ＯＳＳモデルカリキュラム導入実証事業

実施一覧
15の教育項目

スキル名

受講対象者、受講前提

OSSの歴史と理念、代表的な
OSS、標準化動向、利用分野
入門カリキュラムのため、特に規定しない。
と市場動向、OSSプロジェクト 基礎的なコンピュータ科学（ITSSレベル1程度）を習得、経験
の発達と運営、OSSコミュニ
しているレベルの知識を有すること。
ティへの参加、主なコミュニ
ティ

2

法務分野に関する基礎知識

3

コンピューターシステムやアーキテク
チャに関するスキル

＜コンピュータアーキテ
入門カリキュラムのため、特に規定しない。
クチャの基本＞
ＣＰＵ、バス、ＤＭＡ、Ｉ／Ｏ、Ｐ
基礎的なコンピュータ科学（ITSSレベル1程度）を習得、経験
ＯＳＩＸ、スレッド等
しているレベルの知識を有すること。

4

分散アーキテクチャに関するスキル

統計確率論、トラフィック理
論、RIP/OSPF、 CORBA等

5

Linuxの概念や基本操作に関するス
キル

概念整理、基本操作

6

Linuxのカーネルに関するスキル

カーネル構造、プロセス、ス
レッド、スケジューラー等

8

9

2

＜オープンソースの理 ＜オープンソースOSの
念＞
歴史＞

OSSの概要に関する知識

7

4

インストール、カーネル設定、
＜Linuxシステム管理の ＜Linuxシステム管理・
ブート設定、ネットワーク設
サーバ管理＞
本カリキュラムの「Linuxの概念や基本操作」を受講済みで 作業概要＞
定、パッケージ管理、ユーザ
あること。または、同等の知識を有すること。
管理、ファイル管理、サービス
管理、デバイス管理、ログ管
＜ログイン手順とコンパ ＜shellプログラミング＞
Shellプログラミング、スレッ
Linuxのシステムプログラミングに関 ド、ファイル入出力プログラミ 本カリキュラムの「Linuxのシステム管理」を受講済みである イル手順＞
するスキル
こと。または、同等の知識を有すること。
ング、ネットワークプログラミン
グ、共有メモリ、セマフォ、
WEBアプリケーションサーバ､
＜ネットワークサーバの ＜サーバシステムの導
ネットワークサーバ管理に関するス
本カリキュラムの「Linuxの概念や基本操作」を受講済みで 機能と特徴＞
ネットワーク基盤､ファイル
入＞。
キル
あること。または、同等の知識を有すること。
サーバ､トラブルシューティン
グ等
＜クラスタシステム概
HAクラスタ、HPCクラスタの構築、設計を行うSE。
HPCやEnterprise Systemの
Linuxのインストール、設定が行える。C, Fortranでのプログ 論、HAクラスタ（1）＞
FailSafe用等
ラミング経験者。

13

Javaに関するスキル

Applet、Servlet、JSP、EJB等

14

C、C++に関するスキル

POSIX termio、curses、
gtk++、Qt等を含む

＜HAクラスタ（2）＞

＜複製管理＞

＜耐故障性＞

＜システムコール＞

＜プロセス管理＞

11

＜オープンソースのOS
＜オープンソースの技術
の導入と動作確認＞
情報獲得方法＞

12

13

14

15

＜オープンソースのデス
＜オープンソースのサー
＜オープンソースのサー ＜オープンソースの仮想
クトップ用アプリケーショ
バ製品の導入と動作確
バサイドアプリケーション 化ツールの導入と動作
ンの導入と動作確認＞
認＞
の導入と動作確認＞
確認＞

