
平成２１年度　産業技術大学院大学オープンインスティテュート（ＯＰＩ）　主な実績

期間 日数 参加者数 関連資料

４・５P

基本コース H21.10.3～11.26 ８日間 計51名

イノベーションマネジメント H21.10.24 １日間

環境問題と企業経営 H21.10.31 １日間

ものづくり管理会計 H21.11.7 １日間

サービス工学 H21.11.14 １日間

高品質ものづくり H21.11.28 １日間

ものづくりマーケティング H21.11.21 １日間

新規事業開発と知識マネジメント H21.12.5 １日間

組織マネジメント H21.12.12 １日間

H21.5.13～H21.7.15 3ヶ月間 3名

H21.6.1～H22.3.31

H21.7.1～H22.3.31

H21.4.24～12.7.17 月１回程度 各25名

H22.2.25 2日間 計40名 ６P

授業コンテンツ配信事業 H21.4.1～H22.3.31
情報6科目
創造7科目

デザイン講演会 H22.1.22 1日間 計16名 ７P

デザインセミナー
H22.2.20/2.27
H22.3.13/3.20

4日間 計39名 ８P

こどもデザインワークショップ“めざせわたしはデザイナー2009”ひろばつくろ！ H21.8.1～2 2日間 親子40組80名 ９P

中野区との連携講座
「経営・学び座なかの　経営者として知っておきたいICT技術」

東京都中小企業振興公社との協賛事業
「事業承継研究倶楽部」

事項

品川区との連携事業
デザインセミナー・コンテンツ配信事業

連携事業関係

東京都との連携事業（産業労働局）
「ものづくり経営人材育成講座」

専門
コース１
（企業
管理
コース）

計18名

港区との連携事業
デザイン活用支援事業

計16名

専門
コース３
（MOT
コース）

本学の教員が中心となって策定した、港区デザイン産業の集積を活用するための３ヵ年
計画に基づき、「子供向けデザインセミナー」「中小製造業“見える化”事業」「デザイン産
業クラスター形成事業」等を実施しました。

都内中小企業経営者の高齢化により、後継者への円滑な事業承継に対するニーズが
高まっていることから、財務・税務・コミュニケーションなど、さまざまな視点から、専門講
師による指導を行いました。

中野区が実施する、住民向けＩＴ講座に本学教員を派遣することにより、本学が有する最
先端のＩＴ知識を提供しました。

東京都との連携事業（総務局）
「小笠原ブロードバンド活用策」調査研究

東京都との連携事業（総務局）
「東京国体への先端技術導入」調査研究

計10名

専門
コース２
（エンジニ
アリング
コース）

高度な知識と実践力をもつものづくり人材の育成を目的とした専門講座です。技術を経
済的な価値獲得につなげる「ものづくり経営」、産業界の求める「ものづくり高度人材」に
焦点をあて、ものづくり企業の活性化と継続的発展を支援しました。

東京都の管理職を対象とした研修において、本学が行うＰＢＬ教育を３ヶ月にわたり体験
させ、研修生の課題解決能力の向上を図りました。

平成２５年度に東京で開催されれる、第６８回国民体育大会・第１３回全国障害者スポー
ツ大会の運営・実施にあたり、東京ならではの先端技術を導入するためのアイデアや手
法について、調査・研究及び検討を行いました。

小笠原諸島に導入されるブロードバンドの活用手法について、民間専門家を含めた検
討委員会を設置し、調査研究及び検討を行いました。

東京都との連携事業（総務局）
「ITリーダー研修」

区内企業に対し、本学の授業コンテンツを配信し、企業のＩＴ技術力を高めました。企業
向けに工業デザインに関するセミナーや演習を実施し、ものづくりにおけるデザインの重
要性に関する啓発を行いました。
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平成２１年度　産業技術大学院大学オープンインスティテュート（ＯＰＩ）　主な実績

期間 日数 参加者数 関連資料事項

デザイン産業クラスター形成事業（コミュニティ誌の発行・シンポジウムの開催） H21.7.9～H22.3.31 １０P

中小製造業“見える化”事業（コミュニケーションキットプロトタイプの開発） H21.7.9～H22.3.31

通年

H21.6.15～H22.3.31

ＡＩＩＴマンスリーフォーラム 通年 月１回

第５回

・「建築・社会設計・情報システム: 3つのアーキテクチャが交差するヒューマンインタフェースに
向けて」
中西 泰人 氏（慶應義塾大学 環境情報学部 准教授）
・「流体シミュレーションによるものづくり支援」
石川 正俊 氏（株式会社シーディー・アダプコ・ジャパン 取締役副社長）

