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取 組 の 概 要 

 人材不足が深刻で従来の学科構成の枠組みでは人材育成が難しい「組み

込みシステム開発技術者」育成のため，学科の枠組みを超えた教育プログ

ラムを推進している。学習意欲の高い学生をさらに伸ばす「伸びこぼし対

策」でもある。講義・PBL により。組み込みシステム開発の学習を修めた

学生にはインセンティブとして「組み込みシステム開発マイスター」を授

与し，TA として活躍した学生には「学生教育士」の認定を行う。この手

法は社会の人材ニーズに即応でき汎用性が高く一般化しやすい。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況  

 学内 10 名の教員でチームを組織し，学外連携者（IPA（情報処理推進機構），OS メーカ

ー，地域企業，OB 企業）を加えた実施体制とした。まず高専・大学の組み込みに関する教

育内容を調査した。組み込み開発企業にも訪問し，新卒新入社員が身につけておいて欲しい

スキルを調査した。平成 21 年 1 月に「高等教育機関に求められる組み込み開発教育」に関

するフォーラムを開催し，専門家を招いて，組み込み技術の現状と将来，人材育成の課題，

カリキュラム，必要とされる組み込み開発人材，について討論した。調査・討論結果を踏ま

え，次の 4 つの組み込みシステム開発教育を行うこととした。 

(1) OS 不要でハードウェアに近い入出力 I/O を扱う Hardware (I/O) Level 開発 

(2) OS とともに機器に組み込まれ OS のデザインが必要となる Porting Level 開発 

(3) OS が組み込まれた端末に対して汎用言語による Application Level 開発 

(4) FPGA （Field Programmable Gate Array）を用いた SoC（System On a Chip）開発 

 具体的な題材は，(1)はマイコン，(2)は Windows CE，(3)は Android，(4)は Altera であ

る。測定器を含めて 1 人 1 台の環境，アイデアをすぐに形にできる環境を重視し，これらの

組み込みシステム開発学習を行うための電算室環境を整備した。必要になる汎用パーツや工

具・測定ケーブル等はすべて部品庫に揃えた他，各測定器や加工機等は課題入りのテキス

ト・マニュアルを作成しファイルサーバに置き，学生がいつでもオンラインで自学自習でき

るようにした。電算室入口には静脈認証装置を取り付け，登録学生はいつでも入室し学習で

きる。 

 平成 21 年度当初の学生集会で説明し，アンケートを採ったところ 161 名の学生から受講

希望が寄せられ，スキル等の条件で 43 名まで絞り込みを行った。基本的にスキルのある学

生が講師を務め教員がサポートした。作品製作プロジェクト計画発表会が行われた 11 月以

降は，PBL として各チームで作品製作に取り組んだ。3 月の最終成果報告会までに全チーム

が作品を動作させ発表を行い「組み込みシステム開発マイスター」認定を受けた。補助事業

期間は H21 年度で終了したが，22，23 年度も引き続き実施中であり毎年定員を上回る応募が

ある。 

 本取組の成果は，Web サイトの他，Web マガジンの取材，組み込み開発関係展示会・フォ

ーラムでの出展･講演，学会発表等を行い社会への情報提供に努めている。 
 



②．取組の成果  

1) 取組プロセスとその成果 

a. 基本的に教育機関には組み込み開発分野の最新技術と実務ノウハウはないため企業の実

地調査の他，専門家や技術者を招き定期研究会･講演会・フォーラムを開催し実践的カリキ

ュラムを策定した。計画に無い FPGA について必要性が議論され題材として取り込んだ。 

b. 学修単位を導入しカリキュラムに余裕を持たせ，全学科共通の空き時間（木曜午後）を活

用し，マイスターや学生教育士を育てる時間を確保することができた。 

c. a.の議論を受け，実習教材を選定・導入できた。現場で使われている環境と同様の開発環

境を一人一台で一クラス分実現した。定期研究会にて評価を得ることができた。 

d. 専門家や学協会等と連携し，組み込みシステム開発マイスターと学生教育士の認定基準を

検討・策定することができた。学生教育士については，教育実績をポイント化することで，

資格を満たす目標を学生が自主設定できるようにした。 

e. 有識者を招いた講演･研究討論会にて，d.について中間評価を受け提案を受けた。 

f. (1)(2)を題材としマイスターの育成を開始した。前期は講義，後期は PBL でチームでの作

