
平成２３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

H23.4.1～H24.3.31 ― ―

H23.4.22～5.31 2ヶ月間 2名

H24.3.8 1日間 16名 ４Ｐ

H23.2.22～3.3 6日間（16コマ） 延べ60名 ５p

H24.2.29 1日間 12名 ６p

【デザイン資源と地
域をつなぐための情

報発信】
六本木アートナイト

出展
H24.3.24・25

【デザイン資源と地域を
つなぐための情報発信】
六本木アートナイト出展

2日間

【デザイン資源と地域をつ
なぐための情報発信】

六本木アートナイト出展

【街づくりデザイン選
手権】

H24.3.2/3.17/3.30

【街づくりデザイン選手
権】　　　　　３日間

【街づくりデザイン選手権】 ７p

【商店街デザイン選
手権】

H23.8.29/9.12
【めざせわたしはデ
ザイナー】H23.10.29
【人材育成セミナー】
H24.1.24・31 /2.7・14

【商店街デザイン選手
権】　　　　２日間

【めざせわたしはデザイ
ナー】　　１日間

【人材育成セミナー】
４日間

【商店街デザイン選手権】
２日間計約１６０名

【めざせわたしはデザイ
ナー】　　　　２５組５０名

【人材育成セミナー】
延べ約70名

８・９p

H24.1.28 １日間 19名 １０p

H23.7.8 １日間 １８名

H24.2.16 １日間 １２名

通年 ― ―
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、単なるビデオ映像の撮りだめではない
形での技術の継承に取り組みました。

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２３年度は「流
通産業」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。

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。

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。また、「品川区民大学」において、一般区民向け
に、本学教員によるデザインに関する講演を開催しました。

デザイン産業の集積を活用するため、デザイン資源と地域をつなぐ仕組みづくり、デザイ
ン資源の活用、人材育成に関する事業等を実施しました。

「おおた区民大学」において、本学創造技術専攻教員による講演を開催しました。

大田区との連携事業
「おおた区民大学講座」

港区との連携事業
デザイン活用支援事業

品川区との連携事業
デザインセミナー事業・出張マンスリーフォーラム（デザインミニ塾）

江東区との連携事業

ものづくり施設見学会

こうとう産学連携技術セミナー

工業デザインセミナー連続講座

企業の方に、大学や公的施設を公開し、その活用方法を提案する施設見学会を開催しま
した。また、「産学連携技術セミナー」と題し、本学教員による製品安全のためのリスクア
セスメントと安全性・信頼性設計の手法についての講演を開催しました。

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」

デザイン資源と地域をつなぐ仕組みづくり施策
（「デザイン資源と地域をつなぐための情報発信」「港区デザイン資源イエローブック」「デ
ザイン目安箱」）

事項

OPI事業Ⅰ【行政などとの連携事業】

「中小企業実態調査」（産業労働局）

「ITリーダー研修」（総務局）

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」

１　東京都との連携講座

２　東京23区との連携講座

３　その他

区民大学連携講座　ＡＩＩＴマンスリーフォーラム　出張デザインミニ塾

デザインの人材育成と啓発
（「商店街デザイン選手権」「めざせわたしはデザイナー２０１１」「デザイン資源をつなぐ人
材育成セミナー」）

デザイン資源・デザイン力の活用施策
（「街づくりデザイン選手権」「中小企業デザイン支援プラットフォーム整備・運営」）
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ＡＩＩＴマンスリーフォーラム

第29回

•gTLDにおけるネームスペースInnovation
大東 洋克 氏＝GMO Registry, Inc. Executive Director
•数で見る国別トップレベルドメイン名（ccTLD）の実態
上村 圭介 氏＝国際大学グローバル・コミュニケーション・センター（GLOCOM） 主任研究員（准教授）
•LT: .tokyoドメイン
加藤 由花 氏＝産業技術大学院大学 教授

H23.4.15 １日間 36名

第30回

•Google Apps Scriptの使用方法と利用例
中村 敦 氏＝テレビ朝日（産業技術大学院大学 2007年度 修了生）
•App Engine ― Google I/O の果実
松尾 貴史氏＝Google
•LT: 震災発生後にITで何が起こったか。
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

