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2013.8.20@⾼専テクノフォーラム

産学交流講座
「元気なら組み込みシステム技術者の養成」
と関連する取り組み

独⽴⾏政法⼈ 国⽴⾼等専⾨学校機構
奈良⼯業⾼等専⾨学校 ⼟井滋貴

GENET(2007-2011)から
GENETnext(2012-)へ
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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

GENETコミュニティ
（修了者組織)
・企業間交流
・勉強会、開発

GENETネクスト
(継続・自立)

2011.11時点：受講企業数100余社、受講者数300余名

～奈良高専 社会人向け技術教育～
「元気なら組み込みシステム技術者の養成」「元気なら組み込みシステム技術者の養成」

略称：GENET

2007～2011(戦略推進費) 2012～

GENET
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はじまりは
科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」としての提案

平成19年度⽂部科学省科学技術振興調整費地域再⽣⼈材創出拠点
の形成事業において、奈良⼯業⾼等専⾨学校が提案した
「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。

期間： 2007年度(平成19年)から2011年度の５年間
対象地域：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

素材・部品産業から高度装置産業へ

組み込みシステム技術

高機能化と知能化

開発型企業への展開

地域産業の活性化
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講座、実習内容は地域の現状を把握し、いたずらに最新技術等を追
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、設計、製造
までを実施できる技術者の養成を⾏います。

これらの実現には技術教育だけでなく、現場に戻ってからのサポー
トが重要です。本事業ではそのための開発サポートも提供します。

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

本事業の展開
２つのパートを展開する

本事業の指針

・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

・技術相談
・Eラーニング
・交流会等

振興調整費事業(2007～2011)



5ベーシックコース

プログラマブル
デバイス

ディジタルディジタル
回路回路

センサーセンサー

アクチュエータアクチュエータ

マイクロマイクロ
コンピュータコンピュータ

設計手法設計手法

テスト手法テスト手法

ハードウェアハードウェア
記述言語記述言語

FPGAFPGA

回路回路
シミュレーションシミュレーション

リアルタイムリアルタイム
OSOS

開発手法

アナログアナログ
回路回路

ソフトウェアソフトウェア
記述言語記述言語

基礎要素

メカトロ

アドバンストコース ペリフェラルズコース

LANLAN

クラウドクラウド

ネットワーク

組み込みシステム技術教育
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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

ソフト的
技術レベル

高機能

ハード的
技術レベル

高性能

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

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

３つのコースのマッピング

振興調整費事業(2007～2011)
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・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
・会場： クリエイションコア東⼤阪等、利便性を考慮

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

2011年度2010年度2009年度2008年度2007年度
組み込みシステム

養成コース
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ベーシックコースでは組み込み技術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：組み込みシステムを理解するための基礎事項の学習、実習
ブロック２：AVRマイコンを使⽤した簡単な実験ボードの製作、プログラミング

組み込みマイコンおよび電⼦系の物づくりを体感。
また、より⾼度な機能を持つ32ビットマイコン、FPGAデバイス、組み込み技術ス

キル標準についても紹介し次のコースへの橋渡しをします。

2011年度ベーシックコース

回 日程 実施内容

ブロック１：組み込みシステムの技術要素の基礎を学ぶ

1 4月 23日 アナログ回路

2 5月 7日 デジタル回路

3 5月 14日 マイコン

4 5月 28日 C 言語基礎

5 6月 4日 組み込みC言語

ブロック２：AVRマイコンを使って組み込みシステムを学ぶ

6 6月 11日 AVRマイコン概説、実習ボード製作

7 6月 25日 プログラミングの実際1

8 7月 2日 プログラミングの実際2

9 7月 9日 プログラミングの実際3

10 7月 23日 プログラミングの実際4

11 7月 30日 組み込み技術者スキル標準

12 8月 6日 さまざまな組み込みシステム

振興調整費事業(2007～2011)
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開発⼯程を２回
ローテーションする
◎簡単なハードであっても

ユーザ・インターフェースが絡んで
くると、とたんに解法は発散する

◎整理・伝達のために
ドキュメントは必須

2011年度アドバンストコース



組み込みシステム

マイコン
搭載回路
基板

FPGA等
プログラマブル
デバイス

Ｉ/Ｏ Ｉ/Ｏ Ｉ/Ｏ

ＦＰＧＡ
（Field Programmable gate Array）

ＣＰＵ ＤＳＰ Memory

ＦＰＧＡ採用による利点：

必要な性能のプロセッサーとその周辺
回路（ペリフェラル）を柔軟且つ最適に
構築できる

具体的には

◎手元でプログラミングするだけで
よく製造工程なし

◎システムのカスタマイズ及び
機能向上が迅速且つ容易に実現

プログラマブル・デバイスと組み込みシステム
導⼊からソフトコアCPUまで

2011年度ペリフェラルズコース
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センサ システム 全国洗濯ナウ？

