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           2007/06/04 
 
 
奈良工業高等専門学校 
「元気なら組み込みシステム技術者の養成」について 

(Ver.1.02a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
経緯： 
 文部科学省では、平成 18 年 12 月 25 日（月曜日）～平成 19 年 2 月 19 日（月曜日）まで

の間、平成 19 年度科学技術振興調整費による新規課題の募集が行われました。 
 対象となるプログラムは、「若手研究者の自立的研究環境整備促進」、「女性研究者支援モデ

ル育成」、「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」、「地域再生人材創出拠点の形成」、

「アジア科学技術協力の戦略的推進」、「重要政策課題への機動的対応の推進」の 6 つです。 
奈良高専はこのうちの「地域再生人材創出拠点の形成」プログラムに「元気なら組み込み

技術者の養成」を応募し採択されました。採択一覧は次頁に示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
連絡先： 奈良工業高等専門学校 電気工学科 
   土井 滋貴 
  doi@elec.nara-k.ac.jp 
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「地域再生人材創出拠点の形成」採択課題一覧 

大学等が有する個性・特色を活かし、将来的な地域産業の活性化や地域の社会ニーズの解決

に向け、地元で活躍し、地域の活性化に貢献し得る人材の育成を行うため、地域の大学等（又

は地域の大学等のネットワーク）が地元の自治体との連携により、科学技術を活用して地域

に貢献する優秀な人材を輩出する「地域の知の拠点」を形成し、地方分散型の多様な人材を

創出するシステムを構築する。 
 

提案課題名 提案機関 総括責任者 連携自治体 

宇宙映像利用による科学文

化形成ユニット 

大学共同利用機関法人自

然科学研究機構 国立天

文台 

観山 正見 東京都三鷹市 

環境管理修復・地域資源活

用人材養成ユニット 

島根大学大学院 生物資

源科学研究科 
柴田 均 島根県 

ホールマネジメントエンジ

ニア育成ユニット 
九州大学 梶山 千里 福岡県福岡市 

徳島県南の LED 関連技術

者養成拠点の形成 
阿南工業高等専門学校 小松 満男 徳島県及び徳島県阿南市 

海洋サイバネティクスと長

崎県の水産再生 
長崎大学 水産学部 中田 英昭 長崎県 

元気なら組み込みシステム

技術者の養成 
奈良工業高等専門学校 冷水 佐壽 奈良県 

十勝アグリバイオ産業創出

のための人材育成 

帯広畜産大学 地域共同

研究センター 
関川 三男 北海道帯広市 

21 世紀型ものづくり人材岩

手マイスター育成 

岩手大学大学院 工学研

究科 フロンティア材料

機能工学専攻 

馬場 守 岩手県 

「能登里山マイスター」養

成プログラム 
金沢大学 林 勇二郎 

石川県（企画振興部、農林水産

部、環境安全部）、石川県珠洲

市、輪島市、能登町、穴水町

みなまた環境マイスター養

成プログラム 
熊本大学 さ元 達郎 熊本県水俣市 

ながのブランド郷土食 信州大学 工学部 山沢 清人 長野県長野市 

石川伝統工芸イノベータ養

成ユニット 

北陸先端科学技術大学院

大学 知識科学研究科 
中森 義輝 石川県 
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地域再生人材創出構想・概要 （プレス資料） 
 
○地域再生人材養成ユニット名 「 元気なら組み込みシステム技術者の養成」 
○総括責任者名         「    冷水 佐壽          」 
○提案機関名         「（独）国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校」 
 
