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Ⅰ．計画の概要
■プログラム名：
■課題名：
■機関名：
■代表者名（役職）：
■連携自治体：
■実施期間：
■実施経費：

地域再生人材創出拠点の形成（中間評価）
制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム
国立大学法人 静岡大学
興 直孝 （学長） 平成 20 年 4 月～平成 22 年 3 月
伊東 幸宏 （学長） 平成 22 年 4 月～現在
浜松市
５年間
これまでの総額 123.5 百万円（間接経費込み）

1. 課題概要
（１） 地域の現状と地域再生に向けた取組状況
浜松地域の国際競争力を持つ製品開発力の向上には、製品の多くに用いられている組込みシステムの開
発技術を高める必要がある。連携する自治体である浜松市では、地域独自の人材育成体系づくりを行ってお
り、組込みシステムの開発技術の教育も重点課題の一つと位置づけている。浜松地域でのこの分野の人材育
成について、ソフトウェア工学を中心とした情報技術教育に実績のある静岡大学情報学部が果たすべき役割
は大きい。
（２） 地域再生人材創出構想
静岡大学内に地域での組込み技術者の教育を進める組織として「組込みシステムアーキテクト研究所」を設
置し、地域再生人材養成ユニットの実施機関とする。組込みシステムアーキテクト研究所は、浜松市および地
域企業と連携して、ソフトウェア工学と制御技術の基本を深く理解し、実践に応用できる技術者、及びソフトウ
ェア、電気／電子、機械の部門を横断的に俯瞰し統合できるシステムアーキテクトとして、これら複数の技術領
域を統合する分野で活躍する技術者を育成する。
本プログラムのコースは、ソフトウェア工学基礎、制御技術基礎、制御系組込みシステム実践演習の３つの
コースについて、講義、実習、レビューを含む合宿ゼミ形式の教育を実施する。
「組込みシステムアーキテクト研究所」は、人材育成における地域企業の連携を促進するとともに、企業間の
技術交流や協業の促進も行う。
（３） 自治体との連携・地域再生の観点
浜松市の地域再生計画では「ものづくり」のまちとして復興･再生を目指すため、知の拠点である大学等のノ
ウハウを活かし、最先端の技術を習熟した人材を育成し、高度部材･基盤技術の高度化と次世代産業の創出
を図ることとしている。浜松市が平成１９年７月に設立した「はままつ産業創造センター」を中心として体系的人
財育成プログラムの運営を行う中で、組込みシステムアーキテクトの教育を重要な要素として位置づけている。
本事業では静岡大学がもつ教育のノウハウをベースとして、この分野の人材育成のためのコース設計と実
施を行う。
また、組込みアーキテクト養成を地域の課題として産学官で共有できるよう、初年度に啓発セミナーを開催
し、次年度以降に地域企業による組込みシステムアーキテクトの人材開発の研究会を発足させ、教材やプログ
ラムの開発・実施・改善をはかる。
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「地域再生人材創出拠点の形成」
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「地域再生人材創出拠点の形成」

「制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム」実施内容
オンリーワン･ナンバーワン ものづくり産業の創出・発展
４輪、２輪

電子機器

電子楽器

光産業

産業界での活躍を支援

合宿形式で実施

ソフトウェア
工学基礎

制御技術
基礎

制御系
組込みシステム
実践演習

2泊3日×2回

2泊3日×2回

5泊6日×2回

人材育成体系の策定・実施

養成プログラム

はままつ産業創造センター

【到達スキル】
制御系組込みシステムアーキテクト
ETSS システムアーキテクト ミドルレベル
・制御理論の基礎を理解し、
・オブジェクト指向モデルでソフトウェア開発を行うことができ、
・ハードウェアとソフトウェアのトレードオフを考慮した
最適化システム設計を行うことができる人財

制御技術の基本と
組込みソフト技術の分野

静岡大学

組込みシステムアーキテクト研究所

修了者
養成目標人数（50人/3年間、110人/5年間）

委託

受講生

（株）浜名湖国際頭脳センター

企業へのPR、募集、ニーズ収集

新規参入者募集、エントリー教育

組込みシステム業界参入希望者

連携自治体
浜松市

中小地域IT企業の再教育希望者
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2. ミッションステートメント
（１）地域再生人材創出構想の概要
浜松地域は、輸送機器（四輪、二輪、船舶機器、特機）や電子楽器、ＡＶ機器などの生産が盛んであり、国
際的に競争力を持つ製品も多い。それらの製造物の多くに組込みシステムが用いられている。したがって、浜
松地域の製品開発力を向上させるためには、組込みシステムの開発技術を高める必要がある。それに対し、
浜松地域の組込みシステムの開発に関しては、ソフトウェア工学の未普及や、ソフトウェアとハードウェアの技
術領域を横断してシステム全体を俯瞰できるアーキテクトの不足などの問題が発生している。
そこで、本プログラムでは、ソフトウェア工学と制御技術の基本を深く理解し、実践に応用できる技術者、及
びソフトウェア、電気／電子、機械の部門を横断的に俯瞰し統合できるシステムアーキテクトを育成する。
育成のために、ソフトウェア工学基礎、制御技術基礎、制御系組込みシステム実践演習の３コースを用いる。
また、全てのコースは、講義、演習、レビューを合わせたゼミを中心とした合宿形式で実施される。数日間に亘
る合宿では、講師、受講生ともに自身の成果に対して責任を持ち、なおかつ質疑や指摘などのチャレンジに
対応する義務を持つ。これにより、白熱した技術者間の交流が生まれ、各技術をより深く身につけることが期待
される。
これらの技術を身につけた技術者には、浜松及び周辺地域における組み込みシステム開発組織において、
開発担当者、社内外での教育者、及びシステムアーキテクトとして活躍する。
（２）３年目における具体的な目標
本プログラムのコースであるソフトウェア工学基礎、制御技術基礎、制御系組込みシステム実践演習によっ
て養成される対象者の到達目標を以下に示す。
1. ソフトウェア工学基礎
¾ 分割統治、抽象化、汎化の基本概念を身につけている
¾ ER モデル、ユースケース図、クラス図、シーケンス図の記法を身につけている
¾ システムの振る舞い、構造、機能を適切にモデリングできる
¾ 品質要求を分析できる
¾ 優先度設定、トレードオフ分析、リスク分析を遂行できる
¾ ソフトウェアプロセスの用語を適切に用いることができる
¾ ソフトウェアプロセスをモデリングできる
¾ ライフサイクルプロセスモデルと標準について理解できている
¾ ソフトウェア品質特性モデルに関して理解できている
¾ ソフトウェア品質に関与する要員、プロセス、ツール、技術の役割を理解している
2. 制御技術基礎
¾ フィードバック制御の利点と欠点について理解できている
¾ 伝達関数に関して理解できている
¾ インパルス応答とステップ応答に関して理解できている
¾ デジタルフィルタを設計できる
¾ 制御の安定性や応答性を評価できる
¾ 制御理論を実践に応用することができる
3. 制御系組込みシステム実践演習
¾ 機能、振る舞い、構造の因果関係について理解できている
¾ ＣＡＤ／ＣＡＭツールを用いて、構造設計及び振る舞いのシミュレーションを実施できる
¾ 振る舞いのシミュレーションから、適切なソフトウェア仕様を導くことができる
¾ ソフトウェア、電気／電子、機械の関係と責務分担を理解し、適切に統合できる
¾ 設計結果を複数の異なる技術領域の技術者に対して説明し、合意を得ることができる
１年目は、地域連携企業の技術者を中心に１０名ほどコースを試行する。２年目，３年目はソフトウェア工学
基礎、制御技術基礎、制御系組込みシステム実践演習の３つのコースを通して年間約２０名程度教育する。３
年間で５０名程度の技術者を教育することを目標とする。
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（３）実施期間終了後の取り組み
各コースの到達レベルは（２）と同様とする。
４、５年目は年間約３０名程度教育する。５年間で１１０名程度の技術者を教育することを目標とする。
「組込みシステムアーキテクト研究所」は5年後には、社会人向けの教育の対価と、企業に対する技術支援
の対価によって自立的に運営していくことのできる組織として存続することを目指して、地域再生人材育成ユ
ニットとしての5年間に下記の取り組みをして運営組織の立ち上げの準備を行う。
特に（株）浜名湖国際頭脳センターのキャリアアップセンターとは、5年後には社会人向けの有料の教育の
ユーザとなることを想定して連携する。
• 社会人向け人材育成
「組込みシステムアーキテクト研究所」は、5 年後からは地域 IT 企業に対して地域再生人材育成ユニ
ットの教育を有料で提供する。１講座当たり年間２０名の受講生を見込む。（株）浜名湖国際頭脳セン
ターは受講生の募集などサポートを行っていく。
• 人材教育の企画
人材育成の実施から得られるノウハウを活かして、「組込みシステムアーキテクト研究所」は企業と共
同で教育を含めた人材育成の方法、カリキュラム、教材などを開発する。実施期間終了後はこれらの
成果物から教育サービスや教育コンサルティングを提供して収入を得る。
・共同研究のコーディネート
「組込みシステムアーキテクト研究所」は、企業からの研究ニーズと静岡大学の研究室とのマッチン
グをサポートする。
「組込みシステムアーキテクト研究所」は、研究開発を行う地元企業に対して、地域再生人材育成ユ
ニット用の施設、設備等を提供し、支援して行く。その際に（株）浜名湖頭脳センターからも場所の供
与を受ける。
• OJL、インターンシップ
「組込みシステムアーキテクト研究所」は、実践的な研究やインターンシップを希望する静岡大学の
研究室に対して、企業とのコーディネートをし、企業からテーマとともにプロジェクトマネージャの派遣
を受け、地域再生人材育成ユニット用の施設、設備を提供して静大学生に開発業務を実践させる機
会を提供する（OJL＝On the Job Learning）。「組込みシステムアーキテクト研究所」は、プロジェクト
マネージャの教育も提供していく。
• 卒業研究テーマのコーディネート
「組込みシステムアーキテクト研究所」は、上記企業から提供されたテーマから研究要素を抽出して
学生の卒業研究テーマにしていくことも支援する。
（４）期待される波及効果
ソフトウェア工学及び制御技術の基礎を身につけた技術者は、組込み開発の現場において即戦力となる人
材となる。また、それらの技術を開発のメンバに教育し展開することも期待される。
システムアーキテクトは、製品開発の上流で、製品要求に応じてハードウェアとソフトウェアの基本構成を適
切に定義することができる。したがって、部門を超えて複数の技術領域を統合する技術者としての活躍が期待
される。
これらの技術者の活躍により、地域で生産されている、国際的な競争力を持つ製品の開発力が向上し、地
域の産業が活性化されることが期待される。
また、ビジネススクールでは参加者同士が激しく議論する場が存在することが多いのに対し、組込みシステ
ム開発の教育現場ではレビューを行う程度で、技術者同士が激しく技術について議論する場というのはあまり
提供されていない。合宿形式となると、一部の大企業の企業内教育以外には全国的にもほとんど存在しないと
思われる。したがって、本プログラムの合宿と議論による教育の効果が確認されれば、他の教育機関の参考に
もなると思われる。
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3. 採択時コメント
製造等の集積密度が高く、加工・開発レベルも高い地域が、製品開発力の厚みをさらに増そうとする提案で
ある。先行する複数のプロジェクト成果の活用、企業との協力体制の構築、効果的な合宿形式の集中学習な
どは評価できる。今後、わが国が国際競争の中で競争優位に立つ上で、ものづくりをより強くするモデルの一
つになり得るための有力な提案と認められる。一方、養成された人材が浜松地域に定着するための条件環境
整備が必要と考えられ、これを継続的に実施することが望まれる。また、既採択課題のノウハウを活用しながら
も、養成する人材像の明確な切り分けを行うことが望ましい。
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Ⅱ．成果の概要
1. 進捗状況
平成２０年度は、コース開発を行い、地域連携企業の技術者を中心に１０名ほどの規模でコースの試行を計
画したが、受講生の募集・選考手続きの設計、講義用教材資料の作成、講義用機材の準備、講義実施環境
の整備、スキル評価方法の検討などを前倒しして、試行ではなく、浜松地域の技術者１２名を対象として教育
を実施した。その結果、当初予定である１０名を超えて、１２名の修了生を送り出すことができた。
平成２１年度、平成２２年度は、年間約２０名程度の教育を行うことを計画したが、平成２１年度は前期１１名、
後期１２名の合計２３名を教育し、全ての受講生が所定の評価を経て、本プログラムで習得すべき技術・スキル
の水準をクリアすることができた。平成２２年度は、現在、受講生１４名に対して教育を実施中である。平成２２
年度後期も当初予定通り１０名程度の受講生を受け入れる予定であり、ミッションステートメントで計画した３年
間で５０名程度の技術者を教育するという目標は達成される見込みである。

