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1.SUMMARY………….........……………………….…………
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

～中小企業のためのＩＴ化ものづくり戦略～元気なら組み込みシステム技術者の養成

概 要

文部科学省において、平成19年度の科学技術振興調整費の選定が行われ、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19年度から平成23年度の５年

間、奈良県を中心に周辺地域の東大阪市、八尾市、京都府南部の中小企業を対象に社会人教育を行い、組み込みシステム技術者

の養成を計ります。

Diagram - project organization (実施体制)

「元気なら組み込み技術者の養成プロジェクト」を提案する地域には数多くの中小企業が存在しています。奈良県には約2,800社、

隣接する東大阪市には約3,600社、八尾市には約2,000社、京都府南部（京都市・山城地域）には約4,700社です。当該地域には、も

のづくり企業として多彩な業種──機械加工業、電気製品加工業、自動車部品加工業、工具製造業、プラスチック加工業等──が

存在しています。これらの企業の中には大手企業の系列下での生産活動に従事している反面、独自の技術開発を推進して自社ブラ

ンドを有する開発型中小企業も数多く存在し、また技術開発によって自社ブランド製品を持ちたいという中小企業の意欲は強い。

ところがこれらの中小企業の技術者は、出身高校では普通高校出身者が圧倒的に多い。また技能の習得の始めからその習熟に至

るまで企業内の先輩技能者による個人的なOJTを通じての技能伝承が通常となっています。このため技術技能に対する全体的、体系

的な専門的知識の欠如という基本的な問題があり、習得された技術技能も範囲の限られた特定分野の職工技能であることが多く、伝

承される技術者の範囲も限られているのが現状です。

これらの企業においてほぼ共通して要求される技術技能は、機械系では、金型の設計・製作、金属加工装置の操作等の技術技能

であり、電気系では、電子回路基盤作成、ソフト開発、組み込みシステム等の技術技能です。これに対して奈良高専ではこれまで、中

小企業向けの専門分野、特に機械設計技術者初級講座などの公開講座を毎年開催して好評を得てきました。しかし目指すべきは、

機械加工の分野のみにとどまらず、電気系の分野でも幅広く対応できるマルチ化された技術者であり、本プロジェクトが提案する中小

企業における組み込みシステム技術者の養成目的もここにあります。

奈良工業高等専門学校

③講義・実習等の実施関連 （５年間養成目標人数240人）

・ベーシックコースの実施 （講義、演習）

・アドバンストコースの実施 （講義、演習）

・ペリフェラルズコースの実施 （講義、演習）

・被養成者支援（e-learning、ビデオ撮影等）、講座実行管理

・セミナー・交流会の実施

・被養成者の修了認定、修了成果発表会実施、修了証書授与

・アンケート実施、講義結果分析・まとめとカリキュラム改善

・修了者支援

対象地域

八尾市及び東大阪市並
びに奈良県の全域並び
に京都府の区域の一部
（京都市及び山城地域）

社会人
（中小企業の
技術系職員）

地域で活躍

連携自治体名

京都府、八尾市及び
東大阪市並びに奈良県

④課題の企画・運営・支援等

・課題の企画・運営・支援・調整・管理

・運営委員会、外部評価委員会

・事業の評価、継続化検討

①被養成者の募集・選考関連

・募集要項等作成

・募集活動、募集説明会

・書類審査、合格判定

②講義・実習等実施の準備関連

・ニーズ調査、情報収集、研究、フィールド研修先調査

・教材の作成・印刷・調達

・実習設備・機材・消耗品等準備、教室確保

・e-learningシステム作成

⑤シンポジウム等のイベント、広報等

・元気なら組み込み技術者交流会等の開催

・パンフレット作成、ホームページ作成・維持

修了者

外部協力機関等

奈良先端科学技術
大学院大学

甲子園大学
組み込み技術者協会等 講師派遣

応募

被養成者確保 人材養成環境整備

連携

事業企画・評価 事業価値・認知度の向上



……………......………….........……….……................................…..
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。

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。本事業は、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ています。

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

Mapping of ３ courses (3つのコースのマッピング)

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

・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

Plan (元気なら組み込みシステム技術者の養成 実施計画)

カリキュラムは奈良工業高等専門
学校で蓄積された教育・研究のノウ
ハウに基づき、実験実習を重視した
実践的な構成となっています。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
な養成拠点をめざします。



