
平成２２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 参考資料

H22.4.1～H23.3.31 ― ―

H22.5.12～H22.7.15 3ヶ月間 3名

H23.2.24 1日間 20名 ４P

授業コンテンツ配信事業 H22.4.1～H23.3.31 ― ―

工業デザインセミナー基調講演「次世代産業の在り方を俯瞰する」 H23.1.28 1日間 12名 ５P

H23.2.8・9/3.2・3 4日間 延べ14名 ６P

【展示キット】H22.6-H22.10
【支援ｼｽﾃﾑ】H22.6-H23.3

― ―

【ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】H22.10.2･10･11
【見学ﾂｱｰ】H23.1.22

【ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】３日間
【見学ﾂｱｰ】１日間

【ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ】親子37
名

【見学ﾂｱｰ】25組55
名

７・８P

H23.2.18/3.19・25 3日間 各30名

９・１０P

H22.6.16～7.14 ５日間 延べ40名

H22.10.13～11.17 ５日間 延べ50名

H22.4.1～H23.3.31 ― ―

ＡＩＩＴマンスリーフォーラム 通年 月１回

第17回

・「アプリケーションプラットホームへと進化するHTML5」
若狭 正生 氏（株式会社コネクティ 開発部 プロフェッショナルフェロー）
・「HTML5とECMAScript5で変わるJavaScriptプログラミング」
竹迫 良範 氏（サイボウズ・ラボ株式会社）

H22.4.16 １日間 152名

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。

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。

中小製造業見える化事業（「展示キットの製作」「販路拡大支援システムの構築」）

ものづくり系熟練者の体の動きをステレオビデオ等の機器を用いて分析し、ヒューマン
モデルにより３次元で再現できるようデータを蓄積しました。単なるビデオ映像の撮りだ
めではない形で技術の継承を可能にしました。

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
年計画に関連して、「中小製造業“見える化”事業」「商店街の戦略的変身事業」「親子
で学ぶクリエイティブ産業体験学習プログラム」「デザイン啓発セミナー」等を実施しまし
た。

第2講座

第1講座

繊維素材は、服飾分野はもちろんのこと、様々な産業分野で欠くことのできないものと
なっていることから、デザイン関連企業の関係者を対象とした、繊維素材の基礎知識を
提供する講座を実施しました。

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

工業デザインセミナー連続講座「３次元CAD・ラピッドプロトタイピング演習」「信頼性設
計～故障しない製品をデザインするために～」

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。

港区との連携事業
デザイン活用支援事業

事項

OPI事業Ⅰ【行政などとの連携事業】

東京都との連携事業（産業労働局）
「中小企業実態調査」

東京都との連携事業（総務局）
「ITリーダー研修」

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」

中小企業の経営実態を踏まえた施策立案を行うために、東京都がこれまで実施してき
た「中小企業実態調査」について、産業技術大学院の専門性を活用し、中小企業の実
体分析・課題の抽出・課題解決の方向の提示までを一体的に行いました（平成２２年度
は「サービス産業」について実施）。

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。

産業技術高専との連携事業
「匠の技のアーカイブとインストラクション」

ＯＰＩ事業Ⅱ【専門講座等】

ＩｎｆｏＴａｌｋ（情報アーキテクチャ専攻の各分野）

東京都立産業技術研究センターとの共催事業
テキスタイルデザイン講座

親子で学ぶクリエイティブ産業体験学習プログラム（「水上バスの広告ポスターを作ろ
う」「みなとくデザインの現場ツアー」）

デザイナーの支援による商店街の戦略的変身事業・デザイン啓発セミナー事業(「商店
街デザイン選手権」）
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第18回

•「red5（オープンソースで実現するビデオストリーミングのリアルタイムコミュニケーション）」
吉田 紳一郎 氏(フリーランス（産業技術大学院大学 2009年度小山PBL修了生）)
•「Kaltura ではじめるオープンソース動画配信プラットフォーム」
佐藤 慎一氏（デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社）

