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Ⅰ．計画の概要
■プログラム名：地域再生人材創出拠点の形成（中間評価）
■課題名：PBL による組込みシステム技術者の養成
■機関名：独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校
■代表者名（役職）：内田龍男（校長） 平成 22 年 4 月～現在
宮城光信（校長） 平成 20 年 7 月～平成 22 年 3 月
■連携自治体：宮城県
■実施期間：５年間
■実施経費：これまでの総額 134.3 百万円（間接経費込み）
平成 21 年 10 月に、宮城高専と仙台電波高専は高度化再編し、仙台高専となった。
１．課題概要
（１）地域の現状と地域再生に向けた取組状況
本プロジェクトを提案する宮城高専と協力機関である仙台電波高専（以下両高専）の近隣地域では、多
数の中小企業が独自技術を持ち意欲的に開発･研究を行っており、また、大型の電子機器・自動車メーカ
ーの進出による関連業種の人材不足の深刻化が指摘されており、特に組込みシステム技術者育成への
要望が大きい。これまでに両高専は、独自にまた自治体と連携して、技術相談・公開講座･共同研究など
を継続しており高い評価を得ると共に、みやぎ工業会・商工会議所・金融機関・宮城県などとのネットワー
クを既に構築している。また、平成 18、19 年度には組込みシステムを含めた共同研究・人材養成等を通じ
て高い評価を得ている。さらに平成 19 年度からは、宮城県・企業・金融機関等とのネットワークと連携し、
主に組込みシステムの技能者の育成を対象としたプロジェクトも進行中である。
（２）地域再生人材創出構想
本プロジェクトは、地域の中小企業からの要望が大きい自動車・電子機器関連の組込みシステムの
現場での課題に対して、実績のある少人数グループの PBL(Problem Based Learning あるいは Project
Based Learning)により、MOT(Management Of Technology)を踏まえてグループ・リーダーとしてプロジェ
クト・マネージメントを行えるレベルまでに人材を育成し、連携する自治体宮城県が行っている現行の組
込みシステムの技能者育成プロジェクトと相俟って地域再生･活性化を図ろうとしている。
本プロジェクトの受講対象者は、両高専専攻科生約 20 名と社会人技術者約 40 名であり、毎年合計 60
名の受講者を見込んでいる。実施内容は、組込みシステムの設計・開発技術の習得、生産・作業環境の
安全・効率・省エネルギーの分析・対処の習得である。具体的な課題を設定する分野は、自動車関連、
電気・電子機器、建物エネルギー関連、機器設備関連などである。養成側のスタッフは、両高専の教職
員、宮城県の関連技術の職員、地域の先進的企業の社員等であり、これまでに実施した組込みシステム
を含む人材育成プロジェクトにおいて、受講側と派遣側から高い評価を得ており、十分な実績を挙げてい
る。また宮城県が設置した「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」とも連携し、組込みシステムについて
体系的な知識を持ちかつ現場の課題に対応できる人材を養成している。
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（３）自治体との連携・地域再生の観点
本プロジェクトと連携する自治体宮城県では地域産業の振興を図るため、宮城県産業技術総合センタ
ー内の技術相談ワンストップ窓口を中心とした「産学官連携推進プラットフォームＫＣみやぎ」（以下「ＫＣ
みやぎ」）を通じて、地域企業の基盤技術の高度化を支援している。宮城県と相互協力協定を締結した県
内外の大学･高専等 10 学術研究機関に加え、産業支援機関、産業団体、金融機関等が参加して幅広い
企業支援を行っており、両高専はその企画・運営で先導的に係っている。現在、自動車・電子機器の関連
業務の人材育成は急務であり、宮城県に進出予定の複数の企業と地域中小企業からの強い要望が寄せ
られている。本プロジェクトは、少人数グループのリーダーを育成するため、その効果はそのグループのメ
ンバー全員に伝えられ、連携する自治体宮城県が行っている現行の組込みシステムの技能者育成プロジ
ェクトと相俟って大きな効果を期待できる。従って、本プロジェクトによる成果は地域の要望に的確に対応
しており、今後の地域発展に大きくかつ素早く貢献するものである。
地域再生人材創出拠点の形成

「ＰＢＬによる組込みシステム技術者の養成」 実施体制
実施協力機関：仙台電波高専

協力機関：仙台電波高専
・専攻科のコース設置
・講習実施
・講師派遣など

仙台電波高専の協力企業
仙台テクノネットワーク
仙台（会員90社）

宮城高専の協力企業
産業技術振興会
（会員80社）

NPO 仙南広域工業会

実施機関：宮城高専

自治体

統括責任者：校長

宮城県
KCみやぎ(産学官

連携
協力

連携推進ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

全体運営委員会

外部評価委員会

○学内外からの委員

○学外からの委員

連携
協力 ＫＣみやぎ)

・学術機関、TLO
等12機関

人材養成実行委員会

連携
協力

○宮城高専・仙台電波高専(計9学科)の
教職員
○外部専門家(学術機関・企業・NPO)

連携
協力

人材養成プログラム
○組込みシステム
○安全・省エネルギー

連携
協力

連携
協力

宮城県産業技術
総合センター

連携
協力

(財)みやぎ産業
振興機構

連携
協力

名取市

仙南地域の企業グループ

受講対象者

会場提供、講師派遣、
受講者の推薦、対象
企業への案内等

養成修了者

地 元 中 小 企 業
地域再生人材創出拠点の形成

「PBLによる組込みシステム技術者の養成」実施内容
養成対象者
宮城高専・仙台電波高専の専攻科生
就業・新規事業担当から10年以内の企業人
○組込みシステム
○安全・省エネルギー
地域へ定着する技術者
地域貢献を目指す技術者