＜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＞

＜ファイル入出力プログ ＜ファイルシステム＞
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＞
メ

＜ソフトウェアの開発環
境＞

＜デバッグ＞

＜プロセスとスレッド＞

＜シグナル＞

＜プロセス間通信とパイ ＜端末機器の入出力＞ ＜セマフォ、共有メモリ、 ＜ネットワークプログラミ
プ＞
メッセージキュー＞
ング＞

＜ネームサーバの導入
＞

＜メールサーバ導入
の内容と作業手順＞

＜スーパーサーバの
導入＞

＜その他のネットワーク ＜ネットワークサーバに ＜ネットワークサーバに ＜サーバの運用管理業 ＜ログ管理の内容と手
サーバ導入の作業内容 よるルーティング処理、 よるインターネット接続＞ 務＞
順＞
と手順＞
フィルタリング処理の実

＜コンピュータシミュレー ＜並列プログラミング
ション＞
概論＞

＜ネットワークサーバ ＜ネットワークハードウェ ＜ネットワーク管理プロト ＜MRTGによるネット
の運用管理実践＞
アの運用管理＞
コルの概要＞
ワーク管理の実施＞

＜ネットワーク運用設計 ＜ネットワーク運用設計
＜運用管理の実際的手 ＜WANの運用管理 ＞
＞
＞
順と体制＞

＜Java言語の基本構造
＜オブジェクト指向プロ
＞
グラミングのメリット＞

＜Javaによるアプリケー ＜Javaによるネット
ション開発手順＞
ワークプログラミング
＞

＜Servlet/JSP/JDBC ＜JDBCによるデータ
によるWebアプリケー ベースアクセス＞
ション開発の概要＞

＜Cの基本構造＞

＜文字列操作＞

＜関数＞

＜構造体＞

＜コンソール入出力＞

＜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
ログラミング＞

＜組み込みクラス［デー ＜組み込みクラス［デー ＜組み込みクラス［ファイ ＜GUIアプリケーション開
＜Ruby on Rails＞
タ構造］＞
タ操作］＞
ル管理］＞
発＞

＜ポインタ＞

＜Linux開発環境におけ
＜デバッガによるプロ
＜バージョン管理ツール
＜カーネルデバッガを ＜バグ追跡システムを
るソフトウェアアプリケー
グラムデバッグの環境
の活用＞
使用したデバッグ＞
使用したデバッグ＞
ション開発の概要＞
＞

＜セキュリティ機能と暗
基礎的なコンピュータ科学、セキュリティ工学基礎（ITSSレベ 号化の位置づけ＞
ル１程度）を習得、経験を持つレベルの知識を有すること。

＜暗号化の方式・共通
鍵暗号方式＞

＜情報システムにおける ＜電子証明書の仕組
暗号化適用の方式＞
み＞

VM、J2ME、UPnP、SMS、
WAP規格等

＜暗号化の方式・公開
鍵暗号方式＞

＜WideStudioとは何か ＜Eclipse入門 －
＞
セットアップ＞

＜通信プロトコルの動作 ＜TCPアプリケーション
確認＞
の仕組み・Web＞

＜TCPアプリケーション
の仕組み・FTP＞

＜セキュアOSの機能と
実装＞

＜PCクラスタの周辺技
術＞

＜グリッド・コンピューティ
ング＞

＜TCPアプリケーション
の仕組み・Telnet＞

＜新しいネットワーク
アーキテクチャ＞

＜ネットワーク障害管理
＜ネットワークトラブル
＞
シューティング＞

＜EJBによるアプリケー
ション開発＞

＜JavaによるServer処理 ＜JavaによるWebアプリ ＜JavaによるServer
実装の特徴と設計方法 ケーションの設計／実装 Side Java/Webアプリ
＞
＞
ケーション実装＞