H22.5.21 １日間 68名

第19回

•「ソフトウェア国際化(I18N)の理念と技術 ― 樋浦秀樹氏を偲んで」
末廣 陽一 氏（国際化JP株式会社）
•「Google 日本語入力を支える情報処理技術」
小松 弘幸 氏（Google）

H22.6.18 １日間 106名

第20回

•「デベロッパーの夢をカタチに。アマゾンクラウド活用術」
小島 英揮 氏（Amazon Data Services Japan株式会社 マーケティング・マネージャ）
•「Wakameで始めるAWS」
山崎 泰宏 氏（株式会社あくしゅ 代表取締役）

H22.7.16 １日間 89名

第21回

•「Sphinxによるセマンティック情報デザイン」
渋川 よしき 氏（Sphinx-Users.jp）
•「Pythonによるアプリケーションのチューニング」
稲田 直哉 氏（KLab株式会社 Kラボラトリー）

H22.8.20 １日間 74名

第22回

•「ITで起業する: 失敗しないポイントは何か!」
日下 康幸 氏（株式会社アライク 代表取締役CEO）
•「ITで起業してみて思うこと」
髙瀬 大輔 氏（株式会社CbIR 代表取締役）

H22.9.17 １日間 71名

第23回

•グリーの大規模分散ストレージ戦略
賀川 彰太 氏（グリー株式会社 エンジニア）
•kumofsの設計と実装
古橋 貞之 氏（筑波大学 システム情報工学研究科）

H22.10.15 １日間 72名

第24回

•クラウドを活用したアプリケーション開発事例
遠藤 博樹 氏（株式会社ワークスアプリケーションズ）（産業技術大学院大学 2007年度 修了生）
•クラウドが実現する情報システム
馬場 俊彰 氏（株式会社ハートビーツ CTO）（産業技術大学院大学 2年生）

H22.11.19 １日間 57名

第25回

•Ruby hacking guide圧縮版
園田 裕貴 氏（株式会社スケールアウト）
•The essence of Ruby M17N
成瀬 ゆい 氏（本名：田中 隆裕 氏（ソフトバンク・テクノロジー株式会社））

H22.12.17 １日間 53名

第26回

•OpenStack: Towards and Open Cloud
Adam Johnson 氏（株式会社ミドクラ シニアエンジニア（日本語解説付き））
•Eucalyptus のアーキテクチャと経験
羽深 修 氏（NTTデータ先端技術株式会社）

H23.1.21 １日間 60名

第27回

•企業の基幹システムを構築する新手法＝ユニケージ開発手法について
當仲 寛哲 氏（有限会社ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所 代表取締役 所長）
•自動システム開発ツールGeneXusの概要と開発事例
大脇 文雄 氏（ジェネクサス・ジャパン 代表取締役CEO）
•LT: PARTAKEの設計と実装
川中 真耶 氏（株式会社ワークスアプリケーションズ）

H23.2.18 １日間 48名

第28回

•国際標準（ISO）と新事業創出
田島 彰二 氏（日本電気株式会社 ITサービス企画本部 エクゼクティブエキスパート）
•PM・起業家教育の現場から学ぶ新しいマネージメント人材育成
斉藤 学 氏（スカイライトコンサルティング株式会社 シニアマネージャー、PMI日本支部 教育委員会 委員長）
•LT: Android on BeagleBoard
小嶋 秀徳 氏（株式会社ワークスアプリケーションズ ATE本部）