2. 人材育成手法の妥当性
本プログラムは、ＥＴＳＳ（組込みスキル標準、Embedded Technology Skill Standard）のミドルレベルの人材を
養成することを目標としている。システムアーキテクトで求められるスキルとしては、開発技術スキルではシステ
ム要求分析、システム設計、ソースコード作成、テスト、ソフトウェア結合、システム結合、技術要素スキルでは
プラットホーム、計測制御が重要である。本プログラムのコースは、ソフトウェア工学基礎、制御技術基礎、制御
系組込みシステム実践演習の３つのコースで構成しており、それぞれ講義、実習、レビューを含む合宿ゼミ形
式の教育を実施することで、受講生はこれらのスキルを習得することになる。本プログラムの修了生は、３つの
コースすべてを受講し、上述のスキルレベルの評価を経た上で修了を認められることになるため、 システムア
ーキテクトの人材養成手法として適切だと考えられる。

3. 実施体制・自治体等との連携
浜松市は、地域の産業の根幹を支えるものづくり産業の革新と持続的発展等を推進すべく、地域再生計画
「地の拠点活用による浜松ものづくり産業再生計画」に取り組んでいる。浜松市は、その目標に向けて、人材
育成、知的財産活用、起業・創業支援、販路開拓、資金調達、技術開発等の産業支援に関わるサービスのワ
ンストップ化を図り、「浜松モデル」を確立しようとしており、制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム
を、人財育成体系の中に位置付けるとともに、積極的なPRを行っている。
浜松市、浜松商工会議所、（株）浜名湖国際頭脳センターは、本プログラムの実施に際して、実施会場の無
償及び宿泊施設の割引での提供に協力している。

4. 人材養成ユニットの有効性
既に浜松市及びその周辺地域の企業に所属して、ある程度の経験を積んだ技術者を対象とした教育プロ
グラムとすることで、本プログラムの修了生が所属企業で身に付けた能力を発揮することと、それが即ち浜松地
域に寄与する枠組みとなっている。
また、本プログラムは、はままつ産業創造センターが策定している浜松地域の人材育成プログラムの一部と
して位置付けられる。本プログラムを含め、浜松地域の人材育成プログラムを構成する各教育プログラムによっ
て、より高いレベルのスキルを身に付けた技術者を企業へと返すことで、浜松市及びその周辺地域の企業の
技術力向上を狙う。

5. 継続性・発展性の見通し
本プログラム実施期間終了後、組込みシステムアーキテクト研究所を独立させる。そして、研究所、はままつ
産業創造センター、静岡大学の三者が連携して、本取り組みを継続させる予定である。組込みシステムアーキ
テクト研究所の独立の枠組みに関しては、現在検討を進めている。
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6. 採択時コメントへの対応
「養成された人材が浜松地域に定着するための条件環境整備が必要」であるとの指摘に対して、浜松市商
工部と協議し、本プログラムにおける制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム人材育成規定を作成
した。さらに、浜松地域への定着を明確にするために、受講生は上記人材育成規定において指定された企業
に所属する社員を対象とし、受講生は上司の推薦の上で志願書の提出を義務づけることにした。本養成プロ
グラムの浜松地域への定着率は、浜松地域の企業から派遣された技術者を対象として育成しているため、ほ
ぼ１００％である。
「既採択課題のノウハウを活用しながらも、養成する人材像の明確な切り分けを行うこと」とのコメントに対し、
既採択課題「はままつデジタル・マイスター（ＨＤＭ）養成プログラム」は、樹脂成形、鍛造の各加工要素技術の
基礎技術、応用技術、機械加工、溶接技術、３ＤーＣＡＤ技術、金型設計技術、成形シミュレーション技術を中
心に、最新デジタル技術（３Ｄ－ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ／ＣＡＴ）を活用して企画・開発・設計から製造技術ま
でを一貫して構築できる人材の養成である。我々の「制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム」は、
ソフトウェア工学と制御技術の基本を深く理解し、実践に応用できる技術者、及びソフトウェア、電気／電子、
機械の部門を横断的に俯瞰し統合できるシステムアーキテクトとして、これら複数の技術領域を統合する分野
で活躍する技術者の育成を目指している。HDM養成プログラムとは受け入れ対象の人材の分野及び育成す
る人材像が明確に異なっており、切り分けは明確になっていると認識している。本プログラムの募集要項
（http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/applicant/index.html）にも「２．コース」、「５．受講対象者」を明記し募集を
行っている。

7. 所要経費
表 1

年度毎の所要経費内訳
（単位：百万円）

２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

２４年度 備考

3.0

7.7

6.1

6.1

6.1

（1 名）

（2 名）

（2 名）

（2 名）

（2 名）

5.6

5.6

5.6

5.6

（1 名）

（1 名）

（1 名）

（1 名）

0.2

0.9

1.0

1.0

1.0

(4 名)

(４名)

(２名)

(2 名)

(2 名)

オシロスコープ

オシロスコープ

1.7

0.8

0

0.8

0

0

0.2

0.2

0.2

0.2

16.2

5.4

2.1

2.1

2.1

1.1

2.8

3.0

2.6

3.0

（１）諸謝金

3.8

4.2

3.7

3.3

3.7

（２）会議開催費

0.3

0.2

0.3

0.3

0.3

(3)通信運搬費

0.1

0

0.1

0.1

0.1

(4)印刷製本費

0.8

0.4

0.1

0.1

0.1

(5)借損料

0.9

1.8

1.8

1.8

1.8

(6)雑役務費

8.6

3.1

1.0

1.0

1.0

(7)消費税相当額

0.2

0

0

0

0

６．間接経費

11.1

9.9

7.5

7.5

7.5

計

48.0

43.0

32.5

32.5

１．人件費
（１）特任教授
（２）特任助教
（３）パート教務職員
２．備品、試作品費等
（１）教育環境の整備
備品
（２）教材作成
３．消耗品等
４．旅費

演習時測定

オシロスコープ

５．その他

自己資金

0

0

2.5
7

2.5

32.5 総計 188.5
2.5

Ⅲ．成果の詳細
《拠点形成計画の進捗状況の概要》
【平成２０年度制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム実績】
第１期として平成２０年度後期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムを実施した。受講生とし
て１２名を受け入れ、１２名が修了した。本プログラムのコース設計、プログラム・各コースの内容、受講生の
募集・選考方法、プログラム日程などの検討及び実施、受講生の修了認定、拠点形成、地域ニーズの把握
などを実施した。「２．人材養成手法の内容」にて後述する「（１）人材育成の実施内容」では、以下の項目に
分けて内容を説明する。
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

運営委員会、評価委員会の開催
浜松市及びその周辺地域への広報活動
第１期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムの実施
受講者が習得すべき知識・スキルとその到達レベル
講義・演習教材及び環境の整備
地域ニーズ把握・拠点組織形成
受講生の募集・選考方法
選考結果