最近の大きな流れ Androidとクラウド
振興調整費事業(2007～2011)
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講演会 （70余名）ブース展⽰ （10件）

ワークショップ（20余名） 奈良県⼯業技術センターと共催

第6回 元気なら組み込みシステム・フォーラム
～今から始める！Android in NARA 2011.07.29
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日本標準産業分類中分類による分布
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振興調整費事業(2007～2011) 受講者・修了者まとめ

地域内の多様な製造業が
組み込み技術の導⼊を
図ろうとする傾向が現れ
ている。

地域外からは主に
情報サービス業が
基盤強化に利⽤し
たことが分かる。

受講企業数:100余社 受講者数:300余名
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• 組み込みシステムの問題解決の支援

– （メーリング・リスト、技術相談）

• 奈良高専との共同研究等による技術の高度化の支援

• ビジネスマッチングの支援

組み込みシステム 開発サポート

振興調整費事業(2007～2011)

サポート・Webページ

GENETホームページ TOP画面 カリキュラム紹介ページ
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地域振興のために

受講者が修得したスキルをいかにビジネスにつなげていくかも肝要です。
ビジネスに関わるような取り組みは、教育関係者が主となってすることではないかもしれません。
しかし、そういったことを、まったく考えないというのはいかがなものでしょう。
これらを意識した情報収集、発信の場の提供を⾏いました。

１． ビジネス系のフォーラムの開催
アジア展開、MOTなど。

２． 受講企業間のネットワーク構築をめざして！

『ＧＥＮＥＴ元気なら組み込みシステム交流会』
第１回 日時： 2010年3月12日（金） 場所： クリエイターズプラザ（東大阪）

受講企業の⽅や受講者を対象として、受講企業や受講者間の相互交流を⽬的としました。
この取り組みは修了⽣組織「GENETコミュニティ」発⾜につながります。

３． ＧＥＮＥＴビレッジ at ETWest2010 
第１回 日時： 2010年6月17日、18日

場所： インテックス大阪
よりビジネスに近いサポートとして、組込み総合技術展
にて『元気なら組み込みシステム技術者の養成』受講者
企業と共同で展⽰紹介ブースを出展しました。この取り
組みは毎年も継続して⾏っています。
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ＧＥＮＥＴ元気なら組み込みシステム交流会
2011年12月５日 修了生コミュニティの発足

講演 受講者企業紹介

GENET コミュニティ
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GENET NEXT(継続・自立)

組み込みシステム
サポート
・フォーラム
・マッチング

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
・ペリフェラルコース

GENETコミュニティ
（修了者組織)
・企業間交流
・勉強会、開発

産学交流室講座
・新ベーシックコース

GENETビレッジ（ETwest共同出展）

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(2007～2011)から GENET NEXT(2012～) へ

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）

受講企業数:
100余社
受講者数:
300余名
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受講者12名なので少しさみしい
2013年度は18名
教材ボード製作は固守。
１から構築できることを
体感頂きたい。

GENET NEXT 1
学校独⾃の開催講座
新ベーシックコース (27時間)
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GENET NEXT 2 奈良県との共催講座

平成24年度産学官連携拠点IT・RT研修

Android活用講座
初めてのデバイス・トゥ・クラウド、
センサ・ネットワーク

組み込みとクラウドの融合システムを基礎から学ぶ
・センサーからのデータの取得、加⼯処理
・クラウドを利⽤したデータベースとの連携

受講対象者： ICT技術を活⽤して「ものづくり」を効率化、
あるいはイノベーションを起こしたいと考えている技術者とそれに準ずる者。

会場： 産学官連携拠点（奈良県⼯業技術センター）
募集⼈員： 10⼈程度
講座実施期間： ３⽇間、平⽇10am〜5pm、6時間 計18時間

カリキュラム： １回⽬ 7⽉27⽇(⾦) Androidを使った計測
〜Android ADKの利⽤

２回⽬ 8⽉3⽇(⾦) デバイス・トゥ・クラウド
〜センサネットワークのコアとしての使い⽅

３回⽬ 10⽇(⾦) AndroidとWeb API
〜Webサービスとの連携
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GENET NEXT 3 講座以外の活動(2012年度 抜粋)

