
期間 日数 参加者数 備考

随時 ― ―

H28.4.23、24 2日間 ― 4/23、24 ふしぎ祭エンス

H28.10.31-11.2 3日間 ―

連携セミナー事業（対象：区内事業者） H29.2 ―
33名

（延べ48名）
越水教授、

福島氏（外部講師）

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） H28.8.27 1日間 25名 網代　剛　助教

地域連携協議会 随時 ― ― 平成28年11月24日開催

大田区 おおた区民大学連携講座 H28.11 2日間 46名 吉田教授、橋本教授

江東区 こうとう産学連携技術セミナー事業 H28.10 1日間 ―

荒川区 第38回荒川区産業展 H29.3 2日間 ―

三鷹市 三鷹ネットワーク大学との連携講座 H29.1.13 1日間 36名 網代　剛　助教

AIIT技術経営交流会2016 H29.2 1日間 ―

企業内中核人材育成懇話会（共催：城南信用金庫） 随時 ― ￣

人材育成交流会（共催：さわやか信用金庫） 随時 ― ￣

H28.6.8、9、10 ３日間 ―
ＰＢＬプロジェクト成果発表
６月９日：村越教授
６月10日：戸沢教授

「ビジネスフェア」（主催：さわやか信用金庫） H28.6.7 1日間 ―

「よい仕事おこし」フェア（主催：城南信用金庫） H28.8.2、3 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） H28.10.12 1日間 ―

随時 ― ― 23件

H28.8 ― ―

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88回
•「アプリ市場の動向とトレンド ―スマホ時代の販促アプリ―」
 庵原 保文 氏＝ファストメディア株式会社 代表取締役
 金子 洋平 氏＝ファストメディア株式会社 マーケティング

H28.4.15 32名

第89回
•「データセンター屋さんのクラウドソリﾕーション」
 金杉 有見子 氏＝株式会社IDCフロンティア ビジネス開発本部ソリューションアー
キテクト部 エヴァンジェリストグループ

H28.5.20 8名

第90回
•「ステークホルダー・エンゲージメントって何だ？」
 戸沢 義夫 氏＝産業技術大学院大学 情報アーキテクチャ専攻 教授

H28.6.17 20名

第91回
•「PMBOK第6版の動向と日本的プロジェクトマネジメント」
  酒森　潔 氏＝産業技術大学院大学 情報アーキテクチャ専攻 教授

H28.7.15 37名

第92回
•「IT業界におけるコミュニティの重要性と関わり方」
  法林 浩之 氏＝日本UNIXユーザ会 幹事，さくらインターネット株式会社 コミュニ
ティマネージャー

H28.8.19 27名

第93回
・「ビッグデータ.IoT時代のバイオメトリクスにおけるプライバシー保護」
　瀬戸 洋一 氏＝産業技術大学院大学 情報アーキテクチャ専攻 教授

H28.9.16 25名

第94回
・「人工知能(AI)技術の進展に伴う産業・社会動向」
 比屋根 一雄＝株式会社三菱総合研究所 先端技術研究センター長

H28.10.21 74名

平成２８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

Ⅰ　自治体との連携（都及び区市町村）

東京都との連携事業

平成28年度「東京の中小企業の現状【サービス産業編】」編集協力（産業労働局）

産業界・研究機関等との連携事業

「TIRIクロスミーティング」（主催：東京都産業技術研究センター）

企業等からの相談窓口

産学公連携(中小企業）相談（東京商工会議所）　他

東京都科学技術週間　特別行事への参画(総務局）

「産業交流展２０１６」への参画（産業労働局）

区市町村等との連携事業

品川区

Ⅱ　産業界・研究機関等との連携

ＡＩＩＴソリューションサービス集の作成

Ⅲ　公開講座等の開催



第95回
・「成長を続けるベンチャー企業の裏側　―少数精鋭の技術の力で創る！生活を支
えるサービス「ママリ」―
 島田 達朗 氏 = Connehito株式会社 取締役 CTO

