
期間 日数 参加者数 備考

Ｈ26.4～26.7 ― 3名 都管理職

Ｈ26.6～27.2 ― 15名 都システム担当職員

通年 ― ― 橋本教授、井ノ上助教

品川区 工業デザインセミナー事業（＊受託事業） H27.2～27.3 5日間 26名 ＊再掲

区民大学連携講座 H26.8.30 1日間 22名 講師：成田教授

区内大学懇話会（立正大学、昭和大学、杉野服飾大学、清泉女子大学、星薬科大
学、東京医療保健大学、産技大、高専）【新規】

H26.7.23 1日間 ― 「学びの森構想」

品川区地域連携協議会の運営 通年 ― ― 第1回5/6、第2回12/9

大田区 おおた区民大学連携講座 Ｈ26.10.11、11.1、11.8 3日間 64名

江東区 こうとう産学連携技術セミナー事業 ― 1日間 ― 平成27年度へ延期

荒川区 第36回荒川区産業展への出展（＊新製品・新技術大賞　審査委員長　橋本教授） H27.3.14、3.15 2日間 ―

三鷹市 三鷹ネットワーク大学との連携講座 ― 1日間 ― 平成27年度へ延期

企業内中核人材育成懇話会の運営 随時 ― ― 第1回7/22、第2回12/9

産学公連携相談窓口事業への支援（協力機関へ参画） 通年 ― ― 　Ｈ26.8～参画

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64回
「オンメモリドキュメント型データベースFemtoDB」
 岩瀬 高博 氏＝(株)神戸デジタル・ラボ 上級技術者 / (独)情報通信研究機構 特
別研究員

H26.4.18 29名

第65回
•「仮想ネットワークを実現するOpenVNet」
 講師: 横川 晃（あきら）氏＝株式会社あくしゅ プログラマ

H26.5.16 37名

第66回
•「パブリッククラウドで大規模回帰テスト実行 ― 運用コストを最小限にせよ」
 講師: 井川 尚也 氏＝（株）ワークスアプリケーションズ クオリティ&カスタマーサ
ポート

H26.6.20 19名

第67回
•「eラーニングは貧困家庭の子どもに効果があるか ― 現場からの実践レポート」
 大橋 雄介 氏＝特定非営利活動法人アスイク 代表理事

H26.718 27名

第68回
•「国内発ウェアブルデバイスFUN'IKIとクラウドファンディング」
 河村 和典 氏＝株式会社三城ホールディングス チーフエバンジェリスト

H26.8.15 32名

第69回
•「最近のデジタルデバイスのマーケット事情」
 磯畑 明彦 氏 = 株式会社バッファロー

H26.9.19 30名

第70回
•「開発インフラとしてのNode.js: サーバとクライアントだけじゃもうWebは作れない」
 河村 奨 氏＝リブライズ合同会社・下北沢オープンソースCafe 代表社員・マスター

H26.10.17 27名

第71回

•「Dockerによるマルチクラウド対応の今後」
 荒井 康宏 氏＝一般社団法人クラウド利用促進機構（CUPA）代表理事
•「Walti.io サーバーサイドのセキュリティチェックをもっと身近に」
 藤崎 正範 氏＝Walti.io 代表取締役

H26.11.21 25名

第72回
•「2015年ミラノ国際博覧会とICT」
 堺井 啓公 氏＝ミラノ博日本政府副代表（経産省商務情報政策局博覧会推進室
長）

H26.12.19 22名

第73回
•「アプリケーションでのIP電話サービス利用を可能にする「050 VoIP SDK」」
 市川 雄一 氏＝NTTコミュニケーションズ株式会社 ボイス＆ビデオコミュニケーショ
ンサービス部 テクノロジー部門 担当部長

H27.1.16 25名

第74回
•「パソコンからクラウドへ、マイクロソフトの過去、現在そして未来」
 竹内 宏之 氏＝日本マイクロソフト株式会社パートナーセールス統括本部

H27.2.20 43名

第75回
•「スマートデバイスとハードウェアの連携」
 佐々木 陽 氏＝株式会社GClue 代表取締役社長

H27.3.20 31名

別枠版ＩｎｆｏＴａｌｋ 随時 ― ―

別枠 ＪＴＦ（ＪｕｌｙＴｅｃｈＦｅｓｔａ）2014 H26.6.22 1日間 470名

デザインミニ塾（創造技術専攻の各分野） 通年 月１回 ―

第48回

ソーシャルデザインとデザイン思考～社会的課題をいかにデザイン的に解決する
か～
ご当地ボウサイダー制作委員会　（コンセプター兼代表）川島　勇我　氏
i.clubマネージング・ディレクター（代表理事）小川 悠　氏

H26.5.8 77名

平成２６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・業務改革リーダー研修（総務局）

ＩＴ応用コース研修（総務局）

「平成26年度　東京の中小企業の現状【流通産業編】」編集協力（産業労働局）

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】



第49回
仕掛学からデザインと社会を考える
～行動の選択肢を生み出す“仕掛け”の原理とデザイン～
大阪大学大学院経済学研究科　准教授　松村 真宏　氏

H26.5.28 103名

第50回
ものづくりの新しい潮流～感性価値と農芸産業による地域ビジネスの創造～
ユニバーサルデザイン総合研究所所長　赤池 学 氏

H26.7.9 90名

第51回
ユーザデータに基づく　モノとサービスの一体的デザイン
独立行政法人産業技術総合研究所　持丸　正明　氏

H26.10.27 73名

第52回
パッケージデザインと生活
パッケージデザイナー／武蔵野美術大学通信教育課程非常勤講師 福井 政弘氏

H26.11.17 76名

第53回
ユニバーサルデザインの今と未来
細山UD-Unit 代表・拓殖大学工
学部デザイン学科 講師 プロダクトデザイナー 細山 雅一氏

H26.12.15 41名

第54回
すべての人が好きなスポーツをする社会のデザイン
NPO 法人STAND 代表理事/東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会顧問
 伊藤 数子氏

H27.2.23 40名

随時 ― ―

H27.2～27.3 5日間 26名 ＊再掲

H26.6.19～20 2日間 ―

江戸・TOKYO技とテクノの融合展（主催：東京信用保証協会） H26.10.2 1日間 ―

東京都科学技術週間　特別行事（主催：首都大支援部） Ｈ26.4.19～20 1日間 ―

２０１4「よい仕事おこし」フェア（主催：城南信用金庫） Ｈ26.8.5～6 2日間 ―

産業交流展2014（主催：東京都ほか） H26.10.19～21 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2015 Ｈ27.2.26 １日間 ―

ＡＩＩＴソリューションサービス集の作成・配付【新規】 Ｈ26.7 ― ―
東京都各局、区市町村、
関係機関等へ配付

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 ― ― 2014/9/25契約解除

H24～28（5ヵ年事業） ― 45名

H26.7～27.2 ― ― 国際・企画係所管

H26.10～27.3 ― ― 国際・企画係所管

Ｈ26.4 ― ― 不採択

Ｈ26.4～27.3 ― ― ＊別紙一覧

出張デザインミニ塾　

専門講座

ＯＰＩ公開講座　「製品開発のための技術力向上セミナー」

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

ＯＰＩ事業Ⅳ【開発型研究】

ＡＩＩＴ・株式会社エネックス製品開発共同研究所

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＊補助事業）

「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進」（文部科学省＊受託事業）

「航空整備士のグローバル化に対応する育成プログラムの調査・開発事業」（文部科学省＊受託
事業）

「地（知）の拠点整備事業」申請（文部科学省）　平成26年度申請

受託研究等

※随時受け入れ