＜オブジェクト指向シス ＜デザインパターンによ ＜Javaのパフォーマンス
テム分析／設計／実装 る開発手順＞
チューニング＞
の実践技術＞

＜ファイル管理＞

＜データ構造＞

＜C++の基本＞

＜オブジェクト指向プロ
グラミング＞

＜STL（Standard
Template Library）＞

＜GUIアプリケーションの ＜開発ライブラリの使用
開発＞
＞

＜データベースアプリ
ケーション開発＞

＜Webアプリケーション
開発＞

＜プラグイン導入と開発 ＜オープンソースシステ
＞
ムのカスタマイズ＞

＜オープンソース開発
ツールの種類と機能＞

＜Eclipse入門 － 基本 ＜NetBeans入門 －
操作＞
セットアップ＞

＜OSSの活用シーンと ＜無線LANの暗号化＞
暗号化＞

＜TCPの仕組み＞

＜Linuxのサービスセ
キュリティ＞

＜MVCモデル＞

＜開発フレームワーク
＜オープンソースの開
＜Ruby on Railsによるア
＜Strutsとは＞
による開発プロセスの
発ツール＞
プリケーション開発＞
手順＞

公開鍵基盤、電子署名、認
証、ハッシュ関数

セ
ファイアウォール設計・構築、
＜ウィルスの特性と対策
キ
＜ネットワークセキュリ
ネットワーク侵入分析、ログ分 基礎的なコンピュータ科学、セキュリティ工学基礎（ITSSレベ
＞
ティの概要＞
ュ 20 ネットワークセキュリティに関するスキ
析、セキュリティ攻撃に対する
リ
ル
ル1程度）を習得、経験を持つレベルの知識を有すること。
防御設計、TCP/IPにおける不
テ
正アクセス技術
ィ
基礎的なコンピュータ科学、セキュリティ工学基礎（ITSSレ ＜OSのセキュリティ機能 ＜Linuxサーバのローカ
Linuxシステム・セキュリティ、
ルセキュリティ対策＞
21
OSセキュリティに関するスキル
ベル１程度）を習得、経験を持つレベルの知識を有するこ ＞
セキュリティ強化OS
と。

＜IPネットワークの仕組 ＜ルーティングの仕組み ＜ルーティングプロトコ
み＞
＞
ルの仕様＞

＜Beowulf PCクラスタの
＜SCoreクラスタ＞
構築＞

＜ネットワークのキャパ ＜ネットワークの性能管
＜ネットワーク管理の個
＜TCP/IPの管理＞
シティ管理の個別項目と 理の個別項目とその内
別項目とその内容＞
その内容＞
容＞

＜ソフトウェア開発環境
の概要＞

＜無線ネットワークの ＜オープンネットワー
種類と通信の仕組み クの通信仕様＞

暗号化に関するスキル

システム構造、開発方法論、
RTOS、センサープログラミン
グ、組込みプロセッサー・アー
キテクチャ（ARM9、 XScale、
MIPS、SH、VR、MP、68ｋ等）
ｸﾛｽｺﾝﾊﾟｲﾙﾂｰﾙ、ﾂｰﾙ･ﾁｪｰﾝ
(make、 adb.minicom、
組み込み開発環境に関するスキル
Jflash、 boothroad、 tftp、
tinybox)、GUIプログラミング
（GTK+、QT、Qtopia）

＜並列プログラミング実
＜並列プログラミング 実践（1） マルチスレッド 践（2） HPF (High
＜並列プログラミング 実践（3） MPI (Message Passing Interface)＞
プログラミング＞
Performance Fortran) と
OpenMP＞

