
「元気なら組み込みシステム技術者の養成」
ベーシックコース
受講者募集案内

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」事務局

この度、奈良工業高等専門学校では文部科学省平成19年度の科学技術振興調整費・地域再生人材創出拠

点の形成事業「元気なら組み込みシステム技術者の養成」を開始します 「元気なら組み込みシステム技術。

者の養成」は組み込みシステム技術をゼロの状態から最終製品の企画、開発、製造までを俯瞰できる技術

者の養成をめざします。本年度開講のベーシックコースではこれらの過程の基礎となる組み込みマイコン

についての基礎技術を習得します。

■受講料 無料

■受講対象者 中小企業の技術系社員で、所属企業の長の推薦を得た方に限らせていただきます。

■日程 平成19年10月20日（土）～平成20年２月23日、

毎週土曜1pm～5pm、全15回

■会場 クリエイション・コア東大阪 クリエイターズプラザ

■応募方法 下記ホームページの募集案内をお読みいただき、

申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、

FAX、郵送もしくは電子メールで申し込み下さい。

■応募期限 平成19年10月５日（金）必着

■申し込み・

問い合わせ先 奈良工業高等専門学校 総務課総務係

「元気なら組み込みシステム技術者の養成」事務局

TEL.0743-55-6012 または E-mail:kumikomi@jimu.nara-k.ac.jp

ホームページ http://www.nara-k.ac.jp/jimu/jst-chiikisaisei/



元気なら組み込みシステム技術者の養成
のご案内

素材産業から高付加価値製品産業へ

このたび文部科学省において、平成 年度の科学技術19
振興調整費の選定が行われ、奈良県からは奈良工業高等

専門学校が提案していた地域再生人材創出拠点の形成事

業「元気なら組み込みシステム技術者の養成」が採択さ

れました。この事業は、平成 年度から平成 年度の19 23
５年間、奈良高専のある地元奈良県を中心に中小企業を

数多く抱える周辺の東大阪市、八尾市、京都府南部まで

を対象にして組み込みシステム技術者の育成を図るもの

です。

組み込みシステムとは、ある特定の要望（ニーズ）に

対して専用に設計され、組み込まれた小型のコンピュー

タシステムのことです。機器に組み込まれたコンピュー

タは直接目にすることはまれですが、現在の社会を支え

る重要な基盤技術となっています。組み込みシステムは

自動車、携帯電話、デジカメから工場の自動生産システ

ム、そして家電製品にいたるまでありとあらゆる工業製

品に使われており、各種機器の高性能化、高機能化、知

能化を実現するものであり、組み込みシステムを的確に

導入することは、企業において競争力のある高付加価値

製品を生み出すためのキーとなります。

本事業は、初年度より年１コースの割合で順次組み込

み技術講座を立ち上げ、３年後には組み込み技術の基礎

から応用までを幅広くカバーする

（１）ベーシックコース（技術要素コース 、）

（２）アドバンスドコース（開発技術コース 、）

（３）ペリフェラルズコース（応用コース）

の３コースからなる養成システムを構築するものです。

カリキュラムは奈良高専で蓄積された教育・研究のノウ

ハウに基づき、実験実習を重視した実践的な構成を目指

しています。さらに、本事業では講座と連携した組み込

みシステムの開発支援や技術相談等に関するサポート体

制についても整備し、奈良県を中心に東大阪市、八尾市

及び京都府南部地域の有機的な養成拠点を目指します。

事業体制

事業スケジュール

（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。

（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。

（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

○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



「元気なら組み込みシステム技術者の養成」
受講者募集

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」事務局

奈良高専では の「ベーシックコース」の受講者募集を開始、「元気なら組み込みシステム技術者の養成」

いたします。講座の内容をご検討の上、受講希望の方は別紙の申し込み用紙に必要事項を記入いただき、

奈良高専 事務局まで 、郵送もしくは電子メールで申し、「元気なら組み込みシステム技術者の養成」 FAX
込み下さい。なお、応募者多数の場合は調整させていただきますので予めご了承下さい。

（予定定員 名、 回）○ベーシックコース・カリキュラム 20 15
「 、元気なら組み込みシステム技術者の養成」は組み込みシステム技術をゼロの状態から最終製品の企画

開発、製造までを俯瞰できる技術者の養成をめざします。 ではこれらの過程の基礎となベーシックコース

る組み込みマイコンについての基礎技術を習得します。本コースを修了すれば組み込みシステムの概要、

組み込みシステムに必要な技術要素等が理解でき、具体的な組み込みシステムを導入した製品の企画に役

立ちます。また次年度以降開講予定の上級コースへの準備に適当です。

ブロック１ 組み込みシステムの技術要素の基礎を学びます

月 日（土） 回目 概要説明10 20 01
月 日（土） 回目 アナログ回路10 27 02
月 日（土） 回目 デジタル回路11 10 03
月 日（土） 回目 マイコン(対象 等)11 17 04 H8
月 日（土） 回目 言語基礎11 24 05 C

ブロック２ を使って組み込みシステムを体感しますAVR
月 日（土） 回目 説明( )12 01 06 AVR ATmega48
月 日（土） 回目 工作12 08 07

ブロック２で製作するATmega48ボード12 22 08月 日（土） 回目 プログラム実験

月 日（土） 回目 プログラム実験01 12 09
月 日（土） 回目 解説 ( の特徴、 アーキテクチャー)01 19 10 AVR AVR AVR

ブロック３ を使って組み込みシステムを実習しますSH2
月 日（土） 回目 解説 ( トレーニングボード使用)01 26 11 SH SH2
月 日（土） 回目 プログラム実験02 02 12
月 日（土） 回目 プログラム実験02 09 13
月 日（土） 回目 プログラム実験02 16 14
月 日（土） 回目 解説02 23 15 ETSS

無料○受講料

1pm 5pm○開講時間 毎週土曜 ～

クリエイション・コア東大阪 近鉄けいはんな線荒本駅 徒歩 分○会場 5
（東大阪市荒本北 ）50-5 TEL.06-6748-1011

○受講にあたりお守りいただきたいこと

・受講対象は、中小企業の技術系社員で、所属企業の長の推薦を得た方に限らせていただきます。

・コンピュータに関する基本的なスキル（タイピンク等）は習得されていることを前提としています。

・所定の条件を満たした受講修了者には修了証書を授与します。

・開講期間中は中途欠席等の無いようにお願いします。

平成 年 月 日(金)必着○募集締め切り 19 10 5
平成 年 月 日(金)キックオフフォーラム：大和郡山市やまと郡山城ホール○その他の日程等 19 9 28
・奈良工業高等専門学校 総務課総務係○問い合わせ等

事務局「元気なら組み込みシステム技術者の養成」

TEL.0743-55-6012 E-mail:kumikomi@jimu.nara-k.ac.jpまたは

・技術的な問い合わせは 電気工学科 実施実務担当 土井

TEL.0743-55-6101 E-mail:doi@elec.nara-k.ac.jpまたは

http://www.nara-k.ac.jp/jimu/jst-chiikisaisei/・ホームページ



「元気なら組み込みシステム技術者の養成」
受講申し込み用紙

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」事務局

０７４３－５５－６０１９・FAX
または各項目を箇条書きにして

宛に メールでkumikomi@jimu.nara-k.ac.jp E
送っていただいてもかまいません。

調査締め切り 平成 年 月 日必着・ 19 10 5

１．企業名

２．業種

３．住所

４．電話番号

５．Eメール

６．受講希望者氏名

７．年齢

８．所属部所、業務内容等

９．所属長等の氏名

１０．受講目的

１１．その他ご意見


