
期間 日数 参加者数

H24.4.1～25.3.31 ― ―

H24.4.26～24.7.13 週2～3日 4名

Ｈ24.6.22～25.2.23 ８ヶ月間 30名

H25.2.27 1日間 17名

H25.2.19～3.2 6日間 60名

H24.8.25 1日間 57名

Ｈ24.6～25.3 ― ―

同上 ― ２チーム参加

同上 ― 37名

1/19,1/26,2/2 3日間 52名

Ｈ25.6（延期） ― ―

H25.2.1 1日間 34名

H24.4.1～25.3.31 ― ―

Ｈ24．6.14～15 2日間 ―

H24.6.14 １日間 ―

H24.4.1～25.3.31 通年 ―

第41回
•「アーキテクティングの入り口としての概念データモデリングと5年間のPBLの実践」
南波 幸雄 氏＝産業技術大学院大学 情報アーキテクチャ専攻 教授

H24.4.20 1日間 ９１名

第42回

•航空業界20年の軌跡
高垣 宏成 氏=株式会社 スターフライヤー 経営企画部 課長
•航空業界を支えるシステムとは?
中村 健治 氏=全日空システム企画株式会社 次世代システムプロジェクト ダイレクター

H24.5.18 1日間 60名

第43回
•「起業マインド・出会い・事業運営」
岩崎輝之 氏=あたまソフト（株）CEO
鴻巣英典 氏=あたまソフト（株）COO

H24.6.15 1日間 44名

第44回

•Jenkinsではじめる継続的インテグレーション
佐藤 聖規 氏＝（株）NTTデータ 技術開発本部ＡＬＭソリューションセンタシニア・エキス
パート
•TDD のこころ ― テスト駆動開発に大事なもの
和田 卓人 氏＝タワーズ・クエスト株式会社取締役社長

Ｈ24.720 1日間 67名

第45回

•「あらゆる大会の管理・運営を支援するScoreDoc」
吉岡 明日葉 氏=株式会社イージフ（産業技術大学院大学 2年生）
•「スポーツリーグ運営でIPOを目指すスタートアップベンチャーの前人未到の挑戦」
大垣 伸悟 氏=株式会社ギガスリート 代表取締役

H24.8.17 1日間 33名

江東区との連携講座
「こうとう産学連携技術セミナー」

ＯＰＩ事業Ⅱ【専門講座等】

産業技術研究センターとの連携事業

平成２４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）　事業実績

ＡＩＩＴマンスリーフォーラム

ＩｎｆｏＴａｌｋ（情報アーキテクチャ専攻の各分野）

ＩＴリーダー研修（総務局）

三鷹市との連携事業
「InfoTalk三鷹」

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」「デザイン目安箱」）

デザインの人材育成と啓発
（「めざせわたしはデザイナー２０１２」「デザイン資源をつなぐ人材育成セミナー」）

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

中小企業実態調査（産業労働局）

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IT技術」

品川区との連携事業
デザインセミナー事業

大田区との連携講座
「おおた区民大学講座」

産業技術高専との連携事業

ＩＴ応用コース研修（総務局）

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」）

区民大学連携講座「新幹線のデザイン－快適な旅へのしつらいと環境への配慮―」
産業技術大学院大学　創造技術専攻　専攻長・教授　福田　哲夫　　＊出張デザインミニ塾

都立産業技術研究センター研究成果発表会（「情報技術・メカトロ分野」研究課題外部評価委員）

都立産業技術研究センター研究成果発表会（特別発表等）

工業デザインセミナー連続講座



第46回

•「ゲーミフィケーションで課題解決!? Webコンサルタントの立場から言えること」
若尾 佳右 氏＝株式会社神戸デジタル・ラボ
•「ゲーミフィケーションとは何か」
深田 浩嗣 氏＝株式会社ゆめみ