＜Linuxサーバセキュリ
ティ＞

＜ネットワークシステム
運用の概要＞

入門カリキュラムのため、特に規定しないが、以下の受講 ＜Cの基本＞
条件を満たすものとする。
・ プログラミング経験があること

＜LANネットワークの仕
組み＞

＜プロキシサーバの導
入＞

＜通信の形態とプロトコ ＜インターネット通信の
ル＞
仕組み＞

入門カリキュラムのため、特に規定しないが、以下の受講 ＜Javaの基本＞
条件を満たすものとする。
・ プログラミング経験があること

＜ネットワークの基本＞

＜Linuxシステム管理・基 ＜Linuxシステム管理・
本運用作業のトラブル
ネットワークのトラブル
シューティング＞
シューティング＞

19

組み込みシステムに関するスキル

＜シェルスクリプトと開発環境＞

＜Linuxシステム管理・
Sambaの構築と運用＞

＜NetBeans IDEとは何
か＞

MySQL、FireBird、
PostgreSQL等の導入、設
定、チューニング

＜データ保全とバックアップ＞

＜大規模な分散システ
ムの事例＞

＜一貫性＞

＜Linuxシステム管理・
NFSの構築と運用＞

＜HAクラスタ（3）＞

＜メモリ管理（2）＞

＜ピアツーピアアーキテ
＜モビリティ＞
クチャ＞

＜Linuxシステム管理・
FTPの構築と運用＞

＜さまざまな統合開発環
＜Eclipseとは何か＞
境＞

RDBシステム管理に関するスキル

＜Webサービス入門（1） ＜Webサービス入門（2）
＜分散トランザクション
＜マッシュアップ入門＞
＞
＞
＞

＜オープンソースシステ ＜OSSの動作環境として ＜これからのオープン
ムアーキテクチャ構築＞ のハードウェア＞
ソースアーキテクチャの
動向＞

＜Linuxシステム管理・
DHCPの構築と運用＞

＜統合開発環境による
ソフトウェア開発やプログラミングで用いられる基本的な用 ソフトウェア開発＞
語を理解していること

23

＜CORBA入門（2）＞

＜ファイルシステム＞

＜Webシステムのアーキ ＜OSSを活用した基盤
テクチャ＞
設計ケースワーク＞

＜Linuxシステム管理・
ルーティング管理＞

Eclipse、Net Beans、
WideStudio等

ERモデル、SQLプログラミン
グ等

＜システムアーキテク
チャの活用事例＞

＜Linuxシステム管理・
ネットワーク管理＞

＜Webサーバの導入＞

＜メモリ管理（1）＞

＜コンピュータシステム
の構成＞

＜Linuxシステム管理・ ＜Linuxシステム管理・ ＜Linuxシステム管理・
バックアップとログ運 リソース管理＞
カーネルの管理＞
用管理＞

統合開発環境に関するスキル

RDBに関する基礎スキル

＜ミドルウェアの種類と
特徴＞

＜オープンネットワーク
の概念と仕組み＞

バージョン管理システム、デ
＜開発の流れとツール
入門カリキュラムのため、特に規定しない。
バッガ、バグ追跡システム、シ
基礎的なコンピュータ科学（ITSSレベル1程度）を習得、経験 ＞
ステムプロファイラー、カーネ
しているレベルの知識を有すること。
ルデバッガ等

22

＜OSのアーキテクチャ
＞

＜知的財産関連の出願
のガイドライン＞

＜ネットワーク（3）：UDP ＜ネットワーク（4）：TCP
とTCP＞
フロー制御と輻輳制御＞

18

27

＜オープンソースソフト
ウェアビジネス＞

10

＜ネットワーク（2）：IPと
UDP＞

＜開発フレームワークと ＜開発フレームワークの ＜オープンソースによる ＜フリーのWebコンテナ
本カリキュラムの「Javaに関するスキル」を受講済みである は何か＞
種類と特徴＞
Webアプリケーションのフ ／J2EEコンテナの概要
こと。または、同等の知識を有すること。
レームワーク＞
＞
システム開発経験及びプログラミング経験を有しているこ
と。

組み込みアプリケーション開発に関
するスキル

9

＜ファイル管理（1）：仮想 ＜ファイル管理（2）：ファ ＜ファイル管理（3）：特殊 ＜ネットワーク（1）：ソ
ファイルシステム＞
イルの操作＞
ファイル＞
ケットインタフェース＞