【平成２１年度制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム実績】
第２期として平成２１年度前期（修了生１１名）、第３期として平成２１年度後期（修了生１２名）制御系組込
みシステムアーキテクト養成プログラムを実施した。プログラム・各コースの改善、受講生の募集、受講生の
選考、プログラム日程の検討、受講生の修了認定、組込みシステムアーキテクト研究所長の人選などを実
施した。「２．人材養成手法の内容」にて後述する「（１）人材育成の実施内容」では、以下の項目に分けて
内容を説明する。
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

運営委員会、評価委員会の開催
浜松市及びその周辺地域への広報活動
第２期、第３期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムの実施
受講者が習得すべき知識・スキルとその到達レベル
講義・演習教材の改善
講義・演習環境の改善
拠点組織形成
養成修了後のサポート
受講生の募集・選考方法
選考結果

【平成２２年度制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム実績】
第４期として平成２２年度前期（受講生１４名）制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムを実施し
ている。「２．人材養成手法の内容」にて後述する「（１）人材育成の実施内容」では、以下の項目に分けて
内容を説明する。
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

運営委員会、評価委員会の開催
浜松市及びその周辺地域への広報活動
第４期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムの実施
講義・演習教材の改善
拠点組織形成
受講生の募集・選考方法
選考結果
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１．中間目標の達成度
（１）養成人数の中間目標と実績 （３年目）
平成２０年度後期、平成２１年度前期、平成２１年度後期の制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム
を実施した。現在、平成２２年度前期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムを実施中である。表 2
に示す通り、平成２１年度終了時までに３５名を養成した。本年度終了時までに、当初予定数５０名に対して、計
５９名を養成する予定である。表 3に、現在までの養成人数の内訳を示す。
表 2の予定には、現在実施中の平成２２年度前期プログラム受講生１４人と、平成２２年度後期の目標数１０人
の合計２４人を記入した。実績に記入した３５人は、既に終了した平成２０年度後期（１２名）、平成２１年度前期
（１１名）、平成２１年度後期（１２名）の修了者数の合計である。
表 2

養成人数の中間目標と実績
養成修了者数（３年目）

人材養成のカテゴリー
（コース等）

実 績※

予 定※

計（実績＋予定）

目標（３年目）

・制御系組込みシステムアーキ
テクト養成プログラム

３５人

２４人

５９人

５０人

合 計

３５人

２４人

５９人

５０人

※「実績」は、成果報告書作成時点で既に修了している実績数（予定は含まない）
※「予定」は、成果報告書作成時点では修了していないが、３年度目末までに修了する予定数

開講時期

制御系組込みシステム
アーキテクト養成プログラム

平成２０年度後期

志願書
提出者
数（人）
１５

平成２１年度前期

表 3 養成人数の内訳
受講者 修了者 目標数
数（人）
数（人）
（人）
１２

１２

１０

１２

１２

１１

１０

平成２１年度後期

１４

１３

１２

１０

平成２２年度前期

１４

１４

１０

平成２２年度後期

-

-

計

-

-

１４（予
定）
１０（見
込み）
５９

備考

１名受講資格外
２名申込辞退
１名業務都合により受講取りやめ
１名申込辞退
１名業務都合により受講取りやめ

１０
５０

（２）養成人数以外（拠点形成）の中間目標と実績
平成２１年度より、はままつ産業創造センターが実施する浜松地域の地域教育プログラムのシラバス作成に協
力し、制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムのシラバスを作成・提供している。これは、（１） 浜松市
及びその周辺地域の人材育成ロードマップにおける、制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムの位
置付けを明らかにし、（２） 制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム及びその実施機関である組込み
システムアーキテクト研究所の浜松市及びその周辺地域の人材育成における貢献を広報する、ためである。
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平成２２年度より、将来組込みシステムアーキテクト研究所が独立した際の外部資金獲得の試行実験として、
（株）浜名湖国際頭脳センター※ 1 と静岡大学組込みシステムアーキテクト研究所が共同で、平成２２年度新人社
員レベル入門コースを実施している。本教育コースは、（株）浜名湖国際頭脳センターからの委託事業であり、
図 1に示すスキームにて実施をしている。表 4に本教育コースの委託業務収支を示す。

図 1

※1

新人社員レベル入門コースのスキーム

（株）浜名湖国際頭脳センターは、地域産業のIT化・高度化およびIT人材育成のための産業支援機
関として、第３セクター方式で官民一体となって平成元年 4 月に設立された。浜松市は株主の一員であ
るとともに、浜名湖国際頭脳センタービル内に浜松市ソフトインキュベートルームを設置するなどして
おり、（株）浜名湖国際頭脳センターは、浜松地域産業支援ネットワーク会議の一員として、浜松市の
産業政策を実現する実行部隊の一翼を担っている。また、運営する浜名湖国際頭脳センタービルでは、
地域企業に賃貸スペースを提供しており、ソフト開発関連企業を中心に 23 社（団体）が入居し、企業
間の業務連携を促進している。現在は、自治体や民間からのシステム開発、運営、保守業務を基幹業務
としながら、IT技術者（特に組込みソフトウェア技術者）の育成業務に特に力を入れている。
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直
接
経
費

事項
施設・設備改造費
設
備
費
消 耗 品 費

光 熱 水 費
謝
金
旅
費
その他（賃金）
間接経費
合計

表 4
金額 円
0
550,000
500,000
780,000
300,000
100,000
40,500
小計 1,720,500
0
520,000
300,000
84,000
952,000
4,126,500

委託研究経費の内訳
備考
教師用 PC(＠200,000)2 台、プロジェクタ(＠150,000)１台
中古 PC10 台買取分
ソフト購入費(Windows7+Office2010)＠60,000×13 台分
図書 5,000×10 冊×6 名分
プリンタトナー（モノクロ用）20,000、
（カラー用）80,000
プリンター用紙他
講師Ａ 320,000、講師 B 130,000、講師 C 70,000
国内旅費＠15,000×10 回×2 人（IS 関連学会調査）
資料整理＠1000×84 時間
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２．人材養成手法の内容
（１）人材養成の手法・方法と実施結果
本プログラムでは、ソフトウェア工学と制御技術の基本を深く理解し、実践に応用できる技術者、及びソフトウ
ェア、電気／電子、機械の部門を横断的に俯瞰し統合できるシステムアーキテクトとして、これら複数の技術領
域を統合する分野で活躍する技術者の育成を目指す。本プログラムが育成する人材は、ＥＴＳＳのミドルレベル
を目指す。システムアーキテクトで求められるスキルとしては、開発技術スキルではシステム要求分析、システム
設計、ソースコード作成、テスト、ソフトウェア結合、システム結合、技術要素スキルではプラットホーム、計測制
御が重要である。
本プログラムのコースは、ソフトウェア工学基礎、制御技術基礎、制御系組込みシステム実践演習の３つのコ
ースで構成しており、それぞれ講義、実習、レビューを含む合宿ゼミ形式の教育を実施する。受講生はこの３つ
のコースすべてを受講して本プログラムの修了とする。
以下に、各コースの概要を示す。
● ソフトウェア工学基礎コース
ソフトウェア工学の実践的な知識は、様々なドメインにおけるソフトウェア設計の経験を積み、そのプ
ロセスを抽象化するという過程を経て獲得される。そこで、本コースでは、そのような知識の習得を目
指して数名のチームでのPBL (Project Based Learning) 演習による一連の開発とその経験の抽象化
に関する議論を行うよう設計した。本演習では、ロボットを制御対象とした組込みシステム開発をテー
マとして、ソフトウェアの設計方法、開発方法、テスト方法等のソフトウェア開発におけるすべての工程
を実施し、それらの手法や方法論の習得を目的とする。制御ロボットにはLEGO社Mindstormsを使用し、
開発環境はC／C++言語を用いる。2台のライントレース型ロボットを構築し、それぞれ自動搬送システ
ムを実現する。それぞれをサブシステムとして捉えて、UML（Unified Modeling Language）によるオブジ
ェクト指向分析・設計を行い、実際にシステムを構築してロボットの動作をテスト・検証して、正確にシス
テムを動作させることが目標である。また、レビューやナイトセッションでの議論を通じて、受講生の上
記技術・手法に関する理解を深める。
● 制御技術基礎コース
制御系組込みシステムの開発の生産性を向上させるための一手法として、組込み対象のモデル化
に基づいた制御系設計、シミュレーション、実装を統一的に行うモデルベース開発（Model Based
Development, MBD）が注目されている。本コースでは、MBDの過程に必要な、プラントのモデル化、コ
ントローラ設計、プログラミング、シミュレーション、及び実装の広範囲にわたる一連の各手法を習得す
ることを目的とする。
具体的には、アクチュエータ及び各種センサから成る二輪型倒立振子ロボット（LEGO Mindstorms
NXT）を組込み対象とし、システムの開発環境としてMATLAB+Simulinkを用いる。初めにプラントモデ
ルを微分方程式で表現し、これを Simulinkを用いてブロック図で表現することによって、プラントの時
間応答を知り得ることを学習する。次に、PIDコントローラを用いた簡単な車輪の位置制御系の設計・
実験を行い、フィードバック制御及びPID（Proportional, Integral, Derivative）制御の原理を理解する。
最後に、二輪車本体及び倒立振子の両方を制御する方法として、状態方程式に基づく最適レギュレ
ータについて学習し、二輪型ロボットのモデル化、レギュレータ設計を行い、実装してロボットを安定に
動作させることを目標とする。
● 制御系組込みシステム実践演習コース
制御系組込みシステムは、機械、電気／電子回路、ソフトウェアの統合体であるため、制御系組込
みシステムの開発においては、制御対象ドメインの知識、機械や電気の基礎知識、制御方式に関す
る知識、ソフトウェアに関する知識など多岐に亘る知識が必要である。
そのため、組込みシステムアーキテクトには、これらの知識を一通り把握し、対象の開発に必要な技
術を横断的に俯瞰し、統合するスキルが求められている。
この講座では、制御系組込みシステムの実際の設計を、システムの要求定義から設計・実装・テスト
に至る全工程を実施することにより、各工程で必要な知識、及び全体を統合するスキルを身につける
ことを目的とする。本コースの内容は、二足歩行ロボットを題材としてその制御を実現する。受講生は、
二足歩行ロボットの機械的特性、電気的特性、プロセッサ等のアーキテクチャを横断的に分析・把握
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し、ロボットの振舞いに対する要求を定義する。更に、その開発に必要な技術を機械、電気／電子回
路、ソフトウェアを横断的に俯瞰し分析し、チーム内で利用可能なリソースを用いて、制御システムを
設計・実装する。この体験を通して、受講生は、対象の開発に必要な技術を横断的に俯瞰し、統合す
るスキルを習得する。また、レビューやナイトセッションでの議論を通じて、これらの技術に関する理解
を深める。
本プログラムは以下の手続きで受講生を募集する。
（１） 浜松市及びその周辺地域の企業約５００社へのダイレクトメール
本プログラム人材育成規定の対象となる企業に対して、本プログラムパンフレット、募集要項、募
集説明会の案内を送付し、周知する。
（２） 本プログラム公式Webページでの募集案内
本プログラム公式Webページ(http://architect.inf.shizuoka.ac.jp)上の募集案内ページにて、本プ
ログラムの紹介、募集説明会の案内を行うと共に、募集要項をダウンロード可能にしている。セレク
ションレポートの課題の公開は本公式Webページを活用している。
（３） 主要企業を訪問しての本プログラムの趣旨説明
特任教授による主要企業の訪問を実施し、企業ニーズの把握に努めると共に、本プログラムの趣
旨説明、受講生の募集等を実施している。
（４） 募集説明会
募集開始前に募集説明会を実施し、本プログラムの趣旨、各コースの内容説明を行う。本プログ
ラムを受講する立場の技術者には、受講生としての参加を促し、本プログラムに受講生を送り込む
立場の方に対しては本プログラムへの理解・ご協力をお願いする。
本プログラムは以下の手続きで受講生を選考する。
（１） 受講志願書の提出
受講志願書には、受講志願者の基本情報に加えて、実務経験、プログラム経験、本プログラムを
志望する理由・受講に対する熱意、所属企業の所属長または上司による推薦書を記入する。
（２） セレクションレポートによる選考
受講志願書提出者に対して、公式Webページを通じて、セレクションレポートの課題を通知する。
期限内に提出されたレポートに対して、講師が評価を行い、その結果を基に運営委員会実務ＷＧ
にて合否の原案を作成する。
（３） 運営委員会の承認
運営委員会実務ＷＧにおいて作成した合否の原案を元に、各受講志願者の受講の可否を判断す
る。受講を許可された者については、当人及びその上司に合格通知を発送する。
（４） 科目等履修生の手続き
受講を許可された者は、静岡大学大学院情報学研究科の科目等履修生の手続きを行う。本プロ
グラム修了者にはソフトウェア工学応用演習（２単位）を授与する。
本プログラムの選考基準は募集要項に以下の通り明記されている。
(A) 原則として浜松市に在住または在勤の方。
(B) 企業の組込みシステムの分野で実務経験があり、勤務先から受講の許可を受けた方で、全ての
日程に参加できる方。
(C) 次の基礎知識または経験がある方。
• コンピュータの基本操作（タイピング、テキストエディタの操作、ファイル操作、シェル操作）
• アルゴリズム構築の基礎知識（制御構造、配列操作、検索、ソーティング、スタック、キュー）
• C 言語の基礎知識（構造体、ポインタ、プリプロセッサ）
• 線形微分方程式を学習したことがある方
（A）（B）の資格は受講志願書によるチェックを行う。（C）の資格は、セレクションレポート
（http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/applicant/index.html）の評価結果から判断する。
選考結果としては、表 3に示した通り、平成２０年度後期１２名、平成２１年度前期１２名、平成２１年度後期１３
名、平成２２年度前期１４名を合格とした。
本プログラムの関係組織及び実施体制は以下の通りである。
（１） 組込みシステムアーキテクト研究所
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実施の拠点となる組織である。平成２１年２月静岡大学情報学部内に設立した。
（２） 評価委員会
受講生養成の結果に関する評価を行う委員会である。養成に関する課題・問題点等を運営委員
会に提言する。
（３） 運営委員会
カリキュラムの運営・課題管理に関する責任を負う委員会である。評価委員会からの提言に基づき、
カリキュラムやコースの内容を改善・リファイン、受講生の修了認定などを実施する。
（４） 運営委員会実務ＷＧ
運営委員会の下部組織として、カリキュラムの運営・課題管理に関する実務を担当する組織である。
カリキュラムやコースの内容を改善・リファイン、受講生の修了認定などの原案を作成する。