講師
両高専教員，
先進的な地域企業の社員，
宮城県の関連技術担当者等

目標
グループリーダーの養成
地域・現場密着型の人材育成

段階的なカリキュラム
第１段階 組込みシステム技術者基礎
基礎的な専門知識の習得，
ＭＯＴ，技術者倫理の習得，
環境問題など

第２段階 PBLその１

講義内容
z
z
z
z

ソフトウェア工学
電子回路設計
環境工学
建築設備

企業人は事前アンケートに
基づく履修科目を設定

課題の把握，実施計画の作成

第３段階 PBLその２
計画実施，成果発表

養成目標人数
3年目：130名
5年目：250名

MOT（Management Of Technology） ，PBL（Problem Based Learning あるいは Project Based Learning）
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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
本プロジェクトを提案する宮城高専と仙台電波高専(以下両高専)の近隣地域では、多数の中小企業が
あり、独自の技術を持ち意欲的に開発･研究を行っている。また、大型の電子機器、自動車メーカーの進
出が予定されており、関連する業種の人材不足が深刻な問題となっている。
宮城県では地域の企業から特に要望の強い組込みシステムについて、平成 19 年度から 3 年間の予定
で、宮城県の人材育成プラットフォーム上で組込みシステムの技能者の養成プロジェクトを行っている。
本プロジェクトは少人数グループのリーダーとしての組込みシステム技術者を育成・地域定着しようとする
ものであり、現行のプロジェクトと相俟って地域再生･活性化を図ろうとするものである。
さらに自治体との連携として、宮城県のプラットフォーム「ＫＣみやぎ」が平成 20 年度から第 2 期 1 年目
を迎え、新規事業の立ち上げが行われ、その成果は第 3 期への地域の再生・発展へ結びつくという計画
がある。これに呼応して、プロジェクトの具体的内容を見直していく。
（２）３年目における具体的な目標
地域の中小企業より要望が強い組込みシステムの開発･生産を行える人材を、これまでに高い実績を
挙げた少人数グループによる PBL(Problem Based Learning あるいは Project Based Learning)により、少
人数グループのリーダーとしてプロジェクトのマネージメントを行えるレベルまでに育成して地域に定着
させる。
実施内容は、組込みシステムの設計・開発と居住・作業環境の安全・効率・省エネルギーについての
分析・対処である。具体的な課題を設定する分野は、自動車・電子機器関連の業種である。
受講対象者は、両高専専攻科生の各学年で約 10 名(計 20 名)すなわち専攻科定員 1 学年分４０名の１
／４程度、ならびに初級及び中堅技術者すなわち就業あるいは新規事業に携わって１０年以内の者約
40 名、合計 60 名を予定している。
養成修了者の累計目標人数は、１年目 20 名、２年目 70 名、３年目 130 名、４年目 190 名、５年目 250
名を目標としている。
また、地域シンポジウムを開催して、本プロジェクトの周知をすると共に、地域の中小企業への定着率
を上げ、平成 22 年 4 月に始まる進出企業の本格的な採用時に対応する。
（３）実施期間終了後の取組
両高専自体、そして自治体と地域企業との連携による本プロジェクトの地域への定着と自立化を図る。
まず、両高専は統合を予定しており、統合後の専攻科に組込みシステム技術者の育成コースを設置す
る。
学外の連携に関しては、両高専のテクノセンターの運営母体である協力企業の団体、宮城高専の産
業技術振興会、仙台電波高専の産学連携テクノネット仙台と協働して、ニーズに合わせたメニューの提
供、講習の有料化などを行い、自立化を図る。
人材養成の方法の見直しは、企業人材の場合は 1 年、専攻科の場合は 2 年間のサイクルで行うので、4
年目以降は 3 回目以降の見直しを行うと共に、本プロジェクトの資料やノウハウの蓄積が進むので、宮城
県の産学官連携プラットフォーム「ＫＣみやぎ」などを通じて情報を関係者に提供する。
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（４）期待される波及効果
期待される波及効果は以下のとおりである。
【地域の企業や地元地域への波及効果】
・ 地域で特に求められている電子機器･自動車関連の事業への人材を供給する。
・ 地域で要請されているテーマに絞った講習であるために、関連業種間の横のネットワークの構築が
できる。平成 18、19 年度の両高専の人材育成事業では受講者の同窓会が自然発生的にできてい
る。
・ 地域全体の技術相談のレベルを上げて各業種の川上･川下を見て、新規事業の立上げなどのできる
視野を持つ人材を増やすことができる。平成 18、19 年度の両高専の人材育成事業では、修了発表
会にて事業立上げの希望を２，３名が述べた。
・ ＫＣ宮城との連携を通じて地域に広く早く情報が伝わる。
【他の人材養成機関への波及効果】
・ 両高専は、宮城県「ＫＣみやぎ」の枠内で関連 12 機関と連携しているので、得られたノウハウ等を提
供することができる。
・ 宮城県の人材育成プラットフォームは小・中・高・大学・企業等を視野に入れているので、得られた育
成事業の内容は地域の大部分の教育機関に提供することができる。
・ 上記のほかに職業訓練大学校、県南職業訓練センターなどと、講座の実施、講師の派遣などの実績
があるので、更に波及効果が広がる。
３．採択時コメント
宮城県で自動車、半導体関連の企業立地が進んでいる状況において、本提案は地域振興ニーズで
ある人材育成と供給に積極的に取り組むものであると評価できる。育成目標とする人材像が明確であるも
のの、明確なカリキュラムが提示されておらず、定年退職者やポスドクに運営・教育を委託することが適切
なのかも含めて、さらなる検討が望まれる。また、地元定着率を高めるために、企業や県市町村との積極
的な連携を期待する。
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Ⅱ．成果の概要
１．進捗状況
本プログラムでは、組込みシステム技術者を PBL（Problem / Project Based Learning）の教育・学習手法
により、少人数グループのリーダーとしてプロジェクト・マネージメントを行えるレベルにまで育成し、地域
へ定着させることを目的としている。2 年目終了時点で 75 名と多くの人材を養成しており、3 年目終了時
点では、当初の目標数（130 名）を超える 135 名を達成する見込みである。また、講義・実習で得た成果を
活かした、新規事業の提案など、修了生による地域企業での活躍がみられている。
加えて、計画当初の課題であったカリキュラムの確立及び改善、地域シンポジウムの開催による取組み
内容の周知と地域定着など順調に進行している。本プログラムへの参加をきっかけとしたヒューマン・ネッ
トワークも修了生及び派遣責任者から高い評価を受け、地域再生に向けた基盤形成が着実に進んでい
る。
このように、本プログラムでは計画当初もしくは計画以上の成果を上げる事ができた。
２．人材養成手法の妥当性
実際の現場では、課題に対して主体的に取組む姿勢と、その課題を達成するためのアイデアの創出
や計画立案・実現等、問題解決能力が求められる。PBL はそれらを被養成者自身に遂行させることで、
各種スキルの習得・向上を図るもので、本プログラムでは、習得する技術・知識の特徴から 2 つのコースを
設置し、本校のそれぞれのキャンパスで講義・実習を行っている。
組込みシステム・コースでは、主にソフトウェア・ハードウェア開発企業を対象に、組込みシステムの開
発とその一連の手順について講義した。また、到達度レベルの把握には、セルフチェックシートを用いた
自己評価などの手法を導入している。安全・省エネルギー・コースでは、建設、金属、空調設備等の関連
企業を対象とし、居住環境での安全・省エネルギーの性能について、診断・設計・性能検証を行う際に必
要となる知識について講義した。それぞれ、講義・実習で使用する機材・教材の開発・整備を行い、教
育・学習環境が一定程度整ってきている。
これらの手法は、各講義終了時に行っている受講報告書や受講終了後のアンケートなどでも、適切で
あるとの一定の評価を得ている。また、これに留まらず、修了生及び派遣責任者のニーズを抽出し、上記
評価結果等を人材養成システムの改善に活かしている。
以上により、本プログラムにおける人材養成手法には妥当性があると判断される。
３．実施体制・自治体等との連携
人材養成ユニットの実施体制として、全体運営委員会では運営特に事務手続き関連、仙台高専の人材
育成担当者、宮城県関係者及び地元企業者で委員を設置し、全体的な運営管理を行う。人材養成実行
委員会では、高専教職員、地元企業の人材等を配置し、主に被養成者に関する実働作業を行い、定期
的に全体運営委員会に報告する。
連携自治体である宮城県からは、開講式や講義などへの施設・備品の貸し出し、講師の派遣や関連
委員会の参加、宮城県関連の展示会・発表会での発表、関連機関との人材育成を含む協定の締結など、
支援・連携関係を強めている。また、従来からの企業支援の継続、関連機関を通しての情報発信を行うと
共に、県では同種の講習などの調整を行っており、短期研修による人材養成に本校を含む関連機関と共
に取り組んでいる。なお、県関係者自身の受講参加なども検討している。
5

地元の企業との連携として、特命教授としての雇用、講義・実習の指導、企業訪問のアポイントメントとヒ
アリングなど、教育・運営に関わる部分で専門的な能力を発揮している。また、外部評価委員として人材
養成活動に対する評価と助言を得ている。企業の立場からの視点や意見を、取組内容の発展のため活
かしている。メーリングリスト（ML）での情報発信や、各種イベントへの参加も呼びかけており、講習有料化
の検討など自立化に向けた基盤強化を図った。
ほか、関連研究教育機関との連携も進めており、各専門分野の講義や学会研修会との共同実施など、
種々の取組みを行った。
４．人材養成ユニットの有効性
養成修了人材が地域で活躍する仕組みとして、本プログラムでは養成対象として社会人技術者と本校
専攻科生を設定している。前者は、講義・実習によって身に付けた能力を、各々の所属企業の業務にお
いて発揮し、これまでにも新規事業や設計変更の提案として採用される等、具体的な成果が表れている。
後者は、新たな地域への定着人材として位置付けられ、社会人技術者との交流や企業情報収集の良い
機会になり、地元企業への就業支援の一端を担っている。また、修了生及び派遣責任者からの反響とし
て、被養成者同士のヒューマン・ネットワーク形成に対する評価が聞かれている。修了生が産・官・民・学
をつなぐパイプ役として活躍し、地元企業の活性化から地域全体の活性化に結びつける仕組みを検討し
ている。
波及効果としては、宮城県の関連機関を通じて本プログラムの内容を広く周知しており、他の人材育成
事業も協働して行っている。さらに本校は東北地区高専の窓口として、人材育成事業の内容の周知を図
っている。その他にも、e-Learning コンテンツの他の人材育成事業での活用や、講義の一部を関連学協
会の研修会に利用するなど、幅広く活動を実施している。
５．継続性・発展性の見通し
事業期間終了後の取組みに向け、実施体制、事業計画、市場性（マーケティング）、事業性、教育の実
施体制、プロモーション（受講生の確保）、自立化後の PDCA の重要性に対して、自立化後の見通しを検
討しながら事業を遂行している。具体的には、組込みシステム・コースでは、既に開設している社会人技
術者を対象とした教育・学習コースを参考モデルとして、自立化に向けた計画の細部を詰める。なお、専
攻科のカリキュラムとして、引き続き社会人技術者と合同で受講する形式で実施できるよう進めている。一
方、安全・省エネルギー・コースでは、本プログラム終了後に社会人向け新規コースの開設を予定してお
り、自立化への計画を立てている。専攻科の授業としての確立を図り、自立化後も継続して実施する予定
である。
仙台都市圏には近年多くの大企業が進出し、工業製品の生産拠点として地元の中小企業もその影響
を受けており、養成修了者の一層の活躍が期待される。また、仙台高専で展開している種々の取組みが
複合的に関連しあい、相乗効果を得ることによって地域再生に向けた一連の流れが形成され、さらに効
果的な人材育成が可能となる。
６．採択時コメントへの対応
1) コメント「明確なカリキュラムが未提示」に対して
カリキュラムは担当教員及び特命教授らによって作成され、人材養成実行委員会など関連委員会で検
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討された上で、年度毎に改善を加えながら更新した。申込時と講義開始の事前アンケートや講義終了毎
のアンケート及び企業訪問によるヒアリングから地元のニーズを吸い上げ、その内容を反映させ被養成者
及び派遣責任者に提示している。
また、国内の関連イベントでの資料・情報収集、海外での現地調査及び意見交換・討論など行い、国
際的なレベルにおける活動成果をカリキュラムの開発に活かした。仙台高専は地域密着型の人材育成を
設立当初から行って来ており、本プログラムに先立つプロジェクト（大学教育の国際化推進プログラム（海
外先進教育実践支援）「地域産官と連携した海外 COOP 教育の推進」等）において、COOP 教育、PBL
などを実践している。その際、海外の同様の人材育成方法の調査、各国から講演者を招いてのシンポジ
ウム開催、関連国際学会での発表などを行って来ている。本プログラムは、それらの実績に基づいて申
請されたものであるため、海外との意見交換等を継続して行っている。カリキュラムの詳細は、「2.人材養
成の実施内容 (1)人材養成の手法・方法と実施結果 (取組内容）」を参照。
※COOP 教育とは、教育機関が主体となって、産学連携により専門分野に関連した職業体験を行うもの。
教育プログラムの一環として実施され、企業が独自に行うインターンシップとは性質を異にしている。
2) コメント「定年退職者やポスドクに運営教育を委託することが適切なのかも含めた検討」に対して
本プログラムでは、常勤の教職員及び非常勤スタッフが一体となって、事業の運営や被養成者の教育
に当たっている。PBL は密接な授業が必要となるため少人数グループを基本的な単位としているが、ここ
では出来る限り多くの人材を育成すべく複数のグループを対象に実施しており、色々な状況に柔軟に対
応できる養成側の高い能力が求められる。被養成者及び派遣責任者の側に立った地域企業の視点によ
る意見や、専攻科生に近い新鮮な感性などを取り入れるため、特命教授、研究員、技術補佐員など新た
な人員を雇用する一方、宮城県や地元の技術者を講師に迎え、実施体制の地域密着強化を行った。ま
た、関連委員会を定期的に開催するなど養成従事者間の情報共有・意思疎通も進め、事業遂行の円滑
化を図った。
なお、現在は定年退職者 1 名、ポスドク 1 名を雇用している。前者は教育研究機関で経歴を積んだ専
門的な知識・経験が豊かな人材を外部講師として依頼し、年 1 回の講義を行っている。後者は本校教職
員の指示の下、主に事務業務の補助を行っている。定年退職者及びポスドクに運営教育を委託する体
制は取っておらず、本校教職員が主導的に事業を遂行している。
3) コメント「地域定着率を高めるために企業や県市町村との積極的な連携」に対して
企業との連携として、本プログラムに参加し被養成者（社員）を派遣していることそのものが、本校専攻
科生の地元企業への就業斡旋につながり、地域定着率の向上が見込まれる。社会人技術者と協働して
講義・実習を行うことで、専攻科生には実践で培われた技術や考え方に加え、就業後の実際の業務につ
いても知る機会が得られている。また、参加企業に対しても、有望な人材を獲得するリクルートの機会を提
供している。
連携自治体である宮城県とは、開講式などの施設の提供、宮城県の産学連携組織（KC みやぎ）などに
おける広報、宮城県関連の展示会・発表会での発表、宮城県産業技術総合センターとの人材育成を含
む協定の締結など、幅広く連携活動を行った。また、宮城県が後援している企業研究会の、参加企業に
よる本校専攻科生の受け入れ、及び学生向けに行っている説明会（4 年生約 200 名、専攻科生約 40 名
参加）など、自治体及び地域企業との連携から地元への定着化を進めている。
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７．所要経費
（単位：百万円）
２０年度