開発フレームワークに関するスキル

組 25
み
込
み
S
W 26

8

＜メモリ管理（3）＞

16

24

7

＜システム管理＞

＜割り込みと遅延＞

入門カリキュラムのため、特に規定しないが、以下の受講 ＜LightWeight Language ＜Perlの基本構造＞
の基本＞
条件を満たすものとする。
• プログラミング経験があること

Struts、UML等

＜ソフトウェアアーキ
テクチャ＞

＜セキュアチャネル＞ ＜CORBA入門（1）＞
。

＜ユーザの権限と管理＞

Light Weight Languageに関するス
PHP、Perl、Python、Ruby等
キル

開発ツールに関するスキル

6

＜代表的なオープン
＜オープンソースソフト
＜代表的なオープンソー ＜代表的なオープンソー
＜オープンソースの市
＜オープンソースソフト
ソースアプリケーション
ウェアを用いたシステム
ス＞
ス開発言語＞
場動向＞
ウェアコミュニティ＞
＞
事例＞

15

開
発
体 17
系

5

＜コンピュータハードウェ ＜CPUアーキテクチャの ＜ディスクと周辺機器の ＜インタフェース技術
アの基本＞
基本＞
基本＞
の基本＞

【レベル1】
＜分散アーキテクチャと
＜名前管理＞
• Webやメールなどの基本的なインターネットアプリケーショ は＞
ンの利用経験があること
• ファイル、ディレクトリ、プロセスなどのOSの基本概念を理
解していること
• 確率に関する初歩的な知識があること
コンピュータシステムやアーキテクチャに関するスキル、 ＜Linux概要＞
＜ファイル操作＞
OSSの概要に関する基礎知識を受講済みであることが望ま
しい。
また、基礎的なコンピュータ科学、セキュリティ工学基礎
＜Linuxカーネル概論＞ ＜スケジューリング＞
基礎的なコンピュータ科学、セキュリティ工学基礎（ITSSレベ
ル1程度）を習得、経験を持つレベルの知識を有すること。

基礎的なコンピュータ科学、セキュリティ工学基礎（ITSSレ
ネ 11 ネットワーク・アーキテクチャに関する
TCP/IP概論
ベル１程度）を習得、経験しているレベルの知識を有するこ
スキル
ッ
と。
ト
ワ
コンピュータネットワーク構築・ 業務担当としてネットワーク運営に関わった経験があるこ
ー
12
ネットワーク管理に関するスキル
運用
と、または担当システムの設計要件が理解できていること。
ク

R
D
B

3

＜オープンソース・ライセ ＜代表的なオープンソー ＜代表的なオープンソー ＜代表的なオープンソー ＜知的財産の概要(1) ＜知的財産の概要(2) ＜OSS利用上の知的財 ＜OSS利用上の知的財 ＜企業/団体等における ＜法的リスクに対応した ＜OSS開発コミュニティ ＜OSSビジネス関連企 ＜OSSの知的財産問題 ＜ソフトウェア特許論争
ス・ライセンスの解説
ス・ライセンスの解説
ス・ライセンスの解説
＞
＞
産面での考慮点＞
産以外での法務面での 法的リスク管理＞
ビジネス＞
が検討すべき法的リスク 業が検討すべき法的リス に関する訴訟/トラブル ＞
OSS関連のライセンス等、法 本カリキュラムの「OSSの概要に関する知識」を受講済みで ンスの概要＞
[GPL類型]＞
[MPL類型]＞
[BSD類型]＞
考慮点＞
低減策＞
ク低減策＞
事例＞
あること。または、同等の知識を有すること。
務面での基礎知識

Linuxのシステム管理に関するスキ
ル

10 クラスタシステム構築に関するスキル

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

1

1

基
礎

シ
ス
テ
ム

概要

＜認証と暗号化＞

＜C++の基本構造＞

＜データベース接続・ア
＜MyFace（JSF）の開発
＜DIxAOPコンテナの概
クセスのフレームワーク
モデルとは＞
要＞
＞

＜統合開発環境を用い
た開発手順＞

＜Springフレームワーク
＜Seasar2＞
＞

＜Linux開発環境におけ ＜Linux開発環境におけ
＜オープンソース統合開
＜ソフトウェア開発ツー
るソフトウェア開発ワーク るソフトウェア開発支援
発環境の種類と特徴＞
ルの評価＞
ショップ＞
ツール概要＞