1.開発方法論/マイコン復習
2.システム開発演習/分析/

システム設計
3.プログラム設計/プログラミング
4. テスト
5.演習発表/到達度確認テスト/

システム 開発応用演習/分析
6.システム設計
7.プログラム設計
8.プログラミング/テスト
9.開発報告書
10.応用演習発表

1.アナログ回路

2.デジタル回路

3.マイコン

4. C言語基礎1 

5. C言語基礎2 

6. AVRマイコン概説、テストボード製作

7.プログラミング演習1 

8.プログラミング演習2 

9.プログラミング演習3 

10.プログラミング演習4 

11.組み込み技術者スキル標準

12.様々な組み込みシステム

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～

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。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

の学習を実習をともなって行います。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。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ます。

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～

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。アドバンストコースは、具体的な製品（腕時

計）の企画・設計・実装・テストを数名のチーム実習を通

じて製品開発の必須技術を習得します。本コースを修

了することで組み込みシステム開発に必要な技術要素

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・開発に役立ちます。

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～

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。ハードウェア記述言語を用いたプログラマブルデバ

イスの設計に焦点を当て、効率よく専用ハードウェアを開

発する一連のプロセスと技術要素を習得します。本コー

スを終了することで習得した知識をハードウェアを含めた

組み込みシステムからなる製品の企画・開発に役立てる

ことが出来ます。

………………......…………………..…..2.CＵＲＲＩＣＵＬＵＭ
カリキュラム

1.ＨＤＬを用いた設計入門
2.組合せ回路の設計手法
3.順序回路の設計手法
4.論理回路設計、Verilog、

シミュレータまとめ
5.仕様作成およびカウンタ設計の手法
6.単相同期回路設計とカウンタの

キャリー作成手法
7.Iｌｓｉｍによるシミュレーション法習得

シーケンサ作成手法
8.時刻設定機能付き24時間時計の実現

と機能確認：実習報告会
9.ソフトＩＰ型ＣＰＵとユーザペリフェラル

の接続
10.FPGAを用いたデジタル回路設計の

まとめと応用事例紹介、テスト



3.THOUGHTS.……………......………….........….……….…..
思 考

本プロジェクトでは、中小企業から特に要請の多い、組み込みシステムについて短期間の効果的な集中カリキュラムによる研修を実

施し、技術の多様化に対応できる職務開発型の技術者を養成し、地域の再生・活性化に貢献します。そして、本事業の成果をまとめ、

5年後の継続体制と修了生組織「GENETコミュニティ」立ち上げを図ります 。

奈良工高等専門学校

校長 谷口 研二
奈良工業高等専門学校

電気工学科 准教授 土井 滋貴

奈良工業高等専門学校

研究員 林田 平馬

奈良工業高等専門学校

客員研究員 上川 昭海

「元気なら組み込みシステム技術者の養成」事

業には、平成20年の10月より加えていただき、3

年と5カ月担当させていただきました。自身の学問

的興味はコンピュータ応用にあり、これまで学んできた 「知識」が地域の

「ものづくり企業」の皆さまと共に活用できるとあって、大変刺激的で充実

した日々となりました。組み込みシステムは、コンピュータと周辺機器の

複合産物です。従って「コンピュータの知識」と「周辺機器の知識」の両

方を備えて連携しないと、きちんと動作しません。今後の日本の成長は、