２１年度

２２年度

２３年度

２4 年度

･光音響ﾃﾞｭｱﾙｶﾞｽﾓﾆﾀ

１．人件費
（1）特命教授
（２）研究員
（3）技術補佐員

備考

2.6

5.1

6.8

6.8

6.8

･ﾏﾙﾁﾎﾟﾝﾄｻﾝﾌﾟﾗ･ﾄﾞｰｻﾞ

（2 名）

（2 名）

（2 名）

（2 名）

（2 名）

･制御用コントローラ

0

2.6

5.2

5.2

5.2

上記 3 点は、空間内の化

（0 名）

（1 名）

（1 名）

（1 名）

（1 名）

学物質濃度の測定に用

1.7

3.1

3.5

3.5

3.5

いる。建物や工場では多

（1 名）

（1 名）

（1 名）

（1 名）

（1 名）

点での測定が必要とな
り、ﾏﾙﾁﾎﾟｲﾝﾄｻﾝﾌﾟﾗ･ﾄﾞｰ

２．備品、試作品費等

ｻﾞを複数台揃えることで

（1）教育環境の整備

9.2

・光音響ﾃﾞｭｱﾙｶﾞｽﾓﾆﾀ

(4.7)

・ﾏﾙﾁﾎﾟｲﾝﾄｻﾝﾌﾟﾗ・ﾄﾞｰｻﾞ

(4.3)

・制御用コントローラ

(0.2)

6.9

12.0

7.8

6.0

(4.9)

可能となる。
･高性能 FPGA ｱﾅﾗｲｻﾞ
本装置は組込みシステム

(3.9)

・高性能 FPGA ｱﾅﾗｲｻ

の内部信号を高速で柔
(6.0)

･粒子画像流速計

(5.0)

軟に測定可能である為、
使用すること により 開発
効率を向上させる。

３．消耗品等

10.0

15.7

10.3

6.9

10.6
･粒子画像流速計

４．旅費

1.6

1.4

1.4

1.4

・外国人招聘旅費

2.2

ﾄﾚｰｻｰ粒子の挙動を計

(0.6)

測し、熱流体の可視化及
び分析を行う。本装置を

５．その他

3.5

（1）ｷｯｸｵﾌ・ﾌｫｰﾗﾑ

(0.3)

1.9

2.7

3.0

4.2

ーズがある同分野につい
(0.4)

（2）地域シンポ開催

て高度な実習を行う。
(1.0)

（3）国内シンポ開催
（4）諸謝金

(0.5)

(0.7)

(1.0)

(1.0)

(1.2)

（5）受講案内

(0.4)

(0.3)

(0.2)

(0.3)

(0.4)

（6）借損料

(1.6)

(0.8)

(1.3)

(1.3)

(1.3)

（7）ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設・更新 (0.5)

(0.1)

(0.1)

(0.1)

(0.3)

（8）消費税相当額

(0.2)

６．間接経費

8.6

11.0

11.4

11.5

11.5

計

37.2

47.7

49.4

50.0

50.0

0

0

0

0

0

自己資金

用いることにより、地域ニ

総計 234.3

0

注：人件費は、科学技術振興調整費により人件費を支出している本人材養成業務に従事する者を職階
（教授、准教授、主任研究員、研究補助員等）に分けて、年度毎に従事人数とともに記載

8

Ⅲ．成果の詳細
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）
養成修了者数（3 年目）

人材養成のカテゴリー

目標（3 年目）

（コース等）

実 績※

予 定※

計（実績＋予定）

組込みシステム・コース

40 人（26）

30 人（20）

70 人（46）

65 人

安全・省エネルギー・コース

35 人（28）

30 人（20）

65 人（48）

65 人

合計

75 人（54）

60 人（40）

135 人（94）

130 人(100)

脚注：（）内の数値は社会人技術者の養成人数
※「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
年度毎の特色を示すトピックの設定、実施体制の強化、ホームページの更新や受講案内パンフレット
作成など、カリキュラムの充実及び本プログラムの積極的な発信を行ったところ、平成 21 年度には目標数
を超える人数を養成し、累計でも当初の予定を上回る結果となった。
（２）養成人数以外（拠点形成）の中間目標と実績
■人材育成に係わる質的成果
本プログラムでは、組込みシステムの開発・生産を行える人材を、PBL により少人数グループのリーダー
として、プロジェクトのマネージメントを行えるレベルにまで育成し、地域に定着させることを目標としている。
主な教育・学習手法として採用している PBL とは、Problem Based Learning あるいは Project Based
Learning の略称で、「問題解決型学習」と訳される。ある課題を達成するための、被養成者自らによる学
習の促進と併せて、グループでのディスカッションから種々の能力向上を図るものであり、本プログラムに
おける授業形態の特徴と言える。
これまでに、修了生が講義・実習の成果を用いて本社でプレゼンテーションを行い、新たなビジネスプ
ランとして採用されるなどの具体的な実績が生まれている。また、PBL 実習で取り組んだテーマについて、
その問題解決法を持ち帰り実際の現場で役立て、そのことが修了生の自信にも繋がっているなど、派遣
企業から評価を得られている。
半年間の養成期間で習得できるスキルは限られるものの、本プログラムへの参加を 1 つのきっかけとし
て、通常の業務の中でも様々な課題に対して主体的に取り組む意識を身に付けることで、養成修了後も
更なる成長に向けた個々の努力を促すことができる。加えて、グループ単位での活動の利点として、被養
成者同士によるヒューマン・ネットワークの形成に対する評価も高く、今後、多くの修了生が地域企業の中
核人材として活躍し、地域再生に向けて貢献することが期待できる。
■地域シンポジウムの開催
平成 22 年 8 月に仙台市内で地域シンポジウムの開催を予定しており、実施プログラムの立案及び主要
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参加者・会場のスケジュール調整など現在準備を進めている。このシンポジウムは、本プログラムの実施
状況及び成果について広く地域社会に公表し、産・学・官・民による多様な立場での意見交換・討論から、
取組内容の充実・発展を図り、地域社会への更なる定着を進めることを目的としている。また、平成 22 年
度から本格的に採用が始まる宮城地域の進出企業や関連企業への人材提供に対応し、自治体・企業・
NPO など各地域主体と協働して自立化を図るための契機と位置付けている。
■地域再生への貢献
地域に潜在している教育機関に対する要望を抽出するため、企業を対象としたアンケートやヒアリング
を実施し、ニーズ対応型の取組みを行った。これまでに、本プログラムへの参加をきっかけとして、空調機
器の性能評価や住環境の総合的なシステム開発等、新規部門を立ち上げた企業及び既存事業を推進
させた企業など、協力して研究を行っている事例がある。また、講義の一部を空気調和・衛生工学会東北
支部及び建築設備者技術者協会東北支部が主催している初級技術者研修会と関連させて実施するな
ど、地域の学協会の協力を得ながら行っている活動も、地域再生に向けた本プログラムの取組みによる
貢献と言える。
なお、共同で課題に取り組んだ PBL 実習のグループ・メンバーなど、養成期間終了後も続くような交流
がつくられており、技術者レベルで地元企業における関連・異業種間のつながりが生まれている。同窓会
を設立する自発的な動きの兆しもみえ、この先、地域の活性化を担う中核人材達による人的まとまりの萌
芽が、本プログラムを基盤として形成されている。
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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
実施状況（取組毎）
実施期間（実施日）