品開発を行った。学生教育士候補学生を選び，講義や資料準備について指導を行い，教員サ

ポートの元，学生による講義を実施し学生教育士認定基準をクリアすることができた。 

g. H22 年度実施予定の(3)(4)について研究会でカリキュラムを策定することができた。 

h. 最終成果報告書ををとりまとめ，最終成果報告会を開催した。各チームで作品をプレゼン

し，全参加学生をマイスター認定することができた。 

i. 最終成果報告会で来場者と参加学生にアンケート調査を行い，高い評価を得た。 

j. その後，H22, 23 年度も PDCA サイクルで改善しつつ，引き続き継続実施している。 

2) 取組成果に関するデータ 応募学生数，コンテスト参加，主なアンケート結果を表に示

す。毎年，受講希望数は定員 45 名を大幅に上回り選抜実施している。高学年では参加済み

学生も増えたため，今後は低学年中心に応募者は 50-60 名前後で安定すると予想される。本

取組はコンテスト参加を目指すものではないが，世界で 30 万人以上が参加する国際大会で

トップ 10 入りするなど，好成績を残している。アンケート結果においても高い評価を得た。

3) 達成度 マイスター認定による

組み込み開発人材育成については予

定通り達成し継続中である。学生教

育士については認定基準を策定しそ

れをクリアする学生を育てることが

できたが，マイスター以外の教育活動をしている

学生の扱いが議論になり学則改定に向けて調整し

ている。H23 年度からの認定を目指している。 

4) 波及効果 マイスター･学生教育士認定につ

いては教育機関･企業から高い評価を得た。学生教

育士認定学生を採用したいとの声もある。電算室

等，組み込み開発教育環境の見学数も

多い。また他高専の GP とコラボし全国

高専にこの認定制度を広め共通認定基

準を策定することについて，H23 年度

中の取組開始を目指して計画してい

る。 

年度 応募学生数 参加許可者 マイスター認定
学生教育士
候補数

1年対象プログ
ラミング学習会

H20
H21 161 43 12チーム35名 1 32
H22 70 40 11チーム30名 3 15
H23 53 48 実施中 2 －

カリキュラムの策定，教育環境の構築，その他準備

※補助事業期間はH20-21年度。H22年度以降も継続実施中。

H23

H22

高専プログラミングコンテスト，課題部門，第3位特別賞

国際ITコンテスト「イマジンカップ」組込開発部門
国内大会優勝，ポーランド大会本選出場，トップ10

国際ITコンテスト「イマジンカップ」組込開発部門
国内大会準優勝

H20

高専プログラミングコンテスト課題部門優勝

国際ITコンテスト「イマジンカップ」組込開発部門
世界予選トップ20，エジプト大会本選出場

学生アンケート
参加して おもしろかった･少しおもしろかった 100%
次年度も参加 参加したい，できれば参加したい 93%
身についた
主な能力

来場者アンケート
時代に合う人材育成に 非常に有効，どちらかと言えば有効 100%
全国高専での実施が国
内産業の活性化に

大いに繋がる，繋がる 86%

伸びる学生をさらに伸ば
す取組として有効

大いに感じる，感じる 91%

その他のマイスター希望

問題解決能力，組込開発についての知識，
プログラミング力，ハードウェア設計・製作力

CAD/CAM，ソフトウェア上流設計，回路設計･開発，環境

 



③．評価及び改善・充実への取組  

1) 評価･改善体制の構築・機能 

 本取組の評価体制は，図に示すように取組全体の評価と，カリキュラムや組み込みシステ

ム開発実習教材の評価の二本立てで構築した。取組は，ほぼ毎月開催される「自己啓発研究

会」で報告･自己評価後，本校産業技術センターが地域社会に対するニーズの観点で評価し

た。カリキュラムや実習教材については，その有効性を同研究会で自己評価後，教務委員会

でマイスター・学生教育士が十分な教育効果を有するかどうかの観点で評価を行った。さら

に，両者は本校運営会議が，社会的ニーズに合致しているか，他教育機関に有効な波及効果

が期待できているかという観点で評価した。本取組全体の評価は，本校自己点検評価委員会

が評価し，「自己点検･評価報告書」にまとめた。本校では，本校の自己点検・評価につい

て検証を行う組織として，外部有識者を構成員とする参与会を設けている。その参与会は自

己点検･評価報告書に従い，年度末に実地調査（H22 年度の調査は震災の影響で H23 年 6 月 8

日実施）を行い，一年間の活動について評価している。 

 また，財政支援期間終了時には，最終成果報告会で有識者の評価を得たほか，参加学生・

参加者対象のアンケートによる評価も得て，その後との取組の改善につながっている。 

 