H21.4.17 １日間 48名

第６回

•「Python 3 inside out」
柴田 淳氏（ウェブコア株式会社代表取締役）
•「ここまできました。ケータイを用いた市民への緊急配信」
関 貴司（株式会社NTTドコモ ソリューションビジネス部）

H21.5.15 １日間 55名

第7回

・「これからの保健指導サービスにおけるICTの役割」
福田 浩 氏（NTTマイクロシステムインテグレーション研究所）
・「学生と作ったネット企画 — 「学」の成果をウェブに転換」
神部 竜二 氏（株式会社スパイスボックス　スパイスボックスラボラトリ）

H21.6.19 １日間 34名

第8回

・「WiMAXは社会をどう変えるのか ― ケータイではない新しい世界」
渡辺 文夫 氏（UQコミュニケーションズ株式会社 技術部門長）
・「SaaS普及の鍵を握るSaaS プラットフォームの紹介」
高橋 一成 氏（（株）NTTデータ BS事業本部　ネットワークソリューションBU）

H21.7.17 １日間 55名

第9回

・「マーケットアウトによるWebマーケティング」
大森 義輝 氏（アイオイクス株式会社 SEO事業部 コンサルタント）
・「クラウド技術を中心とした最新のIT技術動向」
萩原 正義 氏（マイクロソフト株式会社 デベロッパー＆プラットフォーム統括本部 アーキテクト
エバンジェリスト）

H21.8.21 １日間 72名

第10回

・「Python Twistedフレームワークで始める非同期ネットワークプログラミング」
大谷 弘喜 氏（アリエル・ネットワーク株式会社 開発本部）
・「クラウドコンピューティングと組込Linuxのこれから」
關 信彦氏（キュービットスターシステムズ株式会社 代表取締役社長）

H21.9.18 １日間 49名

第11回

・「富士通のロボット開発」
神田 真司氏（富士通研究所ヒューマンセントリックコンピューティング研究所）
・「C++の“これから”」
福田 文紀 氏（日本電気通信システム株式会社）

H21.10.16 １日間 37名

第12回

・「サービスの垣根を越えたソーシャルグラフ活用の未来」
直野典彦(リプレックス株式会社 代表取締役)
・「クラウドサービスのインフラとしてのストレージ・ソリューション」
佐藤 慶宣 氏(ネットアップ株式会社 シニアアカウントマネジャ)

H21.11.20 １日間 50名

第13回

・パネルディスカッション「ICTが今後どのように発展していくかを読み解く」
司会:加藤 由花　産業技術大学院大学
パネリスト:小松 宏行（アリエルネットワーク（株），ワークスアプリケーションズ（株））、鈴木 淳弘
（東日本電信電話（株））、小山 裕司（産業技術大学院大学）

H21.12.18 １日間 31名

第14回

・「大規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」
宮沢 浩司 氏（東京都 環境局 都市地球環境部 排出量取引担当）
・「排出量取引とIT」
近藤 亘 氏（株式会社NTTデータ 第二公共システム事業本部）

H22.1.15 １日間 42名

第15回

•「PostgreSQL 9.0とpgpool-II 2.3で組むクラスタシステム」
石井 達夫 氏（SRA OSS, Inc.取締役 日本支社長，オープンソースビジネス推進協議会（OBCI）
理事長）
•「オープンソースDBの過去，現在，未来」
鈴木 啓修 氏（InterDB 代表）

H22.2.19 １日間 65名

第16回

・「Hadoopによる大規模分散データ処理」
清田 陽司 先生(東京大学)
・「関数型言語とクラウドコンピューティング」
川中 真耶 氏(ワークスアプリケーションズ)

H22.3.19 １日間 80名

第１回
・「“電子政府ユーザビリティ・ガイドライン”策定！～　使いやすさをどう実現すべきか ～」
黒須　正明　氏（放送大学ICT活用・遠隔教育センター教授）
内田　斉　氏（アライド・ブレインズ株式会社　代表取締役社長）

H21.7.27 １日間 20名

ＯＰＩ独自事業関係

文部科学省からの補助事業
「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム（教育の質を保証す
る効果的なＦＤの取組）」

ＩｎｆｏＴａｌｋ（情報アーキテクチャ専攻の各分野）

デザインミニ塾（創造技術専攻の各分野）

平成２０年度に引き続き、ＦＤに関する国内調査を経て、教育の質を保証するＦＤ支援シ
ステムの開発を行いました。また、国際シンポジウムや研修会を開催し、教育関係者や
産業界に対してＦＤに関する情報発信を行いました。

