に関する知識
IT 知識を学習する上で前提となる IT 知識の主要な適用分野に関する知識であり、具体的には以
下の内容を含む。
 データ管理とデータベースの応用分野
 Web システムの応用分野
 組み込みシステムの応用に関する知識
IT 知識体系における固有知識を整理したものを表 3 に示す。
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表 3 OSS モデルカリキュラムに含まれない IT 知識体系科目
知識内容
組
織
関
連
事
テ
項
ム
と
情
報
シ
ス

分類

1

情報社会と情報セキュリ
ティの関連、情報セキュ 背景知識
リティの必要性

2

社会環境、組織における
背景知識
ITの位置づけと課題

3

データ管理とデータベー 適用分野に関する
スの応用分野
知識

4

Webシステムの応用分野

応
用
技
術

OSSモデルカリキュラムと関連付けられない科目

科目名

IT-IAS 情報保証 IT-IAS8.情報の状 IT-IAS10.脅威分
と情報セキュリ 態
析モデル
ティ

IT-SP 社会的な観
点とプロフェッ
ショナルとしての
課題

IT-SP1.プロ
IT-SP3.コン
IT-SP4.チーム
フェッショナルと ピュータを取り巻 ワーク
してのコミュニ く社会環境
ケーション

IT-IM 情報管理

IT-IM6.データ
ベースの応用分野

IT-SP7.組織の中 IT-SP8.プロ
IT-SP9.プライバ
のIT
フェッショナルと シーと個人の自由
しての倫理的な問
題と責任

IT-WS Webシステ IT-WS3.デジタル IT-WS6.ソーシャ
ムとその技術
メディア
ルソフトウェア
適用分野に関する
知識

IT-PF プログラミ IT-PF4.アルゴリ IT-PF5.イベント IT-PF6.再帰
ング基礎
ズムと問題解決 駆動プログラミン
グ

5
プログラミングの実践と
前提となる基礎知
問題解決に必要不可欠な
識
技術と概念

ソ
フ
ト
ウ

ェ

6

ア
の
方
法
と
技
術

7

ソフトウェアライフサイ
前提となる基礎知
クルとプロセスモデル、
識
品質、保守に関する概要

8

要求の収集とモデル化、 前提となる基礎知
調達、統合、検証
識

9

前提となる基礎知
識

IT-IPT 技術を統 IT-IPT2.データ割
合するためのプロ り当てと交換
グラミング

CE-SWE ソフト
ウェア工学

CE-SWE1.ソフト
ウェアプロセス

CE-SWE4.ソフト CE-SWE5.ソフト
ウェアのテストと ウェアの保守
検証

IT-SIA システム IT-SIA1.要求仕様 IT-SIA2.調達/手 IT-SIA5.テストと IT-SIA6.組織の特
インテグレーショ
配
品質保証
性
ンとアーキテク
チャ
IT-NET ネット
ワーク

ネットワーク伝送、符号
化、圧縮、性能測定の方
法

シ
ス
テ
ム
基
盤

CE-NWK テレコ
CE-NWK10.性能評 CE-NWK12.圧縮と CE-NWK16.放送
ミュニケーション 価
伸張

10

前提となる基礎知
識

11

ハードウェアの基礎とIT
前提となる基礎知
システムを構成するコン
識
ポーネント

12

OSの概要

前提となる基礎知
識

13

数値表現方法と算術演
前提となる基礎知
算、システム性能が向上
識
する仕組み

14

コンピュータの歴史と関
背景知識
連領域

15

組み込みシステムの応用 適用分野に関する
に関する知識
知識

IT-PT プラット
フォーム技術

IT-PT3.コン
IT-PT5.ファーム IT-PT6.ハード
ピュータインフラ ウェア
ウェア
ストラクチャ

CE-OPS オペレー CE-OPS7.OSの概要
ティングシステム

ェ
ー

ア

ュー
ー

コ
ウタ
ン
ハ
キ
ピ
ア
テ
とド
ク

ャ

チ

複
数
領
域
に
ま
た
が
る
も
の

CE-CAO コン
CE-CAO8.コン
CE-CAO9.性能向上
ピュータのアーキ ピュータによる計
テクチャと構成 算

IT-ITF IT基礎

IT-ITF3.ITの歴史 IT-ITF4.IT分野 IT-ITF5.応用領域
(学科)とそれに関
連のある分野(学
科)

CE-ESY 組込みシ CE-ESY5.ライフサ CE-ESY9.テスト
ステム
イクル

CE-ESY11.並行設 CE-ESY22.メンテ
計(ハードウェ
ナンス
ア、ソフトウェア

(*) 網掛けの色は各分類（背景知識、前提となる技術知識、応用分野に関する知識）を表す。
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3.3 IT 知識体系を基点とした OSS モデルカリキュラムとの関係
次に、IT 知識体系の内容を OSS モデルカリキュラム上に関連付けを行った結果を表 4、表 5 に示し
た8。
表中、黄色の網掛け部分は基本知識を、また水色の網掛け部分は応用知識を現す。また、緑色の網掛
け部分は IT 知識体系と関連付けられる科目を表しており、[ ] 内に対応する IT 知識体系の科目を示し
た。
前節で示したものと同様に、OSS モデルカリキュラムと IT 知識体系の間には密接な関連があること
が見て取れる。IT 知識体系を習得した技術者にとっては、既に習得した技術や知識の多くの部分が OSS
モデルカリキュラムに含まれるものであり、IT 知識体系に含まれない OSS モデルカリキュラムを学習
することにより、実践的な演習を通じて技術知識を習得することができる。

8

各科目別の対応関係の詳細については、
「付録２．ＩＴ知識体系との関係（科目別）
」を参照のこと。
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表 4 IT 知識体系と関連付けられる OSS 基本・応用知識の全体像（1/2）9
分野

科目名

1
オープンソースの
理念

2

3

オープンソースOS 代表的なオープン
の歴史
ソース

1. OSSの概要に関する知
識Ⅰ・Ⅱ
[CE-NWK4][ITPT1]

2. 法務分野に関する基礎
知識Ⅰ・Ⅱ

代表的なオープン
オ ープンソース・ラ
ソース・ライセンス
イセンスの概要
の解説[GPL類型]

4
代表的なオープン
ソース開発言語

5
代表的なオープン
ソースアプリケー
ション

[CE-SWE6][IT[IT-NET5][CESIA3][IT-PT4][ITNWK14]
ITF1]

6
オープンソースの
市場動向

[CE-SWE12]

7
8
9
10
11
12
13
14
15
オープンソースの オープンソースの
オープンソースソフ
オープンソースの オープンソースの
オープンソースの
オープンソースソフ オープンソースソフ オープンソースの
デスクトップ用アプ サーバサイドアプリ
トウェアを用いたシ
OSの導入と動作確 サーバ製品の導入
仮想化ツールの導
トウェアコミュニティ トウェアビジネス
技術情報獲得方法
リケーションの導入 ケーションの導入と
ステム事例
認
と動作確認
入と動作確認
と動作確認
動作確認
[IT-WS1,2][CENWK14]

代表的なオープン 代表的なオープン
OSS利用上の知的
OSS開発コミュニ
OSS利用上の知的
企業/団体等にお 法的リスクに対応し
ソース・ライセンス ソース・ライセンス 知的財産の概要(1) 知的財産の概要(2)
財産以外での法務
ティが検討すべき
財産面での考慮点
ける法的リスク管理 たビジネス
の解説[MPL類型] の解説[BSD類型]
面での考慮点
法的リスク低減策

[IT-SP5]

[IT-SP5]

[IT-SP5]

OSSビジネス関連 OSSの知的財産問
ソフトウェア特許論 知的財産関連の出
企業が検討すべき 題に関する訴訟/ト
争
願のガイドライン
法的リスク低減策 ラブル事例

[IT-SP5,6]

[IT-SP-5]

基礎
コンピュータアーキ コンピュータハード CPUアーキテクチャ ディスクと周辺機器 インタフェース技術
テクチャの基本
ウェアの基本
の基本
の基本
の基本
3. コンピューターシステム
やアーキテクチャに関する
知識Ⅰ・Ⅱ
[IT-NET1][CE[IT-PT2][CENWK0,1][CE[CE-CAO0,1]
[CE-CAO5]
[CE-CAO1]
CAO3]
CAO0,1]
分散アーキテクチャ
名前管理
とは
4. 分散アーキテクチャに関
する知識Ⅱ
[IT-IAS9][ITIM5][CE[IT-NET1][CENWK0,3][CE-CAO- NWK11]
7]
Linux概要

ソフトウェアアーキ OSのアーキテク
テクチャ
チャ

OSSを活用した基 オープンソースシス
これからのオープン
ミドルウェアの種類 コンピュータシステ システムアーキテク Webシステムのアー
OSSの動作環境と
盤設計ケースワー テムアーキテクチャ
ソースアーキテク
と特徴
ムの構成
チャの活用事例
キテクチャ
してのハードウェア
ク
構築
チャの動向

[IT-SP2][CESWE8][IT-SIA3]

[IT-PT1][CEOPS0,2,3]

[IT-IM1][ITWS4][IT-NET5]

[IT-SIA7][CECAO7]

Webサービス入門
（2）

複製管理

耐故障性

セキュアチャネル

CORBA入門（1）

CORBA入門（2）

Webサービス入門
（1）

{IT-IAS9][CECAO-4]

[CE-SWE-10][ITNET2][CECAO7][CEESY2,24]

[IT-IAS2][ITNET4][CE-NWK5]

[IT-IPT1]

[IT-IPT1][CECAO7]

[IT-IM5][IT[IT-WS1][ITWS1][IT-IPT1][CE[IT-WS1]
IPT1][CE-NWK14]
NWK14]

ファイル操作

ユーザの権限と管理

システム管理

マッシュアップ入門

分散トランザクショ ピアツーピアアーキ
モビリティ
ン
テクチャ

一貫性

大規模な分散シス
テムの事例

ネットワークの基本

[IT-IM5][CECAO7]

[IT-NET6][CENWK6]

ファイルシステム

データ保全とバックアップ

シェルスクリプトと
開発環境

シェルスクリプトと
開発環境

[CE-OPS6]

[IT-IM-1][IT-NET6]

[IT-IPT5][CENWK6]

[IT-IPT5][CENWK6]

ネットワーク（2）

ネットワーク（3）

ネットワーク（4）

[IT-NET1,2][CENWK2]

[IT-NET1][CENWK2]

[CE-NWK2,3]

5. Linuxの概念や基本操作
に関する知識Ⅰ・Ⅱ
[CE-OPS0]

Linuxカーネル概論 スケジューリング

割り込みと遅延

システムコール

プロセス管理

メモリ管理（1）

メモリ管理（2）

メモリ管理（3）

ファイル管理（1）

[IT-PT1][CEOPS1,8]

[CE-OPS2,3,8]

[CE-OPS1,2]

[CE-OPS2,6]

[IT-PT1][CE[IT-PT1][CE[IT-PT1][CE[CE-OPS6]
OPS3][CE-CAO2] OPS3][CE-CAO2] OPS3][CE-CAO2]

ファイル管理（2）

ファイル管理（3）

ネットワーク（1）

6. Linuxのカーネルに関す
る知識Ⅰ・Ⅱ
[IT-PT1][CEOPS0,1,2,6]

Linuxシステム管理 Linuxシステム管
の作業概要
理・サーバ管理
7. Linuxのシステム管理に
関する知識Ⅰ・Ⅱ

Linuxシステム管
理・ファイル／ディ
スク管理

Linuxシステム管
理・ユーザ管理

Linuxシステム管
Linuxシステム管
理・バックアップとロ
理・リソース管理
グ運用管理

Linuxシステム管
Linuxシステム管
Linuxシステム管
Linuxシステム管
Linuxシステム管
Linuxシステム管
Linuxシステム管
Linuxシステム管
理・基本運用作業
理・ネットワーク管 理・ルーティング管 理・DHCPの構築と 理・FTPの構築と運 理・NFSの構築と運 理・Sambaの構築と
理・カーネルの管理
のトラブルシュー
理
理
運用
用
用
運用
ティング

[IT-IAS6][CESWE10]

[CE-NWK2]

[CE-NWK2]

システ
ム
ログイン手順とコン
ファイル入出力プロ
shellプログラミング
ファイルシステム
パイル手順
グラミング

UNIX環境

ライブラリの利用方
データの管理
法と作成手順

ソフトウェアの開発
デバッグ
環境

プロセスとスレッド

シグナル

プロセス間通信と
パイプ

8. Linuxのシステムプログラ
ミングに関する知識Ⅰ・Ⅱ
[CE-OPS0]

[CE-OPS3]

Linuxシステム管
理・ネットワークのト
ラブルシューティン
グ

セマフォ、共有メモ
ネットワークプログ
端末機器の入出力 リ、メッセージ
ラミング
キュー

[IT-IPT6][CESWE-6,8]

ネットワークサーバ
その他のネットワー
ネットワークサーバ
ネットワークサーバ サーバシステムの ネームサーバの導
メールサーバ導入 スーパーサーバの プロキシサーバの
によるルーティング
サーバの運用管理 ログ管理の内容と Linuxサーバセキュ Linuxのサービスセ セキュアOSの機能
Webサーバの導入
クサーバ導入の作
によるインターネッ
の機能と特徴
導入
入
の内容と作業手順 導入
導入
処理、フィルタリン
業務
手順
リティ
キュリティ
と実装
業内容と手順
ト接続
グ処理の実装
9. ネットワークサーバ管理
に関する知識Ⅰ・Ⅱ
[IT-IAS1,3,4][IT[CE-NWK4]
[CE-NWK2]
[CE-NWK2,5]
[CE-NWK11]
[CE-NWK11]
[CE-OPS5]
NET4]

クラスタシステム概
HAクラスタ（2）
論、HAクラスタ（1）

HAクラスタ（3）

コンピュータシミュ
レーション

並列プログラミング 並列プログラミング 実践（1） マルチス 並列プログラミング 並列プログラミング 実践（3）
レッドプログラミング
概論
実践（2）

Beowulf PCクラスタ
SCoreクラスタ
の構築

PCクラスタの周辺 グリッド・コンピュー
技術
ティング

10. クラスタシステム構築に
関する知識Ⅰ・Ⅱ
[CE-NWK13]

11. ネットワーク・アーキテク
チャに関する知識Ⅰ・Ⅱ

ネット
ワーク

12. ネットワーク管理に関す
る知識Ⅰ・Ⅱ

[CE-NWK13]

[CE-CAO7]

[IT-SIA4]

無線ネットワークの
オープンネットワー 通信の形態とプロト インターネット通信 LANネットワークの
オープンネットワー IPネットワークの仕 ルーティングの仕
種類と通信の仕組
クの概念と仕組み コル
の仕組み
仕組み
クの通信仕様
組み
組み
み

ルーティングプロト
TCPの仕組み
コルの仕様

通信プロトコルの動 TCPアプリケーショ TCPアプリケーショ TCPアプリケーショ 新しいネットワーク
作確認
ンの仕組み・Web ンの仕組み・FTP ンの仕組み・Telnet アーキテクチャ

[IT-NET1][CENWK0]

[IT-NET2][CENWK2,9]

[CE-NWK5]

[IT-NET1,3][CENWK1]

[IT-NET1][CENWK2]

[IT-NET1][CENWK3]

[IT-NET3,6][CENWK9]

ネットワーク管理の ネットワークのキャ ネットワークの性能
ネットワークシステ
個別項目とその内 パシティ管理の個 管理の個別項目と TCP/IPの管理
ム運用の概要
容
別項目とその内容 その内容
[IT-NET6][CE[IT-NET6][CENWK11][ITNWK11][CE-OPS8]
PT4][CE-OPS8]

Javaの基本
13. Javaに関する知識Ⅰ・
Ⅱ

Cの基本

[IT-NET2][CENWK2]

文字列操作

ポインタ

[IT-WS1,5][CENWK14]

[CE-NWK14]

[IT-NET6][CENWK11]

[IT-IM5]
WS1]

関数

[CE-NWK2]

ネットワークサーバ ネットワークハード ネットワーク管理プ MRTGによるネット ネットワーク運用設 ネットワーク運用設 運用管理の実際的
WANの運用管理
の運用管理実践
ウェアの運用管理 ロトコルの概要
ワーク管理の実施 計
計
手順と体制

Servlet/JSP/JDBC
Javaによるネット
によるWebアプリ
JDBCによるデータ
ワークプログラミン
MVCモデル
ケーション開発の ベースアクセス
グ
概要

[IT-PF3][IT-IPT3]

Cの基本構造

[CE-NWK2]

[CE-NWK2]

オブジェクト指向プ Javaによるアプリ
Java言語の基本構
ログラミングのメ
ケーション開発手
造
リット
順

[IT-WS1]

[IT-NET1,3][CENWK2,3]

[IT-

構造体

[IT-IM5]

[IT-PF3]

コンソール入出力

ファイル管理

EJBによるアプリ
ケーション開発

[CE-NWK15]

ネットワーク障害管 ネットワークトラブ
理
ルシューティング

[IT-NET6]

[IT-NET6]

JavaによるServer JavaによるWebアプ JavaによるServer オブジェクト指向シ
デザインパターンに Javaのパフォーマ
処理実装の特徴と リケーションの設計 Side Java/Webアプ ステム分析／設計
よる開発手順
ンスチューニング
設計方法
／実装
リケーション実装
／実装の実践技術
[IT-IM-4,5][ITIPT3]

データ構造

C++の基本

[IT-PF1]

[IT-PF2,3][ITIPT3,7]

組み込みクラス
［ファイル管理］

GUIアプリケーショ
ン開発

C++の基本構造

[IT-IM5][ITPF3][IT-SIA7]

[IT-IPT3]

オブジェクト指向プ STL（Standard
GUIアプリケーショ
ログラミング
Template Library） ンの開発

開発ライブラリの使
用

プログ 14. C、C++に関する知識
ラミング
Ⅰ・Ⅱ

15. Light Weight
Languageに関する知識
Ⅰ・Ⅱ

[IT-PF1][IT-IPT7] [IT-PF1][IT-IPT7] [IT-PF1]

[IT-PF1][IT-IPT7] [IT-PF1]

[IT-PF1]

LightWeight
Languageの基本

Perlの基本構造

PHPの基本構造

Pythonの基本構造 Rubyの基本構造

オブジェクト指向プ 組み込みクラス
ログラミング
［データ構造］

[IT-IPT4,7]

[IT-IPT4][CENWK4]

[IT-IPT4]

[IT-IPT4]

[IT-PF3][CESWE3]

[IT-IPT4]

組み込みクラス
［データ操作］

[IT-PF3][ITIPT3,7]

Ruby on Rails

データベースアプリ Webアプリケーショ プラグイン導入と開 オープンソースシス
ケーション開発
ン開発
発
テムのカスタマイズ

9表中、黄色の網掛け部分は基本知識を、また水色の網掛け部分は応用知識を現す。また、緑色の網掛け部分は IT 知識体系と関連付けられる科目を表しており、

[ ] 内に対応する IT 知識体系の科目を示した。
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表 5 IT 知識体系と関連付けられる OSS 基本・応用知識の全体像（2/2）10

分野

科目名

1
開発フレームワー
クとは何か

2
開発フレームワー
クの種類と特徴

16. 開発フレームワークに
関する知識Ⅰ・Ⅱ

3
4
5
オープンソースによ
フリーのWebコンテ
るWebアプリケー
オープンソースの
ナ／J2EEコンテナ
ションのフレーム
開発ツール
の概要
ワーク

6

7

8

開発フレームワー Ruby on Railsによ
クによる開発プロセ るアプリケーション Strutsとは
スの手順
開発

9

10

11

12

13

14

15

データベース接続・
MyFace（JSF）の開
DIxAOPコンテナの Springフレームワー
アクセスのフレーム
Seasar2
発モデルとは
概要
ク
ワーク

Tapestry

Strutsによるアプリ
ケーション開発

オープンソース統 Linux開発環境にお Linux開発環境にお
統合開発環境を用
ソフトウェア開発
合開発環境の種類 けるソフトウェア開 けるソフトウェア開
いた開発手順
ツールの評価
と特徴
発ワークショップ
発支援ツール概要

Eclipseを用いたソ
フトウェア開発

Eclipseを用いたソ
フトウェア開発ワー
クショップ

[IT-WS2][CESWE2,3]
Linux開発環境にお
デバッガによるプロ
オープンソース開
開発の流れとツー ソフトウェア開発環 けるソフトウェアア バージョン管理ツー
カーネルデバッガを バグ追跡システム
グラムデバッグの
発ツールの種類と
ル
境の概要
プリケーション開発 ルの活用
使用したデバッグ を使用したデバッグ
環境
機能
の概要
開発体 17. 開発ツールに関する知
系
識Ⅰ・Ⅱ
[CE-SWE-6,7][IT[IT-IPT6][CE[CE-SWE0]
[IT-PF2][IT-IPT7]
[IT-PF2]
SIA4][ITSWE11]
ITF2][CE-ESY10]
統合開発環境によ さまざまな統合開
るソフトウェア開発 発環境

Eclipseとは何か

NetBeans IDEとは WideStudioとは何
何か
か

Eclipse入門 －
セットアップ

Eclipse入門 －
基本操作

[IT-IPT6][CESWE-6,7,8][ITSIA4][IT-ITF2]