各年度の取り組みの内容について以下に述べる。
【平成２０年度制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム実績】
第１期として平成２０年度後期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムを実施した。受講生として１２
名を受け入れ、１２名が修了した。
表 5

実施期間（実施日）
平成 20 年 8 月 6 日
平成 20 年 8 月 26 日
平成 20 年 9 月 2 日
平成 20 年 10 月 17 日
平成 20 年 10 月 20 日
平成 20 年 11 月 21 日
平成 20 年 12 月 26 日
平成 21 年 1 月 23 日
平成 21 年 2 月 27 日
平成 21 年 3 月 13 日
平成 21 年 3 月 26 日
平成 20 年 9 月 12 日
平成 20 年 9 月 1 日～
平成 20 年 9 月 26 日
平成 20 年 11 月 7 日～
平成 21 年 3 月 8 日

平成 20 年度実施状況
取組名
第１回運営委員会開催
第１回運営員会 WG 開催
第１回評価委員会開催
第２回運営員会 WG 開催
第２回運営委員会開催
第３運営委員会 WG 開催
第４回運営員会 WG 開催
第５回運営員会 WG 開催
第６回運営員会 WG 開催
第３運営委員会開催
第７運営委員会 WG 開催
募集説明会開催
第１期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム
募集
第１期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム開講

(a) 運営委員会、評価委員会の開催
表 5に示す通り、平成２０年度は運営委員会を３回開催した。第１回運営委員会では本取り組みの趣旨説
明、５年間に亘る事業計画の企画・検討及び受講生の募集方法、フォーラムの開催日時・内容等の検討を
実施した。第２回運営委員会は、平成２０年度後期受講志願者の合否判定を行った。第３回運営委員会で
は、平成２０年度後期受講生の修了認定及び、平成２１年度前期受講志願者の合否判定を実施した。
評価委員会を１回開催した。第１回評価委員会では、本取り組みの趣旨説明、平成２０年度事業計画の
紹介及び自立に向けた浜松地域のニーズに関する意見交換を実施した。
運営委員会実務ＷＧに関しては、毎月１回定期的に開催した。
(b) 浜松市及びその周辺地域への広報活動
本プログラムの趣旨を浜松地域の企業人、技術者に広く広報するために、平成２０年９月２日にアクトシ
ティ浜松にてバースデーフォーラム（http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/event/080902.html）を実施した。
浜松市の企業（スズキ株式会社）から１名と地域外から２名（独立行政法人情報処理推進機構ソフトウェア・
エンジニアリング・センター、九州組込みフォーラム）による講演を設定して、浜松地域の企業人、技術者に、
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最近の組込みシステムの動向についての情報を得る機会を提供した。本フォーラムの来場者数は約１８０
名である。
広報活動の一環として、制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム公式Ｗｅｂページ
（http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/）を設置し、逐次アップデートを実施した。
本プログラムの開始に伴うバースデーフォーラム、募集に関するプレスリリースを実施し、4社の新聞に掲
載された。平成２０年度制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム修了式に関して、プレスリリース
を実施し、1社の新聞に掲載された。
(c) 第１期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムの実施
平成２０年度後期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムを、表 6の日程で実施した。
表 6 平成２０年度後期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム実施日程