H23.5.20 １日間 77名

第31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

H23.6.17 １日間 56名

第32回

•(1) 「マルウエアに関連した最近の傾向について」
竹田 春樹 氏
•(2) 「マルウェア作成者とマルウェア分析者の戦い」
中津留 勇 氏
•LT: 「ドキュメントを加速させるツール blockdiag」
小宮 健（@tk0miya）氏＝タイムインターメディア

H23.7.15 １日間 56名

第33回

•(1) みんなでつくる震災復興支援プラットホームSinsai.infoを実現する技術とチーム運営
三浦 広志 氏＝オープンストリートマップ ファウンデーション ジャパン 代表理事，Sinsai.info 副責任者 渉
外担当，株式会社NTTデータ 基盤システム事業本部
•(2) 助けあいジャパン 東日本大震災から５ヶ月を経て ～ 大規模緊急災害時の情報発信に必要なもの
―「これまで」と「これから」
小和田 香 氏＝助けあいジャパン 情報発信本部リーダー（一般社団法人 助けあいジャパン 理事），
SocialShift 主催メンバー，ソフトバンクグループ通信4社 情報システム本部（兼）ソフトバンクテレコム株
式会社 クラウドサービス開発本部
•LT: Python/C API の紹介
杵渕 朊彦 氏＝株式会社イーシー・ワン（株式会社ノーチラス・テクノロジーズ）

H23.8.19 １日間 42名

第34回

•1: 「GoogleのADKについて」
中川 友紀子 氏＝株式会社アールティ 代表取締役
•2: 「この先10年の組込みシステム」
北神 雄太 氏＝ArtifactNoisr代表，発明家
•LT: 「Android on BeagleBoard」
小嶋 秀徳 氏＝東京工業大学 数理・計算科学専攻 松岡研究室

H23.9.16 １日間 41名

第35回

•1:「Enterprise市場から見たWebとSocial」
石井 昭紀 氏＝株式会社イージフ CTO
•2:「ユーザーエクスペリエンスとソフトウェア開発」
香取 徹 氏＝株式会社アゼスト 社長

H23.10.21 １日間 49名

第36回

•1: 「ソーシャルゲーム業界の今」
堀内 康弘 氏＝株式会社gumi 取締役CTO
•2: 「ホスティング事業者から見たソーシャルゲーム」
文屋 宏 氏＝株式会社リンク at+link事業部 ディベロッパーサポート部 部長

H23.11.18 １日間 36名

第37回

•「プログラミングをすべての人へ（ ビジュアルプログラミング言語ビスケットのご紹介）」
原田 康徳 氏＝NTTコミュニケーション科学基礎研究所
•「リアルタイムWebの教育利用と近年のICT＋教育の動向について」
後藤 正樹 氏
LT: 「かんたんHaskell」
長尾 雄行 氏＝産業技術大学院大学 情報アーキテクチャ専攻 助教

H23.12.16 １日間 42名

第38回
•「ソフトウェア品質検査技術と静的解析～インスペクション技術を中心に」
細川 宣啓 氏＝日本IBM（株）ソフトウェア事業部・Rational事業
•LT: 未定

H24.1.20 １日間 39名

第39回

•「スタートアップベンチャーの実際とそれを取り巻く環境」
川田 尚吾 氏＝（株）ディー・エヌ・エー共同創業者・本学客員教授
鈴木 仁士 氏=Wondershake社CEO

H24.2.17 １日間 63名

第40回

•「消費者が生み出す情報の分析 ― 行動情報からCGMの解析まで」
飯尾 淳 氏＝株式会社三菱総合研究所 先進ビジネス推進本部 主席研究員
•「大規模データに基づく解析手法の動向と今後の課題」
白井 康之 氏＝（独）科学技術振興機構 ERATO湊離散構造処理系プロジェクト 技術参事

H24.3.16 １日間 65名

最近のNoSQLをテーマに，拡大版として多数の講師陣との勉強会・交流会フォーラムを開催。
①「ROMA のアーキテクチャと社内事例」松江 宏樹 氏＝楽天株式会社　②「Cassandra 1.0」川中 真耶 氏＝Google
株式会社　③「Cloudian（クラウディアン）におけるNOSQL活用事例」河野 達也 氏＝ジェミナイ・モバイル・テクノロ
ジーズ株式会社　④「分散型KVS「okuyama」の活用事例」文屋 宏 氏＝株式会社リンク　⑤「Amazon DynamoDB」
大谷 晋平 氏=Amazon Web Services