NetBeans入門 － NetBeans入門 － WideStudio入門
セットアップ
基本操作
－ セットアップ

WideStudio入門
－ 基本操作

18. 統合開発環境に関する
知識Ⅰ・Ⅱ
[CE-SWE6]

[CE-SWE6]

セキュリティ機能と
暗号化の方式・共
暗号化の位置づけ
通鍵暗号方式

暗号化の方式・公
開鍵暗号方式

[IT-IAS1][ITNET4][IT-ITF6]

[IT-NET4][CENWK5]

19. 暗号化に関する知識
Ⅰ・Ⅱ
[IT-IPT5][ITNET4][CE-NWK5]

情報システムにお
電子証明書の仕組
ける暗号化適用の
OSSの活用シーン
認証と暗号化
み
無線LANの暗号化
方式
と暗号化
[IT-IAS11][IT[IT-IAS2]
NET4][CEWS5]
NWK5][CE-OPS4]

[IT-

ネットワークセキュ ウィルスの特性と対 ネットワーク攻撃方 TCPにおける不正
Webにおける攻撃
リティの概要
策
法の簡易的な分類 アクセス技術
セキュリ 20. ネットワークセキュリティ
ティ
に関する知識Ⅰ・Ⅱ

NetBeansによる
EclipseによるJava EclipseによるWebア
WideStudioによるア
Webアプリケーショ
プログラミング
プリケーション開発
プリケーション開発
ン開発

[IT-IAS1, 2, 3, 4, 6,
9][IT-SP6] [IT- [IT-IAS5]
WS5][IT-ITF1]

[IT-IAS5, 11]

[IT-IAS5, 11]

[IT-IAS5]
WS5]

IPsecによる暗号化 SSHによるトンネリ SSLプロトコルの仕
VPN通信の構築
通信
ング
組み

[IT-IAS2,7, 8]
[IT-WS5][IT[IT-NET4]
[IT-NET4]
[IT-NET4]
NET4][CENWK5][CE-OPS4]
TCP/IPネットワーク アクセス制御の仕
IPにおける不正アク セキュリティの設計 組みとファイア
Linuxのネットワーク ネットワーク脆弱性 セキュアなネット
セス技術
方法
ウォールの機能
セキュリティ対策
調査
ワークの構築
[IT-NET4,6]

[IT-IAS2, 6][IT[IT-NET4][CENET4,6][CE-NWK5,
NWK5, 12]
12]

[IT-

[CE-NWK5]

[IT-IAS2][ITWS5][ITNET4][CE-NWK5]

[IT-IAS2][ITNET4][CE-NWK5]

[CE-NWK6]

侵入検知システム ＩＤＳによる侵入検
の仕様と導入
知

モバイルコンピュー
ネットワークセキュ ティングとリモートア
リティ構築
クセスのセキュリ
ティ

[IT-IAS2][ITNET4]

[IT-IAS11][ITWS5][ITNET4][CE-NWK5]

[IT-IAS2][ITNET4]

[CE-NWK6]

OSのセキュリティ
機能

Linuxサーバのロー
Linuxのネットワーク Linuxによるファイア Linuxのサーバセ
カルセキュリティ対
セキュリティ対策
ウォール構築
キュリティ設定
策

[IT-NET4][CEOPS4,10]

[IT-IAS7, 9]

[IT-NET4][CENWK5]

[IT-NET4][CENWK5, 12]

データベースの基
礎理論

RDBMSの基本知識

トランザクションの
基本概念

データベースの構
成要素

DOAの内容概要

データベース設計
の基本理論

ERモデル

正規化の手順と方 データベースイン
法
デックス

データベースの物
理構造

SQLによるデータ
ベースアクセス

SQL実践演習ワー 代表的なオープン データベース設計
クショップ
ソースRDBMS製品 構築の実践

データベース構築

[IT-IM1,2]

[IT-IM3]

[IT-IM5]

[IT-IM3]

[IT-IM4]

[IT-IM4]

[IT-IM4]

[IT-IM3]

[IT-IM5]

[IT-IM-2]

[IT-IM-2]

[IT-IM-3,4]

[IT-IM-2]

データベース運用

データベースチュー
ニング

21. OSセキュリティに関す
る知識Ⅰ・Ⅱ

安全なリモートアク SSLによるサーバ
セス
VPNとCA

[CE-NWK5]

ドメインネームサー
電子メールのセ
ビスのセキュリティ
キュリティ対策
対策

[IT-WS4][IT-NET4]

[IT-NET4][CENWK5]

PKI(公開鍵暗号化
暗号化・これからの
認証基盤構築実習
基盤)の仕組み
活用シーンと課題

[IT-WS5]

Webのセキュリティ Webのセキュリティ ファイルサービスの システムログの管
対策（1）
対策（2）
セキュリティ対策
理

サーバのセキュリ
Linuxによる侵入検
ティ監査と設定の
知の手法
自動化

[IT-IAS6][IT-WS5] [IT-IM5][IT-WS5]

[IT-IAS3][IT-IPT5]

22. RDBに関する基礎知識
Ⅰ・Ⅱ

RDB
データベース運用 データベースの運 データベース運用
管理の目的と項目 用作業と障害回復 設計

データベースセキュ データベースリカバ データベースの最
リティ
リ設計
適化

[IT-IM5]

[IT-IM5]

データベースのトラ データベースチュー
データベース構築
ブル
ニング

23. RDBシステム管理に関
する知識Ⅰ・Ⅱ
[IT-IM5]

[IT-IM4]

[IT-IM1,5]

[IT-IM4,5]

データベースイン
MySQLの導入と運 データベーストラブ データベース運用
デックスを用いた性
用
ルシューティング
環境構築
能改善

[IT-IM2]

オブジェクト指向分
組み込みコン
組み込みコン
組み込みコン
組み込みコン
組み込みシステム
CPUアーキテクチャ 組み込みソフトウェ カーネル処理の概 リアルタイムシステ 組み込みシステム 析による組み込み
組み込みシステム 組み込みシステム 組み込みシステム これからの組み込
ピュータシステムと ピュータのアーキテ
ピュータハードウェ
ピュータシステムの
の基本構成
の基本
アの概要
要
ムの構成と仕組み の開発方法
システムの分析と
のアーキテクチャ のネットワーク機能 の設計
みシステムの動向
は何か
クチャ
アの基本
開発管理
モデリング
24. 組み込みシステムに関
する知識Ⅰ・Ⅱ
[IT-PT1][CE[CE-NWK8][CE[CE-CAO1][CE[CE-OPS6][CE[CE-OPS6][CE[CE-OPS6][CE[CE-SWE-3][CE[CE-ESY1,3,14,17] [CE-ESY3,14]
[IT-PF3]
[CE-ESY10,16]
[CE-ESY3,14,20] [CE-ESY18,19]
ESY0,3,10]
ESY0]
ESY14]
ESY13]
ESY13]
ESY13]
ESY7,8,13,16]

25. 組み込み開発環境に関
する知識Ⅰ・Ⅱ

デバッガソフトを使
組み込み開発の流 組み込み開発環境 組み込み開発環境 プログラムデバッグ
ICEを使用したデ
用したデバッグ環
れと環境
の概要
を用いた開発手順 の環境
バッグ環境
境

[CE-ESY4,15,21]
組み込
みSW

26. 組み込みアプリケーショ
ン開発に関する知識Ⅰ・Ⅱ

[CE-ESY4]

[CE-ESY4,15]

組み込みアプリ
タスクとコンテキス 非同期と同期の設 タスクの優先度とそ
ケーション間の資
ト
計仕様
の制御仕様
源配分技術
[CE-OPS1][CEESY13]

27. 組み込みシステム最適
化に関する知識Ⅰ・Ⅱ

[CE-ESY4]

[CE-OPS1][CEESY13]

組み込みアプリ
組み込みアプリ
GNU開発環境にお
組み込み開発環境
ツールチェーンによ
組み込みクロス開 GNU開発環境の特
組み込みLinux開発 組み込み開発環境
ケーションデバッグ ケーションの事例と
ける組み込みアプ
におけるデバッグ
るデバッグ
発環境の構築
徴
最新デバッグ環境 の評価
の手順
開発環境
リケーション開発
のパターン演習

[CE-ESY17]

組み込みアプリ
リソース有効活用
ケーション間のリ
のアーキテクチャ
ソースの共有技術

[CE-OPS6][CE[CE-OPS1, 6][CE- [CE-OPS1, 6][CE- [CE-CAO7][CECAO3][CE-ESY13] ESY13]
ESY13]
ESY14,15]

[CE-ESY15]

[CE-ESY4,17]

J2MEの仕様

プログラム資源の
有効活用技術

入出力待ちリソー
スの有効利用

入出力資源管理

[CE-CAO3][CEESY13]

[CE-CAO3][CEESY13]

[IT-PT1][CEOPS6,9][CEESY21]

高信頼性の実装

[IT-IPT7]

[CE-SWE-10][CENWK7][CE[CE-ESY23]
ESY2,8,23,24]

リアルタイムソフト
マルチプロセッサシ ハードウェアによる リアルタイムシステ
ウェアの条件と最
ステム
最適化
ムの設計
適化

性能最適化の評価 ソフトウェアの最適 MPUの性能最適化 システムの性能要 システム性能の評 性能評価手法の分
拡張性の評価
項目
化
設計
件と評価項目
価方法
類

[CE-CAO7][CEESY3]

[CE-ESY8,12,21]

[CE-CAO3,7][CE[CE-ESY4,6,7,8,21] [CE-ESY21]
ESY1,21]

[CE-ESY15]

[CE-CAO1,2,6][IT- [IT-NET3][CEITF1,2]
CAO2,6]

[IT-SIA4][CECAO5,6]

組み込みアプリ
ケーションの実装
事例研究

VMの概要のその
活用

クリティカルなマイ
組み込みアプリ
コンアプリケーショ
ケーションソフトウェ
ンを活用した設計
アの実装
ケースワーク

システム資源のト
レードオフ

基本ソフトウェアと 組み込みシステム
最適化のための検
応用ソフトウェアの 最適化のための方
討項目
トレードオフ
式設計

[CE-CAO6][CEESY24]

[CE-ESY6]

[CE-ESY16]

10表中、
黄色の網掛け部分は基本知識を、また水色の網掛け部分は応用知識を現す。また、緑色の網掛け部分は IT 知識体系と関連付けられる科目を表しており、

[ ] 内に対応する IT 知識体系の科目を示した。
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表中で網掛けされていない部分、すなわち IT 知識体系に含まれない部分については、OSS 固有の知
識と考えることができる。これらの知識は、IT 知識体系を習得した技術者が OSS 技術を習得するため
に追加的に習得が必要となる知識群である。
OSS 固有知識は大きく以下の 3 つに分類することができる。
・ OSS の背景知識
OSS の概要や応用、利用方法等に関する背景知識であり、具体的には以下の内容を含む。
 オープンソースの理念・歴史
 オープンソースビジネス
 OSS 導入に関する知識
 OSS ライセンスに関する知識
 OSS 利用に関する注意点
 OSS の活用シーンと暗号化
・ OSS を活用したシステム開発の実践
実際に OSS を利用したシステム開発の実践を行うものであり、具体的には以下の内容を含む。
 プログラミングとシステム開発の実践
 サーバ導入実践
 並列プログラミング実践
 オブジェクト指向プログラミングによるアプリケーション構築
 ビジネスアプリケーション構築に関する実践
 データベースアプリケーション構築実践
 開発フレームワーク、開発ツールを用いたシステム開発の実践
 データベースの構築と運用、保守に関する実践
 組み込みシステム構築に関するプログラミング実習
・ OSS を活用した運用管理の実践
OSS を利用した IT システムの運用や保守管理を実践するものであり、具体的には以下の内容を
含む。
 システムアーキテクチャの構築の実践
 システム管理とネットワーク管理の実践
 ネットワークとサーバ運用に関する知識と実践
 ネットワークセキュリティ対策の実務
OSS 固有知識を整理したものを表 6 に示す。
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表 6 IT 知識体系に含まれない OSS モデルカリキュラム科目

知識内容

分類

IT知識体系と関連付けられないOSS科目

科目名

オープンソースの理念・歴史
オープンソースビジネス
OSSの背景知識
OSS導入に関する知識

オープンソース
オープンソース
1. OSSの概要に関する オープンソース オープンソース オープンソース オープンソース オープンソース オープンソース オープンソース のサーバ製品 のデスクトップ
ソフトウェアコ ソフトウェアビ の技術情報獲 のOSの導入と
用アプリケー
の理念
OSの歴史
の市場動向
の導入と動作
知識Ⅰ・Ⅱ
ミュニティ
ジネス
得方法
動作確認
ションの導入と
確認
動作確認

OSSライセンスに関する知
識
OSS利用に関する注意点

代表的なオー
オープンソー
2. 法務分野に関する基礎
プンソース・ラ
ス ・ ライ セ ンス
知識Ⅰ・Ⅱ
イセンスの解
の概要
説[GPL類型]

代表的なオー
プンソース・ラ
イセンスの解
説[MPL類型]

代表的なオー
企業/団体等 法的リスクに
プンソース・ラ
における法的 対応したビジ
イセンスの解
リスク管理
ネス
説[BSD類型]

3. コンピューターシステム システムアー
やアーキテクチャに関する キテクチャの
知識Ⅰ・Ⅱ
活用事例

OSSを活用し
た基盤設計
ケースワーク

オープンソース
OSSの動作環
システムアー
境としての
キテクチャ構
ハードウェア
築

OSSの背景知識

OSS開発コミュ
ニティが検討
すべき法的リ
スク低減策

OSSビジネス
関連企業が検
討すべき法的
リスク低減策

オープンソース
のサーバサイ
ドアプリケー
ションの導入と
動作確認

オープンソース
の仮想化ツー
ルの導入と動
作確認

OSSの知的財
知的財産関連
産問題に関す
の出願のガイ
る訴訟/トラブ
ドライン
ル事例

基礎

システムアーキテクチャの
構築の実践

Webシステム
のアーキテク
チャ

OSSを活用した実践（運用
管理）
4. 分散アーキテクチャに ピアツーピア
一貫性
関する知識Ⅱ
アーキテクチャ

システム管理とネットワーク OSSを活用した実践（運用
管理の実践
管理）

これからの
オープンソース
アーキテクチャ
の動向

大規模な分散
システムの事
例

5. Linuxの概念や基本操
ファイル操作
作に関する知識Ⅰ・Ⅱ

ユーザの権限
ネットワークの
システム管理
と管理
基本

6. Linuxのカーネルに関 ファイル管理
（2）
する知識Ⅰ・Ⅱ

ファイル管理
（3）

ネットワーク
（1）

Linuxシステム Linuxシステム
Linuxシステム
Linuxシステム Linuxシステム Linuxシステム Linuxシステム Linuxシステム Linuxシステム 管理・基本運 管理・ネット
7. Linuxのシステム管理 Linuxシステム Linuxシステム Linuxシステム 管理・バック
管理・サーバ 管理・ファイル 管理・ユーザ
管理・リソース 管理・カーネル 管理・DHCPの 管理・FTPの構 管理・NFSの構 管理・Sambaの 用作業のトラブ ワークのトラブ
アップとログ運
に関する知識Ⅰ・Ⅱ 管理
／ディスク管理 管理
管理
の管理
構築と運用
築と運用
築と運用
構築と運用
ルシューティン ルシューティン
用管理
グ
グ

システ
ム

8. Linuxのシステムプログ ログイン手順と
ファイル入出
プログラミングとシステム開 OSSを活用した実践（システ
shellプログラミ
ラミングに関する知識Ⅰ・ コンパイル手
力プログラミン UNIX環境
発の実践
ム開発）
ング
Ⅱ
順
グ

ライブラリの利
用方法と作成 デバッグ
手順

その他のネット
ワークサーバ
導入の作業内
容と手順

プロセスとス
レッド

シグナル

プロセス間通
信とパイプ

セマフォ、共有
端末機器の入
ネットワークプ
メモリ、メッ
出力
ログラミング
セージキュー

ネットワーク
サーバによる
ルーティング処 ログ管理の内 Linuxのサービ
理、フィルタリ 容と手順
スセキュリティ
ング処理の実
装

サーバ導入実践

メールサーバ
OSSを活用した実践（システ 9. ネットワークサーバ管理 サーバシステ
スーパーサー プロキシサー
導入の内容と
ム開発）
に関する知識Ⅰ・Ⅱ
ムの導入
バの導入
バの導入
作業手順

並列プログラミング実践

並列プログラミ
クラスタシステ
OSSを活用した実践（システ 10. クラスタシステム構築
コンピュータシ ング 実践（1） 並列プログラミ Beowulf PCク PCクラスタの
ム概論、HAク HAクラスタ（2） HAクラスタ（3）
ム開発）
に関する知識Ⅰ・Ⅱ
ミュレーション マルチスレッド ング実践（2） ラスタの構築 周辺技術
ラスタ（1）
プログラミング

グリッド・コン
ピューティング

TCPアプリケー
11. ネットワーク・アーキテ
ションの仕組
クチャに関する知識Ⅰ・Ⅱ
み・Telnet
ネット ネットワークとサーバ運用に OSSを活用した実践（運用
ワーク 関する知識と実践
管理）
ネットワークの ネットワークの
ネットワーク
ネットワーク
ネットワーク管 MRTGによる
運用管理の実
12. ネットワーク管理に関 キャパシティ管 性能管理の個
ネットワーク運
WANの運用管
サーバの運用 ハードウェアの 理プロトコルの ネットワーク管
際的手順と体
する知識Ⅰ・Ⅱ
理の個別項目 別項目とその
用設計
理
管理実践
運用管理
概要
理の実施
制
とその内容
内容
Javaによる
Javaによる
EJBによるアプ
Server Side
Javaのパ
Server処理実
リケーション開
Java/Webアプ フォーマンス
装の特徴と設
発
リケーション実 チューニング
計方法
装

13. Javaに関する知識 Java言語の基 Javaによるア Javaによるネッ
プリケーション トワークプログ MVCモデル
本構造
Ⅰ・Ⅱ
開発手順
ラミング
オブジェクト指向プログラミ
ングによるアプリケーション
構築
プログ
OSSを活用した実践（システ 14. C、C++に関する知 コンソール入
ビジネスアプリケーション構
ラミング
ム開発）
出力
識Ⅰ・Ⅱ
築に関する実践
データベースアプリケーショ
ン構築実践

ファイル管理

STL（Standard
C++の基本構
GUIアプリケー 開発ライブラリ
Template
造
ションの開発 の使用
Library）

15. Light Weight
組み込みクラ
Languageに関する知識 ス［データ構
造］
Ⅰ・Ⅱ

組み込みクラ
ス［データ操
作］

組み込みクラ
データベース
オープンソース
GUIアプリケー
Webアプリケー プラグイン導入
ス［ファイル管
Ruby on Rails アプリケーショ
システムのカ
ション開発
ション開発
と開発
理］
ン開発
スタマイズ

開発フレーム
16. 開発フレームワークに
ワークとは何
関する知識Ⅰ・Ⅱ
か

オープンソース フリーのWebコ
開発フレーム
Ruby on Rails
によるWebアプ ンテナ／J2EE オープンソース
ワークの種類
によるアプリ Strutsとは
リケーションの コンテナの概 の開発ツール
と特徴
ケーション開発
フレームワーク 要

開発フレームワーク、開発
Linux開発環境
バグ追跡シス オープンソース
開発体 ツールを用いたシステム開 OSSを活用した実践（システ 17. 開発ツールに関する知 ソフトウェア開 カーネルデ
におけるソフト
バッガを使用し テムを使用し 統合開発環境
系 発の実践
ム開発）
識Ⅰ・Ⅱ
発環境の概要
ウェア開発
たデバッグ
たデバッグ
の種類と特徴
ワークショップ

18. 統合開発環境に関す Eclipseとは何 NetBeans IDE WideStudioと
る知識Ⅰ・Ⅱ
か
とは何か
は何か

OSSの活用シーンと暗号化 OSSの背景知識

ネットワークセキュリティ対
策の実務

NetBeans入門
WideStudio入 WideStudio入 Eclipseによる Eclipseによる NetBeansによ WideStudioに
Eclipse入門
NetBeans入門
－ セットアッ
門 － セット 門 － 基本操 Javaプログラミ Webアプリケー るWebアプリ よるアプリケー
－ 基本操作
－ 基本操作
プ
アップ
作
ング
ション開発
ケーション開発 ション開発

Linuxのネット
ワークセキュリ
ティ対策

OSSを活用した実践（運用
管理）
21. OSセキュリティに Linuxサーバの Linuxのサーバ 安全なリモート 電子メールの ファイルサービ システムログ
ローカルセキュ セキュリティ設
セキュリティ対 スのセキュリ
アクセス
の管理
関する知識Ⅰ・Ⅱ
リティ対策
定
策
ティ対策