取組名

平成 20 年度
平成 20 年 7 月 16 日

ホームページ開設

平成 20 年 7 月 8 日

第 1 回 全体運営委員会 開催

平成 20 年 9 月 11 日

第 2 回 全体運営委員会 開催

平成 20 年 9 月 16 日
～

平成 20 年度受講生募集

平成 20 年 9 月 30 日
平成 20 年 9 月 26 日
平成 20 年 10 月 3 日

キックオフ・フォーラム 開催
平成 20 年度「PBL による組込みシステム技術者の養成」講義開講

平成 20 年 12 月 5 日

第 1 回 外部評価委員会 開催（書面）

平成 20 年 12 月 19 日

第 1 回 人材養成実行委員会 開催

平成 20 年 12 月 20 日

中間発表会開催

平成 21 年 2 月 6 日

科学技術振興調整費採択高専連絡会（奈良高専）
（取組内容について紹介した。）

平成 21 年 3 月 7 日

第 2 回 人材養成実行委員会 開催
第 1 回 外部評価委員会 開催

平成 21 年 3 月 7 日

平成 20 年度「PBL による組込みシステム技術者の養成」
成果発表会、修了式 開催

平成 21 年 3 月 5 日

平成 21 年度 受講案内パンフレット、ポスター作成

平成 21 年度
平成 21 年 3 月 19 日
～

平成 21 年度受講生募集

平成 21 年 8 月 31 日
平成 21 年 4 月 7 日

第 1 回 人材養成実行委員会 開催

平成 21 年 6 月 8 日

第 2 回 人材養成実行委員会 開催

平成 21 年 7 月 16 日

第 1 回 全体運営委員会 開催

平成 21 年 9 月 11 日
平成 21 年 11 月 6 日
平成 21 年 12 月 1 日
～
平成 21 年 12 月 2 日

平成 21 年度「PBL による組込みシステム技術者の養成」講義開講
第 1 回 外部評価委員会 開催
第 6 回地域再生プログラム実施機関連絡会議（長崎大学）
（専門部会（ものづくり部会）及びパネル展にて取組内容について
紹介した。）

平成 21 年 12 月 21 日

第 3 回 人材養成実行委員会 開催

平成 21 年 12 月 25 日

派遣先企業への中間報告（書面）

平成 22 年 1 月 25 日

第 2 回 全体運営委員会 開催
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平成 22 年 1 月 29 日

科学技術振興調整費採択高専連絡会（阿南高専）

平成 22 年 2 月 16 日

第 4 回 人材養成実行委員会 開催

平成 22 年 2 月 18 日

第 2 回 外部評価委員会 開催
平成 21 年度「PBL による組込みシステム技術者の養成」
成果発表会、修了式 開催

平成 22 年 2 月 16 日

平成 22 年度 受講案内パンフレット作成

平成 22 年度
平成 22 年 2 月 18 日
～

平成 22 年度受講生募集

平成 22 年 8 月 31 日
平成 22 年 4 月 27 日

第 1 回 人材養成実行委員会 開催

平成 22 年 6 月 11 日

第 1 回 全体運営委員会 開催

■取組内容
本プログラムでは、関連専門分野の基礎知識や技能に加えて、技術者として必要な環境知識や倫理な
どの素養、更にはMOT（Management of Technology：技術経営）の視点を合わせ持って、プロジェクトをマ
ネージメントできる、組込みシステム技術者のグループ・リーダーの育成を行っている。これを少人数グル
ープによるPBLにより実現しており、被養成者が習得すべき知識・スキルと到達レベルの指標となる。
実施内容は、①組込みシステムの設計・開発と、②生産・作業環境の安全・効率・省エネルギーについ
ての分析・対処である。また、具体的な課題を設定する分野は、自動車・電子機器及び建物エネルギー・
機器設備の関連業種としている。このように、習得する知識・技術の特徴から本プログラムでは、①組込
みシステム・コースと②安全・省エネルギー・コースの2つのコースを設置しており、その両者の関わりとし
て、前者は主に組込みシステムを「つくる」側、後者は主に「つかう」側である。また、現代は環境共生の時
代と呼ばれ、政府による温室効果ガスを1990年比で2020年までに25％削減する目標値設定など、低炭
素社会づくりに向けた流れが加速化している。それは、組込みシステムの分野でも例外ではなく、目標値
達成のために寄与できる部分も大きい。
カリキュラムは大きく 3 つの段階で構成されており、まず第 1 段階の「組込みシステム技術者基礎」では、
座学を中心とした、広範な知識の習得を目的としている。ここでは、技術者リーダーとして求められる『技
術者としての素養』と、専門分野に直接的に関わる『関連する専門知識』の講義を実施している。第 2 段
階の「PBL その 1」では、PBL における課題を社会人技術者及び高専専攻科生と講師陣との対話・討論・
助言などにより把握し、解決のための枠組みや実施に必要な資源・知識を整理してまとめている。それに
基づいて、実施計画を受講生が自ら作成している。第 3 段階の「PBL その 2」では、課題ごとに作成された
計画を社会人技術者と高専専攻科生による数名の少グループで実施している。その際、リーダー及び各
メンバーの役割を決定し、プロジェクトのマネージメントを自立して行うように、講師陣がサポートしている。
なお、主に PBL の段階から社会人技術者と高専専攻科生が協働して学習する場を設定する。両者の交
わりから、前者には先輩・リーダーとしての自覚、後者には学校における学習のモチベーションの向上を
図っている。
図-1(次頁)に、カリキュラムの流れと両コースの関わりについて整理する。
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■募集・選考方法
受講生の募集のため、ホームページの開
設・更新、受講案内パンフレットの作成・配布、
メーリングリスト（ML）による情報発信、受講開
始前及び終了後の企業訪問を行い、本プログ
ラムの説明を行っている。また、本校の企業協
力会（産学連携振興会）、宮城県・仙台市及び
名取市の地方自治体と（財）みやぎ産業振興
機構等の関連の機関等を通じて、地元中小企
業の受講生募集について広報を行った。
また、初年度にはキックオフ・フォーラム、中
間時点の 3 年目には地域シンポジウムなど、節
目ごとに地域に向けた大きな情報発信を行っ
ており、受講生募集に結び付けている。また、
宮城県の地方紙に宮城高専と仙台電波高専
の高度化再編に関する広告を掲載した際、本
プログラムの紹介・受講生募集も併せて行って
いる。

図-1．カリキュラムフローとコース間の関わり

社会人技術者の受講対象は、将来グループ・リーダーとして活躍して欲しい就業・新規事業担当から
10 年以内の企業人としている。応募者が受講申込みをする際に職務内容などについて事前にアンケート
を提出してもらい、そこから個人の技術スキルや経験年数を考慮し選考している。一方、高専専攻科生に
ついては、講義開始前に本プログラムについて説明を行い、学習に対する意欲や成績及び将来の進路
等を総合的に考慮して選考を行う。地域の活性化に向けて、顕在・潜在する課題を捉える能力や解決手
法の習得に興味を持つ学生など、本プログラムの主旨に合った者を優先的に選考する。
各コースが対象としている企業の分野は以下の通りである。
●組込みシステム・コース
・仙台市及びその周辺の組込みシステム関連（ソフトウェア開発、ハードウェア開発）の企業
●安全・省エネルギー・コース
・仙台市及びその周辺の建設、金属、空調機器、設計事務所、ハウスメーカー等の企業
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■選考結果
表-1 に年度別の選考結果を示す。
表-1．年度別選考結果
平成 20 年度
組込みシ