2) 取組の達成度や学習成果を計る方法･指標 

 達成度や学習成果を計る方法や指標は，一次的には組み込みシステム開発マイスターの認

定人数，学生教育士の認定人数である。またそれらの認定基準そのものや，PDCA サイクル

による教育改善状況についても取組の達成度の一つとして評価される。本取組は，コンテス

ト参加を目指すものではないが，短期的にはコンテストへの参加状況や受賞状況も学習成果

を計る方法・指標となる。 

 マイスターや学生教育士の認定を受けた卒業生が，卒業後の社会で技術者としての活躍し

たり，教育力を発揮し人材育成でも活躍することが，本取組の最終的な達成度となる成果で

あり，社会からの高専卒業生への評価が指標となる。 

 

 

 

 

産業技術センター 教務委員会

本取組実施プロジェクト

自己点検評価委員会参与会（外部有識者）

評価

評価

地域社会ニーズの観点での評価 マイスター・学生教育士の

教育効果観点での評価

他教育機関への波及効果の評価
運営会議

社会的ニーズの観点での評価

取組全体
自己啓発研究会による自己評価

カリキュラム

実習教材

カリキュラム，

組み込みシステム開発

実習教材



④．財政支援期間終了後の取組  

 教育 GP の支援により，特に Windows CE（リアルタイム OS）, Android, FPGA については

日本初となる組み込み開発電算室・実習設備を整備することができた。財政支援期間は

H20-21 年度で終了したが，本取組は当初より継続実施を前提としており，H22 以降も継続実

施中である。H23 年度も 4 月の学生集会で取り組みを紹介し，オンラインで申し込みを受け

たところ，定員を大きく上回る受講申し込みがあった。本取組は学習意欲の高い学生をさら

に伸ばす取組であり，参加することで通常の成績が落ちてしまっては本末転倒である。本校

では担任制度があり，担任から申し込み学生に関してのコメントをもらい，通常の学業に支

障なく参加できる学生のみ，受講を許可している。 

 財政支援期間終了後の継続実施で問題となるのは，実施体制（マンパワー）と経費である。

実施体制については，基本的に情報工学科で引き継ぎ，学生は全学科から受講学生を募集し

ている。組み込み開発電算室の維持管理も情報工学科に移管した。必要となる実施経費は基

本的に修理等の維持費と部分的な更新費だけであり，その他，学生がチームで PBL 開発する

作品の部品代（消耗品費）が必要になる。実施体制は情報工学科主体であるが，本校のプロ

ジェクトであり学内で予算措置を行っている。学生教育士についてはマイスター以外で教育

活動を行っている学生も含めて認定するための認定基準作りを進めている。 

 マイスターや学生教育士の制度は，汎用性が高く一般化しやすい。組み込み開発の分野だ

けでなく，三次元 CAD/CAM（コンピュータによる機械設計/解析）マイスター，回路設計マ

イスター，環境マイスター等に取組を広げることが可能である。組み込みシステム開発マイ

スター・学生教育士について高専全体の共通認定基準策定を目指し，仙台高専を中心とする

戦略 GP「超広域連携に立脚した高専版組込みスキル標準の開発と実践」と協働した教育プ

ロジェクトを今年度からの実施を目指して計画している。H24 年度からは他の分野のマイス

ター制度の開発・認定を目指している。 

 

 



組み込みシステム開発マイスターの育成教育組み込みシステム開発マイスターの育成教育
－マイスター・学生教育士の認定制度による学科構成の枠を越えた人材育成－

● 取組の目的・概要

２．取組の全体像

人材不足が深刻で従来の学科構成の枠組みでは人材育成が難しい「組み込みシステム開発技術者」を育成す
るため，学科の枠組みを超え，「必要な力を持った組み込み系技術者」を育成する。学習意欲の高い学生をさらに
伸ばす「伸びこぼし対策」でもある。修了学生には「組み込みシステム開発マイスター」の修了証を授与する。講義
やTAを担当した学生には「学生教育士」の認定も行う。これらのシステムは社会が求める人材育成に即応でき，汎
用性が高い。統一基準を作り全国展開も目指す。