Linuxによる侵
入検知の手法

22. RDBに関する基礎知 データベースイ 代表的なオー
プンソース
ンデックス
識Ⅰ・Ⅱ
RDBMS製品
RDB

データベースの構築と運
用、保守に関する実践

OSSを活用した実践（システ
ム開発）
23. RDBシステム管理に データベース
の最適化
関する知識Ⅰ・Ⅱ

データベース
のトラブル

データベースイ
データベースト
MySQLの導入
データベース データベース
ンデックスを用
ラブルシュー
と運用
運用環境構築 運用
いた性能改善
ティング

データベース
チューニング

これからの組
24. 組み込みシステムに関 組み込みシス
み込みシステ
する知識Ⅰ・Ⅱ
テムの設計
ムの動向

組み込 組み込みシステム構築に関 OSSを活用した実践（システ
みSW するプログラミング実習
ム開発）

GNU開発環境
組み込み開発
組み込みアプ
組み込みLinux
25. 組み込み開発環境に ICEを使用した ツールチェーン
GNU開発環境 における組み
組み込み開発 環境における
リケーションデ
開発最新デ
関する知識Ⅰ・Ⅱ
デバッグ環境 によるデバッグ
の特徴
込みアプリ
環境の評価
デバッグのパ
バッグの手順
バッグ環境
ケーション開発
ターン演習

26. 組み込みアプリケー
ション開発に関する知識 J2MEの仕様
Ⅰ・Ⅱ

Tapestry

Linux開発環境
Eclipseを用い
ソフトウェア開 Eclipseを用い
におけるソフト
たソフトウェア
発ツールの評 たソフトウェア
ウェア開発支
開発ワーク
価
開発
援ツール概要
ショップ

OSSの活用
19. 暗号化に関する知識
シーンと暗号
Ⅰ・Ⅱ
化

IPにおける不
20. ネットワークセキュリ
正アクセス技
ティに関する知識Ⅰ・Ⅱ
術

セキュ
リティ

Eclipse入門
－ セットアッ
プ

データベース
MyFace（JSF）
接続・アクセス DIxAOPコンテ Springフレーム
の開発モデル
Seasar2
のフレーム
ナの概要
ワーク
とは
ワーク

クリティカルな
組み込みアプ
組み込みアプ マイコンアプリ
リケーションソ
リケーションの ケーションを活
フトウェアの実
実装事例研究 用した設計
装
ケースワーク

組み込みシス
27. 組み込みシステム最 システム性能
テム最適化の
拡張性の評価
適化に関する知識Ⅰ・Ⅱ の評価方法
ための方式設
計
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Strutsによるア
プリケーション
開発

4. IT 教育における OSS 技術教育カリキュラムの位置づけ
本章では、基本知識調査ならびに 3 章での検討結果を踏まえ、OSS 技術教育の必要性について整理す
るとともに、IT 教育における OSS 技術教育カリキュラムの位置付けについて明確化する。

4.1 OSS 技術教育の必要性
(1) OSS 技術の社会への浸透
Linux や Apache（HTTP server）
、Sendmail 等に代表される OSS は、1990 年代を通じて、OSS
は主にインターネットを支えるサーバソフトウェアとして、あるいはアカデミックな用途を中心に普及
していったが、近年では、データベース、Web アプリケーションサーバ、スクリプト言語、アプリケー
ション開発フレームワーク、統合開発環境といった、従来商用ソフトウェアが中心であったミドルウェ
アや開発環境の領域においても OSS の利点が明らかになるとともに、その利用が進展しつつある。
特に、LAMP システムと呼ばれる、OSS を組み合わせた安価で迅速な開発スタイルは、中小規模の
Web システム開発の一つの大きな流れとなっている。また、中規模から基幹システムの開発には、Java
言語でアプリケーションサーバ（例えば、Tomcat や JBOSS）を使い、OSS のさまざまな開発フレー
ムワーク（例えば Struts）やソフトウェア部品（例えば、ログ出力 Log4j）を利用するケースも急増し
ている。
さらに最近では、顧客管理システムや統合的業務管理システム（ERP）
、また統合運用管理ツールに
ついては、すでに欧米では数多くの企業内導入事例があり、今後の注目分野の一つである。また、Web2.0
技術のエンタープライズ応用として、Web コンテンツ管理システムやコラボレーションサーバ等を企業
システムに導入しようとする動きがここ 1～2 年で急速に進展している。これらの OSS は、企業に導入
すれば即座に IT 活用につながるため、独自のシステム開発するほどの余裕がない中小・中堅ユーザ企
業に対して、今後期待の大きな分野である。
以上のように、OSS 技術は、IT 社会における基盤技術として確固たる地位を築いており、オープン
化、コモディティ化、サービス化といった今後の IT システムの方向性を考慮した際には、今後ますま
すその基盤技術としての重要性を高めていくものと考えられる。
(2) OSS 活用の利点
OSS を活用する利点としては、ライセンス料等のコストに関する経済性、特定のベンダにロックイン
されることを回避できること、また、ソースコードを互いに入手し精査することによる相互運用性の確
保といった点を挙げることができるが、エンジニアの持つ技術がソフトウェア企業の根源的な知的資産
であるという視点から見ると、OSS を活用することにより技術の蓄積が行えるということが大きな利点
として挙げることができるだろう。
たとえば、商用ソフトウェアの組み合わせによるシステム構築では、ソフトウェアの機能そのものへ
の理解よりもそれをどうやって使うのかといった表層的な部分の知識が蓄積されることとなり、ソフト
ウェア開発そのものの技術を養っていくことは困難である。また、受託システム開発においては、ソフ
トウェア開発のスキルは必要にはなるものの、開発されたプログラムの中身が評価にさらされることは
少なく、また、他の技術者による優れたコーディング技術を学習する機会も少ない。
一方、OSS をベースにした開発では、すでに開発されている優れたソフトウェアを実際に目にするこ
とができるうえ、開発したソフトウェア自体も OSS として公開する場合には、多くの開発者の目に触
れることとなり、技術的な切磋琢磨が行われることが期待できる。
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(3) OSS 技術者へのニーズ・OSS 技術教育へのニーズ
一方、OSS の活用が進み、また企業もそれを求めている中で、OSS の普及を妨げる大きな問題点と
して「人材不足」が指摘されることが多い。現状、OSS 技術の習得方法としては、OJT や自己研鑽が
主たるものとなっており、社内外の研修等による体系的プログラムによる学習は行われていない。今後
の OSS 利用ニーズの高まりに相反して、教育体制の不備が OSS 普及の阻害要因となることが懸念され
ており、大学・専修学校、研修機関、企業等において、体系的な OSS 学習、特に、既存の IT 知識や IT
教育カリキュラムと関連付けられた OSS 学習体系の整備が急務であるといえる。
(4) IT 技術者として OSS 技術習得に取り組むことの意義
ベンダやユーザ企業における OSS 技術の利用ニーズに加え、IT 技術者側から見た視点においても、
OSS 技術を体系的に習得する意義は大きい。IT 技術者が、ソフトウェア開発現場で必要とされるより
実践的な技術を習得するためには、知識のみならずそれらを実際に問題解決に結び付けていくための技
量を実習により補うことが必要であり、OSS の体系的な学習カリキュラムは、知識に加えて技量を身に
つけるための実践的な場を提供するものである。

4.2 OSS モデルカリキュラムと IT 知識体系の関連の全体像
図 4-1 に、3 章での対応関係を踏まえ、OSS モデルカリキュラムと IT 知識体系の関連の全体像を
示す。
まず、IT 知識体系と OSS モデルカリキュラムの共通部分には、コンピュータシステムやアーキテク
チャからソフトウェアの設計・開発、ネットワーク管理やシステム保守といったソフトウェア開発の現
場において必須となる基盤技術が含まれている。これらのコア知識（
「実践的 IT の基礎知識」
）につい
ては、既存の IT 教育カリキュラムと同様に、OSS モデルカリキュラムの中での習得することが可能で
ある。
一方、OSS モデルカリキュラムに含まれない IT 知識体系固有知識としては、コンピュータや情報社
会をめぐる背景知識や、アルゴリズムやソフトウェアライフサイクル、ハードウェアやネットワークの
基礎といった実践的知識を習得する上で最低限必要な理論的知識、さらにはソフトウェア開発の主要な
ターゲットであるデータベースシステムや Web システム、組み込みシステムへの応用分野に関する知
識が含まれている。これら「実践的 IT を学ぶ前提知識」については、OSS モデルカリキュラムに取り
組む際の前提知識としてあらかじめ習得していることが要求されるものである。
さらに、IT 知識体系には含まれない OSS 固有知識としては、オープンソースの理念や利用方法に関
する背景知識に加え、基本知識では、システム管理やネットワーク管理、また、プログラミングや開発
フレームワークについて、実際の OSS の導入を通じてより具体的・実践的に学ぶことができる（
「基本
知識の実践・技量の習得」
）
。特に、システム管理やネットワーク管理においては、単なる机上の知識と
して学ぶだけでなく、実際のソフトウェアの導入や設定を通じて、管理や運用の必要性や注意点、また
方法論を身につけることが重要である。
さらに応用知識においては、より現実的なビジネスアプリケーションを対象としたシステム構築や、
システム管理、ネットワーク管理に関する実習が含まれている（
「応用システムの実装構築技術の習得」
）
。
さまざまな開発フレームワークや開発ツール等を用いた試行錯誤の経験を通じて、システム開発におけ
る本質的な問題解決能力を養成することが期待される。
以上のように、OSS モデルカリキュラムを既存の IT 教育カリキュラムに加えて学習することで、知

19

識として習得した技術を、実際のソフトウェアやソースコードを通じて学ぶことにより、知識をより深
め、技量として獲得することが期待できる。
OSS モデルカリキュラムを既存の IT 教育カリキュラムに加えて学習する利点は以下のようにまとめ
ることができる。
・ ソフトウェア開発における実践的な技術の習得
特定の商用ソフトウェアを利用できるといったレベルではなく、いろいろな要素技術を自分の手で
組み合わせたり、ソースコードも含めて学習することにより、原理・理論をプロダクトレベルで結
び付けて理解できるとともに、適用事例や研究開発事例の成果を利用することにより、ソフトウェ
ア開発の現場で適用可能な実践的な技術を養うことができる。また、開発コミュニティに参加する
ことによりソフトウェア開発の手順や方法を実践的に学ぶことができる。
・ 問題解決能力の向上
商用ソフトウェアではある問題に対する解決方法をベンダが体系的に提供し、それ以外の方法は推
奨されない。一方、OSS では一つの問題に対して複数の解決方法が存在するのが普通であり、それ
らをインターネット上から探し出し、それらを比較検証して最適な問題解決の方法を検討する。こ
れは一見回り道のようでもあるが、IT 技術者として真に必要な問題解決能力を向上させることがで
きる。
・ 技術革新への適応力の向上
特定の商用製品のみを扱うのとは異なり、OSS ではさまざまな選択肢を常に比較検討すること、ま
た、たゆみのない機能追加や機能変更に追従することを通じて、技術の進展や変化に適応する能力
を養うことができる。また、開発技術の先端的な思想をソースコードを通じて習得することで、技
術革新を体感することができる。
・ 生産性と品質の向上
多様な OSS を組み合わせて、迅速にシステム開発を行うことによって、生産性を大きく向上させる
ことができる。また、品質の高い OSS を再利用することによって、新規開発部分を最小限に抑える
ことができ、結果的に品質を向上することにもつながる。さらに、優れた OSS のソースコードは最
高の教材であり、それを真似ることによって、高品質のソフトウェアを作成するスキルの向上にも
つながる。
一方、OSS モデルカリキュラムを利用する際の留意点は以下のとおりである。
・ ツールやソフトウェアの変化への対応
アクティブな OSS には常に変化が起こっているため、OSS を教材として導入する際には、どのツ
ールやソフトウェアを学ぶべきかを確認し、現時点でもっとも適切なソフトウェアを選択する必要
がある。また、変更履歴等を参照し、必要に応じて最新のバージョンを取り込むことも重要である。
このようなダイナミックな変化こそ OSS の醍醐味でもあり、逆にいえばこうした変化を学習の中
で感じ取っていくことが OSS の学習を通じて得られる利点でもある。
・ 前提知識の補完
OSS モデルカリキュラムには含まれない知識については、前提知識として別途補う必要がある。具
体的には、図 4-1 で示した「実践的 IT を学ぶ前提知識」を、受講者の習得レベルや学習目的に応
じて、カリキュラムの中で補完していく必要がある。
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図 4-1 OSS モデルカリキュラムと IT 知識体系の関連の全体像
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4.3 OSS モデルカリキュラムを用いた教育カリキュラム構成方法
人材が最も重要な経営資源である一方で、急激に進展する技術の進展に常にキャッチアップし、また
リードしていかなければならない IT 業界の状況においては、教育を修了した技術者がすぐに現場で実
践的なシステム開発・運用業務に従事できることは、教育プログラムに求められる必須要件である。
3 章で見てきたように、
OSS モデルカリキュラムを既存 IT 教育プログラムに加えて学習することで、
演習を通じた知識の技量化、また、エンジニアとして根本的に必要な問題解決能力の向上を図ることが
できる。以下では、大学、専門学校、企業等において、OSS モデルカリキュラムを用いた実践的な IT
スキル教育カリキュラム（科目と教材）を導入することを想定して、その構成方法の例を示す。
ここで想定される教育カリキュラムとしては大きく以下の 2 つが想定される。
・ 既存の IT 教育プログラムに OSS 科目を補完的に用いて知識の技量化を図るケース
の IT 教育プログラムをもとに、OSS 科目を補完的に用いることにより、ソースコードを含めた
より実践的な学習教材を提供する。
・ OSS モデルカリキュラムをベースに、必要な IT 知識を補完することで OSS を中心とした IT 教
育カリキュラムを構成するケース
OSS モデルカリキュラムの一部または全体をもとに、必要な IT 知識を補完することにより、OSS
学習カリキュラムを構成する。
以下、各ケースについて、想定される教育カリキュラム構成手順を示す。
4.3.1 既存の IT 教育プログラムに OSS 科目を補完的に用いて知識の技量化を図るケース
このケースでは、既存の IT 教育プログラムに OSS 科目を導入することにより、より実践的な理解を
させることを目指すものである。想定される構成手順は以下のとおりである。






既存 IT 教育プログラム科目の「実践的 IT 知識体系」における位置づけを明確化する。
教育プログラムの目的に応じて、補完的に用いる OSS 科目を選択する。この際、表 2 に示した対
応関係（IT 知識体系上への OSS 科目のマッピング）から、既存プログラムと関連のある OSS 科
目の候補を見つけることができる。
選択された各 OSS 科目に対して、付録１に示した IT 知識体系との対応関係を参考にして、プログ
ラムに含めるべきシラバスを選択する。
選択されたシラバスに対応する学習ガイダンスから、習得ポイントや学習の要点の解説資料をもと
に学習教材を構成する。

4.3.2 OSS モデルカリキュラムをベースに、必要な IT 知識を補完することで OSS を中心とした IT
教育カリキュラムを構成するケース
このケースでは、OSS 知識の習得を中心に、IT 教育プログラムとして包括的な理解をさせることを
目指すものである。想定される構成手順は以下のとおりである。
 教育プログラムの目的に応じて、対象とする OSS 科目を選択する。
 OSS 科目の学習の前提として必要となる IT 知識科目を選択する。この際、表 4 に示した対応関係
（OSS 知識上への IT 知識体系科目のマッピング）から、各 OSS 科目と関連のある IT 知識体系上
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の科目を見つけることができる。
 選択された IT 知識体系科目に対して、付録 2 に示した OSS 知識との対応関係を参考にして、補完
すべき IT 知識（OSS 知識に含まれない IT 固有知識）を抽出する。
 対象となる OSS 知識のシラバスならびに学習ガイダンス資料をもとに、必要な IT 固有知識を含め
た学習教材を構成する。
4.3.3 教育プログラムの構成例
以下では例として、
「プログラミングの基礎」としての教育プログラム（既存の IT 教育プログラム）
に、OSS 科目を追加することで、より実践的なプログラミング技術を実習できるようなプログラムを構
成することを想定した例を示す。








「プログラミングの基礎」は、データ構造、アルゴリズムやプログラミングの構成要素やオブジェ
クト指向プログラミングの基本概念といった内容が含まれるものとする。これらは IT 知識体系の
「3. IT-PF プログラミング基礎」に相当する科目である。
表 2 に示した対応関係（IT 知識体系上への OSS 科目のマッピング）から、既存プログラムと関連
のある OSS 科目の候補は、13（Java に関する知識）
、14（C,C++に関する知識）
、15（Light Weight
Language に関する知識） 、17（開発ツールに関する知識）
、24（組み込みシステムに関する知識）
である。このうち、13，14、15 については実際のプログラミングを習得するための科目として、
また、実際に開発ツールを用いた演習を想定し、17 についても付加的に学ぶ OSS 科目とする。
選択された科目のうち、演習用の言語としては最も重なりの多い科目 14 で学ぶ C,C++を採用する
こととし、アルゴリズムやプログラミングの構成要素に関する（OSS に含まれない）基本知識を
既存カリキュラムで学習したのち、OSS モデルカリキュラム科目 14 にそって、C や C++、オブジ
ェクト指向の考え方やプログラミングを学ぶシラバスを構成する。また、科目 13 や 15 から、Java
や Light Weight Language におけるオブジェクト指向実装の実際を学ぶともに、科目 17 により
実際の開発ツールを用いた開発を経験させるシラバスとする。
追加された科目の教材として、科目 14 の学習ガイダンスを活用する。また、習得ポイント I-13-4
で Java におけるオブジェクト指向、習得ポイント I-15-6 で Ruby におけるオブジェクト指向の
実装方法を学び、その共通概念と実装上の相違を理解するプログラムとする。また、科目 17 の開
発ツールを用いて、より大規模なプログラミング実習を最後に実施する。
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5. OSS 応用知識として習得すべきポイント
OSS 応用知識の各科目毎に、学習を終了した時点で確実に習得していることが期待される概念または
手法（以下「習得ポイント」
）を 10 項目整理し、その内容を記す。
1. OSSの概要に関する知識 Ⅱ
2. 法務分野に関する知識 Ⅱ
3. コンピューターシステムやアーキテクチャに関する知識 Ⅱ
4.分散アーキテクチャに関する知識 Ⅱ
5. Linuxの概念や基本操作に関する知識 Ⅱ
6. Linuxのカーネルに関する知識 Ⅱ
7. Linuxのシステム管理に関する知識 Ⅱ
8. Linuxのシステムプログラミングに関する知識 Ⅱ
9. ネットワークサーバ管理に関する知識 Ⅱ
10. クラスタシステム構築に関する知識 Ⅱ
11. ネットワーク・アーキテクチャに関する知識 Ⅱ
12. ネットワーク管理に関する知識
13. Javaに関する知識 Ⅱ
14. C、C++に関する知識 Ⅱ
15. Light Weight Languageに関する知識
16. 開発フレームワークに関する知識 Ⅱ
17. 開発ツールに関する知識 Ⅱ
18. 統合開発環境に関する知識 Ⅱ
19. 暗号化に関する知識 Ⅱ
20. ネットワークセキュリティに関する知識 Ⅱ
21. OSセキュリティに関する知識
22. RDBに関する知識 Ⅱ
23. RDBシステム管理に関する知識 Ⅱ
24. 組み込みシステムに関する知識 Ⅱ
25. 組み込み開発環境に関する知識 Ⅱ
26. 組み込みアプリケーション開発に関する知識 Ⅱ
27. 組み込みシステム最適化に関する知識 Ⅱ
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Ⅱ-1. OSS の概要に関する知識Ⅱ
オープンソースソフトウェアに関連するビジネスや関連情報の入手方法を解説し、オープンソースに
よる OS、サーバ、デスクトップアプリケーション、サーバアプリケーション、仮想化ツールといった
様々なソフトウェアの導入方法を導入演習を通じて指導する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

OSSに関連するビジネスのうち、OSSそのもののパッケージ販売や、OSSを利用し
II-1-1.OSS販売(パッケージ・技術)
て技術開発・システムインテグレーションを行うビジネスのビジネスモデルを説明
ビジネス
し、それぞれの代表的なビジネス事例を紹介する。

9

OSSに関連するビジネスのうち、広く普及しているOSSのサポートや導入コンサル
ティング、技術コンサルティングを提供するビジネス、OSS技術に関する教育を提
供するビジネス、またそれらに関する資格試験を実施するビジネスの事例を紹介
し、ソフトウェア以外の対価により成立するビジネスについて解説する。

9

主なオープンソースコミュニティのポータルサイトや、OSSサポート企業、関連組
II-1-3. インターネット上のOSS関連 織、マスコミ等が提供するOSS関連情報Webサイトを紹介する。これらの情報源を
情報
うまく利用する方法や、コミュニティサイト活用方法、情報提供のコツなどについて
も触れる。

10

II-1-4. オープンソースOSの導入

オープンソースによる各種OSの特徴と導入方法、導入に際する留意点、メリット等
について解説する。例として、RedHat Enterprise Linux、Knoppix、Ubuntu、
FreeBSDなどの導入手順や違いについて理解させる。

11

II-1-5. サーバの導入1 (メール、
Web)

OSSによる代表的なサーバ製品の導入例として、メールサーバの代表例である
sendmailと、Webサーバのデファクトスタンダードとして位置付けられているApache
ウェブサーバについて、それぞれの導入手順や設定の方法を解説する。

12

II-1-2. サポート / コンサルティン
グ / 教育ビジネス

「サーバの導入1」に続き、サーバ製品の導入例を示す。OSSのデータベース管
II-1-6. サーバの導入2 (DB、運用
理システムとして名高いMySQLと、国産の運用管理ツールでOSSとして提供され
管理)
ているHinemosの導入と設定の方法について解説する。

12

II-1-7. デスクトップアプリケーショ
ンの導入1 (ブラウザ、メーラ)

