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社会人が学びやすい専門職大学院です
IT系の高度専門技術者を育成する「情報アーキテクチャ専攻」と、ものづくり系の高度専門技術者を育成
する「創造技術専攻」を設置しています。
学生の大半は社会人です。社会人が仕事と学業を両立しやすいように、教育方法にいろいろな工夫をして
います。講義は原則として平日夜間・土曜昼間に行います。ビデオ配信授業と対面授業を組み合わせたブ
レンディッド・ラーニング、全講義のビデオ録画・Web配信、サテライトキャンパスでの遠隔授業、長期
履修制度、AIIT単位バンク制度などを整備しています。
実社会で必要とされている実践的なスキル、ノウハウ、業務遂行能力（コンピテンシー）を身に付けられ
るよう、修士論文に替えて、2年次にはPBL（Project Based Learning）活動に専念します。

URL
http://aiit.ac.jp/

facebook
https://www.facebook.com/aiit.ac.jp

twitter
https://twitter.com/aiit4u

公立大学法人首都大学東京　産業技術大学院大学　管理部管理課OPI企画運営係
〒140-0011　東京都品川区東大井1-10-40　TEL: 03-3472-7833　FAX: 03-3472-2790　E-mail: opi@aiit.ac.jp

※掲載の情報は、平成29年4月1日現在です

本学教員が高度な専門的知見で
中小企業の発展のお手伝いをいたします
中小企業の課題に教員がともに取り組み、
以下のご要望にお応えいたします

■ 多様な入試を複数回実施しています

大学教員と共同研究を行い、
製品開発を推進したい

技術力・デザイン力を活かして、
新製品を開発したい

海外にも事業を展開し、
事業拡大を図りたい

経営を改善し、
売上げを拡大したい

現場を改善し、
高品質の製品を開発したい

製造等における
技術上のトラブルを解決したい

製品の機能、性能を
調査したい

その他技術的・経営的な
課題に関してご相談ください

e t c .

ご相談の流れ

まず、ＯＰＩ事務室にご連絡ください。

ＯＰＩ事務室から折り返しご連絡を差し上げます。

ご相談内容の概要をお聞かせください。ご相談の内容を確認させていただきます。

ご相談の内容に応じ、対応する教員を決めます。

初回のご相談（１時間程度）は無料です。複数の教員で対応することもあります。
（教員の決定には数日間ほどお時間を頂戴します。ご相談内容によっては、
ご希望にお応えできないこともございますので、予めご承知おきください）

必要に応じ、本学教員からご相談内容の詳細をお伺いします。

面談・電話・電子メール等の方法により、最適な解決方法を本学教員と共同で
見いだしていきます。内容によっては、本学との受託研究や共同研究などとなり、
所要の経費をご負担いただきます。

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

 本学の基本的な入試
一般入試／社会人対象特別入試／自己推薦入試

 特定の出願要件が必要な入試
高専専攻科対象推薦入試／企業推薦入試／
AIIT単位バンク登録生（科目等履修生）向け入試／キャリア再開支援入試

入試日程や試験内容等の詳細については、
ホームページにてご確認ください。

URL
http://aiit.ac.jp/admission/

　　03-3472-7833　　　03-3472-2790　　　opi@aiit.ac.jp
FAXTEL E-mail

　本学は東京都の産業振興に資する人材育成を一つの目的として設立されています。そして、

本学教員の多くは東京都の様々な団体や企業なども含め、この11年間、共同研究や技術指導、

教育貢献など、多様なチャネルを通して活動してきました。また、大学の資源である本学教

員は、情報アーキテクチャ専攻と創造技術専攻のそれぞれの専攻において、主として情報、

デザインとエンジニアリングの分野で高い実務実績を有する実務家教員と、当該分野で先進

的に活躍されてきた研究者教員で構成されています。

　さて、第4次産業革命に直面し、人、モノ、サービスが仮想空間で結合する変化の時代

を迎えています。東京都の中小企業におかれましては、様々なオンリーワンの技術、世界的

になくてはならない技術を駆使して活躍されていると理解しています。しかし、企業が直面

する様々な技術課題について、各企業が得意としてきた技術分野の知見だけで解決できな

いものが多くあることも経験されているでしょう。なぜならば、現実の課題の多くは、分野

横断的な課題が多いからです。ここで分野横断的な課題とは、ある一つの理論を発展させ

ただけでは、その課題が解決できるようなものではなく、どこにその問題の本質があるのか

わからないような課題のことであります。

　このような課題を、一人の専門家で解決することは困難であります。むしろ、専門領域が

異なる様々なメンバーで構成されたチームで課題解決に立ち向かうことで、その問題解決の

糸口が見え、当初考えていた問題構造と違う本質的な問題が明らかになり、解決の方法が

わかるようなことが多いのです。

　本学にはこのような課題解決のアプローチを支援できる教員が多数います。教員一人ひと

りの研究成果に合わせて複雑な問題をチームで解決する教育を実施している本学教員の強

みを生かしたアドバイスが、皆様の課題解決に何らかの貢献ができるものと信じています。

イノベーションと
生きていく 。

産業技術大学院大学　学長

川 田 　 誠 一
Se i ich i   Kawata

オープンインスティテュート（OPI）は
東京都の中小企業の産業振興を支援します

東京都が設置した
最先端のI Tとデザインエンジニアリングで
イノベーションを追求する
社会人が学びやすい専門職大学院
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教員研究内容紹介
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企画・検討01
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仕事の進め方の
知見・見直し

人材育成 ソフトウェア開発
人工知能（AI）・
モノのインターネット

（IoT）

中小企業等と連携したものづくり・デザイン開発支援
を行っています。感性デザインと機能性デザインの技
術を駆使し、マーケットの潜在的期待に迫り顧客に魅
力的でエレガントな製品やサービスを開発提案してい
ます。デザインは、主観的で感覚的だからわかりにく
いと言われますが、本学で実践するデジタルデザイン
手法は、試作・検証を何度も繰り返す客観的で論理
的なプロセスですから、ものづくり・デザイン開発の
あらゆる情報を共有することが可能です。

工業デザインを研究しています。中小企業においての
商品の開発やデザインに関するご相談をお受けしま
す。デザインとは単に表面の意匠を美しく魅力的に整
えるということではありません。その対象（モノ）と
人（使い手）の関係を整理して、新たな価値を生み出
す行為です。この観点から、様々な対象に機能も含め
て総合的に商品のあり方を考えるお手伝いをします。

つくり手にとって、ユーザーの要望に対応したモノを創
ることは、当然であると考えられます。これは、ユーザー
が望まないモノを創っても意味が無いことから明らか
です。しかし、つくり手が本当にユーザーの望むモノ
を創っているのかというと、多くの場合で違和感があ
るようなことが起こっている可能性があります。そのよ
うな状況を解説し、向かうべき方向性を見出すための
ヒントを示していきたいと思います。