豊かな文化に裏打ちされた高付加価値(気のきいた)製品の創造が一つ

の鍵になり、様々な知識をベースに「品質」と「魅力」を高い次元でサー

ビスにまとめる力が重要と考えます。日本の中小企業には、これまでの

「ものづくり」で 積み上げた自社の強みが必ずあるはずです。この強み

にコンピュータ 技術を積極的に取り込んでいくことが、今後も日本が世

界をリードして行くために必ず必要となります。

GENETの講座では組み込みの初歩からFPGAの利用まで、1年間で3

コース計180時間(32日間)のカリキュラムで、技術者養成を行ってきまし

た。つまり1年間参加いただいた方は1ヵ月間びっちりと組込みを勉強し

たことになります。お仕事や家庭と両立しながら1ヵ月間も勉強したことは

必ずどこかで生きます。5年後、10年後にGENETを通じて知り合った地

域の技術者の方々が、助け合って地域経済の盛り上げ役になっている

ことが私の願いであり希望です。

組み込み基礎、マイコンプログラミング、チーム

による組み込みシステム開発を学び、複雑な開発にもチャレンジできる

素地を、また、FPGA活用を学び、マイコンでは難しいリアルタイムな制

御へのスキルを受講生は身につけました。組込みシステム技術で高機

能化と知能化を図り、企業を開発型へ転換し活性化しようとするこの事

業に、受講生は地域の多様な製造業から参加しました。

修了生やその企業を中心とするGENETコミュニティも活動を開始して

います。今後お互いがさらに研鑽し、組み込み産業クラスターが形成さ

れることを望んでいます。

月並みですが、本プロジェクトを通じて多く

の人と出会うことができました。企業のエンジ

ニア、経営に携わる人たち、自治体や公共団

体に所属される人たち、技術の専門家。それ

ぞれの人がそれぞれの立ち位置で、技術動

向や経済動向、世界の向かう方向について様々な考えを持っています。

そのバラエティは同じ「組み込み」というキーワードで括れはするものの、

広がりのあるものです。

そんな中で、いくつか共通する言葉が散見されます。その１つは、「互

いの交流」です。個々の知識能力はしれています。やはり助け合うなり、

共同して向かって行く必要があり、その大元は人同士の交流です。今回

のプロジェクトは多少なりとも、その「互いの交流」に貢献できたとすると、

大きな成果だと思います。

もう１つは「目利き」です。ある程度技術力がつき、「さてこれからどうしよ

う」という時、その先を決めるのは「目利き」の力です。この「目利き」を、

一朝一夕に習得することは難しいようです。ただ、その道の専門家にし

てもらった今回のプロジェクトの講義の中に、その「目利き」の極意が垣

間見れた気がします。また、「目利き」の極意が垣間見られる我々の講座

を見つけ出し、参加を決めたということは、その時点である程度「目利き」

の力があったということだとも言えます。

自画自賛はこのくらいにして、まずは一区切りが付く本プロジェクトです

が、今後の可能性を十分に残した形で何とか終わりを迎えることができま

した。これは、本プロジェクトを支えてくれた多くの

人たちの協力の結果であり、その協力に感謝しま

す。

その昔、ソフトの重要性を認めない会

社幹部を揶揄して「コンピュータ、ソフト

がなければただの箱」と若手の技術者

が嘆いていた時代がありました。もちろ

ん、最近ではソフトが重要であることは

若手、年配者にかかわらず共通の認識

です。高性能CPUとそれを動かすソフト

があれば複雑な情報処理が可能なこと

から、様々な装置にはソフトが当然のように組み込まれています。組み

込みソフトは、簡単な処理手順を予めプログラムして動作させるシーケン

サからデジタルコンテンツのデコードのように膨大な情報処理が要求さ

れるものまであります。様々な機器にソフトが組み込まれるに至った背景

には集積回路の処理能力が飛躍的に伸びたことがあります。集積回路

とソフトを組み合せると様々な処理ができることから、「組み込みソフト」の

重要性はますます増大しています。もちろん、製造現場にも組み込み技

術を理解する人材が必須な時代となってきました。

その一方で、アナログ制御からデジタル制御への切り変わりが突然

だったため、ソフト開発の経験がない技術者にとっては「組み込みソフト」

の習得は大きな壁です。組み込み技術の重要性を認識している大手電

機メーカーは技術者を養成するプログラムを持っているものの、中小企