4⽉19⽇(⽊)：
GENETコミュニティ総会・第3回例会を⾏う。
2012年度は計8回の例会を開催。
また、画像処理系、デバイス系の２つの勉強会が
不定期に開催。

8⽉20⽇(⽉)：
京都国際会議場にて「全国⾼専テクノフォーラム」
が開催され “元気なら組み込み” でお世話になって
いる組み込み関連企業の企業展⽰を⾏う。
「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」を⾏う。

11⽉22⽇(⽊)：
⼤阪市内にてものづくり企業の発表会
「なにわの商い発表会」に「GENET NEXT」と
「GENETコミュニティ」として出展。
「GENETコミュニティ第7回例会」として
「発表会⾒学会」を⾏う。
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オブジェクト指向言語による
組み込みシステム開発

CPUの性能の向上、特にARMコアを採⽤した低コストCPUの普及。
OSを使⽤しない⽐較的⼩規模な組み込みシステムに於いて、
.netMicroFrameworkやmrubyに代表される
オブジェクト指向⾔語による処理系の導⼊が注⽬されている。

これらのシステムのメリット、
問題点について調査している。

準備中準備中
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public class Program
{

public static void Main()
{

OutputPort LED0 
= new OutputPort(FEZCerberus.Pin.PC4, false);

while (true){
LED0.Write(true);
Thread.Sleep(500);
LED0.Write(false);
Thread.Sleep(500);

}
}

}

import sys   
def thread0():

while True:
print "¥n thread 0"
sys.wait(300)

def thread1():
while True:

print "¥n thread 1"
sys.wait(500)   

sys.runInThread( thread0 ) 
sys.runInThread( thread1 ) 

○.netMicroFrameworkの例

Port も Timer も
new する。
ハードウェアが抽象化され
ていて使いやすい。しかし、
その抽象化のための
ライブラリを誰が⽤意する
のかが問題。

○PyMiteの例

マルチスレッドが簡便に
記述できる。

「Cでプログラミングするには
⼈⽣は短すぎる」
ミゲル・デ・イカザ⽒

準備中



準備中 .netMicroFramwork講座
（奈良県工業技術センターと共催）

１回⽬:3⽉7⽇,11⽇ ２回⽬:7⽉24⽇,25⽇
.netMicroFrameworkは.netFrameworkの組み込み版、C#で記述

Ruby/mruby講演会
（GENETコミュニティ主催＠京都）

7⽉12⽇
mrubyはRubyの組み込み版、2010年からの経産プロジェクト。
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３Dプリンティングがもたらす
新しいものづくりの可能性と課題

求められるスキル
◎製図⼒と空間認知⼒
◎材料の知識

誰がありがたいのか
◎3D CADを使っていて出⼒は外注していた⼈が⾃前で出⼒できる。

実はそれほど多くない。あるいはすでに低価格で外注できる。
◎アイデアだけを持っていた⼈が、そのアイディアを現実化する。

○設計とCADを使いこなす必要がある。
-> スキルを取得する課題
-> 更に、この状況は「アイデアを持っていた⼈が

Arduino 等のプロトタイピングツールを利⽤して
IT化されたものづくりをする」状況と似ている。

しかし Arduino はホビーとして普及はしても
商業ベースでは微妙。同じことがいえないか。

○すでに3Dプリンタで出⼒することを想定した
Webマーケットが⽴ち上がっている。

準備中



メイカーズ
サミット

＠⼤阪⼤学
(07.06)

ETWest
デモ展⽰

＠インテックス⼤阪
(06.13,14)

けいはんな
ビジネスメッセ

デモ展⽰
＠けいはんなプラザ

(07.19)

アシダ製
３Dプリンタ

キット

準備中
https://www.facebook.com/makerssummit より
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◎形状記述⾔語はそれほど議論されていない、可能性は？
既存形状の組み合わせて部品が構築されているとすると、
⾔語による記述は有効（？）

◎学科横断ものづくり教育には最適（？）

準備中
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修了生組織：GENETコミュニティ
http://genet-community.org/

http://www.genet-nara.jp/

産学交流講座
「元気なら組み込みシステム技術者の養成」
と関連する取り組み

独⽴⾏政法⼈ 国⽴⾼等専⾨学校機構
奈良⼯業⾼等専⾨学校 ⼟井滋貴