H24.9.21 1日間 47名

第47回

•『スマートデバイスが変えるビジネスのミライ』
手塚 康夫 氏＝株式会社ジェナ
•『「ゼロから」「個人で」iPhoneアプリ開発をビジネスにしたい人が考えておく事』
カワサキ タカシ 氏＝株式会社マイウェイ

H24.10.19 1日間 51名

第48回
•『スーパーコンピューター「京」開発秘話 ー 世界最高性能への挑戦』
富士通株式会社 テクニカルコンピューティングソリューション事業本部 松本 孝之 氏 H24.11.16 1日間 59名

第49回

•Android電子書籍アプリ「青空読手」の作り方
樋口 祐紀 氏
•「教育×ICTの勘所」 ― タブレット2000台導入の運用レポート
大生 隆洋 氏＝FLENS株式会社

H24.12.21 1日間 42名

第50回

•「ラトビア帰りのエンジニアが語る，Zabbixの機能と今後，OSSエンジニアのあるべき姿」
寺島 広大 氏＝Zabbix Japan 代表
•「Muninは舞い降りた ― リソース監視を通して、運用現場を変える話」
前佛 雅人 氏＝株式会社リンク

H25.1.18 1日間 62名

第51回
•「なぜそれを好きになるのか ― 選好と無意識の実験心理学」
竹内 龍人 先生＝日本女子大学 人間社会学部 心理学科

H25.2.15 1日間 56名

第52回
・仮想ネットワークの落とし穴 ― 秘匿されている致命的欠陥
伊勢 幸一 氏 = 株式会社データホテル 執行役員 CTA H25.3.15 1日間 ３９名

第1回
ＩｎｆｏＴａｌｋ　Summer　Workshop　２０１２（AWSハンズオン）
 堀内 康弘 氏=アマゾンデータサービスジャパン株式会社

H24.6.9 1日間 62名

第2回

JPUG第23回しくみ＋アプリケーション勉強会
・「HAクラスタでPostgreSQLを高可用化（前篇）～Pacemaker入門編～」
田中崇幸 氏=（Linux-HA Japanプロジェクト）
・「PHPを使ったSQLインジェクション対策（後半）坂井潔 氏（第四企画）
・「PostgreSQL最新動向とバージョン9.2の展望」高塚遥 氏（SRA OSS,Inc.日本支社）

H24.5.26 1日間 45名

第3回
InfoTalk and JAWSUG Amazon DynamoDB Hackathon
JAWSUG：大谷氏、堀内氏、松尾氏、トクガミ氏、横田氏

H24.7.29 1日間 30名

第4回
InfoTalk Summer Workshop 2012（Amazon EC2ハンズオン）
堀内 康弘 氏=アマゾンデータサービスジャパン株式会社

H24.8.4 1日間 24名

第5回  PyCon JP 2012 H24.9.15～9.17 3日間 480名

第6回

ＪＰＵＧ第24回しくみ＋アプリケーション 勉強会(2012年9月29日)
・pgbenchによるEarly Lock Releaseの評価（＋ついでにPostgres 9.2の強化点）：堀川 隆 氏
(NEC 情報・ナレッジ研究所)
・perfを使ったPostgreSQLの解析：江川 大地 氏(NTTデータ)
・PostgreSQL ストリーミングレプリケーション(仮)：近藤 氏(NTT OSSセンタ)
・HAクラスタでPostgreSQLを高可用化(後編) ～レプリケーション編～：松尾 隆利 氏(NTT
OSSセンタ)

H24.9.29 1日間 41名

第7回
InfoTalk Ａｕｔｕｍｎ Workshop 2012（Amazon ＶＰＣハンズオン）
堀内 康弘 氏=アマゾンデータサービスジャパン株式会社 H24.11.25 １日間 25名