 地域の現状と地域再生に向けた取組状況 

 奈良高専の近接地域（奈良、東大阪、八尾、京都府南部）には、約 1 万 6000 社の中小企業が存在して

おり、意欲的な開発型の中小企業も少なくない。ところがこれらの企業では、慢性的な人材不足に加えて、

技術技能の修得はＯＪＴを通じての技能伝承が通常となっているため、団塊の世代の退職を迎えて、技術

者・技能者の養成と維持が深刻な問題となっている。 
奈良県では「産業活性化ビジョン」に基づき「産業フォーラム」、「やまと創造インキュベーター」等の中

小企業振興の活動が行われており、本校も奈良県中小企業支援センターと連携して積極的に協力を行い，こ

れまでに技術セミナーや集中的な技術指導、共同研究等を通じて地元中小企業の発展に貢献してきた。ま

た奈良県を始めとして、本校では東大阪市、八尾市等の自治体、商工会議所、中小企業団体、工業会等と

の技術指導や共同研究を通じてネットワークを構築してきた。 
 
 地域再生人材創出構想 

 本プロジェクトは、中小企業より特に強い要望のある「組み込みシステム技術者」を短期集中カリキュ

ラムによって養成し、地域再生・活性化を図ろうとするものである。 
本カリキュラムは社会人の技術者・技能者を対象として修得させる。実施内容は、（１）組み込みシステ

ム・ベーシックコース（技術要素コース）、（２）同・アドバンスドコース（開発技術コース）、（３）同・

ペリフェラルズコース（応用コース）の３コースであり、それぞれのコースにおける到達目標は、組込み

ソフトウェア技術者試験（JASA 認定試験）、組込みソフトウェア技術者１、2 級等であり、修了者は製造

現場において技術指導の先頭に立って活躍する。 
また人材養成業務の従事者は、奈良高専電気工学科・電子制御工学科・情報工学科教員を中心とした専

門職員及び近隣地域の大学等からの派遣講師であり、指導に充分な体制を整えている。さらに本プロジェ

クト事業を奈良地域における技術指導・相談のセンター的存在として位置づけ、継続発展させていくため

に、平成 23 年度を目処に自立したＮＰＯ法人を設立する。 
養成目標人数は、3 年目は１２０人、5 年目は２４０人を予定している。 

 

自治体との連携・地域再生の観点 

 本プロジェクトは、地元自治体（奈良県、東大阪市、八尾市）との緊密な関係の下に実施されるものであ

り，本プロジェクトにより奈良県を始め東大阪市や八尾市との連携を基軸にした高専初の組み込みシステム

技術の養成を行うことができ，当該分野における地域産業界の再生化につながっていく。 
特に本プロジェクトでは新規に数名の研究員等を雇用し，組み込みシステム関連の研究を行っている本校

や近隣地域の大学教員との連携をして教材作成等を行い，これらを利用した高度な技術者の育成を継続して

行う。 
本プロジェクトはこれらの実績を踏まえて地域再生に向けて実施されるものであり、中小企業における「組

み込み技術」のレベルアップによって製造現場での活性化が進むとともに、本プロジェクトによるＮＰＯ法

人が設立されることにより、将来に向けても地域密着型の技術指導が可能となる。このように本プロジェク

トは、自治体の政策及び地元中小企業のニーズをともに反映しており、今後の地域の発展に大きく寄与する

ものである。 
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元気なら組み込みシステム技術者の養成 実施内容

組み込みシステム開発サポート

（技術相談、開発環境の提供等）

ペリフェラルズコース
（センサ、メカトロ、応用関係技術習得)

アドバンスドコース
（組込みスキル標準(ETSS)
ミドルレベル）

ベーシックコース
（組込みスキル標準(ETSS)
エントリレベル）

プログラムの継続発展に向け

NPO法人の設立検討

5年度目
（平成23年度）

4年度目
（平成22年度）

3年度目
（平成21年度）

2年度目
（平成20年度）

1年度目
（平成19年度）

組み込みシステム

養成コース

・養成対象地域 奈良、東大阪、八尾、京都南部

・養成対象者 社会人の技術者、技能者

・3年間で3コース完成（各コースとも60時間程度：開発半年，実施半年）

標準化：組み込み技術者試験（公的資格の取得）

実践化：これまでの産学連携で蓄積した独自のノウハウの反映

電子化：テキスト･講義等のWeb配信

・養成目標人数 120人（３年目）、240人（５年目）

 
 

プ ロ ジ ェ ク ト 推 進

グループ 
・電気工学科教員 
・電子制御工学科教員

・情報工学科教員 
・外部専門家 

元気なら組み込みシステム技術者の養成 実施体制

奈良高専 

  「元気なら 

組み込みシステム技術者の養成」 

   プロジェクト 

八尾市・関係団体

奈良県・関係団体

京都府南部・関係団体

東大阪市・関係団体

奈良高専      

組み込みシステム研究センター

NPO法人化（将来）

地元    

中小企業 
開発型企業へ 地域産業の 

活性化 

将 来 構 想

グ ル ー プ

(NPO法人設立

の検討） 

カ リ キ ュ ラ ム

検討グループ 

 近 隣 地 域

の大学 

 奈良県

中 小 企

業 支 援

センター 

 総括責任者（学校長）

企画・評価委員会 

連携（受講者の推薦等）

  連携   

（講師派遣等） 

受講対象者  養成修了者

反映 

実施
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（概要資料：JST ヒヤリング資料に加筆、2007/06/02） 
 