マイナンバー、個人情報の漏洩防止に有効なプライバ
シー保護に関する研究を行っています。例えば、ヘル
スケアシステム、クラウドシステムへのプライバシー影
響評価の適用やマイナンバーシステムへの特定個人情
報保護評価の適用実績があります。情報技術に関す
るプライバシー保護で悩んでいる中小企業・自治体を、
開発した双方向ギャップ分析手法を用いてリスク評価
の実施、対策技術のコンサルなど対応いたします。

急速なデジタル化やグローバル化の進展、顧客ニーズ
の多様化といった環境変化の中、企業にはイノベーショ
ンが求められています。本学では「イノベーションデザ
イン特別演習」というプロジェクト活動を通じて、イノ
ベーションを興すための方法論（AIIT PBL Method）
を研究・開発してきました。チームでイノベーションを興
こすための教育・研修などで協力することが可能です。

プロダクトデザインを専門とし、イタリアでは、伝統的
な陶磁器メーカーとは食器を、大理石の床材メーカー
とはテーブルを共同で開発したほか、博物館の展示デ
ザインなどにも携わりました。伝統と文化に根差した
技法により生産される製品のデザインに、イノベーショ
ンを加えることで、製品に新たな付加価値を与えます。

福祉工学、計測工学、感性工学を専門とし、障害者
や高齢者を支援する研究を行っています。具体的には、
色覚異常者の色の見分けを補助するシステム、高齢者
の低下する色の認識を補助するシステム、電動車いす
を自動運転・障害物回避を行う方法、センサーで各種
スポーツの運動強度を測定するなどの研究を行ってき
ました。福祉分野において、電子機器や機械を制御し
て、介護サポートを行いたいなどありましたら、ご相
談ください。

経営（マネジメント）に関する概念、経営戦略の立案、
組織マネジメント、ビジネスモデルの設計のための手
法について情報提供が可能です。また、地域ビジネス
を取り巻く課題、例えば、地域ビジネスの事業創成、
地域子会社や地域組織マネジメント、地域ごとの経営
戦略、地域ブランドなどについて情報提供が可能です。
また、デジタル時代の経営組織マネジメント、AI（人
工知能）の影響などについてもご相談ください。

システムズエンジニアリングは、トラブルの皺寄せを後
の作業に発生させないことを目指して整備された工学
的フレームワークです。特に、複雑なシステムや、大
規模なシステムの開発プロジェクトで有用とされていま
す。例えば、ステークホルダーのニーズの整理の仕方
がわからない時、アーキテクチャのデザイン方法がわ
からない時、ユースケース図をポンチ絵にしか利用で
きない時、などありましたら、ご相談ください。

企業においてコンベンションビジネスを始めたい、自
治体として地域に多くのコンベンションを誘致したいな
ど、社員／職員の研修や事業計画などを含む各種コ
ンサルや講演を提供いたします。また、地域貢献を目
指す自治体や、観光分野の企業で、事業や取り組み
を情報化したい時、情報技術を駆使して的確な対応が
可能です。

製品やサービスの意味を革新するデザインで人や社会に
新たな価値を提供することを目指し、人間の心理や行動
を深く掘り下げる研究を行っています。例えば、感性工
学の方法を用いて、デザインに求められる要件を定量化
し、見える化し、また、問題に適したデザイン開発方法
を立案し、デザインでイノベーションを起こすためのプロ
セスや手法を実践します。さらに、人間中心設計プロセ
スに従い、人間工学やUXデザインの方法を用いてユー
ザーの満足度を高めるデザインを提案いたします。

中小企業の現状の強みと弱みを、実態調査や現場ヒ
アリングなどを通して、分析し、これを踏まえて、「日
本らしい強さ」を発揮するための考え方を提案します。
従来型（紙ベース・ビデオ記録）の他に、技の動き
そのものを計測して、その情報から3次元の動きその
ものを再現して、技術の継承を従来型より飛躍的にス
ムーズに行えることを研究しています。これを通して、
技のエッセンスの抽出と表現の仕方に関する知見を有
しています。

世界システム、特にグローバリゼーションのあり方につ
いて研究しております。TPP、中小企業の多国籍企業
化等の問題も、グローバリゼーションの観点から見て
いくことが必要であると考えております。

新規事業を海外へ展開する際には、グローバルな組
織的・人的ネットワークを活かして、新規市場の実態
調査を支援します。エスノグラフィーに基づく調査手
法を実地に合わせてカスタマイズを行い、最適なデー
タを取得・分析することで、ニーズを視覚的にご提案
いたします。さらに、生活者と市場のニーズを把握す
るために定量調査やワークショップを組み込むことで、
新しい市場へのデザイン戦略を支援いたします。

ソフトウェア開発方法論に関する研究と教育の経験に
基づき、アジャイル開発に代表される先端的なソフト
ウェア開発手法の導入や技術者育成のためのコンサル
テーション、ワークショップの開催、研修の実施等が
可能です。また、クラウド技術等を活用した先端的情
報システムのアーキテクティング、要求工学、ソフトウェ
ア工学に関連した領域での研究開発などにソリュー
ションをご提供いたします。

プロジェクトマネジメントを専門としています。特に、
半導体や自動車等の製造業の情報システムの開発を
行ってきました。具体的には、効率よくモノを製造する、
モノの品質を高める、といったプロジェクトマネジメン
トを研究してきました。ITプロジェクトのコンサルテー
ション、メンタリングなどが必要な場合、プロジェクト
マネジメント育成プログラムを作成したい場合、育成
ロードマップや、PMの育成カリキュラム、教育教材の
作成を支援いたします。

各種の情報システムの企画から構築までの相談に対
応できます。当研究室では、現在、スマートデバイス、
クラウド、IoT、AI等のIT技術を医療等の次世代成
長産業分野に活用する研究・開発を行っています。
例えば、医療分野での研究成果は、実証実験を経て、
現在、複数の病院の救急医療の現場で使われていま
す。また、IT、情報誌システム、マネジメント、情報
戦略に関する教育案件の相談に対応することもでき
ます。

ビッグデータ時代の現在、計算機技術の発展により
収集した大容量のデータをすべて解析処理すること
が可能となりました。従来の伝統的な統計情報から、
企業の売上、顧客情報まで、あらゆるデータが社会
活動の一環として利用されています。ビッグデータ解
析処理基盤や蓄積システムの研究経験を基に、デー
タの解析手法、解析処理ツール、クラウドを利用し
たデータ解析システムの利用などについてお手伝いい
たします。

マイクロプロセッサを応用したシステムを設計してきま
した。高齢者見守りのセンサネットワークシステム、
ペット用自動トイレや偏光イメージングシステムなどを
試作しています。偏光イメージングシステムでは、マ
イコン制御により、カメラ、複数の光源、偏光板、
回転テーブルを操作し、自動的に条件の異なる多数
の偏光画像を撮像し、撮像した偏光写真をパラパラ
漫画の要領で、動画として表示することができます。

