
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
社会人向け技術教育 産学交流室講座

文部科学省科学技術戦略推進費をうけた事業実施期間中には100社を超える企業から

300余名に受講いただきました。平成24年度からは新体制で継続しています。

（GENETは本事業の愛称です Ver.0316D）

独立行政法人
国立高等専門学校機構

２０１２年度 レポート

GENET NEXT
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

GENET（～2011)から ・・・



Ｂａｓｉｃ
ベーシックコース
～ゼロから始める組み込みシステム基礎講座～

A dvanced
アドバンストコース
～チーム実習を通じて企画・設計・実装・テストを学ぶ～

Peripherals 
ペリフェラルズコース
～組み込みシステムのハードウェアを強化する～

・養成対象者：奈良県、八尾市、東大阪市、京都府南部の社会人の技術者、技能者

・各コース：3年間で3コースが完成、１コース60時間

標準化：組み込み技術者試験、公的資格(ETSS、ETEC等)に準拠

実践的教育手法：実習重視、すべてのコースで学習時間の半分が実習

電子化：テキスト･講義等のWeb配信、Eラーニング

・養成目標人数：各コース２０人、事業全体で240人

・スタッフ：奈良高専教員、客員研究員、外部講師

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)

アドバンストコース

（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

平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度
組み込みシステム

養成コース

「元気なら組み込みシステム技術者の養成事業：愛称GENET」は2007年度～2011年度までの５年間文

部科学省振興調整費、（2010年度からは同戦略推進費）「地域再生人材創出拠点の形成事業」の１つ

として行われ、その後2012年度からは自立した取り組みとして継続しています。

奈良高専の位置する大和郡山市は、中小企業の多く集まる、大阪東部の東大阪市、八尾市と隣接し、

従来から、本校とは産学連携等で密接な関係がありました。また京都府南部も同様の地域です。これ

らの地域はいわゆる素材産業を中心とした産業集積地であり、本事業では、組み込みシステム技術を

利用して素材・部品産業から高度装置産業への転換を促し、製品の高機能化と知能化、開発型企業へ

の展開を行い地域産業の活性化を当初の目的といたしました。

講座、実習内容は地域の現状を把握し、ただ単に最新技術等を追うのでなく、ゼロの状態から最終

製品までの設計・製作・製造過程を丹念に紹介し、組み込みシステムを利用した製品の企画、製造、

販売までを俯瞰できる技術者の養成をめざします。

５年間の「拠点の形成事業」終了後も構築された教育コンテンツと培われたネットワークを活かし

地域のニーズの即した技術教育と地域活性化の取り組みを進めています。

組み込みシステム技術は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、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。