H23.3.18 １日間 中止

第9回
「21世紀は、デザインが世の中を元気にする」
名児耶　秀美氏（h concept  ｱｯｼｭｺﾝｾﾌﾟﾄ代表取締役）

H22.4.21 １日間 53名

第10回
「公共交通とサイン」
中村　豊四郎氏（アール・イー・アイ株式会社 代表取締役）

H22.5.18 １日間 47名

第11回
「ディスプレイデザインが、わくわくドキドキ空間を創る」
高橋　久弥氏（株式会社丹青社　文化空間事業部デザイン統括部デザイン部
長）

H22.6.25 １日間 58名

第12回
「『捨てる！』から考える　モノと暮らしの新しいカタチ」
辰巳　渚氏（一般社団法人家事塾代表・生活哲学家・消費行動研究家）

H22.7.27 １日間 53名

第13回
「ものづくりを元気にするデザインのチカラ」
根津 孝太 氏（有限会社znug design（ツナグデザイン）代表取締役）

H22.9.15 １日間 24名

第14回
「企業におけるデザインの役割とその変化」
井上 雅弘 氏（株式会社東芝　デザインセンター　センター長）

H22.10.25 １日間 45名

第15回
「インフォグラフィクス―情報をデザインする視点と表現」
木村　博之　氏（株式会社チューブグラフィックス　代表取締役）

H22.11.29 １日間 25名

第16回
「デザインの力を生かすＬＧの戦略」
LG Electronics Inc. デザイン研究センターHEBデザイン研究所常務　洪　思充
氏

H22.12.10 １日間 61名

第17回
「顧客の期待を超えるブランドを目指して」
コクヨ株式会社 社長室 ブランドグループ　クリエイティブディレクター　竹綱　章
浩　氏

H23.1.27 １日間 45名

第18回

「カラーユニバーサルデザインをはじめとするUDデザイン活動のお話し」
㈱武者デザインプロジェクト 代表取締役／UDソーシャルデザイナー　武者　廣
平　氏

H23.2.21 １日間 36名

第19回
「『共感』から発想するデザインコンセプト～オブザベーションのご紹介」
株式会社インフィールドデザイン　代表取締役　佐々木 千穂　氏

H23.3.28 １日間 中止

デザインミニ塾（創造技術専攻の各分野）
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ものづくり経営人材育成講座（ＯＰＩ独自事業として継続） H22.10.29-11.25 5日間 延べ33名 １１～１３P

第1講

・ものづくり経営に必要な項目とは
橋本  洋志（産業技術大学院大学産業技術研究科創造技術専攻教授）
・戦略的ものづくりと人づくり
九川　謙一氏（東京商工会議所中小企業部中小企業相談センター金融対策担当 課長）

H22.10.29 １日間 7名

第2講

・知的財産経営とイノベーション「コンテンツ産業リーダーの事業展開力に学ぶ」
大山　秀德氏（東映アニメーション㈱ 常務取締役経営企画部担当）
・知財の再利用とサービス科学
橋本  洋志（産業技術大学院大学産業技術研究科創造技術専攻教授）

H22.11.5 １日間 5名

第3講
・ビール工場で原価計算と管理会計の基本を学ぶ
田中　靖浩氏（田中靖浩公認会計士事務所所長）

H22.11.11 １日間 8名

第4講
・高品質ものづくりの現場を知る
今村　隆至氏（株式会社山武生産企画部長）
井上  勝博氏（株式会社山武生産企画部 部長）

H22.11.19 １日間 8名

第5講

・夢・創造を描く企業経営
松本　和也氏（高砂鐵工株式会社ステンレス販売部長兼企画室部長）
・強みを活かす企業経営論
鈴木  康之（産業技術大学院大学客員教授、(社)科学技術と経済の会事業部長兼主任研究員）

H22.11.25 １日間 5名

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） H22.6.17 1日間 ― １４P

技とテクノの融合展（主催：東京信用保証協会）（会場：東京国際フォーラム） H22.9.14 1日間 ― １５P

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） H22.9.10-11 2日間 ― １６P

産業交流展2010（主催：東京都ほか）（会場：東京ビッグサイト） H22.11.10-12 3日間 ― １７P

ベンチャー技術経営研究会として出展

AIIT技術経営交流会2011（会場：クリスタルヨットクラブ） H23.2.10 １日間 36名 １８P

AIIT産業デザイン研究所の運営 通年 ― ―

ネットワークサービスプラットフォーム研究所の運営 通年 ― ―

OPI事業Ⅲ【産業振興等】

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。
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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 
       