WEBベースのシステム改善やeラーニングの全般的
なシステム構築、コンテンツの提供、及びユーザーデー
タベースを構築しています。また、知的財産や顧客
情報のデータの分析方法を提供します。例えば、
GoogleやYahooのような検索エンジンでは、どのよ
うな方法で検索結果を生成しているのか、また、変
化するウェブページの広告はどのような技術を基礎に
しているのか、さらに、ビッグデータの技術の利用
方法についてご相談ください。

ロボット、自動車、産業機械、株式や為替取引に代
表されるリアルタイムシステムは、非常に高度かつ複
雑であり、様々な分野の知識や技術を要する分野横
断型研究を実現するためのソフトウェアを開発してい
ます。こうしたリアルタイムシステム向けのOSや、ミ
ドルウェアなど幅広く研究していますので、上記分野
においてのソフトウェアや制御プログラミングなどに
ついてご相談ください。

ロボットのソフトウェアプラットフォームの研究・普
及・応用に取り組んでまいりました。ロボットのソフ
トウェア、モバイル、Webアプリケーションの製品の
企画、技術相談、共同研究などご希望がございまし
たら、ご相談ください。また、デバイスをネットでつ
なぐ際、ソフトウェアやシステムの検討の際にも、ぜ
ひ相談ください。

モノがインターネットにつながることで、新しいサー
ビスを実現するためのIoTを中心に研究を行っていま
す。データをセンシングするためのデバイスのデザイ
ンと実装、得られたデータを機械学習により処理し、
システムの評価や応用するアプリケーションを創出し
ます。IoTに必要な要素全般に対応でき、ウェアラブ
ルやユビキタスへの応用、更にはARやVR技術を組
み合わせた新しいコミュニケーションやエンターテイ
メントの創出に関しても対応が可能です。

専門はプロダクトデザインで、民生用音響・映像機器
から業務用機器、犬型ロボットAIBO、人型ロボット
QRIOまで多くのソニー製品のデザインに携わってきま
した。本学では “人と共生するロボットのデザイン” に
研究の軸をおきながら、医療機器にも取組み、工学と
デザインの融合を目指しております。各種3DCADを
使用できますので、中小企業の皆様と共同研究・受
託研究という形で是非連携させてください。

人工知能、特に機械学習を専門とし、感性工学への
応用などを研究しています。例えば、機械学習を取り
入れたシステムを作りたいとお考えでしたら、どういっ
た技術があるのか、何が向くのかなどご相談ください。
また、人の生体情報は脳波、脳血流、筋電など、さ
まざまな種類があり、その計測できるデータも多様な
ものがあります。こうした生体情報を製品につなげた
いという方のお手伝いをさせていただきますので、ご
相談ください。

人間の視覚や体性感覚を分析し、行動意図を推定す
ることで安全に人の行動を誘導することを実現しま
す。具体的には人の歩行や手話動作などを、前庭感
覚や視覚刺激を利用して自己運動感覚を誘導します。
こうした人間の感覚に基づいた行動モデルを利用する
ことにより、安全につながる様々な用途に利用可能
です。

教育工学、問題解決学習を専門として、ものづくり分
野での実務家の学び方を分析し、技能に立脚したイノ
ベーションを起こすための継続的な学び方を研究して
います。中小企業の皆様におかれましては、新人、配
置転換時の研修などの人材育成で、また地域社会で
非営利活動に取り組んでおられる皆様には、ゲームを
使用した参加型ワークショップの開催、教材作りなど
ご協力させていただきます。

ものづくり型PBLの開発研究を行っています。具体的
には、どのような方法でユーザーの要求を分析し、試
作品や製品を作製して評価したらいいのかについての
指導方法の研究をしています。ものづくり中小企業に
対して、ものづくりの方法論に関する研修の実施や社
内研修の作成などを支援することができ、生産技術者
としての経験と情報工学の知見から、生産効率を上げ
るためのシステム構築を支援することができます。

國澤 好衛 Yoshie Kunisawa　教授（創造技術専攻）

海老澤 伸樹 Nobuki Ebisawa　教授（創造技術専攻）

吉田 敏 Satoshi Yoshida　教授（創造技術専攻）

瀬戸 洋一 Yoichi Seto　教授（情報アーキテクチャ専攻）

越水 重臣 Shigeomi Koshimizu　教授（創造技術専攻）

Innella Giovanni インネッラ　ジョバンニ　助教（創造技術専攻）

大久保 友幸 Tomoyuki Ohkubo　助教（創造技術専攻） 板倉 宏昭 Hiroaki Itakura　教授（情報アーキテクチャ専攻）

嶋津 恵子 Keiko Shimazu　教授（情報アーキテクチャ専攻）

松尾 徳朗 Tokuro Matsuo　教授（情報アーキテクチャ専攻）

池本 浩幸 Hiroyuki Ikemoto　教授（創造技術専攻）

橋本 洋志 Hiroshi Hashimoto　教授（創造技術専攻）

前田 充浩 Mitsuhiro Maeda　教授（創造技術専攻）

佐々木 一晋 Isshin Sasaki　助教（創造技術専攻）

中鉢 欣秀 Yoshihide Chubachi　准教授（情報アーキテクチャ専攻）

酒森 潔 Kiyoshi Sakamori　教授（情報アーキテクチャ専攻） 小山 裕司 Hiroshi Koyama　教授（情報アーキテクチャ専攻）

中野 美由紀 Miyuki Nakano　教授（情報アーキテクチャ専攻）

村越 英樹 Hideki Murakoshi　教授（創造技術専攻）

慎 祥揆 Sanggyu Shin　助教（情報アーキテクチャ専攻）

千代 浩之 Hiroyuki Chishiro　助教（情報アーキテクチャ専攻）

成田 雅彦 Masahiko Narita　教授（情報アーキテクチャ専攻）

飛田 博章 Hiroaki Tobita　准教授（情報アーキテクチャ専攻）

内山 純 Jun Uchiyama　准教授（創造技術専攻）

柴田 淳司 Atsushi Shibata　助教（情報アーキテクチャ専攻）

渡邊 紀文 Norifumi Watanabe　助教（情報アーキテクチャ専攻）

網代 剛 Tsuyoshi Aziro　助教（創造技術専攻）

大﨑 理乃 Ayano Ohsaki　助教（情報アーキテクチャ専攻）
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中小企業等と連携したものづくり・デザイン開発支援
を行っています。感性デザインと機能性デザインの技
術を駆使し、マーケットの潜在的期待に迫り顧客に魅
力的でエレガントな製品やサービスを開発提案してい
ます。デザインは、主観的で感覚的だからわかりにく
いと言われますが、本学で実践するデジタルデザイン
手法は、試作・検証を何度も繰り返す客観的で論理
的なプロセスですから、ものづくり・デザイン開発の
あらゆる情報を共有することが可能です。