平成 21 年度
安全・省

コース計

組込みシ

平成 22 年度（見込み）
安全・省

コース計
ステム

エネ

組込みシ

安全・省

ステム

エネ

コース計
ステム

エネ

募集人数

20 人

10 人

10 人

50 人

25 人

25 人

60 人

30 人

30 人

応募人数

11 人

7人

4人

89 人

35 人

54 人

60 人

30 人

30 人

受入人数

11 人

7人

4人

89 人

35 人

54 人

60 人

30 人

30 人

以上が、本プログラムにおける全体的な人材養成の実施内容であり、両コースに共通するものである。
他取組内容についてはコース毎に設定しており、その詳細について以下に整理する。
【組込みシステム・コース】
1) 具体的な習得する知識・スキルと到達レベル
マイクロコンピュータ（MPU）とプログラマブル LSI（CPLD）が混載した組込み機器のシステム開発技術
を、講義と実習を統合させた授業形態のもとで習得する。受講生は、本プログラムのテーマでもある PBL
（Problem/Project Based Learning、問題解決型学習）を通して、組込みシステム開発の一連の手順を経
験でき、本コースを修了することで、ソフトウェアの柔軟性とハードウェアの高速性を兼ね備えた付加価値
の高い製品の企画・開発が期待できる。
また、社会人技術者と本校専攻科生とがグループで PBL の実習課題に取り組むことにより、企業での
グループによる製品開発を疑似的に体験できる。単なる技術の習得のみならず、パーソナルスキル（コミ
ュニケーション力、ファシリテート力、マネージメント力、スケジュール管理能力など）の向上も意図してい
る。
到達レベルの確認の 1 つとして、本コースではセルフチェックシート（次頁：図-2）を用いた自己確認の
場を設けている。セルフチェックシートには、受講生がコースカリキュラム内容の項目ごとに自らの到達レ
ベルをチェックし、受講生自身の振り返りのきっかけにしてもらう狙いがある。これを、受講前、中間、受講
終了後の 3 回実施する。自らの達成度を可視化することにより、チェック時の自身の習得スキルを受けと
めることで修学状況を理解し、知識とスキルの持ち帰りを実感してもらう。また、この結果を基に受講生全
体の弱みや強みを理解し、講義の進行や方法について講師側の反省としても活かしている。
2) 講義・実習機材・教材の整備・活用状況
講義と実習は、マイクロコンピュータ（MPU）とプログラマブル LSI（CPLD）を混載した「カメレオン実習ボ
ード」を教材に進めている。PBL グループ実習課題では、この実習ボードを製品開発のプラットホームと位
置付け、組込みシステム開発を行っている。平成 22 年度講義では新たに「自走式ロボット（DONKEY）」を
導入し、これを対象とした組込みシステム開発を実践し、より現実的な環境下での PBL 課題に取り組んで
もらいたいと考えている。
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図-2．セルフチェックシートの自己評価例（一部抜粋）
これらの実習機器を受講生全員に貸し出すことにより、自宅や職場で効率良く学習できるよう実習環境
を整えている。
また本コースは e-Learning システムを導入しており、講義資料や演習などを学内外から閲覧できるよう
運営している。受講生への実習機器の貸し出しと e-Learning システム利用の相乗効果により、受講生の
学習効率を高めている。主な導入機器とその用途は、表-2(次頁)の通りである。
【安全・省エネルギー・コース】
1) 具体的な習得する知識・スキルと到達レベル
生産・作業・居住環境での安全・効率・省エネルギーの必要性能について、診断・設計・性能検証等を
行う際に必要となる知識を習得する。また、受講者の現場等が各種の設備機器や労働者にとって安全で
快適な環境の空間であるか、あるいはエネルギー消費量やCO2排出量をいかに少なくするかなどの課題
に対して、対象となる物理量の測定方法や要求性能を実現するための対象の制御方法、そして関連する
ノウハウを身に付ける。
関連する専門知識では、建築設備や改正省エネルギー法についての座学を行い、また熱・空気環境に
関する理論・実験・シミュレーションなど講義・実習を織り交ぜた形式の講義内容とした。PBLの段階にお
いては、受講生が自らの課題について実施計画を作成することとした。そして、熱負荷のシミュレーション、
室内の化学物質濃度や温室度分布及び制気口からの気流を実測するなど、実習を通じて課題の解決を
行い、成果発表までつなげる教育・学習手法とした。
なお、試行段階ではあるが安全・省エネルギー・コースでも組込みシステム・コースに習い、セルフチェ
ックシートを用いたスキル習得状況について、受講生による自己評価を行っている。
2) 講義・実習機材・教材の整備・活用状況
主に建物・工場内の居住環境について、実測を行う際に必要となる測定機器を取りそろえ、PBL グルー
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表-2．導入物品一覧－組込みシステム・コース
物品名

用途

カメレオン実習ボード

PBL実習において、組込みシステム開発を行う。

自走式ロボット（DONKEY）

PBL実習において、組込みシステム開発を行う。（平成22年度からの講
義で使用）

脳波計測システム

PBL実習において、脳波を計測したデータを組込み機器へ使用でき、
より現実的な環境下での機器開発ができる。（実習テーマにより使用）

高性能FPGAアナライザ

PBL実習において、組込みシステムの内部信号を観測することにより
開発効率を向上させる。（平成22年度からの講義で使用）

Cコンパイラパッケージ

PBL実習において、組込みシステムの効率的なデバックを行い開発効
率を向上させる。（平成22年度からの講義で使用）
表-3．導入物品一覧－安全・省エネルギー・コース

物品名

用途

光音響デュアルガスモニタ

PBL実習において、住宅・建物の換気量の実測を行った。

マルチポイントサンプラ・ドーザ

同上

制御用コントローラ

同上

住宅気密測定機

PBL実習において、住宅・建物の気密性能の実測を行った。

検定付デジタル照度計

PBL実習の課題決定・計画作成において、機器の性能と使用方法の
説明を行い、実際に操作した。

ポータブルPMV計

PBL実習において、居住・作業環境の相互的指標であるPMVについ
て計測を行う。（平成22年度からの講義で使用）

精密騒音計（検定付）

PBL実習において、音環境における設備の影響を扱うための計測を行
う。（平成22年度からの講義で使用）

気象観測機器

PBL実習において、消費エネルギーの実測・シミュレーションに必要と
なる温湿度・風速・風向・日射量を計測する。（平成22年度からの講義
で使用）

クリモマスター風速計

PBL実習において、空気環境の設計条件に求められる微風速の測定
を行う。（平成22年度からの講義で使用）

高精度圧力計（差圧計）

PBL実習において、換気に関する基本量である差圧を測定する。（平
成22年度からの講義で使用）

ハンディタイプCO2計

PBL実習において、空気環境の安全・快適の一般的指標であるCO2濃
度の計測を行う。（平成22年度からの講義で使用）

PC（CFD計算用）

PBL実習において、CFD（計算流体力学）のシミュレーションを実務的
なレベルで行う。（平成22年度からの講義で使用）

プ実習課題で実際の現場等に持ち込んで使用している。平成22年度は、地域ニーズを踏まえ 「省エネ
ルギーと流れの見える化」を年度トピックとして設定し、熱流体解析（CFD）ソフトウェアの「STREAM」及び
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「SCRYU/Tetra」を使用して、高性能のPCによる実務レベルで解析を行う予定である。
なお、温熱シミュレーションソフト「TRNCOM」を用意し、PBLの段階に入る前の講義・実習で、受講生
全員に実際にその性能を体験してもらう。シミュレーションの手法を学習すると共に、オフィスや住宅など
実際の居住環境における省エネルギーの状況について把握することを促し、環境問題を身近なものであ
ると認識してもらうよう努める。なお、通常は勤務で学習時間が取りにくい社会人に配慮し、ノートPCを受
講生に貸し出して効率よく学習してもらうための環境を整えている。主な導入備品を表-3（前頁）に示す。
（２）養成対象者の到達度認定の仕組みと実施結果
■被養成者の到達度認定の仕組
各コースにおける到達度のチェックとして、各回実施している受講報告書（受講生用）及び講義・実習
報告書（講師用）から、受講生の習得状況及び講義の進行程度を確認している。この報告書は、受講生
の講義・実習に対する意見等の抽出を行い、また講師による実施概要の記録用として用いている。それら
の内容から、必要に応じて講義・実習内容の追加や補講を実施している。
被養成者の到達度のチェックには、修了認定スキルシートを用いている。これは、具体的に習得を目
指す能力について列挙し、A＝優、B＝良、C=可、D=不可の 4 段階で評価し、リーダーやサブリーダーな
ど、各自がグループで担当した役割なども考慮する。コース毎の評価項目について、表-4 に示す。
表-4．修了認定スキルシートの評価項目
組込みシステム・コース

安全・省エネルギー・コース

意欲的に講義・実習に参加した

1

意欲的に講義・実習に参加した

受講報告書の内容が講義内容を反映している

2

受講報告書の内容が講義内容を反映している

グループ内でのコミュニケーションが円滑に行わ
れた

3

グループ内でのコミュニケーションが円滑に行わ
れた

グループ内で決定した役割分担を果たした

4

グループ内で決定した役割分担を果たした

計画の立案や活動の維持に積極的に関わった

5

計画の立案や活動の維持に積極的に関わった

PBL のテーマを十分に理解し，十分な成果を達成
した
ソフトウェアとハードウェアの切り分けを意識で
きる

6

7

プログラマブル LSI の利用法を習得した

8

MPU-FPGA 間データ通信の技術を習得した

9

C 言語によるソフトウェアの開発技術を習得した

10

Verilog HDL によるディジタル回路開発技術を習
得した
自身の考えをまとめて資料を作成し説明できる

11
12

17

PBL のテーマを十分に理解し，十分な成果を達成
した
現場の課題について安全・省エネルギーの観点で
考えられる
課題解決に際し理論･実験･シミュレーションの切
り分けを意識できる
安全・省エネルギーに関する設備機器の概要を理
解した
熱･空気に関する測定機器について原理･種類･使
用法を習得した
消費エネルギーの計算ツールの役割・使用法を習
得した
自身の考えをまとめて資料を作成し説明できる

また、PBL 実習の最終成果物として、受講生にポスター・スライドのプレゼンテーション用資料やレポー
トなどの提出を課している。それらを基に、成果発表会ではグループで取り組んだ課題について口頭で
発表し、パネルディスカッションによる質疑応答を行う。その結果は講師及び外部評価委員等によって評
価されるが、成果発表の場での意見となるため、ここでは各項目に対する段階評価と自由意見記入欄を
併用し、採点がしやすいように工夫したコメントシートを用いている。
■被養成者の到達度認定の実施結果
社会人技術者と高専専攻科生では身に付けている知識・技術量が異なるため、本プログラムでは修了
要件及び認定方法について、別々に基準を設定（表-5）している。また、表-6（次頁）は、被養成者数と認
定者数について整理したものである。安全・省エネルギー・コースの高専専攻科生で、被養成者に対して
認定者数が少なくなっているが、これは仙台高専への高度化再編に伴う専攻科カリキュラムの再編及び
学年進行に合わせて、現在は移行段階にあることによる。当コースでは正式に専攻科カリキュラムに組込
まれるのは平成23年度からになるため、当初は専攻科生の全員に対してガイダンスや講義の参加を呼び
掛けたが、その後、本人の意欲や進路などを考慮し、実際に本プログラムに参加する受講生を選考した。
表-5．修了要件及び修了認定方法
コース