 
【テ ー マ】～「モバイル端末＋クラウドサービス」でビジネスを加速する～ 

iPadおよび iPod touchを実際に操作しながら，モバイル端末＋クラウドサービスでビジネスを 
加速する方法について学ぶ。 

 
【内  容】1. iPadを触ってみよう 

2. iPad利用事例の紹介 
3. クラウドサービスの利用 
4. 資料の電子化と電子書籍 
5. 様々なアプリケーション 

  
 
【日  時】２０１１年２月１７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】「次世代産業の在り方を俯瞰する」 

 

【日  時】２０１１年１月２８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）２階 展示コーナー 
 
【講  師】産業技術大学院大学 産業技術研究科 創造技術専攻 教授  OPI長 橋本 洋志 
 
【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）「３次元ＣＡＤの概要と体験実習」 ２０１１年２月８日（火）（１８：００～２１：００） 

（２）「ラピッドプロトタイピングの概要と体験実習」 ２０１１年２月９日（水）（１８：００～２１：００） 

（３）「信頼性解析手法FMEA（Failure Mode and Effects Analysis）の解説」  

２０１１年３月２日（水)（１３：３０～１６：３０） 

（４）「FMEAによる信頼性解析の演習」 ２０１１年３月３日（木)（１３：３０～１６：３０）  

 

【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 舘野 寿丈 

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  
       
 
【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２０１０” 
      「水上バスの広告ポスターを作ろう！」 
 
【テ ー マ】東京都公園協会が運航する水上バスを取り上げ、その広告作りを体験する。子ども達にウォーター

フロントとしての港区の魅力を再発見してもらうとともに、広告業界をはじめとする港区のデザイ

ン資源の豊富さ、そして、“デザイン力”を“地域の課題”に活用することの可能性について、ワー

クショップおよび見学会によって、体験的に理解することを狙いとする。 

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

港区デザイン資源活用プロジェクト 
 

【後  援】財団法人日本産業デザイン振興会 [JIDPO] 
 
【協  力】公益財団法人 東京都公園協会 

財団法人 吉田秀雄記念事業財団／アド・ミュージアム東京 
株式会社 電通 

 
【日  程】・２０１０年１０月 ２日（土）  

「アド・ミュージアム東京（カレッタ汐留内）」見学（１３：３０～１５：００）  
株式会社 電通にて広告づくり体験（１５：３０～１７：００） 

      ・２０１０年１０月１０日（日） 
       水上バス（東京水辺ライン）乗船（１０：００～１２：００） 

東京ミッドタウン・デザインハブにてポスターのラフデザイン制作（１０：００～１６：００） 
      ・２０１０年１０月１１日（月・祝） 
       東京ミッドタウン・デザインハブにてポスター制作（１０：００～１６：００） 
 
【参 加 費】無料（事前申し込み制） 

 
【対  象】港区内在住・在学の小学校３年生～６年生で保護者同伴で参加できる方 
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【名  称】 みなとくデザインの現場ツアー２０１０ 
       ～東芝デザインセンターでプロダクトデザインを学ぼう！～ 
 
【テ ー マ】 港区の地域産業であるデザイン関連産業への住民等の理解を深めるために、デザイン関連企

業・施設等をめぐる見学ツアーを実施し、併せて、デザインを通してものづくりへの興味を

刺激し次世代のデザイナー育成を図る目的で、子供向けのワークショップを開催する。 

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

港区デザイン資源活用プロジェクト 
 
【協  力】 株式会社 東芝 デザインセンター 
 
【日  程】 ２０１１年 １月 ２２日（土） １０：００～１２：００ 
 
【参 加 費】 無料（事前申し込み制） 

 
【対  象】 港区内在住・在学の小学校３年生～６年生で保護者同伴で参加できる方 
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「テキスタイル・デザイン講座 －第 2 回 製品開発のための繊維技術・基礎編－」 