工業デザインを研究しています。中小企業においての
商品の開発やデザインに関するご相談をお受けしま
す。デザインとは単に表面の意匠を美しく魅力的に整
えるということではありません。その対象（モノ）と
人（使い手）の関係を整理して、新たな価値を生み出
す行為です。この観点から、様々な対象に機能も含め
て総合的に商品のあり方を考えるお手伝いをします。

つくり手にとって、ユーザーの要望に対応したモノを創
ることは、当然であると考えられます。これは、ユーザー
が望まないモノを創っても意味が無いことから明らか
です。しかし、つくり手が本当にユーザーの望むモノ
を創っているのかというと、多くの場合で違和感があ
るようなことが起こっている可能性があります。そのよ
うな状況を解説し、向かうべき方向性を見出すための
ヒントを示していきたいと思います。

マイナンバー、個人情報の漏洩防止に有効なプライバ
シー保護に関する研究を行っています。例えば、ヘル
スケアシステム、クラウドシステムへのプライバシー影
響評価の適用やマイナンバーシステムへの特定個人情
報保護評価の適用実績があります。情報技術に関す
るプライバシー保護で悩んでいる中小企業・自治体を、
開発した双方向ギャップ分析手法を用いてリスク評価
の実施、対策技術のコンサルなど対応いたします。

急速なデジタル化やグローバル化の進展、顧客ニーズ
の多様化といった環境変化の中、企業にはイノベーショ
ンが求められています。本学では「イノベーションデザ
イン特別演習」というプロジェクト活動を通じて、イノ
ベーションを興すための方法論（AIIT PBL Method）
を研究・開発してきました。チームでイノベーションを興
こすための教育・研修などで協力することが可能です。

プロダクトデザインを専門とし、イタリアでは、伝統的
な陶磁器メーカーとは食器を、大理石の床材メーカー
とはテーブルを共同で開発したほか、博物館の展示デ
ザインなどにも携わりました。伝統と文化に根差した
技法により生産される製品のデザインに、イノベーショ
ンを加えることで、製品に新たな付加価値を与えます。

福祉工学、計測工学、感性工学を専門とし、障害者
や高齢者を支援する研究を行っています。具体的には、
色覚異常者の色の見分けを補助するシステム、高齢者
の低下する色の認識を補助するシステム、電動車いす
を自動運転・障害物回避を行う方法、センサーで各種
スポーツの運動強度を測定するなどの研究を行ってき
ました。福祉分野において、電子機器や機械を制御し
て、介護サポートを行いたいなどありましたら、ご相
談ください。

経営（マネジメント）に関する概念、経営戦略の立案、
組織マネジメント、ビジネスモデルの設計のための手
法について情報提供が可能です。また、地域ビジネス
を取り巻く課題、例えば、地域ビジネスの事業創成、
地域子会社や地域組織マネジメント、地域ごとの経営
戦略、地域ブランドなどについて情報提供が可能です。
また、デジタル時代の経営組織マネジメント、AI（人
工知能）の影響などについてもご相談ください。

システムズエンジニアリングは、トラブルの皺寄せを後
の作業に発生させないことを目指して整備された工学
的フレームワークです。特に、複雑なシステムや、大
規模なシステムの開発プロジェクトで有用とされていま
す。例えば、ステークホルダーのニーズの整理の仕方
がわからない時、アーキテクチャのデザイン方法がわ
からない時、ユースケース図をポンチ絵にしか利用で
きない時、などありましたら、ご相談ください。

企業においてコンベンションビジネスを始めたい、自
治体として地域に多くのコンベンションを誘致したいな
ど、社員／職員の研修や事業計画などを含む各種コ
ンサルや講演を提供いたします。また、地域貢献を目
指す自治体や、観光分野の企業で、事業や取り組み
を情報化したい時、情報技術を駆使して的確な対応が
可能です。

製品やサービスの意味を革新するデザインで人や社会に
新たな価値を提供することを目指し、人間の心理や行動
を深く掘り下げる研究を行っています。例えば、感性工
学の方法を用いて、デザインに求められる要件を定量化
し、見える化し、また、問題に適したデザイン開発方法
を立案し、デザインでイノベーションを起こすためのプロ
セスや手法を実践します。さらに、人間中心設計プロセ
スに従い、人間工学やUXデザインの方法を用いてユー
ザーの満足度を高めるデザインを提案いたします。

中小企業の現状の強みと弱みを、実態調査や現場ヒ
アリングなどを通して、分析し、これを踏まえて、「日
本らしい強さ」を発揮するための考え方を提案します。
従来型（紙ベース・ビデオ記録）の他に、技の動き
そのものを計測して、その情報から3次元の動きその
ものを再現して、技術の継承を従来型より飛躍的にス
ムーズに行えることを研究しています。これを通して、
技のエッセンスの抽出と表現の仕方に関する知見を有
しています。

世界システム、特にグローバリゼーションのあり方につ
いて研究しております。TPP、中小企業の多国籍企業
化等の問題も、グローバリゼーションの観点から見て
いくことが必要であると考えております。

新規事業を海外へ展開する際には、グローバルな組
織的・人的ネットワークを活かして、新規市場の実態
調査を支援します。エスノグラフィーに基づく調査手
法を実地に合わせてカスタマイズを行い、最適なデー
タを取得・分析することで、ニーズを視覚的にご提案
いたします。さらに、生活者と市場のニーズを把握す
るために定量調査やワークショップを組み込むことで、
新しい市場へのデザイン戦略を支援いたします。

ソフトウェア開発方法論に関する研究と教育の経験に
基づき、アジャイル開発に代表される先端的なソフト
ウェア開発手法の導入や技術者育成のためのコンサル
テーション、ワークショップの開催、研修の実施等が
可能です。また、クラウド技術等を活用した先端的情
報システムのアーキテクティング、要求工学、ソフトウェ
ア工学に関連した領域での研究開発などにソリュー
ションをご提供いたします。

プロジェクトマネジメントを専門としています。特に、
半導体や自動車等の製造業の情報システムの開発を
行ってきました。具体的には、効率よくモノを製造する、
モノの品質を高める、といったプロジェクトマネジメン
トを研究してきました。ITプロジェクトのコンサルテー
ション、メンタリングなどが必要な場合、プロジェクト
マネジメント育成プログラムを作成したい場合、育成
ロードマップや、PMの育成カリキュラム、教育教材の
作成を支援いたします。

各種の情報システムの企画から構築までの相談に対
応できます。当研究室では、現在、スマートデバイス、
クラウド、IoT、AI等のIT技術を医療等の次世代成
長産業分野に活用する研究・開発を行っています。
例えば、医療分野での研究成果は、実証実験を経て、
現在、複数の病院の救急医療の現場で使われていま
す。また、IT、情報誌システム、マネジメント、情報
戦略に関する教育案件の相談に対応することもでき
ます。