業における組み込みソフト教育はほとんど手つかずの状態です。奈良高

専は平成19年、「元気なら組み込みシステム技術者の養成」をJSTから

受託し、初心者向けの組み込みソフト技術者の教育を始めました。受講

生の経験に応じて受講可能な3つのコース(ベーシックコース、アドバン

ストコース、ペリフェラルコース)を立ち上げ、それぞれの教材や実験キッ

トを開発してきました。本講座から育った多くの組み込み技術者が派遣

先の企業に戻って、製品の競争力を高める活躍をしてくれることを期待

しています。

JSTによるこの教育プログラムは平成24年3月をもって終了しますが、そ

れ以降はこれらの貴重な教育資産を受け継ぎ、「組み込みソフト教育」を

継続していくことを検討しています。今後も中小企業向けの社会人教育

にご支援のほどよろしくお願いします。

本プログラムの実施にあたってご支援をいただいた日本科学技術振興

機構の清水了典様をはじめ、プログラム実行責任者の早川恭弘教授、

カリキュラム作成担当の土井滋貴准教授、教材の

作成に尽力いただいた林田平馬研究員、上川昭

海客員研究員、ならびに本講座にご協力いただ

いた方々に感謝します。



………………......………….........……….…...4.RESULTS
結 果

本プロジェクトによる人材養成対象者の到達レベルは、組み

込みシステム・ベーシックコース（技術要素コース）においては、

組込みソフトウェア技術者試験（JASA認定試験）クラス2グレー

ドC相当、また組み込みシステム・アドバンストコース（開発技

術コース）においては、組込みソフトウェア技術者試験（JASA

認定試験）クラス2グレードB相当、さらに組み込みシステム・

ペリフェラルズコース（応用コース）においては、ハードウェア

記述言語を用いたプログラマブルデバイス（FPGA）の設計能

力に焦点を当て、FPGAの業界標準資格試験制度に則りレベ

ル到達をめざしました。

「元気なら組み込み技術者の養成プロジェクト」による

研修の成果として、地元中小企業の技術者のレベル

アップが図られ、当該地域に多数存在する意欲的な開

発型中小企業の活性化が見込まれます。またこれら中

小企業の新卒者の確保が困難な状況、慢性的な技術

系人材不足の状況を緩和し、さらに殆どがOJT型に

頼っている技術者養成について、大きく寄与することに

なります。またこのことは、近年の高齢化社会の到来、

特に団塊世代の技術者の大量退職という状況に有効

に対応することができる条件を整えることになります。こ

のように本プロジェクトは、当該地域の産業を維持し、地

域の再生・活性化に対して中心となって貢献をしていく

ものです。

・元気なら組み込みシステム技術者の養成 キックオフフォーラム：平成１９年９月２８日（金） やまと郡山城ホール

・第２回元気なら組み込みシステム技術者の養成フォーラム：平成20年3月7日（金）学園前ホール

・第３回元気なら組み込みシステム・フォーラム：平成２０年９月１２日（金） 橿原文化会館小ホール

・第４回元気なら組み込みシステム・フォーラム及び交流会：平成２１年３月５日（木） 奈良県文化会館小ホール

・第５回元気なら組み込みシステム・フォーラム及び交流会：平成２１年９月１１日（金）奈良女子大学 Ｎ３０２教室

・第６回元気なら組み込みシステム・フォーラム：平成２３年７月２９日（金）なら産業活性化プラザ内イベントホール

・第１回ＧＥＮＥＴ元気なら組み込みシステム交流会：平成２２年３月１２日（金） クリエイション・コア東大阪 クリエイターズプラザ

・第２回ＧＥＮＥＴ元気なら組み込みシステム交流会：平成２２年９月１８日（土） クリエイション・コア東大阪 クリエイターズプラザ

・元気なら組み込みシステムセミナー：平成２３年３月４日（金） クリエイション・コア東大阪クリエイターズプラザ 技術交流室

・第2回元気なら組み込みシステムセミナー：平成２３年１２月５日（月） 大阪科学技術センター

【開催予定】

・元気なら組み込みシステム・ノーサイドフォーラム～事業成果報告会～

：平成２４年３月１４日（水） なら産業活性化プラザ内 産学官共同研究拠点研修室

Completion rate (修了者実績:対象地域外含む)

Ｅｖｅｎｔ （開催イベント）

（単位：人）

コース名 対象者 養成期間
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ヶ月間 22 29 42 30 29 