島根あさひ社会復帰センター入所者用に本学が平成２０年度に開発した、効果的なデジ
タル編集技術の教育教材を用いた教育カリキュラムを指導するための講師養成を行い
ました。

株式会社大林組からの受託研究
「島根あさひ社会復帰プログラムの開発」

学内外から自由参加形式で、最先端の話題について自由に議論する場を提供するため
のフォーラムを開催しました。
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平成２１年度　産業技術大学院大学オープンインスティテュート（ＯＰＩ）　主な実績

期間 日数 参加者数 関連資料事項

第２回

・「主役は貴方！商品パッケージのユニバーサルデザイン　～愛用される生活用品の実現に向
けて～」
山下　和幸　氏（凸版印刷株式会社　情報コミュニケーション事業本部　トッパンアイデアセン
ター　クリエイティブ本部　品質管理担当部長）

H21.9.11 １日間 27名

第３回
・「デザインの仕事術」--歯ブラシから産業機械まで--
宮城　壮太郎　氏（宮城デザイン事務所代表）

H21.10.28 １日間 29名

第４回
・「科学と芸術の接点としてのプロダクトデザイン」
　山中　俊治　氏（慶応義塾大学大学院教授）

H21.11.19 １日間 74名

第５回
・「自動車デザイン開発におけるユニバーサルデザインの事例」

　小山　登　氏（産業技術大学院大学　創造技術専攻教授）
H21.12.22 １日間 30名

第６回
・「医療安全への終わりなき挑戦 ～　ヒューマンファクターとインタフェース ～」
自治医科大学医学部メディカルシミュレーションセンター　センター長　河野　龍太郎　教授

H22.1.12 １日間 39名

第７回
・「日本とヨーロッパのモノ作り、発想の違い」

　青戸 務　氏（アオト・デザイン代表）
H22.2.16 １日間 52名

第８回
・「人の温もりを感じるデザイン」

　柴田　文江　氏（（有）デザインスタジオエス代表）
H22.3.24 １日間 61名

テキスタイルデザイン講座 H21.1.16～3.27 11日間33コマ 中止

都立産業技術研究センター研究成果発表会（特別講演）（主催・会場：同センター） H21.6.18 1日間 ― １１P

技とテクノの融合展（主催：東京信用保証協会）（会場：新宿NSビル） H21.9.2 1日間 ― １２P

都立産業技術研究センター施設公開（主催･会場：同センター） H21.9.11-12 2日間 ― １３P

産業交流展2009（主催：東京都ほか）（会場：東京ビッグサイト） H21.11.4-6 3日間 ― １４P

ベンチャー技術経営研究会として出展

H22.1.7-8 1日間 ― １５P

H22.2.10 1日間 ―

AIIT技術経営交流会2010 H22.2.12 １日間 31名

その他

展示会・発表会への参加

ライフサポートテクロジーフェア（主催：財団法人東京都中小企業振興公社)（会場：東京都
立産業貿易センター浜松町館）

大学教育改革プログラム合同フォーラムポスターセッション（主催：文部科学省・財団法人
文教協会)（会場：東京ビッグサイト）
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平成 21 年度 東京都と産業技術大学院大学との連携講座「ものづくり

経営人材育成講座」の無料説明会を開催しました。 
 
 
 
 
平成 21 年 7 月 11 日（土）に秋葉原サテライトキャンパス（秋葉原ダイビル１２階）に

て、１０月開講予定の本講座についての無料説明会「これからのものづくりには、経営的

視点が必要だ」を開催しました。 
 
当日は、本学産業技術研究科創造技術専攻の橋本洋志教授と鈴木康之客員教授により、

本講座の概要説明と問題分析の事例実習が行われました。 
 
 
 

            
概要説明の様子  

 
 

   

事例実習の様子
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平成 21 年度「ものづくり経営人材育成講座」 

東京都と産業技術大学院大学が連携して、昨年、一昨年と実施した「ものづくり経営人材育成講座」は、イノベ

ーションをおこす人材の育成に焦点をあてた、ものづくり経営の要点を企業の業務改善に役立てていただける実

践的講座です。今回は、受講生に好評をいただいた工場見学を始め、さらに内容を充実させて実施いたします！ 

• 受講対象者は、ものづくり経営に係わる経営者・後継者及び管理職の方です。 

• 基本コースと専門３コース（Set1～3）の合計４コースから、受講生の課題に合わせて、受講するコースを

自由に組み合わせて選べます。 

  開催日 会場 定員 受講料(円) 

基本コース 

実践的に学びたい方のために、工場見学を多数設定

し、現場の視点から、ものづくり経営を学びます。 

10 月 3 日(土)

～ 

11 月 26 日(木)