 

提案機関 奈良高専の概要

• 学科構成、規模
本科５学科、専攻科３専攻 １１００人規模

電気電子系が３学科ありこの分野の教育・研究資源が豊富

・機械工学科（入学定員：４０名）
・電気工学科（入学定員：４０名）
・電子制御工学科（入学定員：４０名）
・情報工学科（入学定員：４０名）
・物質化学工学科（入学定員：４０名）

昭和３９年創設
中学卒業後５年間の一貫教
育により実践技術者の育成

本科

平成４年創設
（全国高専での第１号）
研究開発型技術者の育成

・機械制御工学専攻（入学定員：８名）
・電子情報工学専攻（入学定員：８名）
・化学工学専攻（入学定員：４名）

専攻科

 

 

文文部部科科学学省省  平平成成1199年年度度科科学学技技術術振振興興調調整整費費

「「地地域域再再生生人人材材創創出出拠拠点点のの形形成成」」  

元元気気なならら  

組組みみ込込みみシシスステテムム技技術術者者のの養養成成  

奈奈良良工工業業高高等等専専門門学学校校  
発発表表者者 土土井井滋滋貴貴（（研研究究代代表表者者代代理理））
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提案機関 奈良高専の概要

・活発な対外活動

・産学連携事業（平成17年度）

共同研究等 ２０件以上

技術交流会、技術相談等 ２００件以上

・地域連携事業

科学教室、出前授業等 年１０件以上

・最近の外部資金取得による全校規模のプロジェクト
・平成17,18年：現代GP サイエンス・「ものづくり」・地域力の展開

－教職員・学生一体となった取組－

・平成18年：経済産業省中小企業庁

「高等専門学校等を活用した中小企業人材育成事業」

奈良高専を活用した中小企業の人材育成事業

 
 

・金属加工法の全体的な基礎技術能力の育成
・機械工学の体系的な専門基礎能力の育成
・各種工作機械・加工装置を使いこなせる

加工技術能力の育成

技術の多様化・高度化に対応できる
技能者・技術者の育成

経済産業省中小企業庁 平成１８年度
「高等専門学校等を活用した中小企業人材育成事業」

奈良高専を活用した中小企業の人材育成事業

○「金属加工技術基礎講座」○「金属加工技術基礎講座」
○「機械技術基礎講座」○「機械技術基礎講座」
○「機械工作実習基礎講座」○「機械工作実習基礎講座」

定員定員
（（各講座とも各講座とも））

３０名３０名

好評のうちに修了
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提案の概要 

 

 

 

奈良高専を取り巻く地域（京阪奈）

奈良県： 約 150社
東大阪市： 約 1,500社
八尾市： 約 400社
京都府南部： 約 150社
合計 約 2,200社

技術開発型
ものづくり企業の数

金属加工業、機械製造業、自動
車部品加工業、電気部品加工業、
プラスチック製造業、工具製造業、
電子機器製造業、機械機器製造
業

主なものづくり

中小企業の内容

奈良近隣の産業集積地
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素材・部品産業から高度装置産業へ

高機能化と知能化

組み込みシステム技術

下請け企業から

開発型企業への脱皮

地域産業の活性化

 

 

本事業の対象企業

［広域性］：京阪奈地域

地域対象：奈良高専を取り巻く地域地域対象：奈良高専を取り巻く地域

奈良県、東大阪市、八尾市、京都府南部奈良県、東大阪市、八尾市、京都府南部
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本事業の概要

• 組み込みシステム技術とは

– 様々な技術の集合体

• 本事業の展開

– ２つのパート

アナログアナログ

回路回路

ディジタルディジタル

回路回路

プログラミングプログラミング

センサーセンサー

メカトロニクスメカトロニクス

組み込み組み込み

コンピュータコンピュータ

組み込みシステム

開発サポート
組み込みシステム

技術教育

 

 

