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プ ロジ エタ トの概要
香川 には、光学検査装置、米 ぬかエ キス等独 自技術 によるオン リー ワン企業が少な くない。
しか し、 グローバル競争 の 中で、製品開発における付加価値向上が急務 であるが、先端分野 の も
のづ くり産業 の集積 が十分でな く、その担 い手 の育成 と定着 にも課題 がある。
本 プ ロジェク トでは、高付加価値 の微細構造デバ イスの企画立案、製作能力を修得 させ るとと
もに、マネ ジメン トもできるものづ くりの担 い手を 目標 に、次のよ うな人材 を育成す る。
i)マ イ クロ・ ナ ノ技術、微細構造デバイ ス技術な どの先端技術 を理解 し、その実践力 を身につ
、
けた高度技術者
五)MOT(技 術 が持 つ価値 を最大限引き出す こと)的 発想 による製品 コンセプ トの企画、開発 、検
証サイクルが実践できるリー ダー的人材
面)薬 工、医工 な どの技術融合を通 じて、学際領域での先端的 ものづ くりを担 える人材
このため、座学等 を通 じて問題解決能力 を養 う。 さらに、MOT手 法や マー ケテ ィングといった経
営的視点 か らリー ダー に必要な素養 も植 えつ ける。
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(2)評 価 コメン ト
高付加価値 の微細構造デバ イ ス を MOT的 発想による企画・ 立案 できる技術開発 リー ダー人材 の
育成 を目指 した事業 として 、地域 のニー ズ、ポテンシ ャル を生か したユニー クな取組 であ り、産
学官 の壁 を取 り払 つて共同研究にまで結 び付けたシステムは評価できる。修了後 のフォ ロー ア ッ
プシステ ム を構 築 している点 も評価できるが、今後は、大学 として の総合的な取組 によ り、講師
陣のボ ランテ ィア比率 を下げるな どの施策 を期待す る。
・ 目標達成度 :養 成人材数は社会人、学生 とも所期 の 目標数を超 えて達成 された。受講生の課
題研究が大学 と企 業 の共同研究にまで進展 した件数が 目標 を大きく上回つた点 も評価できる。
・ 人材義成手法 の妥当性 :マ イク ロ 。ナ ノ技術な どの先端 工学技術 の実践力、MOT技 術、医薬 。
医工の技術融合な どの習得、 さらには個別 の課題研究をマンツーマ ンで指導、育成す る人材養
成手法は評価できる。今後は、養成者 の属人力に依存する ことな く組織 としての課題設定力を
担保できるよ うにす る こ とを期待す る。

・ 実施体制・ 自治体等 との連携 :知 事によるものづ くり人材育成 の支援 に関す る宣言や、運営
委員会副委員長に県の商工労働部長 が就任す るな ど、本事業 の運営には 自治体、地元産業界 が
深 く関与 してお り、よく連携 していることは評価できる。
・ 人材養成 ユニ ッ トの有効性 :大学 との共同研究を通 じて新 しい ものづ くりが始まつてい るこ
とや 、地域 へ定着す る学生が増加 していることは評価 できる。今後 も、マイ ス ターの称号に相
応 しい総合的な技術力 を備 えた修了者 が輩出 され、活躍す ることを期待す る。
0‑・ 発展性 の見通 し :香川県産業成長戦略における人材育成事業 の一環 として、地域 の
人材育成拠点 としての活動が継続 され ることは評価 で きる。資金 の裏付 けは多様ではあるが、
教員 のボ ランテ ィアに頼 つてい るとい う懸念 もあ り、修了者 へ の支援 を継続的に実施す るため
にも運営体制 の整備 を期待す る。
・ 中間評価 の反映 :中 間評価での指摘 「コ ミュニケー シ ョン能力 の向上」や 「中小企業 か らの
養成人材受入れ増加」な どに対 しては、概ね反映 されてい るもの と評価 できる。「医工、薬 工
の技術融合」に関 しては、今後、 ス タッフの強化 を含めた さらなる取組 の強化を期待す る。