OSSによる代表的なデスクトップアプリケーションの導入例として、Webブラウザで
あるMozilla Firefoxと、メーラのMozilla Thunderbirdに関する導入手順を解説す
る。また拡張機能によるカスタマイズ例を示すなど、両アプリケーションを効果的
に利用する方法も紹介する。

13

II-1-8. デスクトップアプリケーショ
ンの導入2 (オフィス、画像)

「デスクトップアプリケーションの導入1」に続き、デスクトップアプリケーションの導
入例として、オフィススイートとして十分な機能を持つOpenOffice.orgとグラフィック
ツールGIMPの導入手順を解説する。また自由に利用できるクリップアートの活用
やGIMPの特徴的な機能など、これらのアプリケーションを効果的に利用する方法
を示す。

13

II-1-9. サーバアプリケーションの
導入 (CMS、ブログ、SNS)

サーバサイドアプリケーションの導入例として、コンテンツマネジメントシステム
(CMS)であるXOOPS Cube、ブログ作成ツールであるWordPress、ソーシャルネッ
トワークサービス(SNS)のサイトを簡単に構築・運用することができるOpenPNEの導
入手順と設定方法を解説する。

14

II-1-10. 仮想化ツールの導入

そもそも仮想化ツールとは何かを簡単に概説し、代表的なオープンソースの仮想
化ツールであるXenを紹介する。Xenの導入および設定方法を示し、さらにXenで
構築した仮想的なPC環境にOSを導入することによって仮想環境を構築する手順
を説明する。

15
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Ⅱ-2. 法務分野に関する知識Ⅱ
オープンソースにまつわる知財や法務に関する知識を、リスクの詳細や対策、トラブル事例や関連す
る話題を混えて詳しく解説する。OSS を利用してビジネスを行う際に避けては通れないライセンスの伝
搬性に関する説明や具体的事例を用いて、OSS に関わる法務分野の知識を深く理解させる。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

II-2-1. ライセンスの伝搬性

GPLでは、派生物のライセンスもGPLにしなければならないとされている。これはラ
イセンスの伝搬性と呼ばれている。ここでは、そもそも伝搬性とは何か、なぜライセ
ンスの伝搬性が必要になるのか、ライセンスの伝搬性に基づくビジネス上のリスク
要因は何かといった話題に触れる。

7

II-2-2. OSS利用に関する知財面
からのリスク

OSS利用における著作権の取扱いや、特許権、商標権に関するリスク要因にはど
のようなものがあるかを説明する。具体的な問題点を指摘し、またそれらに対する
対応方法にはどのような対抗策が講じられているかを解説する。

7

II-2-3. OSS利用に関する知財面
以外でのリスク

OSS利用において、知財面以外でどのようなリスクがあるかについて説明する。具
体的には、瑕疵担保責任や製造物責任とOSS製品の関係や、知的財産権が認
められないケース、国際的紛争に関するリスクといった話題に触れ、これらのリスク
を解説する。

8

OSS関連企業やOSS関連団体が、これらの法的リスクをどのように管理している
II-2-4. OSS関連企業のリスク回避 か、またそのことによりOSS開発者やユーザをこれらのリスクからどのように保護し
策事例
ているかを解説する。The Linux Foundationによる法的リスク保護活動のように具
体的な対策事例を紹介する。

9

いくつかの法的リスクを軽減すること自体をビジネスにしている企業が存在する。
II-2-5. 法的リスクに対する新たな
具体的な事例として、ソースコードを検証してリスク対策を提供するビジネスや、
ビジネス
オープンソース保険といったこれらのリスクに対する保険サービスの例を示す。

10

OSSコミュニティがこれらの法的リスクに対してどのような対策を講じるべきかにつ
いて説明する。著作権侵害を防止する方策、特許権侵害を防止する方策といっ
た具体的な対策事例を説明するとともに、OSS開発者に対してどのような教育を
すべきかについて示す。

11

II-2-6. OSSコミュニティのリスク対
策

OSSビジネス実施企業がこれらの法的リスクに対してどのような対策を講じるべき
II-2-7. OSSビジネス実施企業のリ かについて説明する。具体的には、OSSポリシーの策定、OSSポリシーの運用体
スク対策
制構築、従業員に対する教育、法的リスクの洗い出しと認識、著作権侵害防止の
ための仕組み作りなどが必要である。

12

II-2-8. SCO問題とその後の展開

OSSの知的財産問題に関する代表的な訴訟・トラブル事例として、米国SCO社が
引き起こした騒動の経緯を示す。そもそもどのような問題が生じたのか、何が背景
としてあったのか、問題はどのようにして表面化したのか、その後の経緯はどのよ
うになったのかについて概略を説明する。

13

II-2-9. GPL違反と対策事例

OSSの知的財産問題に関するもうひとつのよくあるトラブル事例として、GPL違反
の例を取り上げる。2005年のCeBITにおいて組み込み機器ベンダ13社が指摘を
受けたという事例や、その他、頻繁に発生するGPL違反とその後の経緯を紹介、
もし問題が発生した場合にどうすべきかについて述べる。

13

II-2-10. ソフトウェア特許

OSSに限らず、ソフトウェア産業全体の問題としてとらえるべきソフトウェア特許に
ついて理解させる。そもそもソフトウェア特許とは何か説明し、米国、欧州、日本と
いったそれぞれの地域における対応状況について解説する。

14,15

26

Ⅱ-3. コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識Ⅱ
OSS が動作する基盤となるコンピュータシステムとアーキテクチャに関して、代表的なアーキテクチ
ャである Web システムや、OSS を活用したシステム基盤設計の手順や事例を紹介し、さらに将来にお
けるコンピュータシステムの発展についても説明する。
習得ポイント

説 明

OSSが動作するコンピュータシステムについて、集中システム、分散システムと
II-3-1. 様々な形態のコンピュータ いったコンピュータシステムにおける形態の違いについて解説する。さらに分散
システム
システムについては代表的な分散システムであるクライアントサーバシステムと
Webシステムについて触れる。

シラバスの対応コマ

9

II-3-2. 非機能要件とシステム構
成

コンピュータシステムを構成する非機能要件について述べる。システム構成で要
点となるクラスタ構成や、ネットワーク負荷分散、サーバ負荷分散といった負荷分
散構成、データ分散構成によるセキュリティ構成などについて説明する。

9

II-3-3. OSSによるシステムアーキ
テクチャの実現

代表的なコンピュータシステムの例として、Webサーバ、アプリケーションサーバ、
データベースサーバなどがある。これらについて、どのようなOSSを用いて構成す
ると効果的に実現できるかを、具体的な例を用いて示す。

9

Webシステムの事例を対象として、システムアーキテクチャ検討におけるOSS活用
II-3-4. Webシステムのアーキテク のポイントについて解説する。システムアーキテクチャ導入時のシナリオにおいて
チャ
検討すべき項目や、実際にOSSがどのように活用されてシステム基盤を構築する
かについて述べる。

10

Web3層アプリケーションとは何か解説し、Webアプリケーション開発の特徴や利
点について説明する。そのうえで、OSS を活用した3層アプリケーションの具体的
な構築例を示し、Web3層アプリケーション開発におけるOSSの効果的な利用方
法を解説する。

11

II-3-5. OSSによるWeb3層アプリ
ケーション

OSSを活用してシステム基盤を構築する手順を理解させる。OSSプロダクトの選定
II-3-6. OSSによるシステム基盤設
方法からシステムを構成するソフトウェアの配置、ハードウェア性能の検討、ライセ
計の手順
ンス検証、非機能要件検討といった具体的な手順を概説する。

12, 13

「OSSによるシステム基盤設計の手順」において示した手順を、具体的な事例とし
II-3-7. OSSによるシステム基盤設
て示す。ビジネスロジックの定義や非機能要件の検証方法など、実際にシステム
計事例
基盤を設計する際に重要な部分について解説する。

12, 13

OSSが動作する基盤となるハードウェアについて、サーバ、クライアントといったそ
II-3-8. OSSが動作するハードウェ
れぞれ利用環境に合わせたハードウェアの特徴を整理する。さらに、OSSを動作
ア
させるにあたって留意すべきポイントや課題についても述べる。

14

当初は一般のコンピュータがOSSの主たる適用対象であったが、現在では携帯電
話やPDA、情報家電といった組み込み分野など様々なアーキテクチャへと対象
II-3-9. コンピュータ以外への発展
範囲が拡大している。これらに関して、アプリケーション基盤の構成要素や設計の
ポイントなどについて説明する。

15

OSSと親和性の高いネットワーク技術も、OSSがその基盤を支えているインター
II-3-10. 次世代ネットワークアーキ ネットから、インターネット以外のネットワークへとOSSの適用範囲が広がってい
テクチャ
る。ここでは、ユビキタスネットワーク、センサネットワークやIPv6の動向について述
べる。

15

27

Ⅱ-4. 分散アーキテクチャに関する知識Ⅱ
そもそも分散情報システムとは何かを理解させ、
分散システムを実現するために必要となる要素技術、
その基礎となる考え方や概念を解説する。また分散アーキテクチャを構成する要素として、OSS による
アプリケーションやミドルウェアを示し、具体的な活用方法を紹介する。
習得ポイント

説 明

分散情報システムの登場した背景とその歴史、基本的な概念と、耐故障性やス
II-4-1. 分散情報システムの歴史 ケーラビリティといった分散情報システムの特徴について説明する。また計算の分
と特徴
散化、ストレージの分散化、UIの分散化、インターネットのアーキテクチャなど、
様々な分散アーキテクチャを紹介する。

シラバスの対応コマ

1

II-4-2. 名前管理と複製管理

分散システムにおける各ノードやリソースに対して名前を付けて管理する名前管
理（具体例としてURIを示す）と、分散システムにおける可用性とパフォーマンスを
向上させるために必須となる複製管理の考え方を理解させる。また関連する話題
として透過性などについても触れる。

2, 3

II-4-3. システムの故障対策と冗
長化

様々な機器、数多くのハードウェアから構成される分散システムにおいて、それぞ
れのノードが故障したとしても分散システム全体が停止しないように対策を講じる
ことの重要性を示し、そのための主要な手段として冗長性を持たせた機器構成が
採用されることを説明する。

4

インターネットのようにセキュリティが保たれていないネットワークの上に安全な通
II-4-4. 安全な通信路による分散 信路を構成し、その通信路を介して分散システムを構成することも多い。暗号化
システム
により安全な通信路を確立するための技術として、SSL/TLSの基本的な仕組みを
紹介する。

5

II-4-5. CORBAの利用

分散アプリケーションを構築する基盤的技術であるCORBAについて解説する。
遠隔呼び出しの基本的な考え方、非同期メソッド呼び出し、名前サービス、永続
オブジェクト等のCORBAが提供する機能を説明し、CORBAによるアプリケーショ
ン開発の手順を示す。

6, 7

II-4-6. Webサービスとマッシュ
アップ

ソフトウェアによるサービスの考え方と、Webサービスを構成する要素技術を説明
する。既存のWebサービスを利用したクライアントプログラムの開発について述
べ、現在、様々なサービスサイトから提供されているWebサービスAPIを組み合わ
せて新たなサービスを実現するマッシュアップという概念を解説する。

8,9,10

II-4-7. 分散トランザクション

緩やかに結合する分散システムにおいて確実なデータのやりとりを実現するため
に利用するトランザクション技術について解説する。分散トランザクションにおける
留意点を紹介し、また長時間トランザクションを実現するためのポイントについて
述べる。

11

ピアツーピア(P2P)型の分散アーキテクチャを概説し、その特徴やメリット、課題を
II-4-8. ピアツーピア型のアーキテ 理解させる。さらにファイル共有やコンテンツ配信に利用されている事例や、コ
クチャ
ミュニケーションツールとして活用されている例など、いくつかの具体的な事例を
紹介する。

12

II-4-9. モビリティの考慮

分散システムにおいては、ノートPCやPDA、携帯電話のように、ハードウェア自身
が移動するだけでなく、ソフトウェアが各ノードを移動する場合も多い。このような
移動に関する要素技術について解説する。

13

II-4-10. 大規模な分散システム

大規模な分散システムを実現する際に考慮すべき一貫性という概念を示す。一
貫性と大きな関連がある時間モデル、メモリ一貫性モデルといった考え方を説明
する。また大規模な分散システムの事例を紹介し、大規模システムの設計時に考
慮すべきポイントを示す。

14,15

28

Ⅱ-5. Linux の概念や基本操作に関する知識Ⅱ
Linux の高度な活用法として、ファイルシステムの概念と操作、データのバックアップとリストア、
シェルスクリプトによる操作、C 言語によるプログラミング、ネットワーキングといった様々な利用方
法を解説する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

II-5-1. ディレクトリ構成の実際

一時的に利用するファイルを置く/tmp、設定ファイル等が格納される/etc、ユー
ザのデータとして取り扱われるファイルを置く/home、プログラムが配置される/bin
など、UNIXやLinuxで一般的なディレクトリ構成を紹介する。

9,10

II-5-2. パーティションとマウント

ディスクのパーティショニングという概念を示し、物理パーティション、論理ディスク
(LVM)などの要素技術を紹介する。またそれぞれのパーティションをマウントして
利用する考え方を説明し、マウント/アンマウントの手順を示す。

9,10

II-5-3. ファイルシステムの構築

ファイルシステムとは何か説明し、Linuxで取り扱うことができる代表的なファイル
システムの種類を挙げる。またファイルシステムを具体的に構築するコマンドを示
し、ファイルシステム構築の手順について述べる。

9,10

バックアップの必要性、バックアップの範囲、バックアップ対象のメディア等、デー
II-5-4. データのバックアップ方法 タのバックアップに必要な知識を説明する。またデータのバックアップに利用する
ツールを紹介し、バックアップの方法と具体的な手順を示す。

11,12

データのリストアが必要になるタイミングやそれぞれのバックアップ方法に対応し
II-5-5. バックアップしたデータのリ
たリストアの手順について解説する。またデータのリストア時に留意すべきポイント
ストア
を示し、具体的なリストア方法を説明する。

11,12

II-5-6. シェルスクリプトの基本

シェルの役割を再認識し、シェル変数や環境変数といったシェルの高度な設定
方法を理解させる。またシェルスクリプトの基本的な機能を紹介する。具体的に
は、変数の扱いや基本的な制御構造について解説する。

13,14

Linuxシステムでは様々なシェルスクリプトが活用されている。各アプリケーション
II-5-7. Linuxシステムで利用される
やサービスの起動スクリプト、設定に利用されるシェルスクリプトなど代表的なスク
シェルスクリプト
リプトを示し、実際の動作がどのように行われるかについて説明する。

13,14

Linuxで活用される多くのプログラムはC言語によって開発されている。ここではC
言語によるプログラミングの基本的な開発について触れ、OSSの代表的なCコン
パイラであるgccと、開発で必須のツールであるmakeを紹介する。

13,14

II-5-8. C言語による開発

UNIXやLinuxで標準的に利用されるネットワーク技術であるTCP/IPの基本につ
II-5-9. TCP/IPネットワークの基本 いて説明する。IPアドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定、ネットワー
クアドレス、ブロードキャストアドレスなど基本的な項目を解説する。

15

「TCP/IPネットワークの基本」で紹介した様々な基本的項目について、Linuxシス
テムにおける設定手順や設定に関連するファイル、ディレクトリ等を説明する。ま
た適切に設定されたかどうかを確認するための手順と確認に必要なツールの使
い方について解説する。

15

II-5-10. ネットワークの制御と管理

29

Ⅱ-6. Linux カーネルに関する知識Ⅱ
Linux オペレーティングシステムの中核をなすカーネルの動作について、
メモリ管理、
プロセス管理、
といった基本動作の詳細と、カーネルによるファイルシステムやネットワークの取り扱いについて、具
体的な動作原理を説明する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

II-6-1. アドレス空間

Linuxカーネルが取り扱うアドレス空間として、プロセス空間とカーネル空間という
概念があること、物理的なメモリ領域に対するアドレス空間と仮想的なアドレス空
間が存在し、それらは適宜マッピングされて管理されることの基本的な原理を解
説する。

6

II-6-2. アドレス変換(ページ管理)

物理メモリに対するアドレス空間と仮想メモリに対するアドレス空間のマッピングと
して用いられている「ページ」の概念を解説する。ページ変換テーブル、バディシ
ステムといったページ管理に用いられる基本的な技術を紹介し、ページ管理の効
果を説明する。

6,7

II-6-3. メモリの割り当て方法

メモリ管理を理解する一環として、動的なメモリ割り当て方式の原理を説明する。
動的メモリ割り当てに必要な要素技術を説明するとともにメモリ割り当てのアルゴリ
ズムを紹介し、いくつかあるアルゴリズムの得失を比較する。

7

II-6-4. プロセス空間の管理方法

プロセス空間を管理する方法の具体的な技術について説明する。スワップの概
念を示し、ページキャッシュ、ページフォルト、デマンドページングといった個々の
概念を解説する。また関連する話題として実メモリが不足してきた際に処理が必
要となるガベージコレクション等の技術についても述べる。

8

II-6-5. 仮想ファイルシステム

ファイルシステムの違いを意識することなくあらゆるファイルシステムへ一元的にア
クセスできるようにするための仮想ファイルシステムについて解説する。仮想ファイ
ルシステムの概念と特徴を説明し、実際に操作がどのように行われるかについて
示す。

9

II-6-6. カーネルによるファイル操
作

ファイルシステムに対する一般的な操作を説明する。ファイルのオープンとクロー
ズ、データの読み書きなど基本的な操作から、ディスクへの書き出しがどのように
行われるか、同期がとられるタイミングといったカーネルの内部動作についても解
説する。

10

II-6-7. 特別なファイル

ブロックデバイスやパイプ、procファイルシステムのような疑似ファイルシステムな
ど、Linuxカーネルからファイルシステムインタフェースによりアクセスすることがで
きる特別なファイルを説明し、その意義とメリットについて触れる。

11

II-6-8. プロトコルスタック

OSIの参照モデルについて説明し、TCP/IPとの対応関係を示す。また、Linuxの
ソケットインタフェースからどのようにネットワークが取り扱われるか、Linuxカーネ
ルとネットワークのインタフェースについての説明を加える。

12

II-6-9. IPネットワークの基本

IPネットワークの基本的な概念と、IPネットワークで利用される基本的な要素技術
について解説する。IPパケットの構成やルーティングの概念、送受信がどのように
行われるかといった基本的な技術について説明する。

13

II-6-10. UDPとTCP

インターネットで広く利用されているUDPによる通信方式と、信頼性を高めたTCP
による通信方式について説明する。またとくにTCPに関しては通信手順の詳細を
示し、さらにフロー制御や輻輳制御など高度な通信制御技術も示す。

14,15

30

Ⅱ-7. Linux のシステム管理に関する知識Ⅱ
Linux のシステム管理に関する手順のうち、やや高度なサービスの設定に関する手順を解説する。サ
ーバとして利用する際の基本的な設定と、DHCP、FTP、ファイル共有など様々なサービスについて具
体的な設定方法を示し、運用のノウハウを紹介する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

II-7-1. ルーティングの設定

ルーティングの概念を簡単に示したうえで、Linuxにおけるネットワークルーティン
グの設定方法を説明する。ルーティングの設定手順を示し、さらにそのルーティン
グ設定が正しく動作しているかどうかの検証方法についても述べる。

9

II-7-2. DHCP環境の構築

ネットワークの環境を動的に設定するためのプロトコルであるDHCPの仕組みにつ
いて解説する。さらにLinuxにおけるDHCPの利用方法と、DHCPサーバの設定方
法およびDHCPサーバの運用管理方法についても説明する。

10

II-7-3. FTPサーバの設定

FTPの概要を説明し、FTPサーバへのアクセスとサーバの動作について解説す
る。さらにLinuxで動作する代表的なFTPサーバを紹介する。FTPサーバのインス
トールと設定、運用管理の手順について解説する。

11

II-7-4. ファイル共有

ネットワーク上におけるファイル共有の考え方について述べる。ファイル共有には
様々な方法があることを示し、それぞれのファイル共有手法の特徴と歴史、代表
的なサーバ、利用例などを紹介する。

12,13

II-7-5. NFSの設定と運用

UNIXで利用されてきた代表的なファイル共有の手法であるNFSについて解説す
る。NFSとは何か、LinuxサーバにおけるNFSの設定手順、 NFSクライアントの設定
といった具体的な設定方法を説明し、NFSの運用管理に必要なノウハウについて
も触れる。

12

II-7-6. Sambaの設定と運用

LinuxとWindowsでデータを共有するためのSambaについて説明する。Sambaとは
何か、Sambaのインストール方法、Sambaサーバの設定方法、Sambaクライアントの
利用法など、Sambaの導入から運用に至るまでに必要な知識を紹介する。

13

II-7-7. Linuxサーバの運用手順

Linuxサーバの起動・停止から日常的な管理項目まで、Linuxサーバの運用に関
する手順を説明する。とくにユーザの管理やディスク使用量の管理など、日常的
に気を配る必要がある項目に焦点をあてて運用管理のノウハウを紹介する。

14

日常の運用管理に必要となるログの取り扱いや、ログを用いたトラブルシューティ
II-7-8. 日常運用におけるトラブル
ング方法を紹介する。またパッケージ管理システムを利用したアプリケーションの
シューティング
導入など、日常運用で求められがちな作業手順についても説明する。