● 取組の内容・ポイント

・組み込み機器とは コンピュータが組み込まれた製品や機械

● 取組の成果

・組み込み開発スキルは何が必要？組み込み機器とは，コンピュ タが組み込まれた製品や機械

・生活を便利で快適にするはずの組み込み機器が不具合多発
携帯電話，ひかり電話，みずほ銀行ATM，トヨタの大量リコール等

・原因は，深刻な組み込み開発技術者の人材不足
→組み込み開発技術者を早期育成

・組み込み開発は複合融合領域
→学科の枠組みを超え 全学科から学生募集

組み込み開発スキルは何が必要？
高等教育機関，企業等を全国調査
４つの組み込み開発スキルに集約
→Hardware Level（マイコン）, Porting Level（リアルタイムOS）
Application Level（携帯端末），FPGA（SoC開発）
これらを２年間で学習するための設備導入・カリキュラム構築
１年の前期は講義・実習，後期はチームでPBL演習で作品製作

・単位にならないのに期待以上の学習意欲（積極参加）
全学科から定員を大幅に超える参加希望

学生教育士 1年対象プログ→ 学科の枠組みを超え，全学科から学生募集

・学習意欲の高い学生をさらに伸ばす「伸びこぼし」防止

・学生のインセンティブ（やる気のある学生をさらに伸ばしたい）
卒業証書とは別に，組み込みシステム開発マイスター認定証授与
学生同士が教え合う環境整備→ 学生教育士（スーパーTA）認定
これらの認定基準の策定 ・コンテストでの活躍（プロジェクトの成果の指標の一つ）

受講学生の中から，組み込み開発作品でコンテストに参加
世界で34万人の学生が参加する国際ITコンテスト「イマジンカップ」
２年連続日本代表チーム輩出。ポーランド大会（2010）トップ10入り

組込開発
マイスター

＋

企業・大学で活躍

年度 応募学生数 参加許可者 マイスター認定
学生教育士
候補数

1年対象プログ
ラミング学習会

H20
H21 161 43 12チーム35名 1 32
H22 70 40 11チーム30名 3 15
H23 53 48 実施中 2 －
※補助事業期間はH20-21年度。H22年度以降も継続実施中。

カリキュラムの策定，教育環境の構築，その他準備

・基本的に教育機関には，最新技術はない
卒業生（現役組み込み開発技術者），地域の組み込み開発企業，
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
OSメーカー， 等との協力

年連続日本代表チ ム輩出。ポ ランド大会（2010）トップ10入り

学生教育士
卒業証書

＋

H23

H22

高専プログラミングコンテスト，課題部門，第3位特別賞

国際ITコンテスト「イマジンカップ」組込開発部門
国内大会優勝，ポーランド大会本選出場，トップ10

国際ITコンテスト「イマジンカップ」組込開発部門
国内大会準優勝

H20

高専プログラミングコンテスト課題部門優勝

国際ITコンテスト「イマジンカップ」組込開発部門
世界予選トップ20，エジプト大会本選出場

・組み込みシステム開発に必要な４つの力＝教育目標
前に踏み出す力， 考え抜く力，
事故例を収集・分析する力， 環境チェックの力

・評価および改善
フォーラム・中間成果報告・最終成果報告会，学内評価組織，
定期的な自己啓発研究会でPDCAサイクルによる改善
参加学生アンケート，有識者アンケート→高い評価

学生アンケート
参加して おもしろかった･少しおもしろかった 100%

● 今後の展開

・高専全体の共通認定基準策定
組み込みシステム開発マイスター，学生教育士

・他の分野のマイスター開発
学生・有識者アンケートから，次のマイスター選定
CAD/CAM，ソフトウェア上流設計，回路設計開発，環境等

・他のGPとのコラボレーションで飛躍的な展開参加して おもしろかった 少しおもしろかった 100%
次年度も参加 参加したい，できれば参加したい 93%
身についた
主な能力

来場者アンケート
時代に合う人材育成に 非常に有効，どちらかと言えば有効 100%
全国高専での実施が国
内産業の活性化に

大いに繋がる，繋がる 86%

伸びる学生をさらに伸ば
す取組として有効

大いに感じる，感じる 91%

その他のマイスター希望

問題解決能力，組込開発についての知識，
プログラミング力，ハードウェア設計・製作力

CAD/CAM，ソフトウェア上流設計，回路設計･開発，環境

飛躍 展

教育GP

東京高専

GP成果のコラボ！

戦略GP

仙台高専，他

マイスターおよび学生教育士認定制度による人材育成