ビッグデータ時代の現在、計算機技術の発展により
収集した大容量のデータをすべて解析処理すること
が可能となりました。従来の伝統的な統計情報から、
企業の売上、顧客情報まで、あらゆるデータが社会
活動の一環として利用されています。ビッグデータ解
析処理基盤や蓄積システムの研究経験を基に、デー
タの解析手法、解析処理ツール、クラウドを利用し
たデータ解析システムの利用などについてお手伝いい
たします。

マイクロプロセッサを応用したシステムを設計してきま
した。高齢者見守りのセンサネットワークシステム、
ペット用自動トイレや偏光イメージングシステムなどを
試作しています。偏光イメージングシステムでは、マ
イコン制御により、カメラ、複数の光源、偏光板、
回転テーブルを操作し、自動的に条件の異なる多数
の偏光画像を撮像し、撮像した偏光写真をパラパラ
漫画の要領で、動画として表示することができます。

WEBベースのシステム改善やeラーニングの全般的
なシステム構築、コンテンツの提供、及びユーザーデー
タベースを構築しています。また、知的財産や顧客
情報のデータの分析方法を提供します。例えば、
GoogleやYahooのような検索エンジンでは、どのよ
うな方法で検索結果を生成しているのか、また、変
化するウェブページの広告はどのような技術を基礎に
しているのか、さらに、ビッグデータの技術の利用
方法についてご相談ください。

ロボット、自動車、産業機械、株式や為替取引に代
表されるリアルタイムシステムは、非常に高度かつ複
雑であり、様々な分野の知識や技術を要する分野横
断型研究を実現するためのソフトウェアを開発してい
ます。こうしたリアルタイムシステム向けのOSや、ミ
ドルウェアなど幅広く研究していますので、上記分野
においてのソフトウェアや制御プログラミングなどに
ついてご相談ください。

ロボットのソフトウェアプラットフォームの研究・普
及・応用に取り組んでまいりました。ロボットのソフ
トウェア、モバイル、Webアプリケーションの製品の
企画、技術相談、共同研究などご希望がございまし
たら、ご相談ください。また、デバイスをネットでつ
なぐ際、ソフトウェアやシステムの検討の際にも、ぜ
ひ相談ください。

モノがインターネットにつながることで、新しいサー
ビスを実現するためのIoTを中心に研究を行っていま
す。データをセンシングするためのデバイスのデザイ
ンと実装、得られたデータを機械学習により処理し、
システムの評価や応用するアプリケーションを創出し
ます。IoTに必要な要素全般に対応でき、ウェアラブ
ルやユビキタスへの応用、更にはARやVR技術を組
み合わせた新しいコミュニケーションやエンターテイ
メントの創出に関しても対応が可能です。

専門はプロダクトデザインで、民生用音響・映像機器
から業務用機器、犬型ロボットAIBO、人型ロボット
QRIOまで多くのソニー製品のデザインに携わってきま
した。本学では “人と共生するロボットのデザイン” に
研究の軸をおきながら、医療機器にも取組み、工学と
デザインの融合を目指しております。各種3DCADを
使用できますので、中小企業の皆様と共同研究・受
託研究という形で是非連携させてください。

人工知能、特に機械学習を専門とし、感性工学への
応用などを研究しています。例えば、機械学習を取り
入れたシステムを作りたいとお考えでしたら、どういっ
た技術があるのか、何が向くのかなどご相談ください。
また、人の生体情報は脳波、脳血流、筋電など、さ
まざまな種類があり、その計測できるデータも多様な
ものがあります。こうした生体情報を製品につなげた
いという方のお手伝いをさせていただきますので、ご
相談ください。

人間の視覚や体性感覚を分析し、行動意図を推定す
ることで安全に人の行動を誘導することを実現しま
す。具体的には人の歩行や手話動作などを、前庭感
覚や視覚刺激を利用して自己運動感覚を誘導します。
こうした人間の感覚に基づいた行動モデルを利用する
ことにより、安全につながる様々な用途に利用可能
です。

教育工学、問題解決学習を専門として、ものづくり分
野での実務家の学び方を分析し、技能に立脚したイノ
ベーションを起こすための継続的な学び方を研究して
います。中小企業の皆様におかれましては、新人、配
置転換時の研修などの人材育成で、また地域社会で
非営利活動に取り組んでおられる皆様には、ゲームを
使用した参加型ワークショップの開催、教材作りなど
ご協力させていただきます。

ものづくり型PBLの開発研究を行っています。具体的
には、どのような方法でユーザーの要求を分析し、試
作品や製品を作製して評価したらいいのかについての
指導方法の研究をしています。ものづくり中小企業に
対して、ものづくりの方法論に関する研修の実施や社
内研修の作成などを支援することができ、生産技術者
としての経験と情報工学の知見から、生産効率を上げ
るためのシステム構築を支援することができます。