社会人技術者

専攻科学生

組込みシステム

・講師の定める水準以上の PBL テ

・講師の定める水準以上の PBL テーマ

ーマを完成させること。

を完成させること。

・PBL テーマについて、各テーマ

・PBL テーマについて、各テーマのポ

のポスターを作成して、成果報告会

スターを作成して、成果報告会にて発表

にて発表ならびに成果物を展示す

あるいは成果物を展示すること。

ること。

・各コースの代表講師が受講生の状況を

・各コースの代表講師が受講生の状

説明し、外部評価委員会で認定されるこ

況を説明し、外部評価委員会で認定

と。

されること。

※前提条件：出席が授業日数の２／３以
上であること。ただし、やむを得ない事

安全・省エネルギー

※前提条件：出席が授業日数の２／

情があり、指定する時間の補講を受けた

３以上であること。ただし、出張等

場合はその限りではない。

の業務に関わるやむを得ない事情

・PBL テーマについて、各テーマのポ

があり、指定する時間の補講を受け

スターを作成して、成果報告会にて発表

た場合はその限りではない。

あるいは成果物を展示すること。
・各コースの代表講師が受講生の状況を
説明し、外部評価委員会で認定されるこ
と。
※前提条件：1 年地球環境と都市と 1 年
特別研究の単位を修得しておくこと。
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表-6．コース別・被養成者属性別の被養成者数と認定者数
平成 20 年度
組込み

平成 21 年度
安全・

コース計

社会人技術者

省エネ

社会人技術者

組込み

安全・

システム

省エネ

コース計

システム

省エネ

11 人

7人

4人

89 人

35 人

54 人

60 人

30 人

30 人

(11)

(7)

(4)

(45)

(20)

(25)

(40)

(20)

(20)

(44)

(15)

(29)

(20)

(10)

(10)

専攻科学生

認定者数

安全・

コース計

システム
被養成者数

組込み

平成 22 年度（見込み）

11 人

7人

4人

64 人

33 人

31 人

60 人

30 人

30 人

(11)

(7)

(4)

(43)

(19)

(24)

(40)

(20)

(20)

(21)

(14)

(7)

(20)

(10)

(10)

専攻科学生

（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）
養成プログラムに対する評価を得る機会として、以下のとおり実施している。
①受講報告書
本プログラムの講義では、各回の講義後に被養成者からは受講報告書を、講師からは講義・実習報告
書の提出を義務付けている。この報告書には、各回の講義の内容を簡潔にまとめる他、質問や意見も記
入する。
寄せられた質問は、技術的なことから運営についての指摘など様々であり、次回の講義内で講師より
説明したり、質問者へ直接回答している。組込みシステム・コースでは導入した e-Learning システムの機
能を利用して、被養成者が共通で閲覧できるページを設け、質問とその回答を公開している。
また反映した方が良いと判断した意見については、次回以降の講義へ取り入れている。さらに、平成
21 年度の講義では被養成者から「講義でわからないところがある」「やむを得ず講義を欠席してしまい、
講義についていけるか不安がある」という意見があった。その対応として、講義時間後やカリキュラム外の
日程で補講を臨機応変に行い、被養成者に対して個別に対応した。
②外部評価委員会
定期的に外部評価委員会を開催しており、外部有識者等による意見を取り入れている。外部評価委員
会は、宮城県、地元企業人、本プログラムの学内講師等で構成されており、毎年度２回実施している。主
に、本プログラム運営への評価や助言、被養成者の修了者認定の審議に関わっている。
③終了後アンケート
養成修了者、派遣責任者、講師を対象に受講終了後のアンケートを実施しており、そこで寄せられた
意見を参考として本プログラムへの評価及び地域ニーズの把握を行っている。アンケート項目は、講義
を受けてみての感想や、知識やスキルの習得状況の確認、本プログラムへの意見などが主であり、
養成修了者の派遣責任者や講師にも実施している。
年度毎に意見を集計し、本プログラム全体あるいはコースごとに次年度の計画（カリキュラム
やテーマの追加など）に反映し、本プログラムがさらに充実したものになるよう努めている。
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終了後アンケートの集計結果の一部を以下（図-3、図-4）に示す。
設問：事業全体（講義）のボリュームはいかがでしたか。

【組込みシステム・コース】

【安全・省エネルギー・コース】

図-3．受講終了後アンケート結果：事業全体（講義ボリューム）
設問：【被養成者】次に揚げるスキルのうち習得・向上できたものはどれですか。（複数選択可）
【講師】次に揚げるスキルのうち受講生の習得・向上を感じたものはどれですか。
（複数選択可）

【組込みシステム・コース】

【安全・省エネルギー・コース】

図-4．受講終了後アンケート集計結果：スキルの習得・向上
④企業訪問（ヒアリング）
これまでに地元企業へ直接伺い、地域の人

表-7．これまでの企業訪問数（ヒアリング回数）

材養成や社会ニーズについて現場の声を聞い

コース名

てきた。(表-7)
例えば技術者の養成について、どの企業も

（ヒアリング回数）

組込みシステム・コース

29

安全・省エネルギー・コース

40

コース計

69

組込み技術の研修やリーダー育成、PBL 教育
への関心は高く、本プログラムの経営の視点
を取り入れたカリキュラムについても興味を

企業訪問数

持っていただけた。なかには、訪問し説明し
たその場で、被養成者の業務を調整し本プロ
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グラムの受講の参加を決めた企業もあった。また、他企業のエンジニアとの交流を深められると
いう点でも本プログラムへの期待は大きく、地元企業の活性化と連携ネットワークを広げていく
ことも不可欠であることを再認識した。
【講義スタイルへの具体的な反映】
以上①~④を参考に、特にグループ・リーダーとしてのリーダー・シップを養うために、新たな教育・学習
方法の導入を積極的に進めている。これまでの意見から例えば、次のような講義スタイルをコース毎に導
入するよう検討が進んでいる。
●組込みシステム・コース
課題のまとめ役を毎回変更し、グループ内メンバーのコミュニケーションを意識した講義スタイル
を導入する。
●安全・省エネルギー・コース
コース別の座学の段階（関連する専門知識）を対象として、新たに講義時に受講生が進行役を
務める手法の導入を検討しており、各回でグループ設定とナビゲーターの指定を行う。また、他の
活動（シニアネットワークと学生との討論会）と連携して、効率的な受講成果の向上を図る。
このように、講義スタイルを見直し改善することにより、コース内でのコミュニケーションが図られ、より多
くの受講生がリーダー役を経験できるようになり、被養成者全体のパーソナルスキルの向上を見込んでい
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
実施機関内における人材養成ユニットの運営体制として、実施体制の図は以下のようになる。全体運営
委員会は全体の運営管理を行い、年数回程度開催している。人材養成実行委員会が主要な 2 つのテー
マについて連携を取りながらカリキュラム作成とその実施などを、両キャンパスの専攻科や講師陣と調整
して行い、定期的に全体運営委員会に報告している。
総括責任者
内田龍男(仙台高専校長)

事務局
仙台高専事務部長
仙台高専企画室

全体運営委員会
○全体の運営を掌握・管理する
委員長 内田龍男(仙台高専)
委 員 福岡繁明(宮城県経済商工観光部)
このほかに委員を次の様に配置する
１．運営特に事務手続き関連
２．仙台高専の人材育成担当者（専攻科長、人材育成関連センター長等）
３．企業の人材育成担当者（派遣側、採用側、講師側）

人材養成実行委員会
１．専攻科で開設されている科目は専攻科スタッフ全員が担当する
２．カリキュラム作成・実施などを、全体運営委員会の人材育成担当者と連絡・調整して行う
３．講習を行うスタッフは、高専教職員、地元企業の人材等から充てる。
１）組込みシステム担当