産業技術 

大学院大学

または各企業の

工場 

20 名 57,500 円

専門コース 

専門的に学びたい方のために、座学と演習で、ものづ

くり経営の主要８分野を各テーマごとに配置した専門３

コース（Set1:企業管理コース、Set2:エンジニアリングコ

ース、Set3:MOT コース）でより深く、多彩な視点から学

びます。 

10 月 24 日(土)

～ 

12 月 12 日(土)

産業技術 

大学院大学

各コース 

20 名 

Set1:18,400 円

Set2:13,800 円

Set3:20,700 円

 

【申込方法】 

受講申込書を Web サイトよりダウンロードして、ＦＡＸ送信(03-3472-2790)、または、 

電子メール（opi@aiit.ac.jp）により、お申し込みください。 

【お問い合せ先】 

産業技術大学院大学 管理課 OPI 運営担当 

電話（直通）03-3472-7833 
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【名  称】「経営・学び座なかの」経営者として知っておきたいＩＣＴ技術 
      ～ モバイルサービスでビジネスチャンスを広げる ～ 

 
【テ ー マ】携帯電話を活用したビジネスの可能性や情報ネットワーク技術の最新動向について学ぶ。 
 
【内  容】 ・携帯電話を活用したビジネス、携帯電話の可能性について 
       ・情報ネットワーク技術の最新動向 
 
【日  時】２０１０年２月２５日（木） １９：００～２１：００ 
 
【会  場】中野区勤労福祉会館（中野区中野二丁目１３番１４号）３階会議室 
 
【講  師】産業技術大学院大学 産業技術研究科 情報アークテクチャ専攻 教授 加藤 由花 
 
【受 講 料】２，０００円 
 
【対  象】経営者・従業員・一般 
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【名  称】デザインセミナー（産業技術大学院大学と品川区との連携事業） 
 

【テ ー マ】「新幹線デザインと感性品質」－日本の風・音・光を考える－ 
 
【日  時】２０１０年１月２２日（金）（１８：３０～２０：００） 
 
【会  場】産業技術大学院大学品川シーサイドキャンパス（品川区東大井1-10-40）３階308会議室 
 
【講  師】産業技術大学院大学 産業技術研究科 創造技術専攻 専攻長・教授 福田 哲夫 
 
【受 講 料】無料 
 
【対  象】品川区内製造業者 
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【名  称】工業デザインにおける入門講座（産業技術大学院大学と品川区との連携事業） 
 

【テ ー マ・日時】 
（１）「品質工学のロバストデザイン ~ 理論 ~ 」  ２０１０年２月２０日（土）（１０：３０～１４：３０） 
（２）「品質工学のロバストデザイン ~ 演習 ~ 」   ２０１０年２月２７日（土）（１０：３０～１４：３０） 
（３）「３次元ＣＡＤの概要と体験実習」      ２０１０年３月１３日（土)（１０：３０～１４：３０） 
（４）「ラピッドプロトタイピングの概要と体験実習」２０１０年３月２０日（土)（９：３０～１２：３０） 
 
【会  場】産業技術大学院大学品川シーサイドキャンパス（品川区東大井1-10-40） 
 
【講  師】産業技術大学院大学 産業技術研究科 創造技術専攻 准教授 越水 重臣  
      産業技術大学院大学 産業技術研究科 創造技術専攻 准教授 舘野 寿丈 
 
【受 講 料】無料 
 
【対  象】品川区内製造業者 
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【名  称】子どもデザインワークショップ“めざせわたしはデザイナー２００９” 
      「ひろばつくろ！～みんなの好きな場所をデザインしよう～」 
 
【テ ー マ】「港区の街中・屋外」という設定で、公共の「ひろば」をみんなで考え、デザインする。 

デザインワークショップを通じて、子どもと大人に対して、これまでにない学びと、 

コミュニケーションの機会を生み出し、デザインの楽しさや意義を伝える。 

 
【主  催】港区 
 
【共  催】公立大学産業技術大学院大学 [AIIT] 

社団法人日本インダストリアルデザイナー協会 [JIDA] 
 

【後  援】財団法人日本産業デザイン振興会 [JIDPO] 
      財団法人国際研修交流協会 [ACT] 
 
【日  時】２００９年８月１日（土） １０：００～１２：００ 
      ２００９年８月２日（日） １０：００～１７：００ 
 
【会  場】東京ミッドタウン・デザインハブ（ミッドタウン・タワー棟５階：東京都港区赤坂９丁目７番１号）  
 
【参 加 費】無料（事前申し込み制） 

 
【対  象】港区内在学・在住の小学校３年生～６年生の親子で両日参加できる方（国籍は問いません） 
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【名  称】港区デザイン資源活用宣言シンポジウム 
 