H24.3.18 １日間 63名

PythonやPythonを使ったソフトウェアについて情報交換・交流ためのカンファレンス、 PyCon JP　2011を開催。 H23.8.27 １日間 247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

H23.4.25 １日間 56名

第20回
「マナーとデザイン」水廻り設備を中心に
芝浦工業大学デザイン工学部　プロダクトデザイン領域　教授　橋田　規子　氏

H23.6.1 １日間 31名

第21回
「異文化市場のお客さんの頭の中を探ろう　ローカリゼーションマップの試み」
モバイルクルーズ株式会社代表取締役 ビジネスプランナー 安西 洋之 氏
デザイナー、デザインディレクター、テツタロウデザイン代表 中林 鉄太郎 氏

H23.7.1 １日間 56名

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。

PyCon JP 2011 

InfoTalk Spring Break 2012（NoSQL）（拡大版ＩｎｆｏＴａｌｋ）

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）

デザインミニ塾（創造技術専攻の各分野）
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第22回
「POST 3.11 震災からデザインの役割を再考する」
株式会社GKインダストリアルデザイン　柴田 厳朗氏

H23.7.26 １日間 37名

第23回
「場と風」
トヨタ自動車株式会社 企業価値創造室 室長 改田 哲也氏

H23.9.26 １日間 58名

第24回
「ユーザを中心としたものづくり」人間中心設計への取組
～日産リーフ取り扱い説明書デザイン開発における事例等より～
株式会社U'eyes Design 代表取締役 鱗原 晴彦 氏、伊藤 英明 氏

H23.10.25 １日間 55名

第25回
「日本のデザインにまだアドバンテージはあるか？
〜アジアの国々の取り組みと比較して〜」
日経BP社　経営情報グループ開発プロデューサー 勝尾　岳彦　氏

H23.11.28 １日間 43名

第26回
ストーリー・ウィーヴィング - ものづくりとものがたり
～「コンセプト主導型製品開発」の先にあるもの～
takram design engineering デザインエンジニア 渡邉 康太郎 氏

H23.12.19 １日間 64名

第27回
「空間演出の世界」～こころ躍る空間デザイン～
空間演出デザイナー、プロデューサー 株式会社イルミナティ代表取締役 仁木 洋
子 氏

H24.1.23 １日間 24名

第28回
R&Dにおける人間中心のイノベーション ～ノーマンの思想からのインプリケーショ
ン
リコー経済社会研究所 シニアスペシャリスト  伊賀 聡一郎 氏

H24.24 １日間 40名

第29回
最新のインド事情
～インドのモーターショーに見るデザインと地方都市の現状～
アオト・デザイン代表 青戸 務 氏

H24.3.22 １日間 35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） H23.11.9 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：東京国際フォーラム） H23.11.2 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）

産業交流展2011（主催：東京都ほか）（会場：東京ビッグサイト）

ベンチャー技術経営研究会として出展 H23.10.26-28 3日間 ― １３p

ICTベンチャー支援に向けた情報通信研究機構（NICT）との情報交換会･説明会 H23.12.1 １日間 26名 １４～１６p

AIIT技術経営交流会2012（会場：クリスタルヨットクラブ） H24.2.22 １日間 39名

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 ― ―

Ｈ23・24・25 通年

企業信頼性指数（ＣＩＳ）調査委員会の設置及び運営 H24.1.31～3.31 3ヶ月 ―

第８回中小企業都市サミット（主催：中小企業都市連絡協議会、大田区産業プラザ）

H23.8.4～8.5 2日間 60名

H23.8.5 1日間 ―

産業技術大学院大学として出展 H23.8.4～8.5 2日間 ―

第1回

実務レベルにおいて他者と連携しながら新製品開発を成し遂げる能力の育成を
目的として、研修を実施しました。
ものづくりチーム力養成研修コースを修了後、品質管理技術又は、CAD/ラピッド・
プロトタイピングを選択する形態としました。

H23.5.21～6.18 ― 述べ231名 １８・１９p

第2回

企業の枠を越えてチームとして円滑に共同作業を推進できる人材、及び形ある製
品を複数の企業で連携して作り上げるうえで不可欠な3次元CADおよびRP(Rapid
Prototyping)のスキルと、自社製品の高い品質を保証する品質管理スキルを持つ
人材を育成するため、3コースの研修を実施しました。 各研修には、先進企業訪
問・工場見学を取り入れました。