２）安全・省エネルギー担当

與那嶺尚弘(仙台高専)ほか

内海康雄(仙台高専)ほか

図-5．本プログラムの実施スタッフの体制
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（２）自治体等との連携状況
■自治体との連携
連携自治体である宮城県からは、開講式や講義などへの施設・備品の貸し出し及び講師の派遣や関
連委員会等への参加など、本プログラムの運営・教育に当たり厚い支援を得られている。また、宮城県は
幅広い情報チャンネルなどにおける広報を行っており、本校では地域産業振興を目指し、技術ワンストッ
プ窓口を中心とした「KC みやぎ推進ネットワーク」及び地域の中核的技術者の育成確保を目的とした「み
やぎ産業人材育成プラットフォーム」に参画している。従来からの地域課題に対応した企業支援を継続し
ていると共に、それらの機関を通じて本プログラムの広報・情報発信を展開しており、地域企業への受講
案内の促進に加え、県関係者自身の講義受講なども検討している。
なお、県では他の同種の講習などを主体的に調整しており、不足する組込みシステム技術者を早期に
育成するため、平成 19 年度から「みやぎカーインテリジェント人材育成センター」を創設し、組込みシステ
ムの技能を主とした短期研修による人材養成に、本校を含む関連機関と共に取り組んでいる。本プログラ
ムにより育成される中核技術者との組み合わせにより、体系的な技術者養成が可能となり、その効果は地
域企業の技術力・競争力の向上等のために活用されている。
他にも、宮城県関連の展示会・発表会での発表や、宮城県産業技術総合センターとの人材育成を含む
協定の締結など、密接な連携関係を強めている。
■地元企業との連携
地元企業との連携として、まず企業の立場からの視点を組み入れるため、特命教授として人員を雇用し
ており、講義・実習の指導及び企業訪問による受講生募集や地域ニーズの聴取など、教育・運営に関わ
る主要な部分で専門的な能力が発揮されている。また、主に地元企業者で構成された外部評価委員会と
の委員として、人材養成活動の全般における評価と助言を得ている。
企業を介した本プログラムの広報としては、本校企業協力会（産学連携振興会）へのメーリングリスト
（ML）での情報発信や、初年度に行ったキックオフ・フォーラム及び中間時点である 3 年目の地域シンポ
ジウムへの参加を呼び掛けている。なお、地域ニーズに合わせたメニューの提供や講習の有料化に向け
た検討などを行い、独自に運営していくための基盤強化を進めた。
ほか、技術相談等を通じた開発担当者の設置と受講生の派遣も見られ、現場の問題を扱う際に関係
者との連絡調整の対応や、同様の課題を持つ企業の紹介など様々な協力を得られた。
■他研究教育機関等との連携
近隣の他大学の教員を講師として招き、それぞれ専門分野のスペシャリストとして最先端の知識の提供
を行っており、街中にあるサテライト施設での講義なども実施した。また、組込みシステム・コースについて
は、産学官の連携により開設した産業人材育成機関である、みやぎカーインテリジェント人材育成センタ
ーと平成 21 年度から連携している。安全・省エネルギー・コースについても、これまでにも各該当箇所で
記述しているが、関連学協会である空気調和・衛生工学会東北支部と建築設備者技術者協会東北支部
と連携し、講義の一部を設備初級技術者研修会と同時に行った。
なお、平成 22 年度から、安全・省エネルギー・コースでは高専専攻科生を対象に、「シニアネットワーク
と学生との対話会」との一部共同実施を予定している。この活動は、原子力をキーワードにエネルギーと
今後の環境問題について検討を深めるもので、これまでに近隣大学でも実施されている。半日の講習で
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はあるが、前半を専門知識の講義に当て、後半を各テーマに対するグループでの対話と結果発表として
おり、その教育・学習手法や考え方は本プログラムに共通する部分がある。
本プログラムにおける各機関との協力体制を、図-6 に示す。

図-6．協力体制
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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
本プログラムでは、地元企業に所属する社会人技術者を主な養成対象として、技術者による少人数グ
ループのリーダーとして、企業の中核で活躍できる人材を養成することを目的に実施しており、養成修了
後は所属企業へ還元することとなる。講義・実習によって、関連する専門的な知識やグループ・リーダー
に求められる各種能力を習得し、その成果は各々の企業における業務で発揮される。具体的な成果とし
ては、講義・実習の成果について本社でプレゼンテーションを行い、新たなビジネスプランとして採用され
た例（平成 20 年度修了生）や、PBL 実習で取り組んだテーマについて、実際の現場における設計変更の
提案として採用される（平成 21 年度修了生）などの活躍が見られている。
もう一方の養成対象である高専専攻科生は、新たな地域への定着人材として、新規に地元の企業へ
の就業が見込まれる。本校の東北地方への就職率は約 3 割に留まり、大半は首都圏へ就職しているが、
それは地元企業の求人数や情報量の少なさが大きな要因となっており、地元の企業へ就職を希望する
学生の要望は潜在していると想定している。専攻科生の修了生からは、社会人技術者と合同で講義・実
習を受けることについて、その技術や社会人としての考え方・心構えに触れることができたとの意見も寄せ
られており、学生に地元の企業情報を提供し就業を促すための直接的な支援ともなっている。
本プログラムでは、人材育成のフィールドには、企業（産）、自治体（官）、NPO（民）、教育機関（学）と
いう 4 者のプレーヤーが存在していると考えている。先にも述べたが、修了生及び派遣責任者からの反響
として、被養成者同士のヒューマン・ネットワークが形成されていることに対する評価が聞かれた。同業種
及び異業種間の交流が生まれており、修了生がそれら産・官・民・学をつなぐパイプ役として活躍する仕
組みを、地域全体を巻き込む形で考えている。マンパワーの充実により企業の活力を回復し、ひいては
地域の活性化に結びつけようとするものである。
今後、追跡アンケートなどの状況調査を予定しており、養成修了人材が所属企業でどのように貢献して
いるか、詳細について把握することを検討している。また、平成 21 年度に本プログラムへ参加した高専専
攻科生の大半は今年度就職時期を迎えるため、これから具体的な成果の検証を行う予定である。それら
の結果を基に、更に地域で活躍する仕組みの構築を進める。
（２）波及効果
本校では、KC みやぎの全体会議等での紹介や、同機関を通じて本プログラムの内容を広く周知して
おり、またみやぎ産業人材育成プラットフォームと連携して、その中でも電子機器、自動車などの地域産
業の人材育成を行っている。さらに本校は、東北地区高専の窓口として本部である高専機構から位置付
けられており、人材育成事業は、各高専の産学連携の担当者を通じてその内容が周知されている。また、
コース担当者が近隣高専における COOP 教育の外部評価委員長として任命され、幅広い観点から本プ
ログラムを含む COOP 教育について実施・成果の説明や情報交換を行っている。平成 21 年 10 月には、
従来の COOP 教育への取組み及び本プログラムにおける活動を基盤として、地域人材開発本部 CO-OP
教育センターを設置している。
その他の取組みとして、本プログラムで使用している e-Learning コンテンツは、本校主催の社会人向け
の学び直し事業での活用を考えており、また、他県の人材養成事業の実施責任者からコンテンツ使用に
ついて問い合わせが来ている。現在これらの利用について具体的な内容・方法を検討している。また、関
連学協会と連携して、講義の一部について技術者を対象とした研修会と同時開催している活動も、取組
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みによる波及効果と言える。なお、外部講師からの紹介で、本プログラムと共通性がある教育活動の担当
者が訪れ、講義・実習の一部を共同して行う検討を現在進めている。
加えて、他の事業に関連させる形で、人材育成内容の海外での発表・検討を行っているが、イギリスの
サレー大学からインターネット上のインターネット e-book において、「技術者になるための学習 (Learning
to be Professional) 」の PBL 教育と知財教育についての章を担当する依頼を受けた。同大学は PBL や
WIL(Work Integrated Learning)を含む COOP 教育について，イギリス全体を取りまとめる立場にあり、世
界の COOP 教育の中でもリーダー的な大学である。本教育プログラムが、企業人･学生を含む包括的なも
のであること、カリキュラム内容が他に類例を見ないことが評価された。本プログラムを広く周知して、様々
な意見による改善等が行える。
このように、本人材養成ユニットの枠内だけにおさまらず、広範な活動を積極的に実施した。
（３）情報発信の状況
広報、関連分野の機関への情報提供・情報交換の実施状況は、以下の通りである。
①ホームページ
ホームページ（http://natori.sendai-nct.ac.jp/kagakuchousei/H20-PBL/index.html）を開設し、本プロ
グラムの紹介、カリキュラム内容、受講生募集の案内などを随時更新している。
②受講案内パンフレット
年度毎に受講案内パンフレットを作成し、関連企業や自治体等に配布している。
平成 20 年度は A3 判(見開きモノクロ）、平成 21 年度は A4 判(両面カラー）及び A3 判(見開きカラー）
を作成・配布している。平成 21 年度の A3 判のものは、本プログラムについてより詳しく説明するとともに、
それまでの養成修了生やその派遣責任者の感想を転載した。平成 22 年度は A3 判(見開きカラー)を昨年
度使用した内容を更新し、配布している。
配布対象は、組込み関連企業、建設関連企業、建築設計事務所、ハウスメーカー、金属関連企業、
空調設備関連企業などである。地域の企業ネットワークや関連学協会を利用して広く案内している。また、
行政機関や研究教育機関、本校で実施している他の人材養成事業でも受講案内パンフレットを配布し、
本プログラムの受講案内と取組みの周知を行っている。
③宮城県の関係情報誌（みやぎの人材育成通信）への話題提供
宮城県内の人材育成に関する動きについて紹介している「みやぎの人材育成通信（JIN-TSU）」におい
て、以下の記事が掲載された。
・平成 20 年度キックオフ・フォーラム、開講式（vol.8）
・平成 20 年度中間発表会（vol.11）
・平成 20 年度成果報告会（vol.13）
④協力企業の団体などへメーリングリスト（ML）での情報発信
以下の関連機関、学協会、企業団体などへ、メーリングリスト（MS）による情報発信を行った。
KC みやぎ、みやぎ産業振興機構、産業クラスター会員、仙台商工会議所、みやぎ工業会、東北経済
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連合会、仙台市産業振興事業団、商工中金、技術士会、みやぎ組込み産業振興協議会、とうほく組込み
産業クラスター、宮城県情報サービス産業協会、空気調和・衛生工学会東北支部、日本建築学会東北
支部、建築設備技術者協会、産学連携振興会
⑤キックオフ・フォーラム、地域シンポジウムの開催
本プログラムについて地域への認知を図るため、まず本プログラム開始の初年度にキックオフ・フォー
ラムを開催し、関連する行政機関や教育機関と共に、地元の企業から多数の参加があった。また、平成
22 年 8 月に予定している地域シンポジウムでは、約 150 名の参加を見込んでいる。
⑥新聞広告での情報発信
平成 21 年度には、宮城高専及び仙台電波高専の高度化再編の新聞広告に、受講生募集の広告をあ
わせて掲載した。（平成 21 年 7 月 27 日河北新報）また、日刊工業新聞に同年度の開講式の様子が掲載
された。（平成 21 年 9 月 15 日日刊工業新聞）