「拠点の形成事業」期間には組み込みシステム技術の基礎から応用までをバランスよくカバーする

３コースからなる養成システムを構築し実施しました。

ソフト的
技術レベル

高機能

ベーシック
コース

アドバンス
トコース

ペリフェラルズ
コース ハード的

技術レベル

高性能

小規模システムの開発

中規模システムの理解

中規模システムの開発

大規模システムの理解

小規模システムの開発

高性能なハード開発

高性能なハードをもつ
中規模システムの開発

小規模組み込みシステム
決まった計測、制御のみ
単機能、OSなし

例：温度制御装置

中規模組み込みシステム
操作機能、記憶機能、
通信機能等を含む OSあり
例：家電制御

大規模組み込みシステム
ネットワーク、システム運用、
高速動作多機能、OSあり

例：携帯電話端末、自動車制御

GENET

元気なら組み込みシステム技術者の養成事業 実施体制



プロジェクト 実施期間 総括責任者 総合評価 目標達成度
人材養成手
法の妥当性

実施体制・自
治体等との

連携

人材養成
ユニットの
有効性

継続性・
発展性の

見通し

中間評価の
反映

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 谷口　研二 A a a a a a a

コース名 対象者 養成機関
1年目

（H19年度）
2年目

（H20年度）
3年目

（H21年度）
4年目

（H22年度）
5年目

（H23年度）

ベーシックコース 社会人 12日/4か月間 22 29 42 30 29

アドバンストコース 社会人 10日/4か月間 / 22 27 24 23

ペリフェラルズコース 社会人 10日/4か月間 / 　　　　8　※1 26 21 27

22 59 95 75 79

22 81 176 251 330

成 年度 ズ 試験

各年度計

初年度からの累計

地域再生人材創出拠点の形成 事後評価 （地域再生人材創出拠点の形成評価作業部会）

元気なら組み込みシステム技術者の養成 3コース（5年間） 修了者累計データ

Android入門（奈良県工業技術センター共同開催）

振興調整費
（戦略推進費）期間

2007～2011

自立継続期間
2012～

GENET（～2011)から ・・・GENET NEXT(2012～) へ

GENETビレッジ（ETwest共同出展）

情報家電系組込み産業振興ネットワーク活性化事業（協力）

組み込みシステム技術教育

・ベーシックコース
・アドバンストコース
・ペリフェラルズコース

組み込みシステムサポート

・フォーラム
・マッチング

GENETコミュニティ
（修了者組織)

・企業間交流
・勉強会、開発

GENET NEXT(継続・自立)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

産学交流室講座

・新ベーシックコース

2007年度から2011年度までの「拠点の形成事業」期間中の修了生は100社300名を超える結果となりました。
これらの結果を受け事後評価ではA評価を頂きました。

2011年度までの「拠点の形成事業」はいくつかの取り組みに再編されて2012年度も継続して取り組んで参りました。
今後もニーズの変化に対応し、組み込みシステム技術教育を核に地域活性化を目指します。

※1：平成20年度 ペリフェラルスコースは試験運用



2012年 8月20日(月)
「全国高専テクノフォーラム」参加

【場所】京都国際会議場

本プロジェクトでお世話になっている組み込み関連企業の企業展示も数多く行われまし
た。また本プロジェクトについての報告も行い、展示ブースでは本プロジェクトで開発した
教材ボードを展示しました。また、GENETコミュニティ第5回例会として「高専テクノフォー
ラム見学会」を行いました。

4月19日(木) 
GENETコミュニティ総会・第3回例会開催

【場所】クリエイション・コア東大阪

2012年度初めての修了生組織GENETコミュニティの活動です。
第１回総会と３回目の例会となりました。今年度の例会は計７回行いました。
写真は会員企業の企業紹介の様子です。

2012年 6月 9日(土)～
2012年度新ベーシックコース開講

【場所】奈良工業高等専門学校

自立継続後の初めての講座です。規模は縮小しましたが、定員を超える応募がありまず
まずのスタートが切ることができました。

2012年 6月14日(木)、15日(金) 
「ETWest」出展・「ETＷest見学会」開催

【場所】インテックス大阪

修了生企業と共同でのEＴＷest出展も今年で３回目となりました。今年はこれに合わせて
GENETコミュニティのイベントとして「EＴＷest見学会」を行いました。

2012年 7月25日(水) 
JaSST‘12 Kansai ソフトウェアテストシンポジウム共催

【場所】クリエイション・コア東大阪

ソフトウェアシンポジウムの共催も今年で４回目となりました。

2012年 7月27日(木)～
第2回Androidで「ものづくり」～共催

【場所】奈良県工業技術センター

2011年度から新しく試みている奈良県工業技術センターと共催の講座です。

GENET・・・・・・・・・



2012年 9月 6日(木)、7日(金)
国際フロンティア産業メッセ2012出展

【場所】神戸国際見本市会場

西日本最大規模の産業総合見本市である国際フロンティア産業メッセに出展しました。

2012年 9月25日(火)
Microsoftが描くクラウドビジネス 共催

【場所】奈良県工業技術センター

奈良県工業技術センターと共催でWindows Azure活用について紹介する
セミナーを開催しました。

2012年10月29日(月) 
GENETコミュニティ第6回例会

【場所】クリエイションコア東大阪

第6回例会を開催しました。

2012年11月14日(水)～16日(金) 
「Embedded Technology 2012 / 組込み総合技術展」出展

【場所】パシフィコ横浜

情報家電系組込み産業振興ネットワーク活性化事業の１つとして関西パビリオンをETに
出展し、本プロジェクトも参加しました。

2012年11月20日(火)
「先進環境対応車に係わる技術シーズ発信会」出展

【場所】テクノパーク岡山

先進環境対応車の係わる技術シーズ発信会にて本プロジェクトの教育コンテンツと
GENETコミュニティの活動を紹介しました。

2012年11月22日(木)