コース

日程

ソフトウェア工学基礎コース

平成20年11月 7日（金）～11月 9日（日）
平成20年11月28日（金）～11月30日（日）
制御技術基礎コース
平成20年12月 5日（金）～12月 7日（日）
平成20年12月19日（金）～12月21日（日）
制御系組込みシステム実践演習コース
平成21年 1月16日（金）～ 1月18日（日）
平成21年 2月 6日（金）～ 2月 8日（日）
平成21年 2月20日（金）～ 2月22日（日）
平成21年 3月 6日（金）～ 3月 8日（日）
いずれも２泊３日の合宿形式。講義・演習・ナイトセッションを含む。
受講生には毎日リフレクションシートを記入してもらい、毎日の講義・演習終了後、講師・サブ講師・ＴＡ
がリフレクションシートに記載された各受講生からの意見（講義・演習の難易度、理解度など）・要望等につ
いて検討を行った。それに基づき、翌日の講義・演習内容の改善、その日の講義・演習内容のフォロー（そ
の日のナイトセッションや翌日開始時）、講義・演習環境の整備を実施した。
(d) 受講者が習得すべき知識・スキルとその到達レベル
平成２０年度後期は、ソフトウェア工学基礎コース、制御技術基礎コースでは、以下の課題を与え、受講
生全員が設計・実装及びテストを実施し、最終的に以下の制御プログラムを完成させた。
ソフトウェア工学基礎コース課題：
車両ロボットライントレース走行制御プログラム
制御技術基礎コース課題：
倒立振子ロボット制御プログラム
制御系組込みシステム実践演習コースでは、受講生は３チームに分かれ、二足歩行ロボットを制御対象とし
て、制御対象の分析、要求定義・設計・実装及びテストを実施した。各チームは、制御対象を分析した結果を考
慮した上で、課題を自ら設定し、最終的に３種類の制御プログラム（リンボーダンスロボット、テレマークロボット、
大相撲四股ロボット）を完成させた。
各コースの最終日に設計レビュー及び口頭試問を実施し、全ての受講生がそれをクリアした。
平成２１年２月２７日に開催した運営委員会実務ＷＧにおいて、受講生の修了認定について検討した。後述
する被養成者の到達度認定の仕組みに基づく検討を行い、平成２０年度後期受講生１２名が、本プログラムの
求める学習程度に到達していることを確認し、１２名の修了を認める修了認定案を作成した。実務ＷＧにおいて
作成した修了認定案は、平成２１年３月１３日の運営委員会による事後承認を受けた。平成２１年3月8日に、
（株）浜名湖国際頭脳センターにおいて修了式を実施し、静岡大学興直孝学長より修了生１２名に修了証を授
与した。
受講生所属企業には報告書を郵送し、本プログラムによる受講生のスキルの変化等について報告を行った。
(e) 講義・演習教材及び環境の整備
講義・演習教材として、各講師がワード・パワーポイント等で作成した資料を印刷して配布した。
演習環境として受講生１名に対して１台のノートパソコンを用意し、プログラム実施期間中、各受講生がノ
ートパソコンを占有して利用できる環境を整えることで、 開発環境の構築～開発環境の維持・管理～カス
タマイズまでを自身の責任において行えるようにした。組込みシステムの分析・設計・開発に必要なソフトウ
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ェアを用意した。また、組込みシステムの設計・開発を実施するだけではなく、その成果を発表して受講生・
講師を交えたディスカッションを行うことができるようにワード・パワーポイント等のソフトウェア環境を整えた。
開発対象として3種類のロボットを整備した（LEGO Mindstorms RCX, LEGO MindStorms NXT, 近藤科学
KHR-2HV及び各種センサ、アクチュエータ、制御基板等）。プログラムにおいて目標受講生数10名を3グル
ープに分けて実施することを想定し、各グループに数台のロボットが割り当てられるように整備した。開発対
象のデバイスを調査・分析するための機材として、各グループ１台のオシロスコープ、安定化電源等を整備
した。
講義・演習用Wiki（ウェブブラウザを利用してWebサーバ上のハイパーテキスト文書を書き換えるシステム。
ネットワーク上のどこからでも、いつでも、誰でも、文書を書き換えて保存することができる。図 2 演習用
Wiki参照）、バージョン管理システム、印刷環境を整備し、（１） 講師による印刷資料及び電子資料、サンプ
ルのプログラム及びモデル・ダイアグラム、必要な各種のソフトウェアなどの配布、（２） 受講生による設計・
開発ドキュメント、開発したソースコード、デバイス等分析データ、発表資料などの公開・共有・配布、版・構
成管理がスムーズに行える環境を整備した（図 3 演習環境の構築）。

図 2 演習用 Wiki
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図 3

演習環境の構築

平成２１年３月９日に講義担当者間の打ち合わせを開催し、コース間の接続に関する教材の調整や各コ
ースの改善点について協議し、教材の修正を行った。
(f) 地域ニーズ把握・拠点組織形成
地域ニーズの把握のため、３月中旬に結果が得られるように地域企業３００社程度に「制御系組込みソフ
トウェアにおける企業の教育実態・育成支援のニーズ調査・アンケート」を実施した（回収率は３０％（９０
件））。このニーズ調査・アンケートから、組込みソフトウェア技術者育成の最も大きな課題は「一定のスキル
水準到達に時間がかかること」（48.3％）、「各社内に教育のための「時間」「指導者」「仕組み」がないこと（そ
れぞれ41.4％、34.5％、31.0％）」であることが分かった。課題を解決するために教育を外部に求める可能性
があり、本プログラムがそれに対応することに地元企業の高いニーズがあると言える。また、地域活性化の
ための取組みで「企業と教育機関との連携」（41.5％）、「共同受注ができる体制」（26.8％）、「共同開発がで
きる体制」（26.8％）があがった。合宿形式の中で技術者同士の交流が生まれ、その中から発生することが
期待されている
本プログラムの拠点として、静岡大学情報学部内に組込みシステムアーキテクト研究所を設立した。設
立にあたって、第４回、５回運営委員会実務ＷＧにて本研究所の組織構成、研究所規則等について検討
を行い、平成２１年１月に静岡大学情報学部教授会の承認を受けた。第３回運営委員会にて承認を受けた。
同研究所所長職は暫定的に静岡大学情報学部長が兼任することとした。平成２１年４月１日付で特任教員
（常勤１名、非常勤１名）の採用を決定した。
(g) 受講生の募集・選考方法
平成２０年度後期プログラムは、以下の日程で募集を実施した。
（１） 受講志願書の提出 （平成２０年９月１日～９月２９日）
（２） セレクションレポートの提出 （平成２０年１０月１０日まで）
平成２０年９月１２日にアクトシティ浜松において募集説明会を実施した。募集説明会には約１５名の参加
があり、本プログラムを自身が受講する立場の参加者と本プログラムへ受講生を送り込む立場の参加者が
ほぼ半々であった。
(h) 選考結果
平成２０年９月２９日までに１５名の応募があった。
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応募のあった１５名の内、１名は所属企業の推薦・許諾を受けていなかったため不合格とし、残り１４名に
対してセレクションレポートの提出を求めた。
平成２０年１０月１７日に開催した運営委員会実務ＷＧにおいて、各受講志願者の受講志願書及びセレ
クションレポートの評価結果について検討し、受講志願者１２名（内、３名は浜松市外の企業に所属）の受
講を許可する旨の結論に至った。
また、内２名の受講者がソフトウェア工学基礎コースの受講免除を希望していたので、平成２０年１０月５
日に免除希望の受講生に対して面接・口頭試問を実施し、免除に値する知識とスキルを有していることを
確認し、受講を免除することとした。平成２０年１０月２０日の運営委員会の書面審査により、平成２０年度後
期プログラム受講生１２名を承認した。
また、浜松市商工部と協議し、本プログラムの育成対象人材の要件を明確にした。これに伴い、上記３名
を含む受講生１２名全員を「地域再生人材創出拠点の形成」プログラムによる対象受講生として承認した。

【平成２１年度制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム実績】
平成２１年度前期は受講生として１２名を受け入れ、１１名が修了した。平成２１年度後期は受
講生として１３名を受け入れ、１２名が修了した。
(a) 運営委員会、評価委員会の開催
表 7に示す通り、平成２１年度は運営委員会を６回開催した。評価委員会を２回開催した。
第１回運営委員会・第１回評価委員会では、評価委員・運営委員による現地視察を実施し、実際の講
義・演習の視察及び受講生との間の意見交換を行い、その上で運営上の課題、浜松地域のニーズとのマ
ッチング等について議論を行った。この中で、浜松地域の人材育成プログラムの集約を行うことが提案され、
はままつ産業創造センターが浜松地域の人材育成プログラムシラバスを取りまとめることになった。本プロ
グラムもこの枠組みに参加することとし、はままつ産業創造センターにシラバスを提供した。
第２回評価委員会では、本プログラムの自立に関して議論を行った。自立に向けた取り組みのためには、
浜松地域の企業経営に精通した人材が、アーキテクト研究所長職に必要であることが指摘された。
運営委員会では、フォーラムの実施日程・内容に関する検討、本プログラム受講志願者の合否判定及
び受講生の修了認定を実施した。
運営委員会実務ＷＧを毎月１回定期的に実施した。
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表 7

実施期間（実施日）
平成 21 年 4 月 14 日
平成 21 年 5 月 12 日
平成 21 年 5 月 29 日
平成 21 年 5 月 29 日
平成 21 年 6 月 16 日
平成 21 年 7 月 22 日
平成 21 年 7 月 30 日
平成 21 年 7 月 31 日
平成 21 年 8 月 26 日
平成 21 年 9 月 25 日
平成 21 年 9 月 25 日
平成 21 年 10 月 19 日
平成 21 年 11 月 25 日
平成 21 年 12 月 15 日
平成 22 年 1 月 27 日
平成 22 年 1 月 27 日
平成 22 年 2 月 17 日
平成 22 年 2 月 25 日
平成 22 年 3 月 23 日
平成 22 年 3 月 25 日
平成 21 年 3 月 3 日
平成 21 年 3 月 2 日～
平成 21 年 3 月 13 日
平成 21 年 4 月 24 日～
平成 21 年 8 月 9 日
平成 21 年 8 月 26 日
平成 21 年 8 月 31 日～
平成 21 年 9 月 11 日
平成 21 年 10 月 22 日～
平成 22 年 3 月 6 日

平成 21 年度実施状況
取組名
第１回運営委員会 WG 開催
第 2 回運営委員会 WG 開催
第 1 回運営委員会開催
第 1 回評価委員会開催
第 3 回運営委員会 WG 開催
第 4 回運営委員会WG開催
第 2 回運営委員会開催
第 2 回評価委員会開催
第 5 回運営委員会 WG 開催
第 3 回運営委員会開催
第 6 回運営委員会 WG 開催
第 7 回運営委員会 WG 開催
第 8 回運営委員会 WG 開催
第 9 回運営委員会 WG 開催
第 4 回運営委員会開催
第 10 回運営委員会 WG 開催
第 11 回運営委員会 WG 開催
第 5 回運営委員会開催
第 12 回運営委員会 WG 開催
第 6 回運営委員会開催
募集説明会開催
第２期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム募集
第２期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム講座
開催
募集説明会開催
第３期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム募集
第３期第 3 期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラ
ム開催

(b) 浜松市及びその周辺地域への広報活動
本プログラムの趣旨を浜松地域の企業人、技術者に広く広報するために、平成２１年７月３１日にプレス
タワーにて、制御系組込みシステムフォーラム（http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/event/090731.html）を
開催した。地元企業からの要望を受け、浜松市周辺地域の企業から１名（ヤマハ株式会社）と地域外から
の３名（独立行政法人情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニアリング・センター、トヨタ自動車株式会社）
による講演を設定した。本フォーラムには約200名の来場があった。
広報活動の一環として、制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム公式Ｗｅｂページ
（ http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/ ） を 逐 次 ア ッ プ デ ー ト し た 。 ま た 、 本 プ ロ グ ラ ム の 実 績 ペ ー ジ
（http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/outline/results.html）を作成し、各期の修了生数及び受講生所属企
業名の一覧及び企業数を公開している。
平成２０年度後期プログラムを実施したことから、本プログラムを広報するため受講生の“生の声”を知ら
せるパンフレットとして「受講生の声」を作成した。また、公式Ｗｅｂページにも「受講生の声」のページ
（http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/voice/index.html）を作成・公開した。
(c) 第２期、第３期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムの実施
平成２１年度前期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムを、以下の日程で実施した。５月１８
日に受講生１名の業務都合による受講取りやめがあった。
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表 8 平成２１年度前期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム実施日程

