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概要 

⼤規模システムや基幹システムの開発分野と同様に、IoT(Internet of things)で注⽬されている組込システム分野は、
ソフトウェア産業の重要な⼀⾓を占め、従事する情報アーキテクトも増えている。近年では、ロボットや⾃動運転
などでも注⽬されている。本講義では、IoT や組込分野・各種ディバイスで⽤いられるソフトウェアプラットフォー
ム技術、背景となる要件、実システム例、業界動向を学ぶ。具体的には、組込各種 OS やプロセッサ、周辺機器技術、
スマートフォンや携帯電話のソフトウエア技術である。また、センサー・ロボット、3D プリンタにも触れる。

⽬的・狙い 

組込システム分野のソフトウェア技術と組込分野のソフトウェア産業に深い理解と応⽤⼒を⾝につけた技術者を
育成することを⽬的とし以下のスキルを獲得することを狙いとする。 

・IoT、組込システム環境で⽤いられるプロセッサや OS などの主要ソフトウェア技術が理解できる。
・これらを⽤いた簡単なプログラミングができる。
・関連の業界の技術や業界の動向を把握できる。
これらを活⽤した実システムやそれを活⽤したビジネスを理解できる。

修得できる知識単位:   

（A1）K‐02‐03‐01  プロセッサ（レベル 3）   

（A1）K‐02‐03‐02  メモリ（レベル 3） 

（A1）K‐02‐03‐04  ⼊出⼒デバイス  （レベル 3） 

（A1）K‐02‐05‐01  オペレーティングシステム（レベル 4） 

（A1）K‐02‐05‐02  ミドルウェア（レベル 3） 

（A1）K‐02‐05‐03  ファイルシステム（レベル 3） 

（A4）K‐02‐05‐05  オープンソースソフトウェア（レベル 3） 

（A4）K‐04‐12‐05  ソフトウェア構築（レベル 4）  モバイルアプリケーション（iPhone） 

前提知識 

（履修条件） 

IT 技術者として実務経験があるか、⼤学にてプログラミングの習得済であり、IT 業界の⼀般知識を持っており、
Windows あるいは Linux の環境を整えられ、c ⾔語で作られた 20 ⾏程度のプログラムを修正できること。 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

関連の業界の技術や業界の動向を把握できる。 

これらを活⽤した実システムやそれを活⽤したビジネスを理解できる。 

最低到達⽬標 

IoT、組込システムで⽤いられるプロセッサや OS などの主要ソフトウェア技術が理解できる。 

これらを⽤いた簡単なプログラミングができる。 

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ○ 

⽉曜⽇の講義は講義（双⽅向・サテライトを開講）を⾏うが、録画講
義を⾃分のペースで受講することもできる、質問などは LMS ⼜は⼟曜
⽇の対⾯講義で受け付ける。⼟曜⽇の対⾯講義は品川キャンパスで⾏
う。 

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ○  上記を参照 

実習・演習（個⼈）  ○  下記（授業外の学習）⼩演習を参照 

実習・演習（グループ）  ○  下記（授業外の学習）グループ演習を参照 

サテライト開講授業 ○  上記を参照 

その他  ―

授業外の学習 

受講準備として、LMS で配布する教材を授業前に⽬を通しておく。 

毎回、授業が終わった後、各⾃が理解したことのまとめを作成して提出する。 

グループ演習は受講⽣の調査スキルの向上を狙って、授業外の学習として、技術動向調査を 3〜4 名のグループによ
り⾏う。テーマは、本講義に関連するものを複数の候補の中から選択する。例えば、AR/VR、スマートディバイスが
ある。⾃分の興味のあるものを提案してもよい。 

講義の内容をプログラミングによって確認するために、個⼈単位で⾏う⼩演習がある。 

授業の内容 

本講義では、講義、⼩演習、グループ演習よりなる。⼩演習は授業外で⾏い結果をレポートにまとめて提出する。
グループ演習は、技術調査活動であり、授業外で⾏い、成果を講義中に発表する。グループ演習の発表の回数は、
受講者数によって変更することがある。 



