
期間 日数 参加者数 備考

― ― ― 該当幹部職員がなく中止

Ｈ27.6～28.2 ― 定員30名 各局システム担当者ほか

随時 ― ― 橋本教授、井ノ上助教

品川区 工業セミナー事業「技術マーケティングと採算性分析（ユニット1～4）」 Ｈ28.2.12、19、20 3日間
27名

（延べ84名）
越水教授

しながわ学びの杜・パートナーシップ講座（生涯学習パートナーシップ協議会） H27.8.29 1日間 22名 瀬戸教授

地域連携協議会の運営 H27.10.21 1日間 ― 國澤教授、越水教授

大田区 おおた区民大学連携講座 H27.11.21、12.12 2日間 32名 越水教授、村田先生

江東区 こうとう産学連携技術セミナー事業（講演及び施設見学） H27.11.4 1日間 20名 福田特任教授

荒川区 第37回荒川区産業展 H28.3.12、13 2日間 ―

三鷹市 三鷹ネットワーク大学との連携講座 H27.8.27 1日間 40名 再掲載

関係団体との連携事業

H28.1.26 1日間 10名 城南信用金庫（共催）

H28.2.5 1日間 12名 さわやか信金（共催）

H27.6.10 1日間 約400名

H27.6.25～26 2日間 ―
研究成果発表会（産技
研）との併催形式

H27.6 ― ―

H27.9.29 ― ―

随時 ― 別添資料

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76回
•「VDI（仮想データインテグレーション）によるエンタープライズシステムとビッグデー
タの統合」
 町田 潔 氏＝スマートインサイト株式会社 代表取締役社長

H27.4.17 25名

第77回
•「ウェアラブル電極”hitoe”による生体信号計測とその応用」
 寒川 哲臣 氏＝NTT 物性科学基礎研究所長

H27.5.15 23名

第78回
•「IoTサービスプラットフォーム『SensorCorpus』を活用したIoTへの取り組み」
 佐治 信之 氏＝株式会社インフォコーパス 取締役兼CTO

H27.6.19 22名

第79回
•「人工知能技術のエンタープライズシステムへの適用」
 油谷 実紀 氏＝TIS株式会社 戦略技術センター長

H27.7.17 31名

第80回
•「ChatWork、再実装の決断と裏側」
 山本 正喜 氏＝ChatWork株式会社 専務取締役CTO

H27.8.21 26名

第81回
・「3Dプリンタの可能性と最新活用事例」
花⽥ 徳康 氏（メドコネクト株式会社 代表取締役）

H27.9.18 18名

第82回
・「Wantedlyの成長を支える技術と開発体制 〜グループメッセージ機能Syncの事例
〜」
川崎 禎紀 氏＝ウォンテッドリー株式会社 取締役CTO

H27.10.16 14名

第83回
・「アドテクノロジーを活用した次世代型インターネットマーケティング　―
（RTB/DMP/DSP/SSP）の紹介と実例 ―」
小幡 好昌 氏＝バレットグループ株式会社 取締役

H27.11.20 17名

第84回
・「IoTへのドローン活用 ― 国内外のIT産業の動向 ー」
小酒井 正和 氏＝玉川大学 准教授

Ｈ2712.18 21名

第85回
•「科学技術イノベーション政策・政府研究開発投資によるIoTの経済的効果」
 原 泰史 氏 = 政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策研究センター 専門
職

H28.1.15 20名

第86回
•「PROCESS WARPで実現しようとしている新しいコンピュータの世界」
伊藤 祐司 氏 ＝ 総務省 異能vationプログラム 平成27年度最終選考通過

H28.2.19 22名

企業人材育成交流会【新規】

企業内中核人材育成懇話会

ＯＰＩ事業Ⅱ【専門講座等】

平成２７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）

「AIIT教育研究成果発表会」の開催　＊ＰＢＬプロジェクト、AIIT研究所の成果発表【新規】

平成27年度　東京の中小企業の現状【製造業編】編集協力（産業労働局）

区市町村等との連携事業

産学公連携(中小企業）相談（東京商工会議所）　他

「城南地域産業振興のための講演会」の開催【新規】

企業等からの相談窓口

産学公連携協定の締結（さわやか信用金庫）【新規】

川崎市産業振興財団の連携大学への参加【新規】



第87回
•「たのしいHTML5。Webアプリケーションのプラットフォーム」
中島 俊治 氏 = 放送大学 情報コース 「HTML5入門」非常勤講師

H28.3.18 34名

別枠版ＩｎｆｏＴａｌｋ 随時 ― ―

別枠 ＪＴＦ（ＪｕｌｙＴｅｃｈＦｅｓｔａ）2015 H27.7.26 1日間 532名

デザインミニ塾（創造技術専攻の各分野） 通年 月１回 ―

第55回
「保育現場から見える「育ち」「仕事」「社会」～日本の未来をより良くデザインするた
めに～
ＮＰО法人 保育の安全研究・教育センター代表 掛札逸美氏

H27.5.28 33名

第56回

米国の最新デザイン事情
～米国のデザイン教育の現状と最新デザイナー事情～
College for Creative Studies（通称CCS)トランスポーテーション学科教授　伊藤邦久
氏