＜NetBeans入門 － 基 ＜WideStudio入門 －
本操作＞
セットアップ＞

＜WideStudio入門 －
基本操作＞

＜IPsecによる暗号化通 ＜SSHによるトンネリン
信＞
グ＞

＜SSLプロトコルの仕組
＜VPN通信の構築＞
み＞

＜Strutsによるアプリ
ケーション開発＞

＜Tapestry＞

＜Eclipseを用いたソフト
＜Eclipseを用いたソフト
ウェア開発ワークショッ
ウェア開発＞
プ＞

＜EclipseによるJavaプロ ＜EclipseによるWebアプ ＜NetBeansによるWebア ＜WideStudioによるアプ
グラミング＞
リケーション開発＞
プリケーション開発＞
リケーション開発＞
＜PKI(公開鍵暗号化基
盤)の仕組み＞

＜認証基盤構築実習＞ ＜暗号化・これからの活
用シーンと課題＞

＜アクセス制御の仕組
＜ネットワーク攻撃方法 ＜TCPにおける不正アク ＜Webにおける攻撃＞ ＜IPにおける不正アク ＜TCP/IPネットワークセ
みとファイアウォールの
の簡易的な分類＞
セス技術＞
セス技術＞
キュリティの設計方法＞
機能＞

＜Linuxのネットワークセ ＜ネットワーク脆弱性調 ＜セキュアなネットワー
キュリティ対策＞
査＞
クの構築＞

＜侵入検知システムの
仕様と導入＞

＜Linuxのネットワークセ ＜Linuxによるファイア
キュリティ対策＞
ウォール構築＞

＜電子メールのセキュリ ＜Webのセキュリティ対
ティ対策＞
策（1）＞

＜Webのセキュリティ対
策（2）＞

＜ファイルサービスのセ ＜システムログの管理
キュリティ対策＞
＞

＜データベースインデッ
クス＞

＜データベースの物理
構造＞

＜SQLによるデータベー ＜SQL実践演習ワーク
スアクセス＞
ショップ＞

＜代表的なオープンソー ＜データベース設計構
スRDBMS製品＞
築の実践＞

＜データベース構築＞

＜MySQLの導入と運用
＞

＜ＩＤＳによる侵入検知＞ ＜ネットワークセキュリ
ティ構築＞

＜モバイルコンピュー
ティングとリモートアクセ
スのセキュリティ＞

＜Linuxのサーバセ
キュリティ設定＞

＜安全なリモートアク
セス＞

＜SSLによるサーバVPN ＜ドメインネームサービ
とCA＞
スのセキュリティ対策＞

＜DOAの内容概要＞

＜データベース設計
の基本理論＞

＜ERモデル＞

＜正規化の手順と方法
＞

＜データベースのトラブ
ル＞

＜データベースチューニ ＜データベース構築＞
ング＞

＜データベースインデッ
クスを用いた性能改善

＜データベーストラブル
シューティング＞

＜データベース運用環
境構築＞

＜データベース運用＞

＜データベースチューニ
ング＞

＜組み込みコンピュータ ＜組み込みコンピュータ ＜組み込みシステムの
本カリキュラムの基本となる組込みコンピュータ科学基礎、 システムとは何か＞
のアーキテクチャ＞
基本構成＞
ソフトウェア、ハードウェア基礎（ITSSレベル１程度）を習得、
経験しているレベルの知識を有すること。