國澤 好衛 Yoshie Kunisawa　教授（創造技術専攻）

海老澤 伸樹 Nobuki Ebisawa　教授（創造技術専攻）

吉田 敏 Satoshi Yoshida　教授（創造技術専攻）

瀬戸 洋一 Yoichi Seto　教授（情報アーキテクチャ専攻）

越水 重臣 Shigeomi Koshimizu　教授（創造技術専攻）

Innella Giovanni インネッラ　ジョバンニ　助教（創造技術専攻）

大久保 友幸 Tomoyuki Ohkubo　助教（創造技術専攻） 板倉 宏昭 Hiroaki Itakura　教授（情報アーキテクチャ専攻）

嶋津 恵子 Keiko Shimazu　教授（情報アーキテクチャ専攻）

松尾 徳朗 Tokuro Matsuo　教授（情報アーキテクチャ専攻）

池本 浩幸 Hiroyuki Ikemoto　教授（創造技術専攻）

橋本 洋志 Hiroshi Hashimoto　教授（創造技術専攻）

前田 充浩 Mitsuhiro Maeda　教授（創造技術専攻）

佐々木 一晋 Isshin Sasaki　助教（創造技術専攻）

中鉢 欣秀 Yoshihide Chubachi　准教授（情報アーキテクチャ専攻）

酒森 潔 Kiyoshi Sakamori　教授（情報アーキテクチャ専攻） 小山 裕司 Hiroshi Koyama　教授（情報アーキテクチャ専攻）

中野 美由紀 Miyuki Nakano　教授（情報アーキテクチャ専攻）

村越 英樹 Hideki Murakoshi　教授（創造技術専攻）

慎 祥揆 Sanggyu Shin　助教（情報アーキテクチャ専攻）

千代 浩之 Hiroyuki Chishiro　助教（情報アーキテクチャ専攻）

成田 雅彦 Masahiko Narita　教授（情報アーキテクチャ専攻）

飛田 博章 Hiroaki Tobita　准教授（情報アーキテクチャ専攻）

内山 純 Jun Uchiyama　准教授（創造技術専攻）

柴田 淳司 Atsushi Shibata　助教（情報アーキテクチャ専攻）

渡邊 紀文 Norifumi Watanabe　助教（情報アーキテクチャ専攻）

網代 剛 Tsuyoshi Aziro　助教（創造技術専攻）

大﨑 理乃 Ayano Ohsaki　助教（情報アーキテクチャ専攻）
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中小企業等と連携したものづくり・デザイン開発支援
を行っています。感性デザインと機能性デザインの技
術を駆使し、マーケットの潜在的期待に迫り顧客に魅
力的でエレガントな製品やサービスを開発提案してい
ます。デザインは、主観的で感覚的だからわかりにく
いと言われますが、本学で実践するデジタルデザイン
手法は、試作・検証を何度も繰り返す客観的で論理
的なプロセスですから、ものづくり・デザイン開発の
あらゆる情報を共有することが可能です。

工業デザインを研究しています。中小企業においての
商品の開発やデザインに関するご相談をお受けしま
す。デザインとは単に表面の意匠を美しく魅力的に整
えるということではありません。その対象（モノ）と
人（使い手）の関係を整理して、新たな価値を生み出
す行為です。この観点から、様々な対象に機能も含め
て総合的に商品のあり方を考えるお手伝いをします。

つくり手にとって、ユーザーの要望に対応したモノを創
ることは、当然であると考えられます。これは、ユーザー
が望まないモノを創っても意味が無いことから明らか
です。しかし、つくり手が本当にユーザーの望むモノ
を創っているのかというと、多くの場合で違和感があ
るようなことが起こっている可能性があります。そのよ
うな状況を解説し、向かうべき方向性を見出すための
ヒントを示していきたいと思います。

マイナンバー、個人情報の漏洩防止に有効なプライバ
シー保護に関する研究を行っています。例えば、ヘル
スケアシステム、クラウドシステムへのプライバシー影
響評価の適用やマイナンバーシステムへの特定個人情
報保護評価の適用実績があります。情報技術に関す
るプライバシー保護で悩んでいる中小企業・自治体を、
開発した双方向ギャップ分析手法を用いてリスク評価
の実施、対策技術のコンサルなど対応いたします。

急速なデジタル化やグローバル化の進展、顧客ニーズ
の多様化といった環境変化の中、企業にはイノベーショ
ンが求められています。本学では「イノベーションデザ
イン特別演習」というプロジェクト活動を通じて、イノ
ベーションを興すための方法論（AIIT PBL Method）
を研究・開発してきました。チームでイノベーションを興
こすための教育・研修などで協力することが可能です。

プロダクトデザインを専門とし、イタリアでは、伝統的
な陶磁器メーカーとは食器を、大理石の床材メーカー
とはテーブルを共同で開発したほか、博物館の展示デ
ザインなどにも携わりました。伝統と文化に根差した
技法により生産される製品のデザインに、イノベーショ
ンを加えることで、製品に新たな付加価値を与えます。

福祉工学、計測工学、感性工学を専門とし、障害者
や高齢者を支援する研究を行っています。具体的には、
色覚異常者の色の見分けを補助するシステム、高齢者
の低下する色の認識を補助するシステム、電動車いす
を自動運転・障害物回避を行う方法、センサーで各種
スポーツの運動強度を測定するなどの研究を行ってき
ました。福祉分野において、電子機器や機械を制御し
て、介護サポートを行いたいなどありましたら、ご相
談ください。

経営（マネジメント）に関する概念、経営戦略の立案、
組織マネジメント、ビジネスモデルの設計のための手
法について情報提供が可能です。また、地域ビジネス
を取り巻く課題、例えば、地域ビジネスの事業創成、
地域子会社や地域組織マネジメント、地域ごとの経営
戦略、地域ブランドなどについて情報提供が可能です。
また、デジタル時代の経営組織マネジメント、AI（人
工知能）の影響などについてもご相談ください。

システムズエンジニアリングは、トラブルの皺寄せを後
の作業に発生させないことを目指して整備された工学
的フレームワークです。特に、複雑なシステムや、大
規模なシステムの開発プロジェクトで有用とされていま
す。例えば、ステークホルダーのニーズの整理の仕方
がわからない時、アーキテクチャのデザイン方法がわ
からない時、ユースケース図をポンチ絵にしか利用で
きない時、などありましたら、ご相談ください。

企業においてコンベンションビジネスを始めたい、自
治体として地域に多くのコンベンションを誘致したいな
ど、社員／職員の研修や事業計画などを含む各種コ
ンサルや講演を提供いたします。また、地域貢献を目
指す自治体や、観光分野の企業で、事業や取り組み
を情報化したい時、情報技術を駆使して的確な対応が
可能です。

製品やサービスの意味を革新するデザインで人や社会に
新たな価値を提供することを目指し、人間の心理や行動
を深く掘り下げる研究を行っています。例えば、感性工
学の方法を用いて、デザインに求められる要件を定量化
し、見える化し、また、問題に適したデザイン開発方法
を立案し、デザインでイノベーションを起こすためのプロ
セスや手法を実践します。さらに、人間中心設計プロセ
スに従い、人間工学やUXデザインの方法を用いてユー
ザーの満足度を高めるデザインを提案いたします。

中小企業の現状の強みと弱みを、実態調査や現場ヒ
アリングなどを通して、分析し、これを踏まえて、「日
本らしい強さ」を発揮するための考え方を提案します。
従来型（紙ベース・ビデオ記録）の他に、技の動き
そのものを計測して、その情報から3次元の動きその
ものを再現して、技術の継承を従来型より飛躍的にス
ムーズに行えることを研究しています。これを通して、
技のエッセンスの抽出と表現の仕方に関する知見を有
しています。

世界システム、特にグローバリゼーションのあり方につ
いて研究しております。TPP、中小企業の多国籍企業
化等の問題も、グローバリゼーションの観点から見て
いくことが必要であると考えております。

新規事業を海外へ展開する際には、グローバルな組
織的・人的ネットワークを活かして、新規市場の実態
調査を支援します。エスノグラフィーに基づく調査手
法を実地に合わせてカスタマイズを行い、最適なデー
タを取得・分析することで、ニーズを視覚的にご提案
いたします。さらに、生活者と市場のニーズを把握す
るために定量調査やワークショップを組み込むことで、
新しい市場へのデザイン戦略を支援いたします。

ソフトウェア開発方法論に関する研究と教育の経験に
基づき、アジャイル開発に代表される先端的なソフト
ウェア開発手法の導入や技術者育成のためのコンサル
テーション、ワークショップの開催、研修の実施等が
可能です。また、クラウド技術等を活用した先端的情
報システムのアーキテクティング、要求工学、ソフトウェ
ア工学に関連した領域での研究開発などにソリュー
ションをご提供いたします。