コース

日程

ソフトウェア工学基礎コース

平成２１年4月24日（金）～4月26日（日）
平成２１年5月15日（金）～5月17日（日）
制御技術基礎コース
平成２１年5月29日（金）～5月31日（日）
平成２１年6月12日（金）～6月14日（日）
制御系組込みシステム実践演習コース
平成２１年6月19日（金）～6月21日（日）
平成２１年7月10日（金）～7月12日（日）
平成２１年7月24日（金）～7月26日（日）
平成２１年8月 7日（金）～8月 9日（日）
いずれも２泊３日の合宿形式。講義・演習・ナイトセッションを含む。
平成２１年度後期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムを、以下の日程で実施した。平
成２２年１月１９日に受講生１名の勤務先の配置転換を理由とした受講取りやめがあった。
受講生には毎日リフレクションシートを記入してもらい、毎日の講義・演習終了後、講師・サブ講師・ＴＡ
がリフレクションシートに記載された各受講生からの意見（講義・演習の難易度、理解度など）・要望等につ
いて検討を行い、翌日の講義・演習内容の改善、その日の講義・演習内容のフォロー（その日のナイトセッ
ションや翌日開始時）、講義・演習環境の整備を実施した。
表 9 平成２１年度後期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム実施日程

コース

日程

ソフトウェア工学基礎コース

平成２１年10月22日（木）～10月24日（土）
平成２１年11月 6日（金）～11月 8日（日）
制御技術基礎コース
平成２１年11月19日（木）～11月21日（土）
平成２１年12月10日（木）～12月12日（土）
制御系組込みシステム実践演習コース
平成２２年 1月21日（木）～ 1月23日（土）
平成２２年 2月 4日（木）～ 2月 6日（土）
平成２２年 2月19日（金）～ 2月21日（日）
平成２２年 3月 4日（木）～ 3月 6日（土）
いずれも２泊３日の合宿形式。講義・演習・ナイトセッションを含む。

(d) 受講者が習得すべき知識・スキルとその到達レベル
平成２１年度前期は、ソフトウェア工学基礎コース、制御技術基礎コースでは、以下の課題を与え、受講
生全員が設計・実装及びテストを実施し、最終的に以下の制御プログラムを完成させた。
ソフトウェア工学基礎コース課題：
制御技術基礎コース課題：

車両ロボットライントレース走行制御プログラム
倒立振子ロボット制御プログラム

制御系組込みシステム実践演習コースでは、受講生は３チームに分かれ、二足歩行ロボットを制御対象
として、制御対象の分析、要求定義・設計・実装及びテストを実施した。各チームは、制御対象を分析した
結果を考慮した上で、課題を自ら設定し、最終的に３種類の制御プログラム（ボーリングロボット、コサックダ
ンスロボット、三点倒立ロボット）を完成させた。
各コースの最終日に設計レビュー及び口頭試問を実施し、全ての受講生がそれをクリアした。
前期受講生１１名が、本プログラムの求める学習程度に到達していることを確認し、運営委員会による１１
名の修了の承認を受けた。浜名湖国際頭脳センター研修室において修了式を実施し、静岡大学伊東幸
宏情報学部長より修了生１１名に修了証を授与した。
受講生所属企業には報告書を郵送し、本プログラムによる受講生のスキルの変化等について報告を行
った。
平成２１年度後期は、ソフトウェア工学基礎コース、制御技術基礎コースでは、課題を与え、受講生全員
が設計・実装及びテストを実施し、最終的に制御プログラムを完成させた。
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制御系組込みシステム実践演習コースでは、受講生は３チームに分かれ、各チームは、制御対象を分
析した結果を考慮した上で、課題を自ら設定し、最終的に３種類の制御プログラム（体操ロボット、ブレイク
ダンスロボット、お習字ロボット）を完成させた。
各コースの最終日に設計レビュー及び口頭試問を実施し、全ての受講生がそれをクリアした。
後期受講生１２名が、本プログラムの求める学習程度に到達していることを確認し、運営委員会による１２
名の修了の承認を受けた。浜名湖国際頭脳センター研修室において修了式を実施し、修了生１２名に修
了証を授与した。
受講生所属企業には報告書を郵送し、本プログラムによる受講生のスキルの変化等について報告を行
った。
(e) 講義・演習教材の改善
平成２１年度前期プログラムに向けて、平成２０年度後期プログラムのリフレクションシート、受講生との意
見交換等の情報を元に講義・演習教材のリファインを実施した。前期プログラムでは、制御技術基礎コース
と制御系組込みシステム実践演習の内容を大きく改善した。
● 制御技術基礎コース
受講生から以下の意見があった。
・数学的背景よりも、それを利用する実践的な内容に時間を費やしたい
・講義で解説した数学的背景と演習内容との繋がりが把握しにくい
それを受けて、平成２１年度前期プログラムでは、以下の改善を実施した。
・解説すべき数学的背景を精査し、数式を利用した演習に時間をかけるように改善した
・講義・演習の流れを見直し、講義で解説した運動方程式を極力早い時期に演習で定着させる
流れに改善した。
● 制御系組込みシステム実践演習
平成２０年度後期プログラムの実施を振り返って、講師よりシステム全体のモデリング、開発プロセ
ス自体のモデリングが十分には行われていない点が指摘された。それに対応して、平成２１年度前
期プログラムでは、以下の改善を実施した。
・ＳｙｓＭＬ（組込みシステム用途のＵＭＬ拡張）に関する講義・演習を導入し、従来組込みシステ
ムのソフトウェアをＵＭＬで記述し、その機構のモデリングは扱っていなかったのを改善して、機
構についても同様にＵＭＬでモデリングする機会を設けた。
・ＳＰＥＭ（Software Process Engineering Meta-Model）（ソフトウェア開発プロセスを定義するた
めのＵＭＬ拡張）に関する講義・演習を導入し、開発プロセス自体をモデリングする機会を設け
た。
平成２１年度後期プログラムに向けて、平成２１年度前期プログラムのリフレクションシート、受講生との意
見交換等の情報を元に講義・演習教材のリファインを実施した。後期プログラムでは、ソフトウェア工学基礎
コースの内容を大きく改善した。
問題点としては、Lego Mindstorms RCXの製造中止により、今後機体の補充が難しくなることが予想され
た。それに対応して、後継機種である Lego Mindstorms NXTに移行することとした。そのため、開発・実行
環境、全てのサンプルプログラム、テキストの改訂を実施した。また、受講生より、モデリングした内容と、実
装言語であるＣ言語との対応の難しさが指摘された。それに対して、後期プログラムより、実装言語をＣ＋
＋言語とする試行を実施した。
(f) 講義・演習環境の整備
講義・演習時のグループ内でのディスカッションをより円滑に進めるため、各グループに１台のホワイトボ
ード及び小型プロジェクタを整備した。
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図 4

演習環境の改善

使用ソフトウェアのＭＡＴＬＡＢ/ＳｉｍｕＬｉｎｋ、ＡｕｔｏＤｅｓｋのライセンス更新を行った。
仕様記述ソフトウェアEnterprise Architect及びSysML Pluginを導入した。これにより従来は組込みシステ
ムのソフトウェアをUMLで記述していたのに対して、ソフトウェアだけではなく、その機構についても同様に
ＵＭＬでモデリングできる環境を整えた。
(g) 拠点組織形成
本プロジェクトの拠点として「組込みシステムアーキテクト研究所」の経営を担当できる所長の人選を開始
し、第８回、第９回、第１０回運営委員会実務ＷＧ、第４回運営委員会を経て、同研究所所長が選任された
（平成２２年４月１日着任）。
特任教授により企業訪問を行い、地域企業のニーズに関するヒアリング調査を実施した。
(h) 養成修了後のサポート
修了生へのフォローアップ企画として、制御系組込みシステム実践演習コースにプロジェクトマネージャ
として参加するように要請し、１期生１名の参加があった。
平成２１年９月１４日（土）に「ソフトウェアプロジェクトマネジメントの考え方と最近の動向」の公開講座を実
施し、１期２期合わせて１９名の参加者があった。また、同日ＯＢ会を開催し、1期2期合わせて２０名の参加
者があり、講師、期をまたいだ受講生間での情報交換を実施した。
平成２１年１２月１１、１２日の２日間、修了生１名の見学・質疑応答を受け入れ、講師、期の異なる受講生
間での、意見交換・質疑応答を行った。
(i) 受講生の募集・選考方法
平成２１年度前期プログラムは、以下の日程で募集を実施した。
（１） 受講志願書の提出 （平成２１年３月２日～３月１３日）
（２） セレクションレポートの提出 （平成２１年３月２０日まで）
平成２１年３月３日に、アクトシティ浜松研修交流センター5F 51会議室において募集説明会を実施し、
約３２名の参加があった。
平成２１年度後期プログラム、以下の日程で募集を実施した。
（１） 受講志願書の提出 （平成２１年８月３１日～９月１１日）
（２） セレクションレポートの提出 （平成２１年９月２３日まで）
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平成２１年８月２６日に、アクトシティ浜松研修交流センター4F 43会議室において募集説明会を実施しし、
約３０名の参加があった。
(j) 選考結果
前期プログラムには、１２名の応募があった。平成２１年３月２６日に開催した運営委員会実務ＷＧにおいて、
各受講志願者の受講志願書及びセレクションレポートの評価結果について検討し、受講志願者１２名の受講を
許可する旨の結論に至った。メールにて運営委員会に書面審査を求め、平成２１年度前期プログラム受講生１２
名を承認した。
後期プログラムには、１３名の応募があった。平成２１年９月２５日に開催した運営委員会実務ＷＧにおいて、
各受講志願者の受講志願書及びセレクションレポートの評価結果について検討し、受講志願者１３名の受講を
許可する旨の結論に至った。同日運営委員会に書面審査を求め、平成２１年度後期プログラム受講生１３名を
承認した。