14

II-7-9. ネットワークのトラブル
シューティング

ネットワークサービスの制御コマンドやネットワーク管理診断コマンド、ネットワーク
プリンタの設定やファイル共有に関する診断コマンドなど、ネットワークのトラブル
シューティングに必要な知識について説明する。

15

II-7-10. ありがちなトラブルとその
対策

Linuxサーバの運用を行う際に、サーバ自体の運用管理およびネットワークの設
定や環境設定に関して、ありがちなトラブル事例を紹介し、その対策について解
説する。

14,15
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Ⅱ-8. Linux のシステムプログラミングに関する知識Ⅱ
Linux においてシステムが提供するリソースを活用してプログラムを実行するシステムプログラミン
グのうち、スレッドプログラミングやプロセス間通信、デバイスファイルの利用、セマフォや共有メモ
リ、メッセージキューの利用など、比較的高度な話題について解説する。
シラバスの対応コマ

習得ポイント

説 明

II-8-1. 複数ソースプログラムのビ
ルド

多くのソフトウェアでは、ひとつのソースコードで全てのコードが記述されるわけで
はない。ソースコードを分割することのメリットについて説明し、複数のソースコー
ドからアプリケーションをビルドするためのツールであるmakeの概念と利用方法に
ついて解説する。

8

複数ファイルから構成されるプログラムを多人数で開発する環境においては、
ソースコードをまとめて管理する必要がある。ソースコード管理の考え方を示し、
II-8-2. ソースコード管理と差分情
ソースコード管理ツールの代表的なツールであるRCSやSubversionなどを紹介す
報
る。またこれらのツールにおける基本的な概念である差分管理と、差分情報を取
り扱うツールについて説明する。

8

II-8-3. デバッグの基本

C言語プログラミングにおけるデバッグの方法を概説する。デバッグプリントの挿
入、デバッグ情報の埋め込み方に始まり、デバッガの利用方法、デバッグに利用
するシンボル情報を有効にするコンパイル、ブレークポイントやステップ実行と
いったデバッグの基本的な作業について説明する。

9

II-8-4. プロセスの生成と管理

プロセスの概念を簡単に説明し、forkシステムコールによって新たにプロセスを生
成する方法、プロセス管理情報を得る方法、procファイルシステムを利用したプロ
セス情報の取得など、プロセスの生成と管理を行うプログラミング手法を紹介す
る。

10

II-8-5. スレッドプログラミング

複数プロセスの利用よりも軽量な並列プログラムを実現するスレッドプログラミング
について解説する。プロセスとスレッドの違いについて述べ、pthreadライブラリを
利用してスレッドプログラミングを実現する方法を説明する。

10

II-8-6. シグナルの利用

シグナルを利用して非同期プログラミングを実現する方法を説明する。シグナル
の種類やシグナルの取り扱い方法、タイマー割り込みプログラムの作成方法、プ
ログラムの強制停止とシグナルハンドラ等の概念について述べる。

11

プロセス間通信を実現する手法のひとつとして、パイプを利用した通信手順を紹
II-8-7. パイプによるプロセス間通 介する。パイプの作成と入出力制御、名前付きパイプの利用方法などについて、
信
関連する関数を利用してプロセス間通信を実現するための具体的な手順を説明
する。

12

キーボード、ディスプレイ、プリンタ、ディスクといった全てのデバイスをファイルと
II-8-8. デバイスファイルの扱い方 して一元的に取り扱う考え方を説明する。また、入出力先を変更するリダイレクト
について述べ、デバイスファイルを簡単に利用する方法を紹介する。

13

プロセス間通信で必要な手段であるセマフォ、共有メモリ、メッセージキューにつ
いてそれぞれの概念を理解させる。セマフォを利用した排他制御、共有メモリを
利用したプロセス間のデータ転送、メッセージキューを利用したプロセス間通信の
具体的な方法を解説する。

14

ネットワークを超えた通信を可能とするソケットの概念を解説する。さらにソケットを
II-8-10. ソケットによるネットワーク 用いたネットワーク通信の具体的な手順を示し、サーバプログラムの簡単な動作
通信
やホストバイトオーダとネットワークバイトオーダの違いといった関連する話題につ
いても触れる。

15

II-8-9. セマフォ、共有メモリ、メッ
セージキューの利用

32

Ⅱ-9. ネットワークサーバ管理に関する知識Ⅱ
OSS が動作するネットワークサーバについて、比較的高度なサーバについて紹介する。さらにサーバ
運用管理の概要と具体的な手順、ログの管理やセキュリティ対策など実際のサーバ運用に求められる知
識を解説する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

リクエストに応じてサービスを割り振るために用意されたスーパーサーバの仕組み
II-9-1. スーパーサーバの仕組みと について概説する。さらにスーパーサーバの構築例として、xinetdの導入と設定
構築・設定方法
の手順を示す。telnetやftpによる接続を例として、スーパーサーバの具体的な動
作について述べる。

6

Linuxで動作するプロキシサーバであるsquidを導入、構築し、設定を行う手順を
II-9-2. プロキシサーバの仕組みと
解説する。プロキシサーバ運用のメリットを示し、プロキシサーバが実際に動作す
構築・設定方法
る状況について解説する。

7

実際のネットワークで様々に利用されているネットワークサーバを解説する。イン
II-9-3. その他の様々なネットワー ターネット向けにはNTPサーバとニュースサーバ、イントラネット向けにはLDAP
クサーバ
サーバ、NISサーバ、NFSサーバ、Netatlkサーバ、プリントサーバといった各種
サーバの機能を説明する。

8

ネットワークサーバにおけるルーティングとフィルタリングの処理を理解させる。
II-9-4. ルーティングとパケットフィ
ルーティングにおいては静的なルーティングの設定を示し、フィルタリングにおい
ルタリング
てはパケットフィルタリングの概念とNetfilterやiptablesにおける設定方法を示す。

9

II-9-5. インターネット接続の設定
方法

インターネットにサービスを提供するために必要な知識、行うべき作業と設定方法
を解説する。ドメインとIPアドレスの取得、インターネットに接続するための設定、
信頼性とセキュリティを確保するための運用管理方法などについて説明する。

10

II-9-6. サーバ運用管理の目的と
内容

ネットワークサーバを運用管理する作業の内容と、管理対象とする項目、運用管
理自体の重要性などについて述べる。運用管理業務の目的としてシステムや
サービスの品質を維持することとそのために構成管理、ログ管理、セキュリティ管
理、障害管理等の様々な管理が必要であることを示す。

11

II-9-7. サーバにおけるログ管理

ネットワークサーバの管理業務を構成する重要な作業であるログ管理について解
説する。syslogの導入と管理の説明に加え、logwatch、logrotate、swatchといった
様々なログ管理ツールの導入と設定方法を説明する。

12

II-9-8. セキュリティ対策と運用方
法

Linuxサーバを運用する上で必須であるセキュリティ確保について説明する。そも
そもセキュリティとは何か、セキュリティの定義について触れ、サーバ運用におい
てサーバをセキュアに保つための設定方法や診断ツールなどを紹介する。

13

Linuxサーバが提供する各種のサービスについてセキュリティを確保するための
II-9-9. サービスセキュリティの仕組
仕組みを解説する。Linuxサーバにおける具体的な構築事例として、tcp_wrappers
みと設定方法
の機能や設定方法、xinetdによるアクセス制御など具体的な手順を示す。

14

セキュリティを強化したOSであるセキュアOSについて、その必要性や特性、セ
キュアOSが満たすべき要件は何かなど、セキュアOSの特徴を解説する。セキュア
OSの具体例としてTrusted Solaris、SELinux、LIDSを紹介する。

15

II-9-10. セキュアOSの特徴
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Ⅱ-10. クラスタシステム構築に関する知識Ⅱ
HPC (High Performance Computing)クラスタにおけるプログラミングに利用できる、HPF、
OpenMP、MPI といった技術について解説する。さらに PC クラスタの構築方法や PC クラスタを管理
するための SCore、その他のユーテリティも紹介する。
習得ポイント

説 明

II-10-1. HPF (High Performance
Fortran)の基礎

並列プログラミングを可能にするHPF (High Performance Fortran)を説明する。
データを並列化するデータマッピング、処理を並列化する計算マッピングの概念
を示し、簡単なHPFプログラミングについて解説する。

並列プログラミング向けのライブラリであるOpenMPの概要とその利用方法を解説
II-10-2. OpenMPによる並列プログ
する。並列実行領域の確保、ワークシェアリング、データ環境、同期構文、実行時
ラミング
間数など各種のAPIを紹介し、簡単なサンプルによる具体的な利用法を示す。

II-10-3. MPIの基礎

HPCクラスタにおける並列プログラミングで一般的に利用される技術であるMPI
(Message Passing Interface)の概要とプログラミングモデル、基本機能の概要と、
MPIの先端的な特徴について解説する。

MPIを用いた具体的な並列プログラミングの例を示す。並列プログラミングにおけ
II-10-4. MPIによる並列プログラミ
るMPIを介した通信方法やプログラムの記述方法について述べるとともに、MPIラ
ング
イブラリの作成方法やMPIプログラムのコンパイルと実行方法について説明する。

シラバスの対応コマ

8

8

9,10,11

9,10,11

並列プログラミングを行う際の基本的な検討事項であるプログラムの並列化手法
について説明する。計算部分や入出力における並列化のパターンや、ループを
並列プログラムに分割する方法など、どのような部分が並列化できるかを解説す
る。

9,10,11

並列プログラミングの様々な応用例を示す。応用例として、ブロック分割を利用し
II-10-6. 並列プログラミングの応用
た差分法、有限要素法の並列化、LU分解、ICCG法、マルチフロンタル法、SOR
例
法、モンテカル法、個別要素法/分子動力学法といった分野への適用を示す。

9,10,11

II-10-5. プログラムの並列化手法

II-10-7. PCクラスタの構築方法

一般的なPCクラスタとして代表的なシステムであるBeowulf型のPCクラスタを解説
する。同クラスタを構成する方法を示し、各種の設定手順と並列プログラムのコン
パイルおよび実行例を示す。またベンチマークの方法も紹介する。

12

II-10-8. SCoreの導入

国産のHPCクラスタ専用ミドルウェアSCoreの概要と特徴を紹介し、SCoreのアー
キテクチャ、構成方法、インストール手順と利用方法について説明する。

13

バッチ処理システム、システム監視ツール、並列処理ライブラリ、並列プロファイ
II-10-9. HPCクラスタ向けユーティ ラ、並列プログラム向けデバッガ、並列プログラム開発環境、並列プログラムのベ
リティの利用
ンチマークソフトウェアなど、HPCクラスタで効果的に活用できる各種のユーティリ
ティソフトウェアの機能と特徴を説明する。

14

グリッドコンピューティングの概念と各種のグリッドコンピューティングについて説
明する。また米国、英国、欧州、日本におけるグリッドコンピューティングに関連す
る様々なプロジェクトを紹介する。

15

II-10-10. グリッドコンピューティン
グ
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Ⅱ-11. ネットワークアーキテクチャに関する知識Ⅱ
TCP/IP プロトコルで通信するネットワークにおける具体的なサービスの実現方法、仕組みや特徴に
ついて解説する。また各種ツールを利用した通信状況の診断方法や、ネットワークの発展形、将来の姿
についても説明する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

実際のTCP/IP通信におけるデータのやりとりを、プロトコルアナライザを利用して
II-11-1. プロトコルアナライザの利 確認する方法を説明する。そもそもプロトコルアナライザとは何か、プロトコルアナ
用
ライザはどのような原理で動作するかなど、プロトコルアナライザを用いた通信解
析の基本について解説する。

11

tcpdumpやEtherrealなど、Linuxで利用できるプロトコルアナライザの具体例を紹
II-11-2. プロトコルアナライザを利 介する。これらのツールを活用したプロトコル解析の手順を示し、実際の通信解
用した通信解析の具体例
析の具体例を紹介する。またSSLの解析方法や、プロトコルアナライザ利用時の
留意点を示す。

11

II-11-3. パケットキャプチャによる
動作の分析

パケットキャプチャツールを用いて通信の動作を分析する方法を説明する。具体
的な通信例として、ARP、IP、TCP、RIP、OSPFなど基本的な通信プロトコルの動
作確認手順と典型的な応答例、ツールが返すメッセージの解釈といった項目に
ついて解説する。

11

II-11-4. WWWを支える通信

World Wide Web (WWW)の歴史と概念を説明し、WWWを構成するプロトコルの
階層構造やクライアント／サーバのアプリケーションを紹介する。さらにURLやURI
などリソースを特定する方法について述べ、WWWの根底にあるハイパーリンクの
概念を説明する。

12

II-11-5. HTTPの動作と構成

WWWにおける通信手段の基礎を為すHTTP (HyperText Transport Protocol)に
ついてその原理と操作の概念について解説する。クライアントの動作とサーバの
動作を適宜説明し、HTTPメッセージの構造やステータスの種類について説明す
る。

12

II-11-6. HTTPの高度な通信

通常HTTPはリクエスト-レスポンス型の単一な通信を実現するが、Cookieを利用
するとセッションを保持することができる。このような複雑な通信の手順や、Range
を使った部分的GETやRefererの活用など、HTTPの高度な使い方についても解
説する。

12

II-11-7. FTPの仕組みと利用方法

ファイル転送のプロトコルであるFTP (File Transfer Protocol)について、データ転
送、ファイル転送といったその基本的な動作の仕組みについて説明する。また
FTPのコマンドにはどのようなものがあるか、FTPの利用手順を示し、FTPを活用
するための操作方法を理解させる。

13

リモートログインのためのプロトコルであるTelnetについて、その基本的な動作の
II-11-8. Telnetの仕組みと利用方
仕組みについて説明する。またTelnetのコマンドにはどのようなものがあるか、
法
Telnetの利用手順を示し、Telnetを活用するための操作方法を理解させる。

14

II-11-9. IPv6とNGN

新しい通信アーキテクチャとして、IP通信の改良版であるIPv6が注目されている。
ここでは、IPv6の特徴、仕組みについて概説する。また同じく新しい情報通信の
ネットワークとしてNGNがある。NGNについてもその構造や特徴について解説す
る。

15

II-11-10. インターネット以外の通
信アーキテクチャ

コンピュータネットワークの通信アーキテクチャは、インターネットからそれ以外の
ネットワークへと活用フィールドが広がっている。ここではその将来像も見据えて、
ユビキタス通信、携帯電話による通信網、アドホックネットワーク、センサネットワー
クなど新しい分野のネットワークアーキテクチャを紹介する。

15

35

Ⅱ-12. ネットワーク管理に関する知識Ⅱ
ネットワークの運用管理に関して、実際の作業に必要な知識のうち比較的高度な知識について説明す
る。ネットワーク運用設計やネットワーク運用管理、品質管理や障害管理について、実際の作業手順や
ツールの利用方法、トラブルシューティングに関する知識など実務的なノウハウを解説する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

II-12-1. MRTGの仕組みと導入

ネットワークの運用管理に欠かせないツールであるMRTG (Multi Router Traffic
Grapher)を用いて、ネットワーク運用管理の基本を説明する。MRTGとは何か、
MRTGでできることを紹介し、MRTGの導入と設定方法、MRTGを利用したネット
ワーク運用管理のコツなどについて述べる。

9

II-12-2. 様々なOSSの運用管理
ツール

ネットワークの運用管理ツールとして最近では様々なOSSによる実装が提案され
ている。ここではネットワーク運用管理に利用できるオープンソースのツールとし
て、OpenNMS、Hinemos、ZABBIX、Nagios、Hobitなどを紹介し、その特徴や使い
方を説明する。

-

ネットワーク運用設計の全体像を示し、その目的や内容、設計時の留意点などに
II-12-3. ネットワーク運用設計の概 ついて解説する。実際の運用要件を整理し、運用管理手順を設計、運用設計時
要
に留意するポイントと信頼性、耐障害性、過負荷対策、運用性といった運用設計
の要点を説明する。

10

ネットワーク運用仕様設計として運用要件の整理と実際の仕様作成手順を紹介
II-12-4. ネットワーク運用設計の作
する。またネットワーク運用計画の具体的な立案手順を示し、体制の決定から運
業手順
用の標準化まで、運用計画の実施に関して注意すべき事項について述べる。

11

ネットワーク運用管理における実際的なテクニックを紹介する。様々な管理手順
II-12-5. ネットワーク運用管理で利
において実際に利用できるツールを紹介し、各ツールの導入と設定方法、利用
用できるツール
手順、ツールの動作概要や特徴などについて解説する。

12

II-12-6. 様々なWANの運用管理

光回線、インターネットアクセス回線、IP-VPN、ATM回線など、様々な形態の
WANサービスに対する運用管理方法を解説する。それぞれのネットワークが持つ
特徴を示し、それぞれ固有の運用管理方法と留意すべきポイントを紹介する。

13

II-12-7. WANの品質管理

WANサービスの運用管理として、日常監視の方法や複数のネットワーク事業者に
わたる体制の管理、サービス提供と障害予防の考え方、障害発生時の切り分け
方など、WANの品質を維持するための管理方法に関するトピックを紹介する。

13

ネットワーク運用管理において最も重要な課題である障害管理について、日常の
II-12-8. ネットワーク障害管理の作
監視方法、未然予防や再発防止といった障害予防に対する考え方、障害発生時
業手順
の切り分け方法など、具体的な作業手順を解説する。

14

ネットワーク障害管理における様々なトラブルに関して、ハードウェアとソフトウェ
II-12-9. ネットワーク障害管理のト アの切り分け、設定の問題やバックボーンの問題の見分け方、プリンタなど端末
ラブルシューティング
機器の問題解決、様々なネットワーク構成に関するトラブルシューティングなど、
具体的なトラブルシューティング方法を紹介する。

II-12-10. ネットワーク機器の管理

ネットワーク機器の管理方法として、ネットワーク機器が起こす障害の検知、ソフト
ウェアでの監視方法やログの読み方など実際の手順を説明する。またルータのト
ラブル診断やスイッチのトラブル診断方法など、具体的なトラブル診断方法につ
いても述べる。
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12,14,15

15

Ⅱ-13. Java に関する知識Ⅱ
Java 言語がしばしば利用される Web アプリケーション開発を題材として、
Java プログラミングの応
用知識を解説する。EJB によるアプリケーションロジックの実装、JSP によるプレゼンテーションの実
装、JDBC によるデータベースの操作方法など、Java を使用した Web アプリケーション開発の骨子を
説明する。
習得ポイント

II-13-1. オブジェクト指向分析

説 明
オブジェクト指向システム分析とは何か説明し、オブジェクト指向システム開発作
業の特徴、構成要素、オブジェクト指向開発で利用できるツールなどを紹介す
る。またJavaのフレームワークでどのように利用されているか、Javaアプリケーショ
ンにおけるオブジェクト指向の効果的な適用例について解説する。

シラバスの対応コマ

13

Java言語により処理を行うWebサーバ、Webアプリケーションの実装方法について
II-13-2. Javaを用いたWebサーバ 説明する。代表的なアーキテクチャであるServletを紹介し、構築ツールやプラット
の実装
フォーム、構築上のポイントなど具体的なシステム設計手法について述べる。また
データベースの処理や構築についても触れる。

10

Javaを用いたWebアプリケーションの設計について、機能分析・MVCモデルへの
II-13-3. Javaアプリケーション設計
分割といった業務設計のフローやプレゼンテーション・ビジネスロジック・データ
の手順
ベースに分割する3層アーキテクチャなど基本的な考え方を解説する。

11

Javaアプリケーション開発の具体的な作業手順について、プレゼンテーション内
II-13-4. Javaアプリケーション開発
容の設計方法、ビジネスロジックの設計方法、データベースの設計方法など各層
の作業手順
における設計作業の手順とノウハウについて説明する。

11

JSP (Java Server Pages)の基本と歴史、特徴について示し、JSPを利用したプレゼ
ンテーションの実装について解説する。またJSPと関連する技術や対抗技術、そ
の他、様々なプレゼンテーションの実現方法を紹介する。

12

II-13-5. JSPによるプレゼンテー
ションの実装

EJB (Enterprise Java Beans)を活用したアプリケーション開発の概要を説明する。
II-13-6. EJBによるアプリケーション
EJBコンテナの仕組みやトランザクション処理の手順など、実際のプログラミング事
開発の基本
例を示しつつ具体的な手法について解説する。

9

3層アーキテクチャにおけるビジネスロジック部分の実装について解説する。具体
II-13-7. EJBによるビジネスロジック
的な例としてEJBによる実装やプログラミング例を示す。またEJB開発に利用できる
の実装
各種の開発環境など、ビジネスロジック開発の効果的手法についても説明する。

12

JDBC (Java DataBase Connectivity)の基本と歴史、特徴について示し、JDBCを
II-13-8. JDBCによるデータベース 利用したデータベースの操作方法について解説する。JDBCによるデータベース
の操作
操作の具体的な方法やプログラミング例を示し、データベース操作の基本手順を
紹介する。

12

II-13-9. デザインパターン

デザインパターンの基本的な考え方や歴史、特徴、デザインパターンの意義につ
いて解説する。さらにデザインパターンの効果的な使い方や代表的なパターンの
いくつかを紹介し、Javaのフレームワークで利用されているデザインパターンの適
用例を示す。

14

II-13-10. Javaアプリケーションの
チューニング

Webアプリケーションにおけるパフォーマンス向上の基礎を解説する。パフォーマ
ンスチューニングを行う際の戦略やプロファイリングの手法、JVM自体のパラメー
タチューニング方法など、パフォーマンス向上策に関するポイントを紹介する。