27

５．成果の発表状況
（１）養成された人材による成果
【成果発表等】（0 件）
【地域再生に貢献しうる成果】（2 件）
1) 喜多河良太氏（積水化学工業株式会社東北営業所）：平成 20 年度修了生
PBL 実習の成果を本社でプレゼンテーションを行い、新たなビジネスプランとして採用
2) 長内祐志氏，菅原由美氏（新日本空調株式会社東北支店）：平成 21 年度修了生
PBL 実習で取り組んだテーマについて、実際の現場における設計変更の提案として採用
【特許等出願】（0 件）
（２）人材養成ユニットに関する成果
【成果発表等】（5）
＜口頭発表 査読有り＞
1) Yasuo Utsumi, Takahiro Yonamine and Yoshihiro Kikuchi：「PBL Course for Leaders of Small
Group in Framework of Co-operative Education」，『JSEE (Japanese Society for Engineering
Education) 』 (58th Annual Conference & Exposition)，Miyagi (Japan)，August 2010
2) Yoshihiro Kikuchi, Yasuo Utsumi, Takahiro Yonamine, Hideaki Yoshino, Yoshihiro Shibuya, and
Ryushi Kimura：「THE CULITIBATION OF THE LEADER OF SMALL GROUP BY PBL」，
『ISATE (International Symposium on Advances in Technology Education) 』，Kagoshima (Japan)，
September 2010
＜口頭発表 査読無し＞
3) 菊池義浩，與那嶺尚弘，木村竜士，内海康雄：「PBL システムによる少人数グループ・リーダーの
育成に関する考察－その 1 「PBL による組込みシステム技術者の養成」の考え方について－」，
『日本建築学会東北支部』，D-33，山形，2010 年 6 月
4) 内海康雄，與那嶺尚弘，木村竜士，菊池義浩：「PBL システムによる少人数グループ・リーダーの
育成に関する考察－その 1 「PBL による組込みシステム技術者の養成」の考え方について－」，
『日本建築学会』，13011，富山，2010 年 9 月
5) 菊池義浩，與那嶺尚弘，木村竜士，内海康雄：「PBL システムによる少人数グループ・リーダーの
育成に関する考察－その 2 「PBL による組込みシステム技術者の養成」の実施状況と成果（2008
～2009）－」，『日本建築学会』，13012，富山，2010 年 9 月
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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
現段階において、本プログラムはおおよそ当初の計画通り、一部では計画以上の成果をみせており、
終了時における目標達成について十分見込むことができると考えている。次に、各項目について述べる。
ⅰ．養成人数
養成人数については、サブプライムローン－リーマンショックに端を発した金融危機・世界同時不況の
影響を受け、一時は停滞する懸念が生じたものの現在は回復傾向にあり、エレクトロニクス産業関連の大
企業の操業開始や建設決定を受け、組込みシステム技術者に対する人材ニーズも高まってきている。引
き続き、積極的な募集活動及び地域ニーズに即したカリキュラムの改善を行い、定常的に被養成者数を
毎年 60 名程度確保できるよう活動する。4 年目で合計 190 名、5 年目のプログラム終了時点で、合計 250
名の養成を見通している。
加えて、継続して受講生の派遣を検討する企業も出始めており、本プログラムの教育方針に大きな理
解を示す企業責任者も表れている。これは、この本プログラムが一定程度地域に定着してきたことを示す
バロメーターとして捉える事ができ、これまで以上に内容の充実を促進する糧ともなる。
ⅱ．高専専攻科生の参加
本プログラムは、独立した科目として本校専攻科のカリキュラムに組込まれており、修了生には単位が
与えられている。組込みシステム・コースでは既に認定されており、4 年目の平成 23 年度からは安全・省
エネルギー・コースでも正式に導入される予定で、より積極的な受講が見込まれる。
また、平成 21 年 10 月 1 日の仙台高専への高度化再編により、専攻科生の定員が本プログラム採択時
より増員している。本プログラムの被養成者対象が増えると共に、地域における課題解決の考え方や手法
を学びたい学生など、意欲や進路などを総合的に考慮して、選考基準に合致した者を選考するよう工夫
する。社会人技術者と協働して課題に取り組むことにより、実践的な知識と応用力の習得が進み、現場で
のコミュニケーション能力など、実社会での業務に直ぐ活かせるような能力を身に付ける。
ⅲ．コース間及び修了生の交流
講義が進みコース毎の講義・実習が始まると、コース間の交流機会が大きく減少することとなる。その場
として、共通講義での討論や成果発表会での質疑応答などを充実させ、各々のテーマを紹介する報告
会や交流・勉強会の開催など新たな機会を設定することも検討している。また、修了生同士の交流の場と
して、現在のところ独自にグループのメンバーで集まるなどの活動をしている。この萌芽的な動きを全体
的なものへと発展させるために、メーリングリストの作成、同窓会の設立、成果発表会の招待、ニュースレ
ターの発行など、被養成者の主体性を保ちつつも本校が能動的に牽引していく予定である。
ⅳ．国内シンポジウムの開催
5 年目の本プログラム終了時には、国内シンポジウムの開催を予定しており、これまでの取組みの集大
成となる成果を報告する。また、国内だけにとらわれず、広く海外からも人材育成に関わる学識経験者を
招待することを検討しており、地域から世界への展開を視野に入れた取組みの発展を目指す。
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２．本プログラム終了後の取組み方針・見通し
ⅰ．取組みの継続と自立化
自立化については幾つかのチェック項目が挙げられるが、本プログラムにおける要点を以下に整理す
る。
■実施体制
これまでにも、本校教職員に加え、特命教授や研究員及び技術補佐員等を雇用し、実施体制の充実
を図ってきている。現在の組織を基に、自立化後の更なる基盤強化を進める。
■事業計画
組込みシステム・コースは、社会人技術者を対象とした社会人キャリアアップコース内で今年度実施し
ている「ネットワーク技術者育成コース」を本プログラムの自立化に向けた具体的な参考モデルとし、自
立化に向けての計画の細部を詰める。この社会人キャリアアップコースは、地域企業の社会人に対し
て講座を有料で提供するもので、本校の地域人材開発本部 ICT 先端開発センターで実施している。な
お、組込みシステム・コースは既に専攻科のカリキュラムとして確立されており、自立化後も引き続き社
会人技術者との合同受講形式の講義・実習を行えるように進めている。一方の、安全・省エネルギー・
コースは、事業終了後の平成 25 年度から、社会人向け新規教育・学習コースを設置する形で自立化
に向けた検討を行っている。こちらも専攻科の授業として事業期間内にカリキュラムの確立を図り、自立
化後も継続して実施する予定である。
■市場性（マーケティング）
一時の不況から脱却し、組込みシステム技術者へのニーズも大型企業の進出を背景に高まっており、
被養成者の確保を見込むことができる。また、近隣の自治体における社会人技術者を対象とした講習
で、PBL の教育・学習手法を導入している例は少なく、本プログラムの独自性も確保されている。
■事業性
受講料を主な収入源として確立しつつ、本校の企業協力会（産学連携振興会）や連携自治体である宮
城県の支援を受けて運営することを検討している。設備備品の拡充、カリキュラム及び教材の改善を進
め、受講料を設定しても被養成者及び派遣責任者が納得するよう、事業期間内に取組みの質的向上
を図る。
■教育の実施体制
被養成者の教育には、引き続き高専教職員及び地元企業の人材等が当たり、外部講師にも協力を依
頼する。また、講義・実習には仙台高専の施設をメインとして宮城県の関連施設の使用を考えており、
教室を継続して確保できる見通しがある。
■プロモーション（受講生の確保）
ホームページ及びパンフレットの作成、関係情報誌への新聞等への話題提供、協力企業の団体など
へメーリングリストによる情報発信、各種イベント等の開催など、事業期間内で培ったノウハウを活かし
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て広く広報し、地元の企業への訪問も含めた積極的な募集活動を行う。
■自立化後の PDCA の重要性
まず、本プログラム内において PDCA サイクルが構築されており、それは、P＝準備段階（1 年目）、D＝
実施段階（2 年目～4 年目前半）、C＝自立化に向けた評価と分析（4 年目後半～5 年目）、A＝自立化
と事業内容の改善（事業期間終了後）で示される。また、教育プログラムの PDCA サイクルとしては、P
＝課題の把握及び学生自身での計画の作成、D＝計画の実施及び成果の取りまとめ、C＝成果発表
会による評価、A＝所属企業での成果の実践による改善、を構築しており、自立化後もこのサイクルを
踏まえながら取組みを遂行する。
ⅱ．大企業の進出と実施機関の主体的関与
実施機関の仙台高専が立地する仙台都市圏には、近年多くの世界的な大企業が進出しており、工業
製品の生産拠点としての発展を目指している。その効果は地元の中小企業にも影響すると考えられ、高
専専攻科生は予定される進出企業の即戦力となる人材として、社会人技術者は新分野へ参入を目指し
た地域企業の中核人材として位置づけることができる。修了生の、地域再生に係わる活躍が期待される。
また、地域再生のための人材創出の拠点形成に向けて、実施機関として本プログラム以外にも設備備
品や施設の貸し出し及び講師派遣、技術相談等を通じての開発担当者の設置や同様の課題を持つ企
業の紹介など、地域企業に対して主体的に関わっている。これら種々の取組みが複合的に関連しあい、
1 つのサイクルを構成することで総体的な地域再生に向けた活動を展開できるものと言え、結果として人
材育成そのものの発展・成熟に繋がるものと考えられる。
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