H27.7.6 69名

第57回
ドボクデザインで地域を考える～インフラツーリズムのススメ～
千葉工業大学 工学部 デザイン科学科　准教授　八馬　智 氏

H27.7.24 34名

第58回
日本の水環境と水処理技術・測定技術について
元横河電機株式会社 水質計測機器開発 コンサルティングボード
元公益社団法人日本環境技術協会 常務委員　松本 哲朗　氏

H27.8.27 40名

第59回
デザインの価値を支える感性価値研究
筑波大学大学院人間総合科学研究科 教授 山中敏正 氏

H27.9.24 69名

第60回
学ぶ場を通じた個人と企業のステージアップとブランディングデザイン
株式会社オプンラボ　代表取締役　小林 利恵子氏
特定非営利活動法人 インデペンデント・コントラクター協会 常務理事

H27.12.18 27名

第61回
（最終
回）

「初回から最終回までの主なトピックの紹介と全体総括」
産業技術大学院大学教授（デザインミニ塾主宰者）小山 登

H28.3.12 77名

H27.8.27 40名 第59回再掲

Ｈ28.2.12、19、20 3日間
27名

（延べ84名）
再掲

Ｈ27.7～Ｈ28.3 月2回（定例） 定員30名（毎回募集） 第2、第4土曜日

H27.6.25、26 2日間 ―

東京都科学技術週間　特別行事（主催：首都大支援部）への参画 Ｈ27.4.18、19 2日間 ―

Ｈ27.9.8、9 2日間 29,000名

Ｈ27.9.11、12 2日間 2,200名

江戸・ＴＯＫＹＯ　技とテクノの融合展（主催：東京信用保証協会）への出展 H27.10.2 1日間 10,270名

産業交流展2015（主催：東京都ほか） H27.11.18～20 3日間 50,067名

ベンチャー技術経営研究会として出展 本学ブース訪問者550名

AIIT技術経営交流会2016の開催 Ｈ28.2.17 １日間 35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 ― ―

通年 ― ―

東京臨海熱供給株式会社共同研究所の運営 通年 ― ―

H24～28（5ヵ年事業） ― ―

Ｈ26～28（3ヵ年事業） ― ―

Ｈ26～28（3ヵ年事業） ― ―

Ｈ27～28（2ヵ年事業） ― ―

随時 ― ― 別紙

随時 ― ― 別紙

その他Ⅷ

OPI公開講座「技術マーケティングと採算性分析」　　

OPI事業Ⅲ【産業振興等】

OPI無料公開講座「システムズエンジニアリング・オープンゼミ」【新規】

「高度人材養成のための社会人学び直し大学院プログラム事業」（文部科学省）

20１5「よい仕事おこし」フェア（主催：城南信用金庫）への出展

「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事業」（文部科学省）

ＡＩＩＴビッグデータ研究所の運営

※申請、受入れ・執行管理、実績報告

科学技術研究費Ⅶ 【新規・27】

2015INNOVESTA・イノベスタ（主催：都産技研）への出展【新規】

外部資金の獲得Ⅴ 【国庫補助事業等法人名で申請するもの】

都立産業技術研究センター研究成果発表会

専門講座

出張デザインミニ塾　「デザインミニ塾in三鷹」　＊三鷹市

※随時受け入れ・執行管理

ＯＰＩ事業Ⅳ【開発型研究】

「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）

日・ＡＳＥＡＮ統合基金（ＪＡＩＦ）プロジェクト【新規】

外部資金獲得Ⅵ 【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入れるもの】



随時 ―

随時 ―

H28.12.17 1日間 運用開始　H28.4.1

8/26、10/7、12/17 3日間 委員会終了　H28.3.31　

通年 ― ―土曜学習応援団（文部科学省）・担当窓口事務

AIITキャリアクラブ会員登録事務（登録及びサイト管理）

＊ＪＡＩＦプロジェクト・ベンチャー（スタートアップ）企業等信頼性指数開発委員会の運営【新規】

ラーニングフェロー運営委員会の設置・運営【新規・27暫定】　

ＡＩＩＴ会員登録事務（登録及びAIIT会員カード発行）