プロジェクトマネジメントを専門としています。特に、
半導体や自動車等の製造業の情報システムの開発を
行ってきました。具体的には、効率よくモノを製造する、
モノの品質を高める、といったプロジェクトマネジメン
トを研究してきました。ITプロジェクトのコンサルテー
ション、メンタリングなどが必要な場合、プロジェクト
マネジメント育成プログラムを作成したい場合、育成
ロードマップや、PMの育成カリキュラム、教育教材の
作成を支援いたします。

各種の情報システムの企画から構築までの相談に対
応できます。当研究室では、現在、スマートデバイス、
クラウド、IoT、AI等のIT技術を医療等の次世代成
長産業分野に活用する研究・開発を行っています。
例えば、医療分野での研究成果は、実証実験を経て、
現在、複数の病院の救急医療の現場で使われていま
す。また、IT、情報誌システム、マネジメント、情報
戦略に関する教育案件の相談に対応することもでき
ます。

ビッグデータ時代の現在、計算機技術の発展により
収集した大容量のデータをすべて解析処理すること
が可能となりました。従来の伝統的な統計情報から、
企業の売上、顧客情報まで、あらゆるデータが社会
活動の一環として利用されています。ビッグデータ解
析処理基盤や蓄積システムの研究経験を基に、デー
タの解析手法、解析処理ツール、クラウドを利用し
たデータ解析システムの利用などについてお手伝いい
たします。

マイクロプロセッサを応用したシステムを設計してきま
した。高齢者見守りのセンサネットワークシステム、
ペット用自動トイレや偏光イメージングシステムなどを
試作しています。偏光イメージングシステムでは、マ
イコン制御により、カメラ、複数の光源、偏光板、
回転テーブルを操作し、自動的に条件の異なる多数
の偏光画像を撮像し、撮像した偏光写真をパラパラ
漫画の要領で、動画として表示することができます。

WEBベースのシステム改善やeラーニングの全般的
なシステム構築、コンテンツの提供、及びユーザーデー
タベースを構築しています。また、知的財産や顧客
情報のデータの分析方法を提供します。例えば、
GoogleやYahooのような検索エンジンでは、どのよ
うな方法で検索結果を生成しているのか、また、変
化するウェブページの広告はどのような技術を基礎に
しているのか、さらに、ビッグデータの技術の利用
方法についてご相談ください。

ロボット、自動車、産業機械、株式や為替取引に代
表されるリアルタイムシステムは、非常に高度かつ複
雑であり、様々な分野の知識や技術を要する分野横
断型研究を実現するためのソフトウェアを開発してい
ます。こうしたリアルタイムシステム向けのOSや、ミ
ドルウェアなど幅広く研究していますので、上記分野
においてのソフトウェアや制御プログラミングなどに
ついてご相談ください。

ロボットのソフトウェアプラットフォームの研究・普
及・応用に取り組んでまいりました。ロボットのソフ
トウェア、モバイル、Webアプリケーションの製品の
企画、技術相談、共同研究などご希望がございまし
たら、ご相談ください。また、デバイスをネットでつ
なぐ際、ソフトウェアやシステムの検討の際にも、ぜ
ひ相談ください。

モノがインターネットにつながることで、新しいサー
ビスを実現するためのIoTを中心に研究を行っていま
す。データをセンシングするためのデバイスのデザイ
ンと実装、得られたデータを機械学習により処理し、
システムの評価や応用するアプリケーションを創出し
ます。IoTに必要な要素全般に対応でき、ウェアラブ
ルやユビキタスへの応用、更にはARやVR技術を組
み合わせた新しいコミュニケーションやエンターテイ
メントの創出に関しても対応が可能です。

専門はプロダクトデザインで、民生用音響・映像機器
から業務用機器、犬型ロボットAIBO、人型ロボット
QRIOまで多くのソニー製品のデザインに携わってきま
した。本学では “人と共生するロボットのデザイン” に
研究の軸をおきながら、医療機器にも取組み、工学と
デザインの融合を目指しております。各種3DCADを
使用できますので、中小企業の皆様と共同研究・受
託研究という形で是非連携させてください。

人工知能、特に機械学習を専門とし、感性工学への
応用などを研究しています。例えば、機械学習を取り
入れたシステムを作りたいとお考えでしたら、どういっ
た技術があるのか、何が向くのかなどご相談ください。
また、人の生体情報は脳波、脳血流、筋電など、さ
まざまな種類があり、その計測できるデータも多様な
ものがあります。こうした生体情報を製品につなげた
いという方のお手伝いをさせていただきますので、ご
相談ください。

人間の視覚や体性感覚を分析し、行動意図を推定す
ることで安全に人の行動を誘導することを実現しま
す。具体的には人の歩行や手話動作などを、前庭感
覚や視覚刺激を利用して自己運動感覚を誘導します。
こうした人間の感覚に基づいた行動モデルを利用する
ことにより、安全につながる様々な用途に利用可能
です。

教育工学、問題解決学習を専門として、ものづくり分
野での実務家の学び方を分析し、技能に立脚したイノ
ベーションを起こすための継続的な学び方を研究して
います。中小企業の皆様におかれましては、新人、配
置転換時の研修などの人材育成で、また地域社会で
非営利活動に取り組んでおられる皆様には、ゲームを
使用した参加型ワークショップの開催、教材作りなど
ご協力させていただきます。

ものづくり型PBLの開発研究を行っています。具体的
には、どのような方法でユーザーの要求を分析し、試
作品や製品を作製して評価したらいいのかについての
指導方法の研究をしています。ものづくり中小企業に
対して、ものづくりの方法論に関する研修の実施や社
内研修の作成などを支援することができ、生産技術者
としての経験と情報工学の知見から、生産効率を上げ
るためのシステム構築を支援することができます。