H23.11.12～12.10 ― 述べ235名 ２０p

産業デザインに関する研究開発、(2)産業デザインに関する普及啓発、(3)産業デザインに
関する相談、その他専門講座の開催などを通じ、地域産業のデザイン力強化、地域デザ
イン人材の高度化、デザインに関する実務教育の促進等を行うことを目的として平成21年
度に設置されました。

学内外研究者からなる研究プロジェクトチームにより、競争力のあるインターネットサービ
スプラットフォーム（ネットワークサービス構築基盤）の実現、および当該プラットフォーム
上での各種サービスの研究・実用化の推進を目的として、平成22年度に設置されました。

その他の事業

サポーティングインダストリー（ものづくり基盤事業）・プロジェクト（３箇年事業）

ものづくり教室
　ペットボトルを使った風力発電機
　乗り物デザイナーといっしょにソーラーカーを作ろう！

２０１１オープンイノベーションマッチングin大田
　プレセミナー

就職できる力、働く技術力を高める研修　（「ものづくり分野の人材育成・確保事業」：全国中
小企業団体連合会)

１７p

OPI事業Ⅲ【産業振興等】

中止
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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】 ～ソーシャルメディアの動向と活用～ 

利用者が急激に増え、注目されているFacebook・Twitter等のソーシャルメディア。 

ソーシャルメディアの基礎知識から、その他の最新注目技術及びビジネスでの具体的活用事例を

紹介。 

 

【内  容】 1.ソーシャルメディア について 

2. Twitterの基礎知識、特徴 

3. Facebookの基礎知識、特徴 

4. 企業での業務活用事例、戦略 

 

 

【日  時】２０１２年３月８日（木） １９：００～２１：００ 

 

【会  場】中野区勤労福祉会館（中野区中野２―１３―１４）３階会議室 

 

【講  師】産業技術大学院大学 産業技術研究科 情報アーキテクチャ専攻 教授 小山 裕司 

 

【受 講 料】２，０００円 

 

【対  象】経営者・従業員・一般 
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【名  称】人間中心デザイン（製品デザイン編）（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）「製品安全のデザイン」   ①平成２４年２月２２日（水）１８：３０～２１：４０ 

②平成２４年２月２３日（木）１８：３０～２１：４０ 

 

（２）「感性価値デザイン 」   ①平成２４年２月２５日（土）１０：３０～１８：００ 

                ②平成２４年３月３日（土）１０：３０～１４：３０ 

                ③平成２４年３月３日（土）１４：４５～１８：００ 

 

（３）「デザインプロトタイピング」 ①平成２４年２月２９日（水）１８：３０～２１：４０ 

                    ②平成２４年３月１日（木）１８：３０～２１：４０ 

 

【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】(１) ①②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 

(２) ① 産業技術大学院大学 産業技術研究科 創造技術専攻 教授 國澤 好衛 

       ② 産業技術大学院大学 産業技術研究科 創造技術専攻 教授 福田 哲夫 

         ③ 産業技術大学院大学 産業技術研究科 創造技術専攻 教授 小山 登      

(３) ①②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】品川区中小製造業者等 
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【名  称】品川区 区民大学連携講座   

産業技術大学院大学AIITマンスリーフォーラムデザインミニ塾 

 

【テ ー マ】「カーデザイナーのしごと」 

自動車は多くの製品の集まりで出来ていると言われている。ダッシュボードを見れば、NAVI

はTVや携帯情報端末であり、オーディオも含んでいる。また、シートは家具の椅子より頑丈で、

照明もインテリアとしても充分に成り立つ。そう言うカーデザインの仕事を分かりやすく解説す

る。 

 

【内  容】１、カーデザインの仕事について  

２、デザインのワークショップ 

 

【日  時】２０１２年２月２９日（水） １８：３０～２０：００ 

 

【会  場】こみゅにてぃぷらざ八潮（品川区八潮５－９－１１） 

 

【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 小山 登 

 

【受 講 料】無料 

 

【対  象】16歳以上の品川区在住・在学・在勤 
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【名  称】みなとく商店街デザイン選手権 

