
期間 日数 参加者数

― ― ―

Ｈ25.6.28～26.2.14 ― 27名

港　区 デザイン活用支援事業　 ― ― ―

品川区 工業デザインセミナー事業 H25.2～3（予定） ― ―

区民大学連携講座「３Ｄプリンタ革命」講師：越水准教授 H25.8.24 1日間 88名

「地域連携協議会」の設置及び運営（3回開催） 通年 ― ―

大田区 おおた区民大学連携講座 10/12、10/19、10/26 3日間 １00名

中野区
連携講座「経営・学びの座なかの　経営者として知っておきたいＩＴ研修」（経営者対
象）

― ― ―

江東区 こうとう産学連携技術セミナー事業 H25.5.28 1日間 17名

江東区「伝統工芸リ・デザイン事業」協力事業 Ｈ25.10.1～ ― ―

荒川区 荒川区産業展への出展 Ｈ26.3.8～9 2日間 ―

三鷹市 三鷹ネットワーク大学との連携講座「デザインミニ塾ｉｎ三鷹」 H26.2.26 1日間 32名

「企業内中核人材育成懇話会」の設置及び運営（3回開催） H25.11.20 ― ―

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） 通年 月１回

第53回
地図で経営情報を可視化する
小山 文彦 氏=株式会社ゴーガ 代表取締役

H25.4.19 26名

第54回
HTML5とデバイスの連携 ― 良いところ，悪いところ，未来のこと
Daniel Davis氏＝コンサルタント（元Opera Software ASA）

H25.5.17 46名

第55回
「マイクロソフトのサービス＋デバイス戦略」
平野 和順 氏＝マイクロソフト株式会社 デベロッパープラットホーム統括本部 業務
執行役員 クラウド推進担当

H25.6.21 42名

第56回
「NTTBPのWi-Fiプラットフォーム戦略について」
山田 博之 氏＝NTTブロードバンドプラットフォーム（株）ビジネス企画部　担当部長

H25.7.19 26名

第57回

「なぜ今、オープンデータなのか?」
深見 嘉明 氏＝特定非営利活動法人リンクト・オープン・データ・イニシアティブ 理
事，慶應義塾大学SFC研究所次世代Web応用技術ラボ（AWA Lab.） 上席所員（訪
問）
「Open Knowledge Foundation Japanの活動紹介」
Shu Higashi 氏＝Open Knowledge Foundation Japan メンバー，OpenStreetMap
Foundation Japan 事務局長

H25.8.16 38名

第58回
「手書きが広げる携帯端末の世界」
浮川 和宣 氏＝株式会社 MetaMoJi 代表取締役社長

H25.9.20 43名

第59回
「宇宙とICT」
合田 知善 氏＝日本電気株式会社 ナショナルセキュリティ・ソリューション事業部 宇
宙利用ソリューショングループ マネージャ

H25.10.18 27名

第60回
「ともに考え，ともにつくる社会」
関 治之 氏＝CODE for JAPAN 代表/Georepublic Japan CEO

H25.11.15 20名

第61回
「DevOpsとは～DevOpsがいま注目されている理由～」
新野 淳一 氏＝ITジャーナリスト・Publickeyブロガー

H25.12.20 37名

第62回
「未来の可視化 ～シナリオ・プランニングの方法論と実践～」
古谷 利器（ふるや りき）氏＝横河電機株式会社 イノベーション本部 知的財産・戦略センター知財
部長

H26.2.21 38名

第63回
「音声認識技術と活用例」
久野 誠史 氏＝日本電信電話株式会社 研究企画部門

H26.3.21 34名

別枠版

平成２５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

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

ＩＴリーダー研修（総務局）

ＩＴ応用コース研修（総務局）

区市町村等との連携事業

関係団体との連携事業

ＯＰＩ事業Ⅱ【専門講座等】



ＪＦＴ2013：ＪｕｌｙＴｅｃｈＦｅｓｔａ H25.7.14 1日間 604名

デザインミニ塾（創造技術専攻の各分野） 通年 月１回

第38回
『お風呂のデザインの未来 ～美しさと使いやすさ～』
TOTO株式会社 プロダクトデザイン部デザイン主幹 五十嵐 健 氏

H25.4.25 60名

第39回

『頑張ろう！、日本のデザイン～世界の模範となるべき、日本のモノづくりとデザイン
～』
元日立製作所デザイン本部本部長・元国際ユニヴァーサルデザイン協議会理事長
川口光男氏

H25.5.30 66名

第40回
『日本のデザインの未来』～ソーシャルとデザインとビジネスの接点と可能性～
内田洋行のデザイン会社であるパワープレイス株式会社 シニアディレクター若杉浩
一氏

H25.6.25 55名

第41回
『日本のデザインの未来』～国際競争力強化と人財育成～
前JIDA理事長、デザインスタジオトライフォーム代表 浅香 嵩氏

H25.7.26 50名

第42回
『使用者でない人を考えるデザイン」
ＪＩＤＡ理事、株式会社ＴＤＣ代表取締役金井宏水氏

H25.11.15 47名

第43回
『デザインとブランディングの未来』
ＵＳＡＭＩブランディング株式会社　宇佐美 清氏

H25.11.27 97名

第44回
『3DプリンターによるMaker革命とデザインの未来』
株式会社ケイズデザインラボ　代表取締役　原 雄司氏

H25.12.12 78名

第45回
『イノベーションの生態系とデザインの未来』
株式会社リ・パブリック共同代表　田村 大 氏

H25.1.23 109名

第46回
『会社のグランドデザイン　～世界標準の株式会社モデルの構築に向けて～』
株式会社ナディア　代表取締役　松山英明氏

H26.2.26 32名

第47回

『ものづくり＋マーケティング　～今、果たすべきデザインの役割、デザイナーへの期
待～』
富士通株式会社　マーケティング改革プロジェクト室　シニアバイスプレジデント　加
藤 公敬

H26.3.26 58名

出張デザインミニ塾　　

出張デザインミニ塾（品川区）「３Ｄプリンタ革命」講師：越水准教授 H25.8.24 1日間 88名

H25.6.20～6.21 2日間 ―

技とテクノの融合展（主催：東京信用保証協会） H25.10.3 1日間 ―

東京都科学技術週間　特別行事（主催：首都大支援部） H25.4.20 1日間 ―

２０１３「よい仕事おこし」フェア（主催：城南信用金庫） Ｈ25.8.6～8.7 2日間 ―

産業交流展2013（主催：東京都ほか） H25.10.30～11.1 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2014 H26.2.19 １日間 37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 ― ―

ＡＩＩＴビッグデータ研究所の設置・運営 通年 ― ―

通年

通年 ― ―

企業信頼性指数（ＣＩＳ）調査委員会の運営（第1回、第2回開催） Ｈ25.5.21、9.25 ― ―

通年 ― ―

通年 ― ―

Ｈ25.10～

Ｈ25.5 ― ―

H25.10.1 ― ―

H25.10.1 ― ―

OPI事業Ⅲ【産業振興等】

都立産業技術研究センター研究成果発表会（特別発表等）　＊成田教授

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）

ＡＩＩＴ・㈱エネックス製品開発共同研究所の設置・運営

ポートフォリオ管理システムの改善

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）

「地（知）の拠点整備事業」申請（文部科学省）　平成25年度申請・不採択　（＊平成26年度申請
中）

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

「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」（ＪＳＴ）

※随時受け入れ