【平成２２年度制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム実績】
第４期として平成２２年度前期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムを実施している。平成２
２年度前期は受講生として１４名を受け入れた。
表 10
実施機関（実施日）
平成 22 年 2 月 17 日
平成 22 年 2 月 22 日～
平成 22 年 3 月 5 日
平成 22 年 4 月 22 日～
平成 22 年 8 月 7 日

平成２２年度実施状況
取組名

募集説明会開催
第４期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム募集
第４期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム開催

(a) 運営委員会、評価委員会の開催
運営委員会実務ＷＧを毎月１回定期的に実施している。
(b) 浜松市及びその周辺地域への広報活動
平成２２年７月２７日にアクトシティ浜松において、浜松市との共催で制御系組込みシステムフォーラムを
実施することを決定した。名古屋大学より講師を招いての基調講演を設定した。また、事例紹介として、浜
松市周辺地域の企業から２名（はままつ産業創造センター、（株）アバンセシステム）による講演を設定し
た。
広報活動の一環として、制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム公式Ｗｅｂページ
（http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/）を逐次アップデートした。第１期、第２期、第３期プログラムの実施が
終了したことから、今までのプログラムで撮影した映像資料を整理し、映像配信ページ
（http://architect.inf.shizuoka.ac.jp/movies/）を作成し、本プログラム公式Webページにて公開した。
(c) 第４期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムの実施
平成２２年度前期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムを、表 11の日程で実施中である。
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表 11 平成２２年度前期制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム実施日程

コース

日程

ソフトウェア工学基礎コース

平成２２年4月22日（木）～4月24日（土）
平成２２年5月13日（木）～5月15日（土）
制御技術基礎コース
平成２２年5月27日（木）～5月29日（土）
平成２２年6月10日（木）～6月12日（土）
制御系組込みシステム実践演習コース
平成２２年6月24日（木）～6月26日（土）
平成２２年7月 8日（木）～7月10日（土）
平成２２年7月22日（木）～7月24日（土）
平成２２年8月 5日（木）～8月 7日（土）
いずれも２泊３日の合宿形式。講義・演習・ナイトセッションを含む。
(d) 講義・演習教材の改善
第２期プログラムのリフレクションシート、受講生との意見交換等の情報を元に講義・演習教材のリファイ
ンを実施した。
平成２１年度後期はＣ＋＋言語による演習を試行したが、本プログラムの受講生の業務での使用状況で
は、Ｃ＋＋言語利用者が少ないことが分かった。受講生からも、Ｃ＋＋言語の習得と、本プログラムの講
義・演習内容の理解を並行して行うことは難度が高いとの意見を受けた。それを受けて、平成２２年度前期
プログラムでは、Ｃ言語を用いてＮＸＴの開発を実施できるように開発・実行環境、サンプルプログラム、テキ
ストの改訂を行った。
(e) 拠点組織形成
「組込みシステムアーキテクト研究所」の研究所長が４月１日に着任した。
研究所長、特任教授により企業訪問を行い、地域企業のニーズに関するヒアリング調査を実施した。
６月１９日～２０日にかけて、研究所長、講師、関係者により検討会を実施し、本研究所、本プログラムの
セールスポイントの明確化、浜松地域のニーズの分析、自立の枠組み、ターゲット企業の絞り込みなど、広
範にわたって自立に向けた課題の認識や、問題意識の共有を行った。
(f) 受講生の募集・選考方法
平成２２年度前期プログラムは、以下の日程で募集を実施した。
（１） 受講志願書の提出 （平成２２年２月２２日～３月５日）
（２） セレクションレポートの提出 （平成２２年３月１９日まで）
平成２２年２月１７日に、アクトシティ浜松において募集説明会を実施した。約３０名の参加があった。
(g) 選考結果
前期プログラムには１４名の応募があった。運営委員会実務ＷＧにおいて、各受講志願者の受講
志願書及びセレクションレポートの評価結果について検討し、受講志願者１４名の受講を許可する
旨の結論に至った。メールにて運営委員会に書面審査を求め、平成２２年度前期プログラム受講生
１４名を承認した。
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（２）養成対象者の到達度認定の仕組みと実施結果
制御系組込みシステムアーキテクト養成教育プログラムにおいて受講生が習得すべき知識・スキルは、独立
行政法人情報処理推進機構（IPA）ソフトウェア・エンジニアリング・センターによって策定された組込みスキル標
準（ETSS）に基づいて分類している。
本プログラムでは、複数の講師が演習中に巡回をして、各受講生をフォローして回っている。また、要求分
析・設計・実装・テストに関する議論も、各コースの最終日だけではなく、複数の講師を交えて頻繁に行ってい
る。
本プログラムの演習を通して、チーム全員で要求定義書、基本設計仕様書、モジュール設計仕様書、テスト
仕様書等の成果物が提出される。これらのドキュメントに対して、講師・受講生全員でレビューを行い、その品質
を議論する。また、その設計に至った理由などについても議論の対象として、提出されたドキュメントの品質だけ
ではなく、そのシステムの設計思想についてもその正当性を確認する。
各コースの最終日には、これらのドキュメント及び設計・実装した制御プログラムについてのプレゼンテーショ
ンを実施し、習得した知識やスキルについて受講生・講師によるレビュー及び口頭試問により確認をする。
各コースの開始時と終了時にはETSSの分類に基づくスキルチェック（自己評価）を実施し、各コース開始時の
受講生のスキルレベルと終了時の受講生のスキルレベル、及び成長値を確認する。
各コース終了時には各コースの内容に関するレポートを課し、各コースの中で各受講生が習得した知識・スキ
ルのレベルを講師が確認する。
更に、講師による各受講生への個別のヒアリングをスキルチェックの結果とレポートとを元に実施する。このヒ
アリングでは、スキルチェックにおいて記入した成長したスキルの根拠等をヒアリングし、受講生の自己評価と講
師陣から見た評価とのマッチングを確認する。
これらの評価により、受講生のスキルレベルを判定し、修了を認定する。現在までに第１期１２名、第２期１１名、
第３期１２名の受講生全員がこれらの評価をクリアした。
制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム修了生には、静岡大学情報学研究科「ソフトウェア工学応
用演習」（２単位）の単位を与えている。ソフトウェア工学応用演習は、本プログラムにおけるソフトウェア工学基
礎コースとほぼ同等の内容であるため、本プログラム修了生がこの２単位を得るに値するスキルを有していること
が保証される。
（３）人材養成システムの改善状況（被養成者の評価等の反映）
被養成者の評価・フィードバックの仕組みとしてリフレクションシートを活用している。１日の講義・演習終了時
に毎日、リフレクションシートを記入してもらい、その結果を講師・サブ講師・ＴＡで分析・検討することで、翌日の
講義・演習、更にはコース・プログラム全体の改善に利用している。
養成従事者の評価・フィードバックの仕組みとして、上記のリフレクションシートの分析・検討において、講師・
サブ講師・ＴＡ間で問題点等を協議し、翌日の講義・演習、更にはコース・プログラム全体へとフィードバックする
ようにしている。また、各期のプログラム終了時に、講師間でプログラム全体を通した問題点に関する打ち合わ
せを実施し、次期プログラムの改善につなげている。
評価委員・運営委員による現地視察を実施し、講義・演習の視察、受講生からのヒアリングの後、意見交換を
行い、その結果をフィードバックしている。また、受講生所属企業の上司あるいは受講生を出すことを検討してい
る企業の担当者及び養成修了者の視察を受け、意見交換を行っている。
特任教授により受講生所属企業の訪問を実施し、受講生の上司、経営者から修了生のその後の活躍や、本
プログラムに対する企業から見た要望等の聞き取りを実施し、プログラムの改善、今後の自立に向けた体制の検
討に役立てている。
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３．実施体制・自治体等との連携状況
（１）実施体制の内容