      公開セミナー（アイデア提案中間発表）・アイデア提案会 

 

【テ ー マ】港区には、デザイン事務所などのデザイン関連産業が多く集まっていています。その豊富なデザイ

ン資源を活用して地域を活性化させる取り組みとして、区の商店街が抱えるさまざまな課題に関す

る解決のアイデアを区内のデザイナーによるチームが提案し、今後の商店街活性化のヒントとして

いただく。 

 

【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】財団法人日本デザイン振興会 [JIDPO] 

 

【日  程】・公開セミナー（アイデア提案中間発表） 

２０１１年８月 ２９日（月） １９：００～２１：００ 

東京ミッドタウン５F  リエゾンセンター・デザインハブ 

      

      ・アイデア提案会 

２０１１年９月１２日（月）  １９：００～２１：００ 

       東京ミッドタウン５F リエゾンセンター・デザインハブ 

 

【参 加 費】無料（事前申し込み制） 

 

【対  象】港区内在住・在勤者、商店街関係者・商店経営者、デザイン関連事業者ほか、 

      みなとく商店街デザイン選手権に興味ある方、どなたでも受講可能。 
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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２０１１” 

      「みんなの未来のものがたり」 

 

【テ ー マ】プロダクトデザインのプロセス、方法論（観察、問題定義、コンセプト作り、ディスカッション、

制作、プレゼンテーション）を通し、自分で考えたモノを形にし、表現すること、コミュニケーシ

ョンすることを学ぶ。 

港区の未来を考え、ユニバーサルデザインやエコロジーデザインの視点から、人にやさしい、環境 

にやさしいまちを考えデザインし、それを模型やイラストなどを使って物語として表現する 

 

【主  催】港区 

 

【共  催】産業技術大学院大学  

 

【運  営】産業技術大学院大学・芝浦工業大学 

 

【日  時】２０１１年１０月 ２９日（土） １０：００～１７：００ 

 

【会  場】芝浦工業大学 芝浦キャンパス 

 

【参 加 費】無料（事前申し込み制） 

 

【対象・定員】港区内在住・在学の小学校３年生～６年生／保護者と子ども２人１組の３０組 
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【名  称】「デザインを活用した中小企業支援を考えるセミナー」 

     

【テ ー マ】第1回「中小企業とデザイン導入」 

      第2回「中小企業へのデザイン導入事例」 

      第3回「中小企業へのデザイン導入と課題」 

      第4回「デザイン活用と行政の連携」 

 

【主  催】港区 

 

【共  催】産業技術大学院大学  

 

【運  営】港区デザイン資源活用プロジェクト 

 

【協  力】公益財団法人日本デザイン振興会 

 

【日  時】 第1回   2012年1月24日（火）  19:00～21:00  

第2回  2012年1月31日（火）  19:00～21:00 

第3回  2012年2月 7日（火）   19:00～21:00 

第4回  2012年2月14日（火）  19:00～21:00 

 

【会  場】東京ミッドタウン タワー棟５階 デザインハブ（港区赤坂９－７－１） 

 

【参 加 費】無料（事前申し込み制） 

 

【対象・定員】中小企業の経営支援やビジネスコーディネー

ションを担う中小企業診断士、金融機関 

関係者など 30名。 
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平成 24 年 1 月 28 日（土）に大田区教育委員会主催の「おおた区民大学講座」で、本学

産業技術研究科 創造技術専攻の橋本洋志教授が、「日本らしいサービス科学に基づく高品

質な産業を展望する」と題して講演を行いました。 

 

当日は、外国と比較した日本人の文化、気質、特質などの際立った特徴と、これらがサ

ービスにおける満足にどのように影響するかについて説明し、これらの知見を基に、日本

人らしい高品質な産業とは何か、それらを将来に向けてどのように展開していったら良い

かの調査研究とアイデアに関する講演が行われました。 

    

【講演の様子】 

 

 

 

               

大田区教育委員会主催の「おおた区民大学講座」で、本学の橋本洋志教

授が講演を行いました。 
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平成 23年 11月 9日（水）に東京都立産業技術研究センターの平成 23年度研究成果発表

会で、本学産業技術研究科創造技術専攻の越水重臣准教授が、「品質工学の新しいパターン

認識手法 ＭＴシステム」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。 

 