15
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Ⅱ-14. C、C++に関する知識Ⅱ
C言語を拡張してオブジェクト指向の概念を取り入れたプログラミング言語であるC++の基本的な知
識を解説する。C++プログラムの構造、型、演算子や標準的なプログラム記述方法、ライブラリを利用
したプログラミングなどについて説明する。
習得ポイント

説 明

II-14-1. C++言語の歴史と特徴、
開発事例と開発手順

C++の歴史や特徴、C++による開発事例を解説する。また、C++によるプログラム
を開発する手順として、エディタによるプログラム作成からコンパイル、プログラム
実行までの流れを説明、簡単なC++プログラム作成例を紹介する。

シラバスの対応コマ

10

C++プログラム構成の概要を説明し、とくにC++言語と比較した際の相違点や新た
II-14-2. C++プログラムの構成、C
に導入された特徴について解説する。オブジェクト指向とは何かを解説し、C++で
との相違点
導入されているオブジェクト指向の特徴について述べる。

10

C++プログラムの基本的な記述方法やプログラム構成を説明し、変数、データ型、
II-14-3. 基本的なC++プログラムの
メモリ管理、関数、標準ライブラリ、例外処理など、とくにC言語から拡張された部
記述方法
分を中心としてC++プログラミングに必要な基本的要素について解説する。

11

C++プログラミングの前提となるオブジェクト指向の概念について解説する。デー
タ自身だけでなくデータの処理方法まで含めてオブジェクトに全てが属するという
根本的な考え方と、各種の用語、型による抽象的なデータ操作などについて説
明する。

12

C++によるオブジェクト指向プログラミングの実現方法について解説する。C++に
II-14-5. C++言語によるオブジェク
おけるクラスの定義方法、コンストラクタ、デストラクタ、クラスの継承、オーバーライ
ト指向プログラミング
ド、オーバロード、多重継承などについて説明する。

12

コンテナ、イテレータ、アルゴリズムのライブラリ化といった概念を説明し、C++によ
るその実装であるSTL (Standard Template Library)を紹介する。またSTLによるプ
ログラミング例を挙げ、STLの具体的な使い方を解説する。

13

GUIアプリケーションを開発するために用意されたウィジェットライブラリである
II-14-7. GTK+によるGUIプログラミ GTK+を紹介する。GTK+の導入方法、基本的な構造、特徴について述べ、GTK+
ング
で使われるシグナルとコールバックの概念を説明する。また簡単なサンプルプロ
グラムによりGTK+の使い方を示す。

14

GUIアプリケーションを開発するために用意されたもうひとつの著名なウィジェット
II-14-8. QtによるGUIプログラミン ライブラリであるQtを紹介する。Qtの導入方法、基本的な構造、特徴について述
グ
べ、Qtで使われるシグナルとスロットの概念を説明する。また簡単なサンプルプロ
グラムによりQtの使い方を示す。

14

そもそもライブラリとは何かを説明し、ライブラリの活用例としてデータベースライブ
II-14-9. ライブラリの利用例1 (DB ラリの利用方法を紹介する。ライブラリを介してデータベースを操作する方法、
ライブラリ)
データの出し入れを行うためのサンプルプログラムを示し、データベースライブラ
リの使い方を解説する。

15

もうひとつのライブラリ利用例として、コマンドラインオプションを解析するライブラリ
II-14-10. ライブラリの利用例2 (オ の使い方を紹介する。コマンドラインオプションとは何か、どのようなスタイルがあ
プション解析ライブラリ)
るかを説明し、コマンドラインオプション解析ライブラリを用いてプログラムからコマ
ンドラインオプションを解析するやり方を説明する。

15

II-14-4. オブジェクト指向の概念

II-14-6. Standard Template
Library
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Ⅱ-15. Light Weight Language に関する知識Ⅱ
Light Weight Language によるシステム構築の応用例として Ruby によるアプリケーション構築フレ
ームワークである Ruby on Rails (RoR)を取り上げる。RoR の基本的な仕組みを解説し、RoR を利用し
たデータベースアプリケーション開発やアプリケーションのカスタマイズ、開発方法などについて解説
する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

RubyによるWebアプリケーション開発フレームワークであるRuby on Rails (RoR)の
II-15-1. Ruby on Rails (RoR)の仕 基本的な概念、構成、仕組みについて解説し、導入と設定方法、簡単な使い方
組み
を紹介する。またコードの自動生成や開発方法を述べ、RoRを利用したアプリ
ケーション開発の第一歩に関して説明する。

11

RoRを用いたWebアプリケーション開発を行う際に基本となるMVCアーキテクチャ
II-15-2. RoRにおけるMVCアーキ
について触れ、RoRではMVCアーキテクチャがどのように実現されるか、その構
テクチャ
成要素を解説する。

11

RoRを用いたWebアプリケーション開発ではどのようにデータベースとの連携が行
II-15-3. Railsにおけるデータベー われるかを解説する。RoRにおけるデータベース連携のコンポーネントである
ス連携
ActiveRecordの概要と構成について説明し、データベース操作に必要な各種の
設定について述べる。

12

データベースアプリケーションの開発方法を、RoRでどのように実現するかについ
て具体的な操作手順を交えて説明する。テーブルの定義、テーブル操作、トラン
ザクション処理といったそれぞれの手順がRoRでどう実現されるかを解説する。

12

RoRによるWebアプリケーション開発の概要と作業の流れを解説する。RoRを利用
II-15-5. RoRを利用したWebアプリ
して開発したWebアプリケーションの構成要素を説明し、データベースの設定方
ケーション開発
法やWebサーバの起動、インタラクションの確認方法などについて解説する。

13

ルーティングやページ遷移、表示部分のカスタマイズ、RHTMLの利用、リダイレク
II-15-6. Webアプリケーション開発 ト処理など、RoRによるWebアプリケーションをカスタマイズする典型的な手法を紹
のカスタマイズ
介する。また、他のOSSによるWebアプリケーションについてカスタマイズの事例を
紹介する。

13,15

II-15-4. RoRを利用したデータ
ベースアプリケーション開発

II-15-7. RoRの機能拡張

RoRの機能を拡張するプラグインについて解説する。プラグインとは何か、プラグ
インの導入と利用方法について述べ、既存のプラグインとしてどのようなものがあ
るか、どのようにプラグインを利用すると効果的かといった話題について述べる。
さらにサンプルプログラムでプラグインの利用例を示す。

14

II-15-8. RoRのプラグイン開発

RoRの機能を拡張するプラグインを新たに開発する方法を説明する。ジェネレー
タの実行や機能の実装と実行といったプラグイン作成手順の流れを示し、作成し
たプラグインをテストする手法を示す。また新たに作成したプラグインを利用する
サンプルプログラムを示し実際の利用手順を説明する。

14

典型的なWebアプリケーションであるコンテンツ管理システム（Content
II-15-9. RoR応用アプリケーション Management System; CMS）について説明し、CMSのRubyによる実装例として
の利用
RubricksやRadiantなどのアプリケーションを紹介する。RubricksやRadiantの構成
と特徴について述べ、さらに各アプリケーションの導入と設定方法を解説する。

15

Rubricksは様々なコンポーネントで拡張、カスタマイズすることができる。各種コン
ポーネントの種類と導入方法を示し、Ruburicksを使いやすいようにカスタマイズ
する手順について説明する。

15

II-15-10. Rubricksのカスタマイズ
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Ⅱ-16. 開発フレームワークに関する知識Ⅱ
実際の開発フレームワークについてその構成と特徴を解説し、それらの開発フレームワークを利用す
る方法と、OR マッピングや DIxAOP コンテナなど、開発フレームワークで利用される基本的な概念に
ついて説明する。
習得ポイント

説 明

Light Weight Languageによる開発フレームワーク例として、RubyのRuby on Rails
(RoR)やPHPでWebアプリケーションフレームワークとして用意されているEthna、
II-16-1. Light Weight Languageに
PerlのWebフレームワークCatalystなどがある。これらの基本的な構成と特徴、
よるフレームワーク
Light Weight Languageによる開発フレームワークを利用したアプリケーション開発
について説明する。

シラバスの対応コマ

7

II-16-2. Strutsを利用した開発

JavaによるWebアプリケーションフレームワークであるStrutsの基本的な構成と特
徴、Strutsを利用したアプリケーション開発について説明する。ユーザからのリク
エストを処理部に渡すコントローラサーブレット、JavaBeansプロパティの設定機
能、国際化支援などStrutsの様々な機能を解説する。

8

II-16-3. MyFacesを利用した開発

Webアプリケーションのユーザインタフェースを作成するためのフレームワークで
あるJava Server Faces (JSF)を紹介し、オープンソースのJSF実装であるMyFaces
の基本的な構成と特徴、MyFacesを利用したアプリケーション開発の具体例につ
いて説明する。

9

Webアプリケーション開発において、Webデザイナの作業とプログラマの作業を分
II-16-4. Tapestryを利用した開発 離し、並行して開発を進めることを実現するためのフレームワークであるTapestry
の基本的な仕組みと基本的な構成、特徴について解説する。

14

II-16-5. ORマッピングの仕組み

オブジェクト指向アプリケーションのデータとして取り扱うオブジェクトと、リレーショ
ナルデータベースに格納されるレコードとの対応を取るための仕組みであるOR
マッピングについて、基本的な考え方と処理の流れ、使い方などについて解説す
る。

10

II-16-6. ORマッピングツール
(Hibernate)

SQLを意識せずに利用することができるORマッピングツールであるHibernateの概
要について述べる。Hibernateの基本的な構成と特徴、マッピングの仕様、
Hibernateを利用したデータベースの操作方法などについて説明する。

10

II-16-7.ORマッピングツール(
iBATIS)

SQL文をマッピングファイルに記述して利用する形式のORマッピングツールであ
るiBATISの概要について述べる。iBATISの基本的な構成と特徴、マッピングの仕
様、iBATISを利用したデータベースの操作方法などについて説明する。

10

II-16-8. DIxAOPコンテナの仕組
み

Dependency Injection (DI)とAspect Oriented Programming (AOP)の考え方を整
理し、新しいWebアプリケーションの基盤を成すDIxAOPコンテナの仕組みと基本
的な構成、特徴について解説する。また個々の実装例の概要を紹介する。

11

DIxAOPコンテナ実装のひとつであるSpring Framework (Springフレームワーク)の
II-16-9. DIxAOPコンテナ(Springフ 基本的な仕組みと基本的な構成、特徴について解説する。またStrutsやJSF、
レームワーク)
iBATIS、Hibernateなど他のフレームワークとの連携や開発ツールなど、実際の利
用に有効なトピックを紹介する。

12

DIxAOPコンテナ実装のひとつであるSeasar2の基本的な仕組みと基本的な構
成、特徴について解説する。またStrutsやJSF、Hibernateなど他のフレームワーク
との連携や開発ツールなど、実際の利用に有効なトピックを紹介する。

13

II-16-10. DIxAOPコンテナ
(Seaser2)
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Ⅱ-17. 開発ツールに関する知識Ⅱ
ソフトウェア開発で利用できる様々な開発ツールについて、統合開発環境やその他のソフトウェア開
発支援ツール、ライブラリ化支援、ドキュメント作成支援など、使い方を理解していると役に立つツー
ルの活用方法を解説する。
習得ポイント

II-17-1. オープンソースの開発
ツール

説 明
オープンソースソフトウェアとして利用できる分析・設計ツール、プログラミング支
援ツール、ビルド・開発リソース管理ツール、カバレージテスト支援ツール、単体
テスト・ツール分析設計ツール、プロジェクト管理ツールといった各種ツールの概
念と使い方について解説する。

シラバスの対応コマ

8

UMLモデリングツールのJude、規約に則ってコーディングされているかを検査す
II-17-2. Javaに対する様々なツー るCheckstyle、文法チェッカJlint、プロジェクト管理ツールMaven、カバレッジ計測
ルの利用
ツールjcoverage、バグ発見ツールFindBugs、単体テスト支援ツールJUnitといった
Javaソフトウェア開発で効果的に利用できるツールを解説する。

8

ソフトウェア開発を効率化する統合開発環境の利用について、統合開発環境とは
何か、統合開発環境の特徴と利用の手順、統合開発環境が提供する機能など
を、プロジェクト管理、バージョン管理、GUI作成、チーム開発支援といった具体
的な例を用いて解説する。

9

ActiveBasic、Eclipse、WideStudioなど、オープンソースソフトウェアとして利用でき
II-17-4. オープンソースの統合開
る統合開発環境を紹介する。各ツールの構成や機能、ライセンス、導入・設定方
発環境
法などそれぞれの利点や特徴について解説する。

10

ソフトウェアのビルドを自動化するautotoolsや移植性を高めるconfigureスクリプト、
コンパイル手順を自動化してビルドするmakeなど、C/C++によるソフトウェア開発
に対する基本的なツールの動作や特徴について解説する。

11

C/C++プログラムの移植性を高め、ビルド環境の設定や環境依存のマクロ定義調
II-17-6. ソフトウェア開発を効率化 整を自動化するツールであるautoconfやautomakeの概要と動作、利用方法につ
するツール
いて解説する。また各ツールが移植性を高めるために利用しているマクロの仕組
みについても述べる。

11

とくに環境依存の強いソフトウェアライブラリ作成を支援するツールであるlibtoolを
II-17-7. ライブラリ化支援や依存情
解説する。またライブラリ利用時に使用し依存情報解決を簡単にするツールであ
報解決のためのツール
るpkg-configについてその位置付けと設定方法を説明する。

12

II-17-8. ドキュメント作成支援と
パッケージング

ソフトウェア開発に欠かせないドキュメント作成支援ツールやオンラインマニュア
ルの位置付けと、その実装例であるgroff、texinfo、DocBookなどについて解説す
る。また現在ソフトウェアパッケージの配布形態として主流になっているRPMなど
のパッケージ管理ツールを紹介する。

12

II-17-9. 開発ツールの選択方法

ソフトウェア開発ツールを効果的に導入するための評価方法について、評価の観
点と必要性を説明する。導入および保守費用、習得期間、前提条件、デバッグ効
率、生産性、他ツールとの互換性といった評価項目とその内容について解説す
る。

13

II-17-10. Eclipseを用いたソフト
ウェア開発の手順

統合開発環境を用いたソフトウェア開発における実際的な手順の説明として、
Eclipseを題材としてその導入と設定方法、モデリングツールの利用、プロジェクト
の作成、コードの記述、ビルドとデバッグといった一連の作業手順を示す。

14

II-17-3. 統合開発環境の利用

II-17-5. ソフトウェア開発の基本
ツール
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Ⅱ-18. 統合開発環境に関する知識Ⅱ
ソフトウェア開発を効率的に進めるために用意されている統合開発環境について、Java
Development Tools、Web Tools Platform、NetBeans IDE、WideStudio といった様々な統合開発環境
の具体例を用いて詳細に説明する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

II-18-1. Java Development Tools
(JDT)の概要

統合開発環境Eclipseに用意されるJava Development Tools (JDT)を用いたJava
プログラミング環境の機能について解説する。またそれぞれの機能の特徴やJDT
を用いたJavaプログラミングで留意すべきポイントを説明する。

12

II-18-2. JDTの基本操作

Javaパースペクティブ、Javaエディタを用いたコーディング、Javaビルダによるコン
パイル、エクスポート、タスク管理、スクラップブックの利用など、JDTを用いたJava
プログラミングの基本操作について解説する。

12

II-18-3. Web Tools Platform
(WTP)の概要

統合開発環境Eclipseに用意されるWeb Tools Platform (WTP)を用いたWebアプ
リケーション開発環境の機能について解説する。またそれぞれの機能の特徴や
WTPを用いたWebアプリケーション開発で留意すべきポイントを説明する。

13

II-18-4. WTPの導入と設定 ※

WTPの入手先や導入方法、WTPを利用する際に必要な設定を説明する。その
他、WTPが提供する各種ツールの目的、特徴やそれぞれの位置付けなど、WTP
の導入に際し前提として必要となる知識について解説する。

13

II-18-5. WTPを用いたWebアプリ
ケーション開発

Webコンテナの設定、動的Webプロジェクト設定、各種コンポーネントの作成、
WTPを利用したテストとデバッグなど、WTPを用いたWebアプリケーション開発に
必要な基本操作について解説する。

13

NetBeans IDEを用いたWebアプリケーション開発環境の機能について解説する。
II-18-6. NetBeans IDEによるWeb
またそれぞれの機能の特徴やNetBeans IDEを用いたWebアプリケーション開発
アプリケーション開発
で留意すべきポイントを説明する。

14

Webモジュールの作成、JSPコーディング、Servletの作成、実行パターンの設定、
II-18-7. NetBeansを用いた開発の JUnitを用いたテストの実施、WebアプリケーションフレームワークStrutsの利用な
手順
ど、NetBeansを用いたWebアプリケーション開発に必要な基本操作について解説
する。

14

WideStudioの提供する標準ライブラリや、WideStudioを用いたアプリケーション開
発環境の機能について解説する。またそれぞれの機能の特徴やWideStudioを用
いたアプリケーション開発で留意すべきポイントを説明する。

15

インスタンスの操作、データの受け渡し方法、派生クラスの生成、追加ライブラリの
II-18-9. WideStudioを用いた開発
利用、オンラインストア機能を用いたデータのシリアライズなど、WideStudioによる
の手順
アプリケーション開発に必要な基本操作について解説する。

15

WideStudio/MWT (Multiplatform Widget Toolkit)の大きな特徴であるマルチプ
II-18-10. WideStudioによるマルチ
ラットフォーム対応機能について解説する。WideStudioにおけるマルチプラット
プラットフォーム開発
フォーム対応の考え方と、実際の対応例を紹介する。

15

II-18-8. WideStudioによるアプリ
ケーション開発
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Ⅱ-19. 暗号化に関する知識Ⅱ
セキュリティ確保に必須の技術である暗号化や電子認証の仕組みについて解説する。VPN の設定方
法や Public Key Infrastructure (PKI)による電子認証基盤の確立、Certification Authority (CA)の位置
付けなど、セキュリティ確保のための様々な技術を解説する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

II-19-1. IPsecによるVPN通信

VPNとは何か、IPsecの機能や仕組みについて説明し、IPsecを利用したVPNの構
築に関する手順や機能を解説する。また暗号化鍵の指定やAuthentication
Header (AH)とEncapsulating Security Payload (ESP)といった二つのプロトコルの
違いなど、IPsecによるVPNの実現に必要な項目について説明する。

12

II-19-2. IPsecの設定方法

動作モードの設定やSecurity Association (SA)の設定など、IPsecの具体的な設
定について解説する。さらに、IPsecにより通信路が実際に暗号化されている状態
を確認する方法についても説明する。

12

暗号化を運用するための基盤を提供するPublic Key Infrastructure (PKI)の目的
II-19-3. PKIの役割、仕組みと重要
や仕組み、役割、適用分野などを解説する。PKIを適用する分野や実際の運用
性
状況、代表的なPKIの種類や特徴に関しても言及する。

13

II-19-4. CA局の仕組みとその機能

電子証明書に電子署名(Digital Signature)を行う第三者機関であるCertification
Authority (CA)局の役割や目的を説明し、CA局の仕組みやCA局が提供する機
能、CA局を構成するソフトウェア、CA局による暗号化の手順などについて解説す
る。

13

II-19-5. CA局の運用

CA局の運用環境やCA局の運用に必要な事項について解説する。また電子証明
書の発行許可を与えるRegistration Authority (RA局、登録局)や、電子署名の有
効性を確認するValidation Authority (VA局、検証局)、実際に電子証明書の発
行を行うIssuing Authority (IA局、発行局)といった違いを説明する。

13

II-19-6. BtoC型の認証構造

BtoC型の認証構造を構築し、PKIの仕組みを検証する。CA局を構築するソフト
ウェアによりCA局を作成し、サーバに対するサーバ証明書とクライアントに対する
クライアント証明書発行の動作や仕組みについて解説する。

14

II-19-7. BtoB型の認証構造

BtoB型の認証構造を構築し、PKIの仕組みを検証する。具体的な手順として、相
互認証する相手認証局に対して相互認証証明書を相互に発行することで、サー
バ間の相互認証を行う仕組みについて解説する。

14

電子証明書を利用する際に必要となる情報の収集方法や、発行した電子証明書
II-19-8. 電子証明書の管理と発行
の配送方法、電子証明書の活用方法など、電子証明書の発行とその管理に関す
※
る様々な項目について説明する。

14

II-19-9. ユビキタスネットワークの
暗号化

オープンソースソフトウェアの新しい活用基盤である近傍無線技術やユビキタス
ネットワーク等の新しいネットワーク環境における暗号化の位置付けや意義、実装
の仕様、課題、役割、必然性、メリットやデメリットについて説明する。

15

II-19-10. IPv6における暗号化

オープンソースソフトウェアのもうひとつの新しい活用基盤であるIPv6、その新しい
ネットワーク環境における暗号化の位置付けや意義、実装の仕様、課題、役割、
必然性、メリットやデメリットについて説明する。

15
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Ⅱ-20. ネットワークセキュリティに関する知識Ⅱ
ネットワークにおけるセキュリティのリスクとそれらに対する対策手法の具体的な方法として、パケ
ットフィルタリングや侵入検知システムの利用、DeMilitarized Zone の構築といった各種の対策方法に
ついて解説する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