【テ ー マ】港区の豊富なデザイン資源を地域に活かすために発足した「港区デザイン資源活用プロジェクト」

のキックオフイベントとして、区内のデザイン関連事業者同士の連携や、デザイン資源活用の主体

となる地域の中小企業、商店街、住民組織などとの交流を促進する。 
 
【主  催】港区 
 
【日  時】２０１０年３月２６日（金） 午後４時００分から午後７時００分まで 
 
【会  場】株式会社 乃村工藝社 ノムラホール（東京都港区台場２丁目３番４号）  
 
【入 場 料】入場無料（事前申し込み制） 

 
【対  象】港区内デザイン関係者、港区内中小企業経営者、地元商店街関係者、地域住民の方等 
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平成 21年 6月 18日（木）に東京都立産業技術研究センターの平成 21年度研究発表会で、

本学産業技術研究科創造技術専攻の橋本洋志教授が、「人間中心型技術の動向」と題して情

報技術・デザイン分野特別発表を行いました。 

 

本学と同センターは連携協定を締結しており、今回の特別発表はこの協定に基づき実施

されたものです。 

 

同日の研究発表会では、センター内の４つの会場で 30 以上の発表が行われ、活発な質疑

が行われました。 

 

    

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センターの平成 21 年度研究

発表会で、本学の橋本洋志教授が特別発表を行いました。 

 

産業技術研究センター片岡理事長との会談の

様子 

特別発表の様子 

特別発表の様子 
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【名  称】江戸・ＴＯＫＹＯ 技とテクノの融合展２００９ 
 

【テ ー マ】つなぎ（技）・きずき（信頼）・ひらく（未来）～進化する元気な中小企業～ 
 
【主  催】東京信用保証協会 
 
【出 展 者】中小企業者及び支援機関等 
 
【会  期】２００９年９月２日（水）午前１０時から午後５時まで 
 
【会  場】東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内３－５－１）展示ホール１ 
 
【入 場 料】無 料 
 
【対  象】中小企業者・一般 
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【名  称】地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 西が丘本部 施設公開 
 
【テ ー マ】≪見て納得、やって感動、ものづくり≫ 

 
【内  容】 東京都立産業技術センターで研究等に利用している機器や設備を、実演や体験を交え、わかりや

すく紹介します。 
専門的な知識がなくても、わかりやすく、楽しみながら、科学技術を学ぶことのできる内容です。 
また、人間と共生できるロボットに関する特別講演を行うほか、産学公連携事業の紹介や、関連

機関の紹介も行います。 
 
【出 展 者】東京都立産業技術研究センター／産業技術大学院大学／東京都中小企業振興公社／東京都立職業能

力開発センター等 
 
【会  期】２００９年９月１１日（金）午前１０時から午後５時３０分まで 

９月１２日（土）午前１０時から午後５時００分まで 
 
【会  場】東京都立産業技術研究センター 西が丘本部 
 
【入 場 料】無 料 
 
【対  象】一般 
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【名  称】産業交流展 2009 
 

【テ ー マ】「広域的な交流と連携」をテーマに、今後成長が期待される「情報」「環境」「医療・福祉」「機械・

金属」の４分野を中心に、中小企業の革新的な製品・技術を展示する。 
 
【主  催】産業交流展２００9実行委員会（東京都、東京商工会議所など） 
 
【出 展 者】中小企業及び中小企業支援団体等 
 
【会  期】２００９年１１月４日（水）・５日（木）・６（金） 午前１０時から午後５時まで 
 
【会  場】東京ビッグサイト（東京国際展示場）東４・５ホール 

（東京都江東区有明３－１１－１） 
 
【入 場 料】無料（登録入場制） 

 
【対  象】中小企業・一般 
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【名  称】平成21年度「大学教育改革プログラム合同フォーラム」ポスターセッション 
 
【主  催】文部科学省・財団法人文教協会 
 
【出 展 者】文部科学省「国公私立大学を通じた大学教育改革の支援の充実等」各プログラム選定大学・短期大

学・高等専門学校 

 
【目  的】今年度各プログラムに選定された取組の紹介などを通じて、大学・短期大学・高等専門学校におけ

る教育改革の取組の参考とすることや、広く社会の皆様に大学教育改革の状況について情報提供を

行うこと。 
 
【会  期】平成２２年１月７日（木）・８日（金） 午前１０時から午後４時３０分まで 
 
【会  場】東京ビッグサイト（東京国際展示場）会議棟１階レセプションホール 

（東京都江東区有明３－１１－１） 
 
【入 場 料】無料 
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