センターは、10 月 3 日に新本部を開設し、今回は新本部ではじめての研究成果発表会に

なります。（http://www.iri-tokyo.jp/info/kyoten/shinhonbu.html） 

 

 

 

 

  

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 23年度研究

成果発表会で、本学の越水重臣准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２０１１ 

 

【テ ー マ】東京は中小企業が元気にする ～一歩がつなぐ大きな未来～ 

 

【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】２０１１年１１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 展示ホール（東京都千代田区丸の内３－５－１） 

 

【入 場 料】無 料 

 

【対  象】中小企業者・一般 
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【名  称】産業交流展 ２０１１ 

 

【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２０１１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】２０１１年１０月２６日（水）・２７日（木）・２８（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５・６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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平成２３年１２月１日（木）に産業技術大学院大学 品川シーサイドキャンパス（３階 

３５１a教室）にて、ICTベンチャー支援に向けた情報通信研究機構（NICT）との情報交換

会･説明会を開催しました。 

 

当日は、独立行政法人 情報通信研究機構（NICT） 産業振興部門 事業化支援室長 佐々

木 洋 氏にお越しいただき、NICTが展開している ICTメンタープラットフォーム事業にお

ける、次世代を担うＩＣＴ分野で活躍しているメンターとの交流や、NICT のシーズを活用

した起業化手段の考えについてのご説明と、活発な質疑応答が行われました。 

   

 

情報交換会・説明会の様子 

 

 

                      

                

ICT ベンチャー支援に向けた情報通信研究機構（NICT）との情報

交換会･説明会を開催しました。 
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ICT ベンチャー支援に向けた情報通信研究機構（NICT）との情報交換会･説明会 

産業技術大学院大学では、独立行政法人情報通信研究機構（NICT)にご協力いただき、ICT 分野

における起業に興味がある方、チャレンジを検討している方を対象に、NICT が取り組んでいるベンチ

ャー支援についての情報交換会・説明会を開催いたします。 

NICT は、情報通信技術の研究開発や、情報通信分野の事業支援を総合的に行うことを目的とし

ており、【ICT メンタープラットフォーム事業】という取組を展開しています。 

 

ICT メンタープラットフォーム事業についてはこちら（http://www.venture.nict.go.jp） 

 

今回は、NICT の事業化支援室長にお越しいただき、同事業における、次世代を担うＩＣＴ分野で活

躍しているメンターとの交流や、NICT のシーズを活用した起業化手段の考えについてご説明いただ

きます。 

 

皆様からのお申込み、お待ちしております！ 

 

■ＮＩＣＴとは（http://www.nict.go.jp/index.html） 

独立行政法人情報通信研究機構 

（英称：National Institute of Information and Communications Technology） 

 総務省所管の独立行政法人。情報通信技術の研究開発や、情報通信分野の事業支援等を総合

的に行うことを目的としている。「研究拠点：全国 8 か所、電波送信所：全国 2 か所」 

日時・場所等 

日時 平成 23 年 12 月 1 日（木）18 時 00 分～19 時 00 分 

会場 
産業技術大学院大学品川キャンパス 351a 教室 （東京都品川区東大井 1-10-40 

http://aiit.ac.jp/info/route.html） 

内容 

ＮＩＣＴの取組み【ＩＣＴメンタープラットフォーム事業

（http://www.venture.nict.go.jp/）】の紹介 

（次世代を担うＩＣＴ分野で活躍しているメンターとの交流や、 

ＮＩＣＴのシーズを活用したベンチャー創出の考えについて説明します。） 
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参加費 無料 

対象 起業に興味がある、チャレンジを検討している方、本企画内容にご興味をお持ちの方。 

申込 
氏名・所属・連絡先を明記のうえ、opi@aiit.ac.jp までメールにてお申込みください。 

【お申込み期限：11 月 30 日（水）】 

 

お問い合せ先 

公立大学 産業技術大学院大学 管理部管理課 OPI 企画運営係 

TEL: 03-3472-7833 FAX:03-3472-2790 

E-Mail: opi@aiit.ac.jp 

URL: http://aiit.ac.jp/ 
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【名  称】第８回中小企業都市サミット（おおたサミット） 

 

【テ ー マ】「ものづくり日本の再興」 

東日本大震災からの復興、中小企業集積の機能強化、新市場の開拓などについて協議する。 

 