アドバンストコース 社会人 10日、4ヶ月間 ／ 22 27 24 23 

ペリフェラルズコース 社会人 10日、4ヶ月間 ／ 8 ※1 26 21 28 ※2

各年度計 22 59 95 75 80 

初年度からの累計 22 81 176 251 331 

※1：平成20年度 ペリフェラルスコースは試験運用
※2：平成23年度 ペリフェラルズコースは、終了前のため見込人数



5.IMPRESSIONS………….....………….........……….……..
感 想

大和エレテック.株式会社
池田 敏和 氏

受講できて、
本当に良かったです。

勉強会に参加して、大事と思ったのは『きっかけ』と『仲間』。

今でこそ、解らない部分はネットや書店で調べて解決する事が多いけど、

組み込みとは、こういうものという方向と最初の一歩を勉強させて頂いたお

陰で、調べられる自分が居るんだなと思ってます。そして、『周りに理解され

にくい』業界だからこそ、同じ分野を目指す（かもしれない）人達が集まる事

で、自分の場所に戻っても、しんどくても、同じように頑張ってる仲間がいる

と頑張っていけるんじゃないかなと思います。受講できて、本当に良かった

です。

日本制御株式会社
川崎 康裕 氏

最も印象に残っているのは、
アドバンスドコース。

私は、新人研修の一環としてGENETのセミナーを活用しました。入

社１年目、組込みの知識がゼロの状態で受講したベーシックコースで

基礎を学び、入社２年目、開発というものが見えてきた時に受講した

アドバンスドコースで開発手法を学びました。最も印象に残っている

のは、アドバンスドコースです。思いのほか順調に進み、実際の開発

もこうだったら良いのにと切に感じました。今後も、イベント等の企画を

楽しみにしています。

初年度の「元気なら組み込み技術者の養成」講座に参加させていただきました。わたしは組み込みの素人ですが、ロボット

に係る仕事をしていますので、とても多く学ぶことができました。業者の方や、組み込み技術者の方と打ち合わせるときに、と

ても役立っています。特に、依頼の仕方や彼らのプロセスが大まかに分かったことが大きな収穫でした。

これからもこの講座を通して、多くの技術者が育つことを祈念し、お礼の言葉とします。

有限会社たくみ精密鈑金製作所
鈴木 謙三 氏

とても多く学ぶことができました。

受講したおかげで、スキルアップしたのは言うまでもありませんが、それ以外に、私が感じた本講座の良かった点を３つ。

①社外の技術者仲間が増えたこと。②チーム実習では、一人一人の強みを活かせば、一見難しいと思える目標も達成出来

ると改めて感じられたこと！③普段接する機会の少ない奈良高専の先生との会話が良い刺激になったこと！！ありがとうござ

いました。

「元気なら組み込みシステム技術者の養成」プロジェクトが5周年を迎えられたことを知り、関係の皆様のご尽力に敬意を

表すと共に、プロジェクトの今後益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。受講生時代の一番の思い出といえば「アドバン

ストコース」でやった24時間時計演習です。講習会なのに遊び心満載な仕様で作ったあの24時間時計、頼りないリーダー

についてきてくれた「チームT」メンバー全員の顔、今でも鮮明に憶えています。

株式会社 データ・テクノ 田中 敦 氏

「チームT」メンバー全員の顔、今でも鮮明に憶えています。

テクノス株式会社 利弘俊策 氏

受講したおかげで、スキルアップできました。

アドバンストコースに参加し、担当者間での情報共有や設計の重要さを

実感しました。今回の実習では、設計を重点的に行い、結果としてバグを

少なく終えることができました。実習では毎回進捗報告を行い、各担当者

の進捗具合や担当モジュールの情報を共有する時間が設けられたので

すが、実際の現場ではそういった機会がなかなか設けられず、担当者間

での認識違いが発生しました。この実習と実際でのギャップを感じ、結合

性の高いモジュール間では、特に情報共有が大切なのだろうと痛感して

います。

島津エス・ディー株式会社
村田 義樹 氏

情報共有や設計の重要を
実感しました。

本講座を受講するまで、シーケンサーを使用したコスト高の制御し

か出来ませんでしたが、今ではマイコン基板での制御を身に付ける

事ができ、弊社製造の製品にもその技術を応用し大幅なコストダウン

を図る事が出来ました。また、新たに他方面への進出にも成功し、弊

社製品開発の幅を大きく広げる事が出来ました。本講座を受講でき

た事に感謝し、今後も継続して頂く事を心より願っております。

さくら精機株式会社
門野 一也 氏

弊社製品開発の幅を大きく
広げる事が出来ました。



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

……………....……………..…........……...6.HEREAFTER
これから

GENET COMMUNITY ＥＳＴＡＢＬＩＳＨＭＥＮＴ

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、昨年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、昨年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。

分科会として、画像処理研究会を立ち上げ、第１回例会を1月19日(木)、

第２回例会を2月15日(水)にクリエイション・コア東大阪にて開催しました。

どなたでも入会をお待ちしています。
GENET事務局 E-mail : kumikomi@jimu.nara-k.ac.jp 