H28.11.18 25名

第96回
・「ロボットは人を愛せるのか？ ー共生型人工知能の次の課題ー」
 高橋 英之 氏 = 大阪大学大学院 基礎工学研究科 システム創成専攻 特任講師

H28.12.16 54名

第97回
・「ヒトを知るテクノロジー -人理解☓IoTから始まるオープンイノベーション-」
 上辻 雅義 氏 = オムロン株式会社 事業企画部 企画課 主査

H29.1.20 52名

第98回
・「ビッグデータ時代におけるデータの分析」
 櫻井 茂明 氏 ＝ 株式会社東芝　インダストリアルICTソリューション社 IoTテクノロ
ジーセンター 研究主査

H29.2.17 76名

第99回

・「タレント・トライアングル　～新しいPMロールモデルに挑む～」
 神庭 弘年 氏 ＝ 神庭PM研究所 所長　PMI リージョン9メンター
・「ITプロジェクトだけじゃない。誰にでも役立つPMコンピテンシー向上術 」
 三宅 由美子 氏 ＝ PMI日本支部 PMタレントコンピテンシー研究会副代表・AIIT認
定登録講師

H29.3.17 38名

別枠版ＩｎｆｏＴａｌｋ 随時 ― ―

別枠 ＪＴＦ（ＪｕｌｙＴｅｃｈＦｅｓｔａ）2016 H28.7.24 1日間 514名

AIITイノベーションデザインフォーラム（創造技術専攻の各分野、平成28年度より名称変更） 月１回 ―

第1回
•「生活インタフェースとリビングラボ」
 杉浦 裕太 氏＝慶應義塾大学 理工学部 情報工学科 助教

H28.6.6 60名

第2回
・「テクノロジー前提の人間中心設計」
 渡邊 恵太 氏＝明治大学 総合数理学 先端メディアサイエンス学科 准教授

H28.9.7 80名

第3回
・「バーチャルリアリティと身体の未来」
 稲見 昌彦 氏＝東京大学 先端科学技術研究センター 教授

H28.10.26 64名

第4回
・「より良い社会に変えるためにパワーを繋ぐクルージ戦略」
 西田 佳史 氏＝産業技術総合研究所 人工知能研究センター　首席研究員

H28.12.5 42名

第5回
・「豊かな生活のためのテクノロジー」
 野嶋 琢也氏＝電気通信大学大学院 情報メディアシステム学専攻 准教授

H29.1.12 41名

第6回
・「デザインのためのインタフェース」
 五十嵐 健夫 氏 ＝ 東京大学大学院 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻
教授

H29.2.22 64名

随時 ― ―

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 ― 34名
H24.10.19～29.3.31

（5ヵ年事業）

採択 ― 受講生募集は平成29年度
から

H28.9.26～33.3.31
（5ヵ年事業）

通年 ― ― Ｈ26～28（3ヵ年事業）

通年 ― ― Ｈ26～28（3ヵ年事業）

通年 ― ― Ｈ27.6～29.5（2ヵ年事業）

随時 ― ―

随時 ― ―

Ⅷ その他

随時 ―

随時 ― 庶務・会計係共管

随時 教務学生入試係共管

「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（enPiT）」（文部科学省）

「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（第2期enPiT）」（文部科学省）

「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」プロジェクト（文部科学省）

「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」プロジェクト（文部科学省）

日・ＡＳＥＡＮ統合基金（ＪＡＩＦ）プロジェクト

出張AIITイノベーションデザインフォーラム

Ⅳ　開発型研究

Ⅴ　外部資金の獲得 【国庫補助事業等法人名で申請するもの】

ラーニングフェロー運営委員会の設置・運営

Ⅵ　外部資金獲得【共同研究・受託研究・特定研究寄付金等】

※随時受け入れ・執行管理

Ⅶ　科学研究費助成事業

※申請、受入れ・執行管理、実績報告

ＡＩＩＴ会員登録事務（登録及びAIIT会員カード発行）

AIITキャリアクラブ会員登録事務（登録及びサイト管理）