【内  容】中小企業が高度に集積する都市（川口市、墨田区、大田区、岡谷市、東大阪市、尼崎市）の首長と

商工会議所の首脳が、中小企業振興に関する共通課題について協議を行う。2 年ごとに各都市で開

催し、産業集積都市が抱える課題の解決策について首脳会議を重ね、各地域の行動の方向性をまと

め、国や世論に広くアピールする。今回は、政府関係者や約 30 の中小企業都市の方々が参加し、

多くの意見やアイディアを交換して「ものづくり日本」の未来への道筋を示す。 

      

【主  催】中小企業都市連絡協議会 

 

【開 催 日】平成２３年８月４日（木）・５日（金） 

 

【会  場】大田区産業プラザ（東京都大田区南蒲田１－２０－２０） 

 

【入 場 料】無 料 

 

【共催イベント】 

・パネルディスカッション 

・自治体・商工会議所等プレゼンブース 

・オープンイノベーションマッチング 

・小学生ものづくり教室 

・大田区内ものづくりバスツアー 
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【就職できる力、働く技術力を高める研修】を開催しました。 

【日 程】 

2011 年 5 月 21 日（土）～2011 年 6 月 18 日（土） 

【概 要】 

実務レベルにおいて他者と連携しながら新製品開発を成し遂げる能力を身につけられる実践的研修

です！ものづくりチーム力養成研修コースを学んだうえで、品質管理・CAD の２コースに分かれて学

びます。 

【到達目標】 

☆ものづくりチーム力養成研修 

• 職場や取引先などと円滑にコミュニケーションできるようになる。 

• プロジェクトの進行を理解し、それに応じたドキュメントを作成できるようになる。 

• 提案書作成のポイント/ノウハウを取得し、説得力のある提案書を作成できるようになる。 

☆品質管理研修 

• 統計的品質管理、品質管理手法の基礎を理解する。 

• 総合演習により品質管理手法（QC7 つ道具、管理図）などを駆使できるようになる。 

☆CAD 研修（入門） 

• 3D-CAD の中で業界標準ソフトを用いて、部品形状のモデリングおよび製品アセンブリを作

成できるようになる。 

• 作成した形状モデルを STL データに変換し、積層造型機によってプロトタイプを作成できる

ようになる。 

☆CAD 研修（応用） 

• 修得済みのCAD基本操作知識を活用し、より複雑な形状を設計することによりCAD操作の

習熟度を高める。 

• チームメンバー間で互いに情報交換しながら設計部品相互のインターフェースをとり、ひと

つの製品に纏め上げる分担設計が出来るようになる。 

• レンダリング機能を使って作品の形状/色彩デザイン評価などが出来るようになる。 

【修了証の発行】 

全カリキュラムを修了し、一定の条件を満たした方には修了証を発行しました。 
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品質管理研修の様子                       CAD 研修の様子 

【お問い合せ先】 

産業技術大学院大学 管理課 OPI 企画運営係 

電話（直通） 03-3472-7833 メールアドレス opi@aiit.ac.jp 
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【就職できる力、働く技術力を高める研修】を開催しました。 
統計的品質管理SQC の基礎から、実務で役立つ品質管理手法（QC7 つ道具、管理図など）を

駆使できるよう学習します。 
早い製品ライフサイクルに対抗する迅速な設計手段として3 次元CAD とラピッド・プロトタイ

ピングを 
用いた製品設計プロセスを学び、業界標準となっているCAD ソフトおよび積層造形機で製品を
作成します。 
 
【日 程】 

平成23 年11 月12 日（土）～12 月10 日（土） 
 
【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） 
 
【受講料】 

無料！！ 
 
【募集締切】 

研修1    ：平成23 年11 月  8 日（火） 
研修2・3 ：平成23 年11 月25 日（金） 

 
【募集人員】 

研修1  品質管理   15 名 
研修2  CAD入門   20 名 
研修3  CAD応用   10 名 

 
【対象者】 

求職者及び中小企業従業員 
罹災者の方を優先します。 

 

           
品質管理研修の様子                                                                  CAD研修の様子 

 
【お問い合せ先】 

産業技術大学院大学 管理課 OPI 企画運営係 
電話（直通） 03-3472-7833 メールアドレス opi@aiit.ac.jp 
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