「なにわの商い発表会」出展

【場所】大阪府立労働センター

異業種交流会「なにわの商い発表会」に出展いたしました。また、 GENETコミュニティの
イベントとして「なにわの商い発表会見学会」を行いました。

NEXT ・・・・・・・・・



奈良高専産学交流講座

2013年度新ベーシックコース
～ゼロから始める組み込みシステム基礎講座～

「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。２０１３年度開講の新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。

講座は２つのブロックから構成されます。ブロック１は組み込みシステムを理解するための基礎事項を実習しながら学習し
ます。ブロック２はAVRマイコンを使用した簡単な実験ボードを製作し、組み込みマイコンおよび電子系の物づくりを体感します。
所定の条件を満たした受講者には修了証書を授与します。

教材として製作する
AVR ボード

第1回 アナログ回路

第2回 ディジタル回路

第3回 C言語入門

第4回 マイコンボードの製作

第5回 ボードを動かす、組み込みC言語

第6回 ボードを動かす、組み込みC言語

GENET NEXT

■カリキュラム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■受講料 ： 15,000円程度（教材費込）

■予定定員 ： 10名程度

■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。
コンピュータに関する基本的なスキル（基礎知識、タイピング等）を習得されていること
を前提といたします。

■会場 ： 奈良工業高等専門学校（近鉄郡山駅バス10分、徒歩25分）

■応募方法 ： 詳細につきましては、電子メールにてお問い合わせください。申込用紙を送付します。
※電子メールのタイトルに【組込講座】と必ずご記入ください。

■問い合わせ ： 奈良工業高等専門学校総務課 「元気なら組み込みシステム技術者の養成」事務局
〒639-1080 奈良県大和郡山市矢田町２２
TEL.0743-55-6173
E-mail: kumikomi@jimu.nara-k.ac.jp