• ３年間で３コース完成（各コースとも６０時間程度：開発半年、実施半年）

– 標準化：組み込み技術者試験（公的資格の取得）

– 実践化：これまでの産学連携で蓄積した独自のノウハウ

– 電子化：テキスト・講義等のweb配信、E-ラーニング
（実施予定期間： 平成19年７月～平成24年３月）

組み込みシステム技術教育
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（１）組み込みシステム・ベーシックコース（技術要素コース）  
 
（目標）組み込みシステムを導入するための基礎技術を習得する。 
        個々の装置は既存の物を組み合わせて構築する。 
        組み込みソフトウェア技術者試験（JASA 認定試験）及び 
        組み込みソフトウェア技術者２級 
   （組込みスキル標準（ETSS）エントリレベルの技術者 
   としての知識能力があるとともに上級者の指導のもと 

   プログラミング作業を行える技術者を判定。）取得を 
   めざす。 
（科目）○組込みシステム概論 
    ○組込みシステムのデザイン 
    ○ディジタル回路 
    ○プログラミング 
 
（２）組み込みシステム・アドバンスドコース（開発技術コース）  
 
（目標）基礎コースの内容を踏まえて組み込みシステムのキーパーツとなる 

組み込みコンピュータの構築について学習する 
       組込みソフトウェア技術者試験（JASA 認定試験） 
       組込みソフトウェア技術者１級（組込みスキル標準（ETSS） 

ミドルレベルの技術者としての知識能力があるとともに自立し 
てプログラミング作業を行える技術者を判定。）取得をめざす。 

      また TRON エンジニア試験(T-Engine フォーラムとトロン協会の認定試験、

T-Kernel や ITRON を利用する技術者として十分な能力があることを 
判定。）の内容も加味する。 

（科目） ○マイクロコンピュータのハードウェア 
     ○マイクロコンピュータのソフトウェア 
     ○組込みシステムのソフトウェア 
     ○リアルタイムＯＳ 
 
（３）組み込みシステム・ペリフェラルズコース（応用コース） 
 
（目標）基礎コースの内容を踏まえてセンサ、メカトロ、ロボティクス関係の技 
     術を習得する本ユニット独自のカリキュラムを構成し、研究的特論的 
     要素を多く含む。 
（科目）以下の内容よりいくつか選択して学習する。 
         ○センサ概論      ○センサ素子 
         ○信号処理       ○アクチュエータ概論 
         ○アクチュエータの実際 ○モータ制御 
         ○ロボティクス概論   ○制御理論 
         ○認識系        ○マシンビジョン 
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• 組み込みシステムの開発環境の提供

• インキュベーション施設の提供

• 組み込みシステムの問題解決の支援

– （技術相談）

• 共同研究による技術の高度化の支援

組み込みシステム開発サポート

 

 

事業推進体制

• 企画・評価委員会の組織化

– 奈良高専

– 自治体系支援団体

– 業界団体

• 企業ニーズ調査とカリキュラム開発

• 関連するＩＴ業界団体との連携
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自立化の基本構想

• 奈良高専リエゾンの一翼を担う
元気なら
組み込みシステム
技術者の養成

奈良高専を活用した
中小企業の
人材育成事業

 

 

素材産業から高付加価値製品産業へ
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追加メモ（2007.06.04） 
 
初年度の講座について（５月時点での草案、初年度事業開始は７月） 
 名称ベーシックコース   定員 20 名 
   開始時期  2007 年 11 月 

会場   クリエイションコア、（東大阪市） 
   形態  各土曜 1pm～5pm、４時間を 15 回、計 60 時間 
       1/3 奈良高専教員 
             1/3 外部講師（近隣大学など教育機関等） 
             1/3 メーカ等 
       時間の半分は実験実習とする 
       各人毎にパソコン、開発ツール等を用意 
   講座内容 
      電子回路基礎 
      ディジタル回路 
      マイコンハードウェア 
      I/O 
      プログラミング基礎 
      使用マイコン等 AVR、SH２、SH tiny 
 初年度イベント、講演等 
   キックオフフォーラム 2007 年 9 月予定 
   シンポジューム    2008 年３月予定 
 
次年度の講座について 
 名称ベーシックコース   定員 20 名 
   内容等同上 
 名称アドバンスコース   定員 20 名 
   SH2 クラスの組み込み OS を含めた内容 
   ロボット等の具体的な処理対象 
 名称ペリフェラルズコース 定員 5 名（試験運用） 
   FPGA、ＩＰ、DSP、リアルタイム OS 等の研究要素を含めた内容  
 