國澤 好衛 Yoshie Kunisawa　教授（創造技術専攻）

海老澤 伸樹 Nobuki Ebisawa　教授（創造技術専攻）

吉田 敏 Satoshi Yoshida　教授（創造技術専攻）

瀬戸 洋一 Yoichi Seto　教授（情報アーキテクチャ専攻）

越水 重臣 Shigeomi Koshimizu　教授（創造技術専攻）

Innella Giovanni インネッラ　ジョバンニ　助教（創造技術専攻）

大久保 友幸 Tomoyuki Ohkubo　助教（創造技術専攻） 板倉 宏昭 Hiroaki Itakura　教授（情報アーキテクチャ専攻）

嶋津 恵子 Keiko Shimazu　教授（情報アーキテクチャ専攻）

松尾 徳朗 Tokuro Matsuo　教授（情報アーキテクチャ専攻）

池本 浩幸 Hiroyuki Ikemoto　教授（創造技術専攻）

橋本 洋志 Hiroshi Hashimoto　教授（創造技術専攻）

前田 充浩 Mitsuhiro Maeda　教授（創造技術専攻）

佐々木 一晋 Isshin Sasaki　助教（創造技術専攻）

中鉢 欣秀 Yoshihide Chubachi　准教授（情報アーキテクチャ専攻）

酒森 潔 Kiyoshi Sakamori　教授（情報アーキテクチャ専攻） 小山 裕司 Hiroshi Koyama　教授（情報アーキテクチャ専攻）

中野 美由紀 Miyuki Nakano　教授（情報アーキテクチャ専攻）

村越 英樹 Hideki Murakoshi　教授（創造技術専攻）

慎 祥揆 Sanggyu Shin　助教（情報アーキテクチャ専攻）

千代 浩之 Hiroyuki Chishiro　助教（情報アーキテクチャ専攻）

成田 雅彦 Masahiko Narita　教授（情報アーキテクチャ専攻）

飛田 博章 Hiroaki Tobita　准教授（情報アーキテクチャ専攻）

内山 純 Jun Uchiyama　准教授（創造技術専攻）

柴田 淳司 Atsushi Shibata　助教（情報アーキテクチャ専攻）

渡邊 紀文 Norifumi Watanabe　助教（情報アーキテクチャ専攻）

網代 剛 Tsuyoshi Aziro　助教（創造技術専攻）

大﨑 理乃 Ayano Ohsaki　助教（情報アーキテクチャ専攻）



O
Pe

n 
In

st
itu

teNEW

社会人が学びやすい専門職大学院です
IT系の高度専門技術者を育成する「情報アーキテクチャ専攻」と、ものづくり系の高度専門技術者を育成
する「創造技術専攻」を設置しています。
学生の大半は社会人です。社会人が仕事と学業を両立しやすいように、教育方法にいろいろな工夫をして
います。講義は原則として平日夜間・土曜昼間に行います。ビデオ配信授業と対面授業を組み合わせたブ
レンディッド・ラーニング、全講義のビデオ録画・Web配信、サテライトキャンパスでの遠隔授業、長期
履修制度、AIIT単位バンク制度などを整備しています。
実社会で必要とされている実践的なスキル、ノウハウ、業務遂行能力（コンピテンシー）を身に付けられ
るよう、修士論文に替えて、2年次にはPBL（Project Based Learning）活動に専念します。

URL
http://aiit.ac.jp/

facebook
https://www.facebook.com/aiit.ac.jp

twitter
https://twitter.com/aiit4u

公立大学法人首都大学東京　産業技術大学院大学　管理部管理課OPI企画運営係
〒140-0011　東京都品川区東大井1-10-40　TEL: 03-3472-7833　FAX: 03-3472-2790　E-mail: opi@aiit.ac.jp

※掲載の情報は、平成29年4月1日現在です

本学教員が高度な専門的知見で
中小企業の発展のお手伝いをいたします
中小企業の課題に教員がともに取り組み、
以下のご要望にお応えいたします

■ 多様な入試を複数回実施しています

大学教員と共同研究を行い、
製品開発を推進したい

技術力・デザイン力を活かして、
新製品を開発したい

海外にも事業を展開し、
事業拡大を図りたい

経営を改善し、
売上げを拡大したい

現場を改善し、
高品質の製品を開発したい

製造等における
技術上のトラブルを解決したい

製品の機能、性能を
調査したい

その他技術的・経営的な
課題に関してご相談ください

e t c .

ご相談の流れ

まず、ＯＰＩ事務室にご連絡ください。

ＯＰＩ事務室から折り返しご連絡を差し上げます。

ご相談内容の概要をお聞かせください。ご相談の内容を確認させていただきます。

ご相談の内容に応じ、対応する教員を決めます。

初回のご相談（１時間程度）は無料です。複数の教員で対応することもあります。
（教員の決定には数日間ほどお時間を頂戴します。ご相談内容によっては、
ご希望にお応えできないこともございますので、予めご承知おきください）

必要に応じ、本学教員からご相談内容の詳細をお伺いします。

面談・電話・電子メール等の方法により、最適な解決方法を本学教員と共同で
見いだしていきます。内容によっては、本学との受託研究や共同研究などとなり、
所要の経費をご負担いただきます。

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

 本学の基本的な入試
一般入試／社会人対象特別入試／自己推薦入試

 特定の出願要件が必要な入試
高専専攻科対象推薦入試／企業推薦入試／
AIIT単位バンク登録生（科目等履修生）向け入試／キャリア再開支援入試

入試日程や試験内容等の詳細については、
ホームページにてご確認ください。

URL
http://aiit.ac.jp/admission/

　　03-3472-7833　　　03-3472-2790　　　opi@aiit.ac.jp
FAXTEL E-mail

　本学は東京都の産業振興に資する人材育成を一つの目的として設立されています。そして、

本学教員の多くは東京都の様々な団体や企業なども含め、この11年間、共同研究や技術指導、

教育貢献など、多様なチャネルを通して活動してきました。また、大学の資源である本学教

員は、情報アーキテクチャ専攻と創造技術専攻のそれぞれの専攻において、主として情報、

デザインとエンジニアリングの分野で高い実務実績を有する実務家教員と、当該分野で先進

的に活躍されてきた研究者教員で構成されています。

　さて、第4次産業革命に直面し、人、モノ、サービスが仮想空間で結合する変化の時代

を迎えています。東京都の中小企業におかれましては、様々なオンリーワンの技術、世界的

になくてはならない技術を駆使して活躍されていると理解しています。しかし、企業が直面

する様々な技術課題について、各企業が得意としてきた技術分野の知見だけで解決できな

いものが多くあることも経験されているでしょう。なぜならば、現実の課題の多くは、分野

横断的な課題が多いからです。ここで分野横断的な課題とは、ある一つの理論を発展させ

ただけでは、その課題が解決できるようなものではなく、どこにその問題の本質があるのか

わからないような課題のことであります。

　このような課題を、一人の専門家で解決することは困難であります。むしろ、専門領域が

異なる様々なメンバーで構成されたチームで課題解決に立ち向かうことで、その問題解決の

糸口が見え、当初考えていた問題構造と違う本質的な問題が明らかになり、解決の方法が

わかるようなことが多いのです。

　本学にはこのような課題解決のアプローチを支援できる教員が多数います。教員一人ひと

りの研究成果に合わせて複雑な問題をチームで解決する教育を実施している本学教員の強

みを生かしたアドバイスが、皆様の課題解決に何らかの貢献ができるものと信じています。

イノベーションと
生きていく 。

産業技術大学院大学　学長

川 田 　 誠 一
Se i ich i   Kawata

オープンインスティテュート（OPI）は
東京都の中小企業の産業振興を支援します

東京都が設置した
最先端のI Tとデザインエンジニアリングで
イノベーションを追求する
社会人が学びやすい専門職大学院