■ホームページ ： http://www.genet-nara.jp/



ものづくり
日本の復権

地域活性化

経営力強化

組み込みシステム技術力向上
技術蓄積

製品・生産工程への応用

経営者＋技術者

GENET修了者企業＋GENET賛同団体

元気なら組み込みシステム技術者の養成コース修了者による同窓会組織であるGENETコミュニティの設立が、一昨年

のGENETフォーラムで提案され、平成23年1月に有志による発起人会が開催されました。以降、会則案検討、修了者企

業へのアンケート、幹事会社会議を重ねて、平成23年12月5日に「近畿地区高専JST産学マッチングフェア」と同時開催

された「第2回元気なら組み込みシステムセミナー」でGENETコミュニティの発会が宣言されました。

GENETコミュニティ目的

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会則に定めたGENETコミュニティの目

的は、「元気なら組み込みシステム技

術者養成コースに参加の企業・技術者、

および、賛同者が情報や技術などを交

流し、結合することで組み込みシステ

ム技術の向上を図り、他に真似のでき

ない技術を蓄積し、製品あるいは生産

工程に応用することで自社の経営力を

強化するとともに、地域の活性化、ひ

いては、ものづくり日本の復権に寄与

することを目的とする。」としました。 そ

れを図示すると右のようになります。

GENETコミュニティ事業内容

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

GENETコミュニティの事業内容とは、

懇親会とセットの例会、技術の専門

分科会、展示会の共同出展などを通

じて、まずはお互いをよく知り、交流

を図ることを第一義としています。 継

続する研修コースの修了生や賛同者

を巻き込んでいきます。 将来的には、

共同開発の実現や成果を元にした研

修会開催、また、外部資金が獲得で

きるような活動にしたいと願っていま

す。

団体会員、賛助会員、個人会員があり、個人会員は会費無料としています。

GENET コミュニティ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



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」事業（GENETとする）が平成19年

から実施され、奈良高専を中心にして

尽力をいただきました。GENETが5年間、

その内容を充実させながら地域の企業にその人材育成機能

により地域振興いただきました。情報システムを専業とする企

業のみならず、自社製品の高度化さらに情報対応機能の付

加など、地域ものづくり企業の技術基盤として根付きつつある

ところです。

奈良県でも産業の活性化による地域の振興は重要な課題

として力を入れています。この中で奈良高専様とは奈良県が

産学官連携の機会の創出のため包括連携協定を平成21年

に結び、また地域ものづくり産業支援のために「地域産学官

共同研究拠点」を共同提案するなど、本県ものづくり産業振

興に深くかかわっていただいている状況です。この中でENET

の取り組みも地域に根付いた形としてこれらの連携に組み込

まれた形で運営されています。具体的には、「第２回Android

でものづくり」、「IT/RTコーディネート事業」などにおいて地域

産業に「組み込み技術」を核にして技術支援を展開していま

す。

ICT技術は工業技術センターが支援させていただいている

地域製造業の業種において広い範囲で有用な技術になって

います。いまこそICTを徹底活用して、技術支援の充実を図っ

て行きたいと考えております。情報機能が付加された製品の

開発、製造プロセスの革新、新しいサービスの創出など、次

世代プロダクトシフトの潮流に地域製造業も乗っていけるよう

支援させていただけたらと考えています。

GENETの取り組みがこれらの流れを作っていただいたこと

に感謝申し上げます。

奈良工業高等専門学校

校長 谷口研二

奈良県工業技術センター
所長 奥西 健二

円高や高い人件費などの影響もあっ

て製造拠点が海外に進出する流れは

止めようもありません。先日、「製造業

の就業者1000万人を割り込む」との報

道がありました。その内訳を見ると、労

務作業者数の減少は顕著ですが、専門職や技術職の数は、

過去10年間、増え続けています。高い技術を持った人材は相

変わらずニーズが高いのです。昔、「物作り」と言えば材料加

工や部品製造などでしたが、その後、集積回路(頭脳)を機械

に取り入れて制御機能を付加する方向に製品の流れは変わ

りました。これからの時代には、このような製品価値を高める

技術者の育成が急務となっています。

大手電機メーカーの中には技術者を養成する教育体制が

しっかりと整った会社もありますが、中小企業では技術者教

育を社外の教育機関に任せることが多いようです。本校では、

このような状況に鑑み、受託事業「元気なら組み込みシステ

ム技術者の養成」を実施してきました。初心者を対象として、

受講生の経験に応じて3つのコース(ベーシックコース、アドバ

ンストコース、ペリフェラルズコース)を準備し、それぞれの教

材や実験キットを開発してきました。過去5年間にわたる本講

座の受講生が派遣元企業に戻って、製品の競争力を高める

活躍をされているものと期待しています。

本年度からは、上記の事業に引き続き、「新ベーシックコー

ス」講座を開講して初心者向け技術者の教育を続けています。

さらに修了者が運営するGENETコミュニティを立ち上げて、勉

強会の開催や技術情報の交換をしています。その他、奈良

県工業技術センターと共同してIT関連セミナーを開催したり、

上記の事業で開発した教材を高専教育の中で活かすことも

計画しています。

奈良高専は、今後も、技術者教育を続けていきます。講座

開催日・場所、教育内容(レベル、期間、技術分野)などで改

善すべき点がございましたら、ご意見をお寄せいただければ

幸いです。

最後に、組み込みシステム技術者の養成講座に協力いた

だきました受講生、講師、アルバイト学生、事務局の皆様方

に心から感謝申し上げます。

自立継続初年度は関係各位とこれまでの修了生に支えられて活動を続ける

ことができました。

次年度も引き続き微力ながら組み込みシステム技術を活用した地域活性化に

取り組んで参ります。昨年、今年と新しく講座としても取り上げたクラウド関連

技術に加え、最近の新しい動きとしては、組み込みシステム技術と新しいもの

づくり技術を組み合わせたミニマル・ファブリケーションが注目されています。こ

のような新しい流れについても注目していきたいと思っています。

今後とも「元気なら組み込みシステム技術の養成」をよろしくお願いします。

奈良工業高等専門学校

電気工学科 准教授 土井 滋貴