Netfilterやiptablesなどのソフトウェアを利用したパケットフィルタリングによりセキュ
II-20-1. パケットフィルタリングによ リティを確保する方法について解説する。また、xinetdのフィルタリング設計や、実
るセキュリティ確保
際のtelnetサーバでフィルタリングをどのように設定するかといった具体的な手法
を説明する。

9

ネットワーク脆弱性調査の必要性、目的と意義について説明する。また、脆弱性
II-20-2. ネットワークの脆弱性調査 調査に利用できるツールを紹介し、脆弱性調査の実施体制や評価結果をネット
ワーク設計に反映させる方法について解説する。

10

ネットワークサーバの中でも主流のWebシステムに関して、その脆弱性評価の方
法とリスク、対処方法を説明する。ApacheやOpenSSLといった個別の実装に関す
る脆弱性に加え、パラメータ操作による攻撃やOSコマンド/SQLインジェクションと
いった攻撃に対する対策、Webアプリケーションを監査するツールについて述べ
る。

10

ネットワークセキュリティに対する要件として、モバイルアクセスや移動端末など新
II-20-4. ネットワークセキュリティの
たに考慮すべき要素を説明する。さらに検疫ネットワークやハニーポットといった
新たな要件
新しいセキュリティ対策の実装について解説する。

11

ネットワークサーバへの不正アクセスを検知する侵入検知システム、Intrusion
II-20-5. 侵入検知システム(IDS)の Detection System (IDS)の原理、機能と効果、侵入検知を行う必要性について解
仕組み
説する。またIDSが持つ課題として検知ポリシーの問題点やIDSを意識した攻撃へ
の対策について説明する。

12

代表的なIDSであるsnortやtripwireを例としてその導入や設定方法について説明
する。またネットワークIDSとサーバIDSといった概念の違いを説明する。さらに検
知ルールやアクションの設定と行った実際の運用方法について言及する。

13

IDSを用いたネットワーク監視の作業手順として、セキュリティリスクの検討、セキュ
II-20-7. IDSによるネットワーク監視
リティポリシーの検討、ネットワーク構成への反映、IDSが受信した不正アクセスの
の作業手順
ブラックリスト化といった具体的な作業手順を説明する。

13

サーバのセキュリティ要件、クライアントのセキュリティ要件、ネットワークセキュリ
II-20-8. ネットワークセキュリティ要
ティ要件といったそれぞれのケースに関して、実際のケースを想定し、具体的な
件の分析
セキュリティの問題と対応策をまとめる。

14

インターネットとLANの間にファイアウォールを設けてセキュリティを確保すると共
II-20-9. DeMilitarized Zone (DMZ) に、外向きのサービスを集中的に配置して管理するDeMilitarized Zone (DMZ)の
の設計方法
設計と構築する。DMZに配置したサーバを適切に運用するためのフィルタリング
ルールの設定について解説する。

14

モバイルコンピューティングの活用について論じ、そのリスクについて解説する。リ
II-20-10. モバイル環境のセキュリ
モートアクセスのリスク、不正アクセスの問題と対処方法、認証サーバの利用やワ
ティ
ンタイムパスワードの仕組みと利用方法などを説明する。

15

II-20-3. Webシステムの脆弱性

II-20-6. IDSの導入と設定方法
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Ⅱ-21. OS セキュリティに関する知識Ⅱ
OSのセキュリティを確保するために必要な機能や対策方法を、
Linuxサーバを題材として解説する。
電子メールのセキュリティ対策として個別の MTA ソフトウェア設定を説明し、Web サーバのセキュリ
ティ対策としてサーバ設定や CGI スクリプトでセキュリティを保つ方法を説明する。さらに FTP サー
バの設定や進入検知について解説する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

電子メールを配送するMail Transfer Agent (MTA)サーバの運用時に実施すべき
II-21-1. 電子メールのセキュリティ
セキュリティ対策について解説する。SMTPを取り扱う際のセキュリティ要件を示
対策
し、迷惑メール対策やその他のセキュリティ対策手法を紹介する。

9

代表的なMTAソフトウェアであるSendmailとPostfixのセキュリティ項目を解説する。
Sendmailの長所短所を示し、Sendmailの入手と導入、設定の手順を示す。さらに
セキュリティを確保したSendmailの運用方法を示す。同様にPostfixの導入と設定、
運用方法を示す。

9

II-21-2. SendmailとPostfixの設定
におけるセキュリティ項目

Webサーバのセキュリティ対策について概説する。Webの抱えるセキュリティに関
II-21-3. Webサーバのセキュリティ する問題と対策を示し、各種報告される脆弱性情報に対してどのようなタイミング
対策
で対策を講じるべきか、またWebサーバのセキュリティ対策に関する原則につい
て解説する。

10

代表的なWebサーバのソフトウェアであるApacheウェブサーバのセキュリティ項目
II-21-4. Apacheの設定におけるセ
を解説する。Apacheの入手と導入、Apacheが利用するファイルの構成、設定の手
キュリティ項目
順を示す。さらにセキュリティを確保したApacheの運用・設定方法を示す。

10

II-21-5. CGIスクリプトにおけるセ
キュリティ対策

サーバにおける動的コンテンツを実現するServer-Side Includes (SSI)やCommon
Gateway Interface (CGI)の仕組みを簡単に説明し、ファイルの取り扱いやデータ
ベースへのアクセスなど、CGIスクリプトの取り扱いで留意すべきセキュリティ対策
の項目について解説する。

10,11

認証機能、アクセスコントロール、セッション管理とクッキーの利用、ファイルアップ
II-21-6. Webサーバのセキュリティ ロードの設定など、Webサーバが持つ機能でセキュリティ管理に関係する機能に
機能
ついて説明する。またSOAPやWebサービスといった新しい形態でセキュリティを
どう保つか、攻撃の検知と回避をどうするかといった話題も言及する。

11

ファイル転送サービス(FTPサービス）の提供で設定すべきセキュリティ要件につ
II-21-7. FTPサーバのセキュリティ いて解説する。FTPセキュリティの原則を論じ、匿名FTP利用時の留意事項や、
対策
FTP over SSL/TLS (FTPS)、Secure FTP (SFTP)やSecure Copy (SCP)などFTP
以外のファイル共有方法の検討について説明する。

12

パーミッションの設定方法や、FTPでファイル書き込みを防止する方法、
II-21-8. FTPサーバの設定におけ
welcome.msgの利用やアクセス制御、ftp.usersやftp.hostsといった各種の設定方
るセキュリティ項目
法について解説し、FTPサーバをセキュアに保つ具体的な手順を説明する。

12

システムログを管理するsyslogの仕組みや機能、導入と運営管理の方法について
II-21-9. Linuxにおけるシステムロ
解説する。またloggerを使ったシステムログのテストや、swatchを用いたログ管理
グ管理の実際
の自動化方法、これらツールの導入と設定方法などについて説明する。

13

サーバに対する侵入検知の必要性と、侵入検知ツールの仕組みや方法を解説
する。具体的にはホスト型進入検知ツールのTripwireと、ネットワーク型進入検知
ツールのSnortについて、それらの導入方法と設定方法、これらのツールを使った
進入検知手順などを紹介する。

14

II-21-10. 侵入検知の仕組みと運
用方法
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Ⅱ-22. RDB に関する知識Ⅱ
関係データベース(RDB)に関して、
インデックスの取り扱いや SQL によるデータベースの操作など、
実際の活用に際して必須の知識について解説する。
またオープンソースRDBMSの紹介や企業DB設計、
DB アプリケーションの例など、RDB に関する応用的な知識を紹介する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

データベース検索の高速化に必須の技術であるインデックスの概念について解
説する。探索のアルゴリズムなどインデックスの原理について説明し、インデックス
の物理的な構造や性能、リカバリ特性など、インデックスに関する基本的な考え方
を示す。

9

バイナリツリー(B木）、索引構成表、ビットマップ・インデックス、逆キー・インデック
II-22-2. インデックスの種類と特徴 ス、ハッシュ・クラスタ（ハッシュ・インデックス）など、様々なインデックスの種類を紹
介し、それぞれの特徴と利点・欠点について解説する。

9

関係データベースを実装する際に必要なデータベースの物理構造について説明
する。データベース物理設計の目的や、物理設計時に留意すべきトレードオフ、
データとインデックス、ログをどのように配置するか、データベース記憶領域の確
保など、物理設計に必要な具体的な手順を示す。

10

II-22-1. インデックスの概念

II-22-3. データベースの物理設計

関係データベースをアクセスするための基本的な技術であるStructured Query
II-22-4. リレーショナルデータベー
Language (SQL)の構造、原理、動作仕様、種類、特徴などについて解説する。ま
スとSQL
たSQLの標準化といった関連情報も紹介する。

11

SQLを用いて表を作成する手順を示す。データ型の指定やNULLの取り扱い、主
キーと外部キーの指定方法といった表の作成に関する基本的な項目を具体的に
説明する。

11, 12

SQLを用いたデータの検索、問合せ処理の手順を示す。検索の基本となる
II-22-6. SQLを用いた問い合わせ
SELECT文について説明し、式や数値、文字列、日付といったデータの処理や、
処理
WHERE句による演算、集合関数などについて解説する。

11, 12

外部結合や自己結合、副問合せといった表の結合(ジョイン）に関するSQLによる
II-22-7. 表の結合、複雑な処理、
操作方法や、SQLを用いた複雑な検索・照会の方法、テーブルの更新、削除な
テーブルの更新
ど、SQLによる様々なテーブル操作について説明する。

11, 12

PostgreSQL、Firebird、MySQLといった代表的なオープンソースRDBMSについ
II-22-8. オープンソースRDBMSの て、開発の歴史や主たる機能、特徴やライセンスなどについて解説する。さらに
種類と特徴
商用RDBMSとの比較やオープンソースRDBMSを利用する理由についても説明
する。

13

II-22-9. RDBを用いた企業DB設
計の例

業務分析としてエンティティを洗い出しER図を作成したのち、スキーマとインデク
スの設計、分散データベースの設計という企業基幹データベースの設計手順を
示す。また物理設計として性能設計や処理効率化検討といった項目についても
解説する。

14

II-22-10. RDBを用いたDBアプリ
ケーションの例

テーブルの作成とデータのロードといった具体的な手順を示し、さらに検索結果
の表示やビューの設定といった業務帳票や画面設計の手順、パフォーマンスの
検討など、実際のDBアプリケーション開発に必要な項目を解説する。

15

II-22-5. SQLによる表の作成
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Ⅱ-23. RDB システム管理に関する知識Ⅱ
関係データベースの運用管理機能と管理方法について、最適化やチューニング、トラブルシューティ
ング方法といった応用知識を説明する。また実際の DB アプリケーション構築手順やインデックス導入
による検索高速化、日本語処理環境の諸問題、ツールによる操作やバックアップとリカバリなど、具体
的な管理手順を解説する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

データベースの構築からアプリケーションの実装までの手順をMySQLを用いて具
体的に説明する。MySQLのインストールから初期設定までを示し、テーブルの設
II-23-1. データベースの環境構築
計やデータの投入といった具体的な手順を示すことによってアプリケーション構
築の事例を提示する。

9

データベースを運用管理するための統計情報取得について解説する。取得すべ
き情報として、実行計画の情報、データベースのステータス情報、運用中の資源
利用状況に関する情報、同時接続数やアプリケーションサーバとの連携における
トラフィック情報などを挙げる。

7

II-23-2. 統計情報の取得

利用環境に対するチューニングの一環として、クライアント側での最適化手法を
II-23-3. クライアント側での最適化 説明する。具体的には、SQL文のチューニング方法、ストアドプロシージャの利
用、ビューを用いた最適化などの方法を解説する。

6,8

II-23-4. サーバ側での最適化

利用環境に対するチューニングのうち、サーバ側での最適化手法を説明する。ス
キーマ設計における最適化や、インデックスの利用、サーバのパラメータチューニ
ングなどサーバ側で対処すべきチューニング方法の具体例を解説する。

6,10

II-23-5. 障害解析方法と対策

データベースのトラブルシューティングについて、各種の対処方法を紹介する。
エラーログの解析方法やログからのデータベースの復旧可能性判定、故障発生
時のリストア、ロールフォワードなど、具体的な対策手順を説明する。

7,12

II-23-6. 運用管理の実際

オンラインバックアップやリカバリなど、データベースを止めずに運用管理処理を
行う現実的な手法について解説する。またテーブルメンテナンスやリアサイメント
といったシステムの運用効率を保ち障害を未然に防ぐための作業も紹介する。

14

II-23-7. レプリケーションによる信
頼性改善

レプリケーションの考え方や仕組み、レプリケーションを設定する方法について説
明する。また関連情報として分散データベースにおけるテーブル位置と結合仕様
の決定手順、分散データベースにおけるストアドプロシージャやトリガの利用方法
も説明する。

13

データベースに障害が発生した際にバックアップシステムへ切り替える時間や、ト
II-23-8. 運用時の制約条件と高可 ラブル時にバックアップを取る時間など、実際の運用において考慮すべき制約条
用性運用
件について解説する。また信頼性を高めたシステムによる高可用性運用につい
て述べる。

7

GUIツールを利用したデータベースの操作方法について説明する。MySQLを題
材に用いて説明し、モデリングツール「MySQL Workbench」や管理ツール
「MySQL Administrator」、「PhpMyAdmin」などを用いたデータベース操作の手順
を示す。

13

II-23-9. 各種ツールによるデータ
ベース操作

実際のアプリケーション構築やマイグレーションで陥りがちなトラブル対策につい
II-23-10. 陥りがちなトラブル対策 て説明する。日本語処理特有の問題として、日本語キャラクタの取り扱いや固有
の問題、BLOBの取り扱い方法など、関連する問題点と対策について解説する。
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Ⅱ-24. 組み込みシステムに関する知識Ⅱ
組み込みシステムの開発について、その開発手順や開発プロジェクト管理、体制などについて解説す
る。また組み込みシステム自体のアーキテクチャや組み込みシステムを取り巻くネットワーク環境の特
徴やソフトウェア/ハードウェア要件などについて解説する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

組み込みシステムの開発について、システム全体の開発工程やハードウェア、ソ
II-24-1. 組み込みシステムの開発 フトウェア開発の考え方、開発ライフサイクルや開発プロセスの概要、管理方法な
技術
ど、システム開発の基本的な考え方や主要な開発技法、特徴や留意点を解説す
る。

9

組み込みシステム開発工程の各ステップで利用できる各種の技法を説明し、ハー
II-24-2. 組み込みシステム開発手
ドウェア構成図、ソフトウェア構成図、制御データフロー図やコントロールフロー図
順と関連文書
など、それぞれの手順で生成される成果物の概要と位置付けを解説する。

9

制御対象やシステム資源をオブジェクトとして表現して設計するオブジェクト指向
II-24-3. オブジェクト指向分析によ 分析を、組み込み開発へ適用する方法について説明する。状態遷移図による分
る組み込みシステム開発
析や入出力の関係を表現する方法、リアルタイム性や事象応答精度の表現など
オブジェクト指向によるモデリングを解説する。

10

ハードウェアやソフトウェア個別の品質特性や開発における品質維持など組み込
II-24-4. 組み込みシステム開発に みシステムの品質管理や、特許・ライセンス・機密情報などの管理、開発したシス
おける各種の管理
テムの変更管理など、組み込みシステム開発で必要となる各種の管理について説
明する。

11

組み込みシステム開発プロジェクトにおけるプロジェクトマネジメントに必要な各種
II-24-5. 組み込みシステム開発プ のマネジメント、スケジュールマネジメント、リソースマネジメント、要求マネジメント、
ロジェクトの体制
コミュニケーションマネジメント、について解説を行うと共に、組み込みシステム開
発プロジェクトをマネジメントする鍵を提示する。

11

PC/AT互換機や情報家電、携帯電話、センサシステムなど代表的な組み込みシ
II-24-6. 組み込みシステムのアー ステムのハードウェアを紹介する。またこれらのシステムにおいて動作するソフト
キテクチャ
ウェア構成の代表例を示し、それぞれの特徴や開発に必要な項目について説明
する。

12

シリアル通信、赤外線インタフェース、IEEE802.15などの低速デバイスや、
II-24-7. 組み込みシステムにおけ
IEEE1394、イーサネット、USB2.0などの高速デバイスによる通信インタフェースの
るネットワークのハードウェア要件
ハードウェアについて、その概要や特徴、利用方法、留意点を解説する。

13

組み込みシステムで利用できる各種の通信デバイスに関して、ソフトウェアからの
II-24-8. 組み込みシステムにおけ
利用方法を説明する。また通信するデータや通信対象、通信手段の選択方法
るネットワークのソフトウェア
や、組み込みシステムで利用できる通信ミドルウェアについて解説する。

13

携帯電話、PDAのプラットフォームや情報家電など、今後発展が期待される組み
II-24-9. 組み込みコンピュータを取
込みシステム応用分野の概要や将来展望、それらの現状と発展の動向など、組
り巻く今後の環境
み込みシステムを取り巻く様々な環境の変化について解説する。

15

II-24-10. インターネット以外の組
み込みコンピュータネットワーク

携帯電話による通信や、赤外線通信、ユビキタスネットワークなど、組み込みシス
テムで利用できるインターネット以外のネットワークアーキテクチャについて解説す
る。さらに組み込みシステムにおけるIPv6の利用動向についても述べる。
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15

Ⅱ-25. 組み込み開発環境に関する知識Ⅱ
組み込みシステムの開発手法と組み込みシステムを開発するための開発環境について、典型的な開発
環境や実際の利用例を解説する。組み込みアプリケーション開発のポイントを示し、クロス開発環境、
GNU 開発環境、組み込み Linux といった具体的な開発環境を紹介する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

組み込みアプリケーション開発の事例として、キャッシュとROM化の取り扱い、マ
II-25-1. 組み込みアプリケーション イコン周辺機能、周辺I/O制御プログラミング、DRAM制御プログラミングといった
開発事例
具体的な事例を示し、またそれぞれについての仕様や開発環境、開発の実際に
ついて解説する。

9

スタートアップルーチンの実装や例外処理、安全化設計、ROM化において気を
II-25-2. 組み込みアプリケーション
つけるべき点、低消費電力モード、Watch Dog Timer (WDT)の利用など、組み込
開発における留意点
みアプリケーション開発において留意すべき様々な事項を紹介する。

9

組み込みアプリケーションを開発するためのクロス開発環境についてその全体像
と構成、特徴、必要性等を説明する。さらにクロス開発ツールの種類として半導体
ベンダが提供するもの、サードパーティが提供するもの、Free Software
Foundationの提供によるGNU開発環境などがあることを挙げ、それぞれを簡単に
紹介する。

10

クロス開発環境を利用した組み込みアプリケーションの開発について、開発環境
II-25-4. クロス開発環境を利用した の選択方法や開発環境の構築、クロス開発環境を活用した実際のアプリケーショ
組み込みシステム開発
ン開発手順等を解説する。さらに複数のターゲットを対象としたクロス開発やライ
センスの取り扱いなど、関連する事項についても触れる。

10

GNU開発環境の全体像と構成、特徴、必要性について説明する。またGNU開発
環境を用いた開発の手順や、それ以外の開発環境との比較、GNU開発環境を利
用した際におけるライセンスの取り扱いやサポート等、関連するトピックについても
触れる。

11

GCCやGDBといった基本的なツールに加え、as (アセンブラ)、ld (リンカ)、nm (シ
II-25-6. GNU開発環境を構成する ンボルテーブルの表示)、objdumpやobjcopyといったオブジェクトファイルを操作
ツール群
するツール、オブジェクトファイルからシンボルを削除するstripなど、binutils (バイ
ナリユーティリティ)に含まれる各種のツールを説明する。

11

GNU開発環境による組み込みアプリケーション開発の手順について、その特徴と
II-25-7. GNU開発環境を用いたア 役割を概説する。またGNU開発環境の入手方法、環境構築の方法、GDBスタブ
プリケーション開発
のROM書き込み、アプリケーションのコーディングとビルドおよびデバッグといった
具体的な手順の内容を説明する。

12

組み込みLinuxを用いた開発環境について説明する。その全体像と構成、組み
II-25-8. 組み込みLinuxの開発環
込みLinux開発環境を利用する必要性を解説する。またARM、PXA、SHなど、
境
CPUの系列別に組み込みLinuxベンダの対応状況を紹介する。

13

購入や保守にかかる費用、操作性の善し悪し、操作方法の習得にかかる期間、
前提とする知識、ターゲットシステムのハードウェアとの適合性、他ツールとの接
続性や互換性等、組み込みアプリケーション開発環境を評価する項目と評価方
法について説明する。

14

組み込み開発環境において、プログラムをデバッグする手順を解説する。割り込
II-25-10. 組み込み開発環境にお
み処理のデバッグ方法や、メモリ保護エラー、表示装置以上、タイマーの不具
けるデバッグの実際
合、通信データ異常など、様々なエラーに関する対処方法を説明する。

15

II-25-3. クロス開発環境の種類と
特徴

II-25-5. GNU開発環境の利用方
法

II-25-9. 組み込み開発環境の評
価
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Ⅱ-26. 組み込みアプリケーション開発に関する知識Ⅱ
組み込みシステムで動作するアプリケーション開発について、デバイスドライバの基本、ファイル入
出力といった入出力資源管理に加え、J2ME を利用した組み込み Java によるアプリケーション開発や
その他の組み込みアプリケーション実装例を解説する。
習得ポイント