＜組み込みコンピュータ ＜CPUアーキテクチャ ＜組み込みソフトウェ ＜カーネル処理の概要
ハードウェアの基本＞
の基本＞
アの概要＞
＞

＜リアルタイムシステム ＜組み込みシステムの
の構成と仕組み＞
開発方法＞

＜オブジェクト指向分析
＜組み込みコンピュータ ＜組み込みシステムの
による組み込みシステム
システムの開発管理＞ アーキテクチャ＞
の分析とモデリング＞

＜組み込みシステムの
ネットワーク機能＞

＜組み込みシステムの
設計＞

＜これからの組み込み
システムの動向＞

＜組み込み開発の流れ ＜組み込み開発環境の ＜組み込み開発環境を
本カリキュラムの基本となる組込みコンピュータ科学基礎、 と環境＞
概要＞
用いた開発手順＞
ソフトウェア、ハードウェア基礎（ITSSレベル1程度）を習得・
経験しているレベルの知識を有すること。

＜プログラムデバッグの ＜デバッガソフトを使 ＜ICEを使用したデ
環境＞
用したデバッグ環境＞ バッグ環境＞

入門カリキュラムのため、特に規定しないが、以下の受講
前提を満たすものとする。
本カリキュラムの基本的なデータベース、コンピュータシス
テム基礎（ITSSレベル１程度）を習得、経験しているレベル
本カリキュラムの「RDBに関する基礎スキル」を受講済みで
あること。または、同等の知識を有すること。
システム開発経験及びプログラミング経験を有しているこ
と。

＜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＞

＜データベース運用管
理の目的と項目＞

＜データベースの運用
作業と障害回復＞

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

＜非同期と同期の設計
本カリキュラムの基本となる組込みコンピュータ科学基礎、 ＜タスクとコンテキスト＞ 仕様＞
ソフトウェア、ハードウェア基礎（ITSSレベル１程度）を習得・
経験しているレベルの知識を有すること。

＜データベース運用設
計＞

＜ツールチェーンによる ＜組み込みアプリケー ＜組み込みアプリケー
＜組み込みクロス開発
デバッグ＞
ションデバッグの手順＞ ションの事例と開発環境
環境の構築＞
＞

＜タスクの優先度とその ＜組み込みアプリケー ＜組み込みアプリケー ＜リソース有効活用の
＜プログラム資源の有
制御仕様＞
ション間の資源配分技術 ション間のリソースの アーキテクチャ＞
効活用技術＞
＞
共有技術＞

＜マルチプロセッサシス ＜ハードウェアによる最 ＜リアルタイムシステム ＜リアルタイムソフトウェ ＜性能最適化の評価
本カリキュラム体系の中の「組込みシステムに関するスキ テム＞
適化＞
の設計＞
アの条件と最適化＞
項目＞
組み込みシステム最適化に関するス 低電力化、デバイスプログラミ
ル」を受講、もしくは同等のスキルレベルの知識を有するこ
キル
ング、並列化
と。

＜ソフトウェアの最適
化＞

＜入出力待ちリソースの ＜入出力資源管理＞
有効利用＞

＜MPUの性能最適化設 ＜システムの性能要件と ＜システム性能の評価
計＞
評価項目＞
方法＞

＜凡例>

1

＜J2MEの仕様＞

＜Linuxによる侵入検知 ＜サーバのセキュリティ
の手法＞
監査と設定の自動化＞

＜GNU開発環境の特徴 ＜GNU開発環境におけ
＞
る組み込みアプリケー
ション開発＞

＜組み込みLinux開発最 ＜組み込み開発環境の ＜組み込み開発環境に
新デバッグ環境＞
評価＞
おけるデバッグのパター
ン演習＞

＜VMの概要のその活用 ＜高信頼性の実装＞
＞

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

＜性能評価手法の分類
＜拡張性の評価＞
＞

＜システム資源のトレー ＜基本ソフトウェアと応 ＜組み込みシステム最 ＜最適化のための検討
ドオフ＞
用ソフトウェアのトレード 適化のための方式設計 項目＞
オフ＞
＞
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