第8回
InfoTalk三鷹　～デジタル新聞は成功するか — スタートの内幕と将来戦略～
桧山 直樹氏＝朝日新聞社　デジタル営業センター　サブマネジャー

H25.2.1 1日間 34名

第9回
InfoTalk Ｗｉｎｔｅｒ Workshop 2013（ニフティクラウドC4SAハンズオン）
五月女 雄一 氏＝ニフティ株式会社 H25.2.17 1日間 19名

第30回
ビジョンデザイニング ～30年後の鹿島アントラーズ～
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長　井畑　滋　氏

H24.4.27 1日間 60名

第31回
『「空間プロデュース」の仕事と「ブランド戦略」の価値』
津田　憲一氏＝空間プロデューサー（元博報堂スペースデザイン事業局長、産業技術大学
院大学客員教授

H24.5.31 1日間 57名

第32回
～ 最初から世界市場を目指すビジネス・モデル ―『脱・日本シリーズ』のIT 戦略― ～
 InterBusiness Corporation 社長兼CEO 野口 芳延 氏

H24.6.12 １日間 45名

第33回
～ガラパゴスの国のカーデザイン～
デザインジャーナリスト・自動車デザイン評論家　有元 正存氏

H24.8.7 1日間 67名

第34回
理解のデザイン～わからないとはどういうことか？
株式会社コンセント 代表取締役／インフォメーションアーキテクト　長谷川 敦士 氏

H24.9.25 1日間 95名

デザインミニ塾（創造技術専攻の各分野）

ＩｎｆｏＴａｌｋ（別枠）



第35回
サービスデザインとカスタマージャーニー　～サービスデザイン研究の最前線～
慶應義塾大学経済学部教授　武山政直 氏

H24.11.9 1日間 99名

第36回
『ゲームニクスとは何か？― ゲームのノウハウで日本産業は世界でトップに立てる ―』
立命館大学映像学部教授 サイトウ・アキヒロ氏

H24.12.10 １日間 103名

第37回
Think Design ～デザインマネジメントと創るべき未来～
株式会社エムテド 代表取締役 田子 學 氏

H25.1.22 1日間 109名

出張デザインミニ塾　　 年1～２回 ―

区民大学連携講座「新幹線のデザイン－快適な旅へのしつらいと環境への配慮―」
産業技術大学院大学　創造技術専攻　専攻長・教授　福田　哲夫　　＊出張デザインミニ塾

Ｈ248.24 １日間 57名

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） H24.10.17 1日間 ―

東京都科学技術週間　特別行事 H24.4.21 1日間 ―

日本を明るく元気にする「よい仕事おこし」フェア（会場：東京ドーム） H24.11.1 １日間 ―

産業交流展2012（主催：東京都ほか）（会場：東京ビッグサイト） H24.11.20～22 3日間 ―

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2013（会場：クリスタルヨットクラブ） H25.2.20 １日間 42名

Ｈ25.3.9～3.10 2日間 ―

１都１０県地域企業交流シンポジウム H24.7.27 １日間 32名

H24.11.28 １日間 50名

H24.10.19 1日間 ―

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 ―

企業信頼性指数（ＣＩＳ）調査委員会の運営 通年 ― ―

通年 ― ―

Ｈ24.10.1～29.3.31 補助事業 ―

―

― ― ―

通年 ― ―

H25.3.14 1日間 ―

その他事業

たましん連携協定締結校　研究シーズ発表会（多摩信用金庫）

第34回荒川区産業展（会場：荒川総合スポーツセンター）

電気学会・講演会（共催）

外部資金の獲得【国庫補助事業等法人名で申請するもの】

「情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業」（文部科学省）

外部資金の獲得Ⅱ【共同研究・受託研究・特定研究寄付金等教員個人が産学公連携センター経由で受け入れるもの】

※随時受け入れ

ＡＩＩＴ会員のカード発行（Ｈ24．5．24発行開始）

技術懇親会（りそな中小企業振興財団）

ポートフォリオ管理システムの改善

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）

OPI事業Ⅲ【産業振興等】
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