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 

学⽣が講義選択の判断ができるよう講師紹介と講義の⽬的と 15 回の学習内容を説
明する。また、IoT、組み込みシステムの業界動向と組み込みソフトウエア開発につ
いて概観する。また、トピックスとして 3D プリンタについてに概説する(6/15 ⼟) 

―  対⾯ 

第 2 回 
組込 OS の動向︓組込システムで⽤いられる各種 OS についてプラットフォームの視
点で論じる。(6/17 ⽉) 

有  録画 

第 3 回 

UNIX/LINUX の技術(1)︓   iPhone,  Android や組み込みシステムで多く⽤いられる
UNIX/LINUX のカーネル技術について、LINUX を例にとり理解を深めることを⽬的と
する。はじめに、これらの技術を概観する  (6/22 ⼟) 

―  対⾯ 

第 4 回 
UNIX/LINUX の技術(2):スケジューリング、メモリ管理、I／O、プロセス管理を論じる。
(6/24 ⽉) 

有  録画 

第 5 回 
UNIX/LINUX の技術(3):グラフィカルユーザインタフェース、マルチメディア処理を論
じる。  (6/29 ⼟) 

―  対⾯ 

第 6 回 
マイクロプロセッサ技術:  iPhone,  Android や組み込みシステムで多く⽤いられるマ
イクロプロセッサ技術について論じる。  (7/1 ⽉) 

有  録画 

第 7 回 
周辺機器技術:USB の規格、  USB ドライバ、各種 USB ディバイスについて論じる。
またレーザレンジファインダーなどのセンサーについて解説する。(7/6 ⼟) 

―  対⾯ 

第 8 回 
マイクロプロセッサ技術: Arduino, Raspberry Pi などの組み込みボードを⽤いて、組み
込みシステムの実際について論じる。(7/8 ⽉) 

有  録画 

第 9 回 
グループ演習発表(1)    (グループ演習発表の回数は受講者の数に依存する。)   

グループ演習の発表を⾏う。1 チーム QA を含めて 45 分程度とする。  (7/13  ⼟) 
―  対⾯ 

第 10 回 
携帯電話とスマートフォン:携帯電話と携帯電話システム、スマートフォンのソフト
ウェア技術・業界動向について論じる。(7/15  ⽉) 

有  録画 

第 11 回 
グループ演習発表(2)  ︓グループ演習の発表を⾏う。1 チーム QA を含めて 45 分程
度とする。(7/20  ⼟) 

―  対⾯ 

第 12 回 
スマートフォンのアプリケーション開発:  iPhone をテーマにプログラミングを論じ
る。(7/22  ⽉) 

有  録画 

第 13 回 

グループ演習発表(3)  ︓グループ演習の発表を⾏う。1 チーム QA を含めて 45 分程
度とする。   

(7/27  ⼟) 

―  対⾯ 

第 14 回 
ロボット技術、画像処理と認識技術、AR/VR など IoT に関連の深い各種技術を論じ
る。(7/29  ⽉) 

有  録画 

第 15 回 
講義・演習を踏まえ、今後の技術・業界動向について論じ、本講義の総括を⾏う。 

(8/3  ⼟) 
―  対⾯ 

試験  範囲は講義全体とする。試験の際は、参考資料の持ち込みは不可とする。(8/5  ⽉)  ―  対⾯ 

成績評価 
個⼈演習  15 点（ただし、1 回以上の演習結果の提出は必須とする）、グループ演習 15 点、最終試験  40 点、毎回
の理解度まとめ 30 点として、評価する(合計 100 点満点)。 

教科書・教材  LMS で配布する。 

参考図書 

OpenCV 3  プログラミングブック 2015 年 

ロボット⽩書, NEDO, 2013 年
はじめての OS コードリーディング  ~UNIX V6 で学ぶカーネルのしくみ  Software Design plus 2013 年
「Linux カーネル徹底理解」 ⽇経 Linux 編    2007 年