説 明

シラバスの対応コマ

組み込みアプリケーションにおける入出力設計の基礎を成すデバイスドライバの
II-26-1. デバイスドライバの基本機
基本機能について解説する。デバイスドライバの基本的な構成と動作の概要を示
能
し、プログラムとのインタフェースや割り込みの取り扱いなどを説明する。

9

ファイルシステムの概要と、リエントラント性やデバイス独立性などファイルシステ
II-26-2. ファイル入出力プログラム ムに求められる要件を説明する。さらに実際のファイルアクセスに関する動作の詳
の構成
細を示し、組み込みアプリケーションからファイルを利用する操作手順の概要に
ついて述べる。

9

組み込み向けのJava開発環境であるJava 2 Micro Edition (J2ME)の歴史、概要と
II-26-3. J2MEを利用したJavaによ
構成について解説する。またJ2MEを用いた組み込みアプリケーション開発の事
る組み込み開発
例を紹介し、その効果を示す。

10

Connected Limited Device Configuration (CLDC)、Connected Device
Configration (CDC)といったJ2MEのコンフィギュレーションや、Mobile Information
Device Profile (MIDP)やFoundation Profile (FP)などのJ2MEプロファイルについ
て説明する。

10

組み込みJavaアプリケーションを動作させるVirtual Machine (VM)の様々な実装
II-26-5. 組み込みJavaの様々な実
について説明する。その例として、KVM、Waba、セキュアVMといった現在組み込
行環境
み環境で利用できるVMのいくつかを紹介する。

11

組み込みアプリケーションにおける高信頼性を確保する手段として、フォールトア
II-26-6. 組み込みアプリケーション
ヴォイダンス、フォールトトレランスなどの考え方や高信頼化のために利用される
における高信頼化実装
様々な工夫を紹介する。

12

高信頼化を実現するための手段として典型的に利用される誤り検出と誤り回復の
実現方法を説明する。パリティチェックや誤り検出符号の利用などの検出技術と、
バックワードエラーリカバリ、チェックポイント、ジャーナルといった誤り回復のため
の技術について解説する。

12

組み込みアプリケーションの実装事例を紹介する。実際の事例として自動車に組
II-26-8. 組み込みアプリケーション
み込まれたアプリケーションの例、携帯電話のアプリケーション例、産業用ロボット
の実装事例
の動作制御、カーナビゲーションシステムなどを挙げる。

13

ロボットを制御するアプリケーションを題材に、仕様の検討、前提条件調査、ソフト
II-26-9. 組み込みアプリケーション
ウェアの配置方法、ハードウェア構成の分析、機能設計と制御設計、タイミング
の設計手順
チャートによる検証など、組み込みアプリケーションの設計手順を解説する。

14

特定の組み込みアプリケーションの設計を前提として、実際の組み込みプログラミ
II-26-10. 組み込みアプリケーショ
ング手順や検証方法、仕様の充足性確認と性能評価方法など、組み込みアプリ
ンの実装手順
ケーションの実装手順を説明する。

15

II-26-4. J2MEの様々なコンフィ
ギュレーション

II-26-7. 誤り検出と誤り回復の実
現方法
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Ⅱ-27. 組み込みシステム最適化に関する知識Ⅱ
組み込みシステムの最適化に必要な技術である性能評価の詳細や、限られた資源でシステムを実現す
るなかで求められる各種のトレードオフ、システムの全体最適化を考慮したハードウェア/ソフトウェア
の組み合わせ方など、組み込みシステム最適化の具体的な手法について解説する。
習得ポイント

説

明

MPUの選択基準やハードウェアの選定、ソフトウェアからの制御方法などハード
II-27-1. システム全体としての最適 ウェアで最適化できる部分は何かを解説し、さらに、資源の配分やメモリの効率的
化
な利用方法などソフトウェアによる最適化を考える。このようなシステム全体として
の最適化検討の手順について説明する。

シラバスの対応コマ

15

II-27-2. MPUの性能最適化

MPUの性能を最適化する上で留意すべき項目は何かを説明する。また、MPUの
性能評価に用いるEmbedded Microprocessor Benchmark Consortium（EEMBC）
やオープンソースのベンチマークについて解説する。

7

II-27-3. システムの性能評価

システム性能の要件や性能評価の考え方、システムトータルでの性能評価方法
について概説する。処理時間を計測するツールとして利用できるgprofや、OSの
システム性能を計測するツールでOSSとして提供されているHBench-OSなど、各
種のツールを利用したシステム性能計測方法を説明する。

8

コスト面からの制約や拡張性の問題など、求められる性能に対して課される組み
II-27-4. 性能に対する制約とトレー 込みシステムの制約について説明する。さらに性能と制約のトレードオフを勘案し
ドオフの考慮
てシステムを設計した具体的な例として、MMUを持たないMPUに対応したLinux
の実装例を紹介する。

9

性能評価の解析的手法、シミュレーションによりシステム性能を評価するシミュ
レータ、および実機の性能をモニタリングする様々な手法を説明する。また具体
的な例として、PIC (Programmable Intelligent Computer)を対象としたOSSのシミュ
レータであるgpsim, miSim, SxSim, PICEMUなどを紹介する。

10

組み込みシステムにおける限られたシステム資源によるトレードオフを考慮して、
II-27-6. システム資源のトレードオ 性能や信頼性の向上という課題を解決するためのポイントを説明する。具体的な
フを考慮した性能向上
事例として、組み込みLinuxのCPUリソース管理を行うことで全体の性能向上を図
ることを目的としたアカウンティングシステム(CABI)について説明する。

12

組み込みシステムにおける限られたシステム資源によるトレードオフを考慮した上
II-27-7. システム資源のトレードオ でのコスト低減策について、そのポイントを示す。ライセンシングコストを削減する
フを考慮したコスト低減
OSSの利用やその限界、組み込みシステムの特殊なハードウェアとそれに対応す
るOSSのデバイスドライバ不足など、各種の課題を示す。

12

組み込みシステムにおける限られたシステム資源を考慮した最適化について、具
II-27-8. システム資源のトレードオ 体的な手法や対策を説明する。具体的には、フレームワークに頼らずスクラッチ
フを考慮した最適化
からの開発、C++を止めてC言語で記述、BusyBoxを利用してLinuxを最小化す
る、といった方法を解説する。

12

II-27-5. 性能評価の解析、シミュ
レーションとモニタリング

組み込みシステムを最適化する際に、要求される機能を満たし、拡張性や信頼性
を確保し、開発コストを削減するために、OSと応用ソフトウェアをどのように組み合
II-27-9. OSと応用ソフトウェアの組
わせればよいかについて説明する。技術的な観点からの説明に加え、いずれか
み合わせ方
もしくは両者にOSSを利用する際の留意点も示す。

II-27-10.システム最適化の方式

組み込みシステムの性能向上を狙いとした設計を行う際に留意すべきポイントを
示す。リアルタイム性、クリティカル性、ハードウェア容積による制約といった各種
の制約のもとでシステムを最適化するための、C言語プログラムや組み込みJava
による設計方針を解説する。
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13

14

6. OSS 応用知識の学習ガイダンス
6.1 OSS 応用知識の学習ガイダンスの利用方法
OSS 応用知識 27 科目の各々について、学習ガイダンス資料を策定した（別冊（27 分冊）参照）
。
各科目の学習ガイダンス資料は、基本知識調査と同様に、以下の構成となっている。
・ 表紙（3 ページ）
 科目の概要
 習得ポイント（本報告書 5 章で示したもの）
 IT 知識体系との対応関係
 OSS モデルカリキュラム固有の知識
・ 習得ポイント別の解説資料（10 ポイント×2 ページ）
 学習の要点（習得ポイントを具体化した学習内容の要点）
 解説図（学習の要点を図表化したもの）
 解説（学習の要点に関する具体的な解説）
本学習ガイダンス資料は、大学・高専・専修学校、研修機関、企業等における OSS 教育現場におい
て以下の用途で用いることを想定している。
・ 「習得ポイント」により、当該科目で習得することが期待される概念･知識の全体像を把握する。
・ 「シラバス」
、
「IT 知識体系との対応関係」
、
「OSS モデルカリキュラム固有知識」をもとに、必要
に応じて、従来の IT 教育プログラム等との相違を把握した上で、具体的な講義計画を考案する。
・ 習得ポイント毎の「学習の要点」と「解説」を参考にして、講義で使用する教材等を準備する。
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6.2 参考文献
OSS 基本知識・応用知識の学習ガイダンス策定にあたり、以下の書籍等を参考にした。
（１） OSS の概要に関する知識
・ 『オープンソースソフトウェアの本当の使い方』 濱野賢一朗／鈴木友峰共著，技術評論社刊
・ 『Xen による仮想化システム構築術』實田 健著、日経 BP 社
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060612/240670/
（２） 法務分野に関する基礎知識
・ 『各種知的財産出願のてびき』 発明協会著，特許庁編
・ 『ビジネスユースにおけるオープンソースソフトウェアの法的リスクに関する調査 調査報告書［平
成 17 年 2 月］
』独立行政法人情報処理推進機構
http://www.ipa.go.jp/about/jigyoseika/04fy-pro/open/2004-741d.pdf
・ 『知的財産法概説』 盛岡一夫著，法学書院刊
・ 『答申：ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について』 産業構造審議会知的財産
政策部会，http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/1312-055.htm
（３）コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識
・ 『コンピュータアーキテクチャ基礎から超高速化技術まで第 2 版』 富田真治著，丸善刊
・ 『PC UNIX ユーザのための PostgreSQL 完全攻略ガイド』石井達夫著, 技術評論社 刊
（４）分散アーキテクチャに関する知識
・ 『分散システム 原理とパラダイム』 Andrew S. Tanenbaum／Maarten van Steen 共著, 水野 忠
則／東野 輝夫／宮西 洋太郎／鈴木 健二／西山 智／佐藤 文明訳, 株式会社ピアソン・エデュケー
ション刊
（５）Linux の概念や基本操作に関する知識
・ 『改訂基礎から学ぶ Linux』 SCC 出版局編，株式会社 SCC 刊
・ 『改訂新版 UNIX コマンドポケットリファレンスビギナー編』IDEA・C 著，技術評論社刊
・ 『IT Pro 入門 体で覚える Linux の基本』宝剱純一郎著、日経 BP 社
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060301/231446/?ST=lin-os
（６）Linux カーネルに関する知識
・ 『Linux カーネル 2.6 解読室』 高橋浩和／小田逸郎／山幡為佐久共著，ソフトバンククリエイテ
ィブ刊
・ The Design of the UNIX Operating System』Maurice J. Bach 著，Prentice Hall 刊
・ 『Internetworking with TCP/IP; vol.1, Principles, Protocols, and Architecture』
，Douglas E.
Comer 著，Prentice-Hall 刊
・ 『BSD カーネルの設計と実装 ーFreeBSD 詳解ー』Marshall Kirk McKusick／George V.
Neville-Neil 共著, 歌代和正訳, 株式会社アスキー刊
・ 『UNIX ネットワークプログラミング 第 2 版 Vol.1 ネットワーク API: ソケットと XTI』W.
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Richard Stevens 著, 篠田陽一訳, 株式会社ピアソン・エデュケーション刊
・ 『UNIX ネットワークプログラミング 第 2 版 Vol.2 IPC: プロセス間通信』W. Richard Stevens
著, 篠田陽一訳, 株式会社ピアソン・エデュケーション刊
（７）Linux のシステム管理に関する知識
・ 『UNIX システム管理第 3 版〈VOLUME 1，2〉
』AEleen Frisch 著，飯塚正樹，下田みどり訳
・ 『SELinux システム管理』Bill McCarty 著，田口裕也，根津研介，林秀幸訳
・ 『Fedora Core5 で作る ネットワークサーバ構築ガイド』サーバ構築研究会著,秀和システム刊
（８）Linux のシステムプログラミングに関する知識
・ 『C 言語による UNIX システムプログラミング入門』 河野清尊著，オーム社刊
・ 『詳解 UNIX プログラミング』W.Richard Stevens 著，大木敦雄訳，ピアソン・エデュケーショ
ン刊
・ 『Linux システムプログラミング』 羽山博著，オーム社刊
・ 『UNIX ネットワークプログラミング 第 2 版 Vol.1 ネットワーク API: ソケットと XTI』W.
Richard Stevens 著, 篠田陽一訳, 株式会社ピアソン・エデュケーション刊
・ 『UNIX ネットワークプログラミング 第 2 版 Vol.2 IPC: プロセス間通信』W. Richard Stevens
著, 篠田陽一訳, 株式会社ピアソン・エデュケーション刊
（９）ネットワークサーバ管理に関する知識
・ 『できる PRO Fedora Core 5 Linux サーバー構築編』 辻秀典，渡辺高志，鈴木幸敏ほか
インプレスコミュニケーションズ刊
・ 『Fedora Core5 で作る ネットワークサーバ構築ガイド』サーバ構築研究会著,秀和システム刊
（１０）クラスタシステム構築に関する知識
・ 『PC クラスタ構築法』 トーマス L スターリング他著，産業図書刊
・ 『MPI 並列プログラミング』 Peter S Pacheco 著，秋葉博訳，培風館刊
・ 『OpenMP による並列プログラミングと数値計算法』 牛島省著，丸善刊
[http://pub.maruzen.co.jp/book_magazine/book_data/search/4621077171.html]
・ 『マルチコア CPU のための並列プログラミング―並列処理&マルチスレッド入門』
，
安田絹子他著，
秀和システム刊
・ 『Linux で並列処理をしよう 第 2 版―SCore Version6 で作るスーパーコンピュータ』石川 裕 著,
共立出版刊
（１１）ネットワークアーキテクチャに関する知識
・ 『Fedora Core5 で作る ネットワークサーバ構築ガイド』サーバ構築研究会著,秀和システム刊
・ 『TCP/IP で学ぶネットワークシステム』小高知宏著，森北出版刊
・ 『ネットワークスペシャリストテキスト』日本情報処理開発協会中央情報教育研究所著／刊
・ 『詳解 TCP/IP』W.Richard Stevens 著，井上尚司／橘康雄共訳,株式会社ピアソン・エデュケーシ
ョン刊
（１２）ネットワーク管理に関する知識
・ 『ITIL 教科書』 アイテック刊
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・ 『運用管理テキスト』中央情報教育研究所
・ 『Linux セキュリティ全書』Tom Toxen 著, 猪俣敦夫／田淵貴昭／岸三樹夫共訳 株式会社ピアソ
ン・エデュケーション刊
（１３）Java に関するスキル
・ 『やさしい Java 第 3 版』 高橋麻奈著，ソフトバンククリエイティブ刊
・ 『やさしい Java 第 2 版活用編』 高橋麻奈著，ソフトバンククリエイティブ刊
・ 『エンタープライズ アプリケーションアーキテクチャパターン』マーチン・ファウラー著, 長瀬 嘉
秀監訳,株式会社 テクノロジックアート訳, 翔泳社 刊
・ 『管理者のための J2EE 設計ベストプラクティス』Khawar Zaman Ahmed／Cary E. Umrysh 共
著,船切 誠／今野 睦共訳, 株式会社ピアソンエデュケーション 刊
・ 『オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン』Erich Gamma／Ralph Johnson
／Richard Helm／John Vlissides 共著,本位田 真一／吉田 和樹共訳, ソフトバンククリエイティ
ブ刊
（１４）C、C++に関する知識
・ 『C 実践プログラミング』 Steve Oualline 著，オライリー・ジャパン刊
・ 『C++実践プログラミング』Steve Oualline 著，オライリー・ジャパン刊
・ 『連載：ここから始めるオブジェクト指向 第 2 回』河合昭男著,アイティメディア株式会社,
http://www.atmarkit.co.jp/im/carc/serial/object02/object02.html
（１５）Light Weight Language に関する知識
・ プログラミング Ruby－達人プログラマーガイド』 David Thomas／Andrew Hunt 著，ピアソン
エデュケーション刊
・ 『Ruby レシピブック 268 の技 第 2 版』まつもとゆきひろ監修，ソフトバンククリエイティブ刊
・ 『たのしい Ruby』まつもとゆきひろ監，ソフトバンクパブリッシング刊
・ 『Ruby on Rails 入門－優しい Rails の育て方』西和則著，秀和システム刊
・ 『Rails によるアジャイル Web アプリケーション開発 第 2 版』Dave Thomas／David Heinemeier
Hansson／Leon Breedt／Mike Clark／Andreas Schwarz／James Duncan Davidson／Justin
Gehtland 共著, 前田 修吾訳, オーム社 刊
（１６）開発フレームワークに関する知識
・ 『オープンソースフレームワーク Struts による Web アプリケーション開発 － Jakarta プロ
ジェクトカンタン Struts1.1 改訂版』秀和システム刊
・ 『Spring In Action』Craig Walls／Ryan Breidenbach 共著, Manning Pubns Co 刊
・ 『iBatis In Action』Clinton Begin／Brandon Goodin／Larry Meadors 共著,
Manning Pubns Co 刊
・ 『Seasar2 によるスーパーアジャイルな Web 開発』ひがやすを 著, 技術評論社 刊
（１７）開発ツールに関する知識
・ 『Inside Linux Software オープンソースソフトウェアのからくりとしくみ』 佐藤竜一著，翔泳社
刊
・ 『オープンソース徹底活用 Eclipse による Java アプリケーション開発』水島和憲著，秀和システ
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ム刊
（１８）統合開発環境に関する知識
・ 『WideStudio 解説』 http://www.geocities.jp/ysvc2ws2/
・ 『プログラミング WideStudio』 平林俊一ほか著，アスキー刊
・ 『WideStudio 徹底ガイドブック』坂村 健 監修,平林 俊一 編著,後藤 渉／末竹 弘之／川上 正平
／平林 洋介 著, パーソナルメディア 刊
（１９）暗号化に関する知識
・ 『暗号化技術入門』結城浩著，ソフトバンククリエイティブ刊
（２０）ネットワークセキュリティに関する知識
・ 『53 のキーワードから学ぶネットワークセキュリティ』 上原孝之，宮西靖著，翔泳社刊
・ 『Linux セキュリティ全書』Tom Toxen 著, 猪俣敦夫／田淵貴昭／岸三樹夫共訳 株式会社ピアソ
ン・エデュケーション刊
（２１）OS セキュリティに関する知識
・ 『Linux サーバセキュリティ』 Michael D. Bauer 著，豊福剛訳
・ 『Linux サーバ セキュリティのポイントと対策』 阿部 ひろき著，ソフトバンククリエイティブ刊
・ 『Linux セキュリティ全書』Tom Toxen 著, 猪俣敦夫／田淵貴昭／岸三樹夫共訳 株式会社ピアソ
ン・エデュケーション刊
（２２）RDB に関する基礎知識
・ 『MySQL 徹底入門第 2 版』
・ 『PostgreSQL 完全機能リファレンス―実行例を通して「理解」を深める』鈴木啓修 著，秀和シス
テム
・ 『Linux セキュリティ全書』Tom Toxen 著, 猪俣敦夫／田淵貴昭／岸三樹夫共訳 株式会社ピアソ
ン・エデュケーション刊
（２３）RDB システム管理に関する基礎知識
・ 『現場で使える MySQL』松信嘉範著，翔泳社刊
・ 『Firebird―オープンソースデータベースの導入と運用の実際』加藤大受著，毎日コミュニケーシ
ョンズ刊
・ 『データベース運用・管理「基礎＋実践」マスターテキスト』弓場 秀樹／武田 喜美子共著,技術評
論社刊
（２４）組み込みシステムに関する知識
・ 『図解入門よくわかる最新組み込みシステムの基本と仕組み』藤広哲也著，秀和システム刊
・ 『組み込みシステム構築技法（ソフトウェア編）
』永井正武著，共立出版刊
・ 『図解でわかる組込みシステム開発のすべて』 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 監修,日本実業出版社刊
・ 『組み込みシステム概論』情報処理学会 組込みシステム研究会監修,戸川 望編著,CQ 出版社刊

56

（２５）組み込み開発環境に関する知識
・ 『組み込みシステム構築技法（ソフトウェア編）
』永井正武著，共立出版刊
・ 『図解でわかる組込みシステム開発のすべて』 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 監修,日本実業出版社刊
・ 『組み込みシステム概論』情報処理学会 組込みシステム研究会監修,戸川 望編著,CQ 出版社刊
（２６）組み込みアプリケーション開発に関する知識
・ 『組み込みシステム構築技法（ソフトウェア編）
』永井正武著，共立出版刊
・ 『リアルタイム組込み OS 基礎講座』Carolone Yao/Qing Li 著，宇野みれ / 有限会社ハラパン・
メディアテック訳， 翔泳社刊
・ 『組み込みソフトエンジニアを極める』酒井由夫著，日経 BP 刊
・ 『Java モバイルアプリケーション』立川敬行著，ソフト・リサーチ・センター刊
・ 『組込システムのハードウェア設計入門講座』坂巻佳壽美著，電波新聞社刊
（２７）組み込みシステム最適化に関する知識
・ 『組み込みシステム構築技法（ソフトウェア編）
』永井正武著，共立出版刊
・ 『H8 マイコン＋C 言語効率アップテクニック』鹿取祐二著，オーム社刊
・ 『組み込みソフトウェアの設計＆検証』藤倉俊幸著，CQ 出版社刊
・ 『組込システムのハードウェア設計入門講座』坂巻佳壽美著，電波新聞社刊
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