【概 要】 

実践的繊維技術について関心のある方を対象に、繊維素材に関する基礎知識から先端技術までを体系

的に学べる実践的講座です！ 

服飾分野やインテリア製品はもちろんのこと、最新鋭航空機の機体に炭素繊維が使用されるなど、繊維

製品の応用分野は日用品から宇宙開発にいたるまで、複合高次構造体として様々な産業分野で欠くことの

できないものとなっています。 

さらに、デザインの現場では金属・合成樹脂など様々な素材が扱われ、なかでも繊維素材に関する知識

は、デザインの仕事に従事する方にとって不可欠なものとなっています。 

本講座では、実践的繊維技術について関心のある方を対象に、産業技術大学院大学と東京都立産業技

術研究センターとが連携して、繊維素材に関する基礎知識から先端技術までを体系的に学ぶ機会を提供し

ます。 

第 2 回目となる今回は、産業技術大学院大学の教員と産業技術研究センターの上席研究員を中心とした

繊維・デザイン関連業界の第一線で活躍している専門家により、先端繊維素材や応用事例についての講義

と、テキスタイル、テクスチャー、デザインの理解を深めるための演習・クロストークを盛り込んでいます。 

• プログラムの構成（1 コマ 90 分） 

• オリエンテーション（1 コマ） 

• テキスタイル・アドバンス（4 コマ） 

• テクスチュア・アドバンス（4 コマ） 

• デザインクロストーク（2 コマ） 

• デザイン演習（2 コマ） 

• プレミアム・コレクション（1 コマ） 

• テキスタイル・デザイン（1 コマ） 

計 15 コマ 

【募集要項】 

受講時間数 総計 15 コマ／22.5 時間【1 日 3 コマ（1 コマ 90 分）×全 5 講】 

主な対象者 
デザイナー、クリエイターなど製品の企画・開発に関わる方、流通・販売・品質管理に携わる繊維関

連業界の方など 

募集人員 20 名（先着順に受付） 
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開講期間 
平成 22 年 10 月 13 日 ～ 平成 22 年 11 月 17 日  計 5 日 

毎週水曜日（10：30～16：15）に開講。※11 月 3 日（祝）は休講日 

受講料 30,000 円（税込）※別途お振込手数料をご負担いただきます 

申込受付期

間 
平成 22 年 7 月 14 日（水）～平成 22 年 10 月 8 日（金） 

申込方法 

受講申込書を下記よりダウンロードして、FAX 送信(03-3472-2790)、または、 

電子メールにて申込書記載事項を、送信（opi@aiit.ac.jp）してください。 

※お申し込みいただいた方には、お支払方法を含めた「受講のご案内」をお送りします。 

注意事項 

• 申込数が定員になり次第、締め切らせていただきますので、ご了承ください。 

• 受講申込数が一定数に満たない場合には、講座を中止させていただく可能性があります。

• 中止となった講座の申込料金は返却させていただきます。 

• 受講申込後のキャンセルは速やかに事務局までご連絡ください。 

 

【お問い合せ先】 

産業技術大学院大学 管理部管理課 OPI 企画運営係 

電話（直通）03-3472-7833  
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平成 22 年度 産業技術大学院大学が実施する専門講座「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２２年１０月７日（木）に産業技術大学院大学 品川シーサイドキャンパス（東京都

品川区東大井１－１０－４０）にて、１０月２９日から開講いたします本講座についての

無料説明会を開催しました。 
 
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による、本講座の概要説明と

具体的事例の分析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 22 年度「ものづくり経営人材育成講座」 