図 5

実施体制

（２）自治体等との連携状況
浜松市は、地域の産業の根幹を支えるものづくり産業の革新と持続的発展等を推進すべく、地域再生計画
「地の拠点活用による浜松ものづくり産業再生計画」に取り組んでいる。浜松市は、この目標の実現に向けて、
基本戦略の柱の１つとして人材育成を掲げ、この戦略に立った各施策・事業を実現する場として「はままつ産業
創造センター」を平成 19 年 7 月に設立した。「はままつ産業創造センター」は、地域のプラットホームとして、人材
育成、知的財産活用、起業・創業支援、販路開拓、資金調達、技術開発等の産業支援に関わるサービスのワン
ストップ化を図り、「浜松モデル」を確立しようとしている。浜松市は、浜松市地域基本計画
（ http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/businessindex/invite/shien_kankyo/shiensochi/date/si_keikaku0531.
pdf）において、制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムを、人財育成事業の取り組みの中に位置付
けるとともに、積極的な PR を行っている。
はままつ産業創造センターは、人材育成のワンストップ化の取り組みとして、浜松地域の人材育成シラバスの
作成を行っており、本プログラムはその一部として位置づけられる。
浜松市は、「制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム」に関しては、企業・浜松市・浜松商工会議
所・静岡大学等の産学官で構成する「企画・評価委員会」を設置し、フィードバックして事業成果の評価と改善を
行うことで、事業の継続と地域への定着を図っている。
浜松市、浜松商工会議所、（株）浜名湖国際頭脳センターは、本プログラムにおいて毎年１回定期的に実施
しているフォーラムを主催・共催・後援し、本プログラムの浜松地域への周知に努めている。
浜松市、（株）浜名湖国際頭脳センターが、本プログラムの実施会場である浜名湖国際頭脳センター内研修
室を無料で提供している。
浜松商工会議所は、本プログラムの受講生及びスタッフの宿泊施設であるカリアックの宿泊料の割引に多大
な協力をしている。
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４．人材養成ユニットの有効性
（１）養成修了人材が地域で活躍する仕組み
本プログラムは、既に浜松市及びその周辺地域の企業に所属して、ある程度の経験を積んだ技術者を対象と
した教育プログラムとしている。本プログラムの修了生は、そのまま所属企業で身に付けた能力を発揮し、それ
が即ち浜松地域に寄与することになる。本プログラムに受け入れる受講生の要件は、浜松市商工部と協議して
策定しており、いずれの要件も浜松市と強い関係を持つことを保証する要件である。
本プログラムは、はままつ産業創造センターが策定している浜松地域の人材育成プログラムの一部として位
置付けられている。本プログラムを含め、浜松地域の人材育成プログラムを構成する各教育プログラムによって、
より高いレベルのスキルを身に付けた技術者を企業へと返すことで、浜松市及びその周辺地域の企業の技術力
向上を狙う。
また、修了生の更なるステップアップの機会として、本プログラムにプロジェクトマネージャとして参画する機会
を用意することや、「ソフトウェアプロジェクトマネジメントの考え方と最近の動向」等の公開講座への参加機会を
提供している。
（２）波及効果
ＩＰＡの調査によると組込みシステム技術者の不足が指摘されており、また、平成１８年～平成２０年にかけて、
プロジェクト内におけるソフトウェアエンジニアの需要が大幅に減少しているのに対して、システムアーキテクトの
需要は増加している。本人材養成ユニットが養成するソフトウェア工学と制御技術の基本を深く理解し、実践に
応用できる技術者、及びソフトウェア、電気／電子、機械の部門を横断的に俯瞰し統合できるシステムアーキテ
クトは、この需要の増加にマッチするものであり、浜松地域に限らず全国で必要とされる人材である。従って、本
人材養成ユニットは、全国に移転することができる。
本人材養成ユニットの教育プログラムの運営ノウハウ、受講生の成果物のレビューに関するノウハウ、スキル
評価に関するノウハウを、（株）浜名湖国際頭脳センターが開講する車載組込みソフトウェア技術者基礎コース
に提供し、活用されている。
（３）情報発信の状況
広報、関連分野の機関への情報提供として、以下を実施した。
（１） フォーラム
・ バースデーフォーラム（平成２０年９月２日）
・ 第１回制御系組込みシステムフォーラム（平成２１年７月３１日）
・ 第２回制御系組込みシステムフォーラム（平成２２年７月２７日予定）
（２） ダイレクトメールの発送
各期の受講生募集に際して、浜松市及びその周辺地域の企業約５００社に本プログラムの趣旨、募集
要項等を郵送している。
（３） 募集説明会
・ 平成２０年度後期プログラム募集説明会（平成２０年９月１２日）
・ 平成２１年度前期プログラム募集説明会（平成２１年３月３日）
・ 平成２１年度後期プログラム募集説明会（平成２１年８月２６日）
・ 平成２２年度前期プログラム募集説明会（平成２２年２月１７日）
（４） 本プログラム公式 Web ページ
本プログラムの公式 Web ページ（http://architect.inf.shizuoka.ac.jp）を公開し、本プログラムの趣旨、
目標、カリキュラムの案内を行っている。また、定期的な更新を実施し、本プログラムの実績報告、フォー
ラム及び募集説明会等のイベント開催案内や、募集要項、セレクションレポート等の公開、「受講生の
声」の紹介を行った。
（５） OB 会
平成２１年９月１４日にＯＢ回を実施し、講師及び期をまたいだ受講生間での情報交換を実施し
た。
（６） 現地視察の受け入れ
本プログラム実施会場への現地視察を随時受け入れ、意見交換を実施している。平成２１年１２月１１
日は、本プログラム受講生の上司２名の視察を受け入れ、意見交換を実施した。また、平成２１年３月５
日には本プログラム受講生の上司１名と、評価委員１名、運営委員１名の視察を受け入れ、受講生の上
司、本プログラム委員、同講師の間での意見交換を実施した。
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（７） 特任教授による企業訪問・意見交換
平成２０年度より、特任教授による企業訪問・意見交換を定期的に実施し、本プログラムの趣旨説明並
びに地域企業のニーズに関する意見交換を実施した。
以下の関連分野の機関との情報交換を実施した。
（１） 大阪工業大学ものづくりマネジメントセンター
先行する関連分野の機関である大阪工業大学ものづくりマネジメントセンターを訪問し、運営ノウハウ
等についての意見交換を実施した。
（２） 九州組込みフォーラム
バースデーフォーラムの講演者として九州組込みフォーラム会長を招き、本プログラム関係者との意
見交換を実施した。
（３） 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）ソフトウェア・エンジニアリング・センター
バースデーフォーラム及び第１回制御系組込みフォーラムの講演者として、組込み系プロジェ
クトのプロジェクトリーダーを招き、本プログラム関係者との意見交換を実施した。
（４） 名古屋大学組込みシステム研究センター
平成２２年４月２日に組込みシステムアーキテクト研究所長が、名古屋大学組込みシステム研究センタ
ー長並びに同研究所関係者を訪問し、名古屋大学における産学共同の実体についての質疑応答及び
インタビューを実施した。

28

５．成果の発表状況
（１）養成された人材による成果
本制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムは、一般に公表する成果発表を目的とはしていない。し
かしながら、本プログラムの受講生の一部は、本プログラムで習得した知識を活かしてETロボコン（Embedded
Technology Software Design Robot Contest ） に 参 加 し て お り 、 平 成 ２ １ 年 度 ET ロ ボ コ ン 東 海 地 区 大 会
（http://tokai.etrobo.jp/japanese/index.html）では、本プログラム修了生のチームが走行部門で第２位、総合部
門で第５位を獲得した（東海地区大会の１～４位チームは各地区大会の上位チームで実施する全国大会への
参加資格を得る。全国大会の１、２、３位は、東海地区大会のそれぞれ１、２、４位が勝ち取った）。本プログラム
のナイトセッション等における技術者交流の中でETロボコンの存在を知り、本プログラム受講中、あるいは修了
後に所属企業に参加を薦め、実際に参加を開始した修了生も何名か存在する。このように、本プログラムの講
義・演習及び本プログラムでの技術者交流が、浜松地域ひいては東海地域の企業・技術者の交流、そして技術
向上に機能している。

図 6 ET ロボコン東海地区大会成績発表

（２）人材養成ユニットに関する成果
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Ⅳ．今後の計画
1. 本プログラム終了時の達成目標について
当初に計画した通り、以下の目標人数の人材養成を実施する。
平成２２年度後期プログラム
目標養成人数 １０名
平成２３年度前期プログラム
目標養成人数 １５名
平成２３年度後期プログラム
目標養成人数 １５名
平成２４年度前期プログラム
目標養成人数 １５名
平成２４年度後期プログラム
目標養成人数 １５名
当初計画の通り、平成２３年度より、養成プログラム実施各期の目標養成人数を１０名から１５名へと増やし、
人材育成のスピードを加速させる。その結果、平成２３年度、平成２４年度プログラムにおいて６０名を養成し、制
御系組込みシステムアーキテクト養成プログラム全体で累計１１０名の養成を達成する予定である。

2. 本プログラム終了時の取組み方針・見通し
本プログラム実施期間終了後の見通しとしては、組込みシステムアーキテクト研究所を独立させ、研究所、は
ままつ産業創造センター、静岡大学の三者が連携して、本取り組みを継続させる予定である。組込みシステムア
ーキテクト研究所の独立及び本取り組み継続に向けて、運営資金獲得を含めた枠組みに関して、現在検討を
進めている。
本プログラムのセールスポイントとなる育成する人材タイプの目的については、大企業を対象とした場合と中
小企業を対象とした場合に違いがあることから、それぞれ次のように考えている。
・ 大企業に対しては、メーカーとして、ものづくりの競争力の根源となるハード・ソフト総合力の向上を目
的として、将来の主力ソフトウェアエンジニア候補に対する人材育成、ハードウェア／ソフトウェア／制
御を総合的に把握できるアーキテクト資質の養成がメインとなると考えている。
・ 中小企業に対しては、中小企業が変化する外部のメーカーからの受注内容についていけること、事業
の発見と独自展開が自ら計れることを期待して、数年のプログラミング経験を有するエンジニアのソフト
ウェア工学概念の向上、制御系 アーキテクチャの概念を理解し、メーカーとの共同開発力及び提案
力を持つアーキテクト資質の養成がメインと なると考えている。
取り組みの方針としては、現行の制御系組込みシステムアーキテクト養成プログラムは企業にも受講生にも好
評であるので、教育プログラムの方針としては現行の方針を継続し、更に今後、より競争力のある講座コンテン
ツへと醸成していくことと、プログラムの積極的なアピールを進めていく予定である。即ちソフトウェア工学の基礎
と制御技術の基礎をコアにした、チーム編成による演習主体のプログラムを継続し、合宿形式による人材交流機
会の設定についても維持していく。その上で、カリキュラムのパッケージ化、ポータビリティーの確保、保守性の
最適化、講師のサクセッションプランを確立し、カリキュラムが講師の強い属人性に頼らずとも、均一な講義品質
で維持できること、インターネット利用等の講義のシステムティックな展開にも適用できるよう考えて行きたい。更
に、修了生に対するフォローアップイベントの充実、企業講師の招聘、出張講座の設定など、地域企業の最新
の需要を積極的に取り込み対応する枠組みを構築する必要を認識している。また、企業・市及び周辺地域自治
体へのアピール、広報、学術的な成果報告等を進め、本プログラムをより積極的に広報していくことを考えてい
る。
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