工場を見学しながら学べます！！ 

本講座は、日本経済を支える中小企業の人材育成に焦点をあてた、ものづくり経営の要点を、企業

の業務改善や経営力の向上に役立てていただける実践的講座です。工場見学や演習に加え、実例に

即した講義を効果的に組み合わせることで、受講される方々に新たな知見を得る機会を提供します。

皆様の課題に合わせて、全 5 講座から自由に選んで受講できます！ 

プログラムの構成（1 コマ 90 分 ※ 第 3 講のみ 1 コマ 60 分） 

日時 講座 

第 1 講 10 月 29 日（金） 13:00～18:00 ◇ものづくり経営に必要な項目とは（1 コマ） 

◇戦略的ものづくりと人づくり（2 コマ） 

第 2 講 11 月 5 日（金）  13:00～18:00 ◇知的財産経営とイノベーション（2 コマ） 

◇知財の再利用とサービス科学（1 コマ） 

第 3 講 11 月 11 日（木） 13:00～15:00 ◇ビール工場で原価計算と管理会計の基本を学ぶ（2 コマ） 

第 4 講 11 月 19 日（金） 13:00～18:00 ◇高品質ものづくりの現場を知る（3 コマ） 

第 5 講 11 月 25 日（木） 13:00～18:00 ◇夢・創造を描く企業経営（2 コマ） 

◇強みを活かす企業経営論（1 コマ） 

    

募集要項 

受講時間数 1 日 2～3 コマ（1 コマ 90 分 ※第 3 講のみ 1 コマ 60 分）×全 5 講 

主な対象者 ものづくり企業の経営力向上に取り組む経営者・後継者及び管理職 

募集人員 各講 20 名（先着順に受付） ※第 2 講のみ定員 10 名 

開講期間 平成 22 年 10 月 29 日（金） ～ 平成 22 年 11 月 25 日（木） 

毎週 1 回 木曜日又は金曜日に開講（全 5 講） 

受講料 各講 9、900 円（税込） ※第 3 講のみ 4、400 円 

申込期限 各講の開講日の 2 日前まで 

申込方法 受講申込書を下記よりダウンロードして、FAX 送信(03-3472-2790)、または、 

電子メールにて申込書記載事項を、送信（opi@aiit.ac.jp）してください。 

※お申し込みいただいた方には、お支払方法を含めた「受講のご案内」をお送りします。 

注意事項 ・申込数が定員になり次第、締め切らせていただきますので、ご了承ください。 

・受講申込数が一定数に満たない場合には、講座を中止させていただく可能性があります。 

・受講申込後のキャンセルは速やかに事務局までご連絡ください。 

・競合会社関係者の工場見学はご遠慮願う場合がございます。あらかじめご了承ください。 
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【お問い合せ先】  

産業技術大学院大学 管理部管理課 OPI 企画運営係 

電話（直通）03-3472-7833 
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平成 22年 6月 17日（木）に東京都立産業技術研究センターの平成 22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、「手のインターフェース技術論」と題

して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 20 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 22 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。 
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【名  称】江戸・ＴＯＫＹＯ 技とテクノの融合展２０１０ 

 

【テ ー マ】つたえる つながる つくりだす ～中小企業が未来をひらく～ 

 

【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】２０１０年９月１４日（火）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】≪はばたけ！未来のものづくり≫ 

 

【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、「宇宙ビジネス創出に向けて」などの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等 

 

【会  期】２０１０年９月１０日（金）午前１０時から午後５時３０分まで 

９月１１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 2010 
 

【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２０１０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】２０１０年１１月１０日（水）・１１日（木）・１２（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２・３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】AIIT技術経営交流会2011 
 
【目  的】最新のトピックや話題性のあるテーマを取り上げた講演会を行い、経営・研究・開発にたずさわる

方々に、誰でも自由に参加し、議論・交流できる場を提供することで、参加者それぞれの企業経営

のヒントとしていただきます。また、講演後はクルージングでの立食を通じて、参加者間の人脈作

りの機会を提供します。 
 
【主  催】公立大学 産業技術大学院大学 
 
【日  時】２０１１年２月１０日（木） 午後４時００分から午後８時００分まで 
 
【内  容】第１部 講演（講師：内閣参事官（知的財産戦略推進事務局） 安藤 晴彦） 

第２部 講演（講師：株式会社ユーグレナ 代表取締役  出雲 充） 
      エンディング・ビュッフェ（クルージングでの立食） 

 
【会  場】クリスタルヨットクラブ（東京都品川区東品川５丁目９番１６号） 
       クラブハウス及びクルーズシップ「レディクリスタル」  
 
【入 場 料】第１部・第２部：入場無料（事前申し込み制） 

第３部 １０，０００円 
 

【対  象】企業経営者・一般 
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