
 

 

   
 

 

 

 

 

大阪工業大学とNEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）は、サー

ビス分野のロボットビジネスを創出できる人材育成行う「ロボットサービス・ビジネススクー

ル」を 4 月 28日から全国 6 会場（東京、名古屋、大阪、福島、つくば、徳島）で開催します。

ロボットによる地域活性化やドローンの開発と普及など、さまざまなテーマで講義と課題解決

型学習形式（PBL：Project-Based Learning）のワークショップを行います。 

 この事業では、2017年 4 月開設の大阪工業大学梅田キャンパスのロボティクス＆デザイン

センター（RDC）を拠点として、ロボットビジネスの創出に必要な「デザイン思考」、「テクノ

ロジー」、「技術経営（MOT）」などの一体的な教育と大学、研究機関、企業および地方自治体

などの連携による迅速な開発ができる場を形成します。 

先行して、これまでに、e-ラーニング講座を 4回実施しましたが、4 月からは応用編として、

「デザイン思考」、「テクノロジー」、「技術経営（MOT）」などに関する講義と少人数でのワー

クショップを、6会場それぞれ特色あるテーマで開催します。 

つきましては、次のとおり概要をお知らせしますので、事前告知や取材の機会がありました

ら取り上げていただきたくよろしくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■  「ロボットサービス・ビジネススクール」開催概要  ■ 

１．日  程 ： 第１回【徳島会場】  ４月２８日（金）、２９日（土） 

        第２回【福島会場】  ５月１２日（金）、１３日（土） 

第３回【大阪会場】  ６月２３日（金）、２４日（土） 

第４回【つくば会場】 ７月３１日（月）午前【予定】 

第５回【東京会場】 １０月２０日（金）、２１日（土） 

第６回【名古屋会場】１２月 ８日（金）、 ９日（土） 

２．申込方法 ： 本学ホームページ ＮＥＤＯ特別講座特設サイトから申し込みください。 

※各回のテーマなどの詳細は添付の「各会場での講義内容詳細」をご覧 

ください。 

３．受 講 料 ： 無料 

 

      ＜送信枚数：本紙含む４枚＞  

■内容に関するお問い合わせ 

NEDO ロボット･AI部（担当：坂本、齊藤、福田） TEL.044-520-5241 

大阪工業大学 ロボティクス＆デザインセンター（担当：油井、北垣） TEL.06-6180-4083 

大阪市旭区大宮 5-16-1  

■取材のお申し込み・本件発信部署 

学校法人常翔学園 広報室（担当：松下、上田） TEL.06-6167-6208 携帯.090-3038-9887 

全国６会場で「ロボットサービス・ビジネススクール」を開催へ 

サービス分野のロボットビジネス創出を担う人材育成 

報道機関各位、行政機関広報担当 各位 

201７年２月６日配信 No.１７ ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

2017年 4月、梅田キャンパス開設 



 

 

 

各会場での講義内容詳細 

 

【徳島会場】 

＜メインテーマ：ロボットによる地域活性化＞ 

◆日時：2017年 4月 28 日（金）～4 月 29 日（土） 

◆場所：＜午前＞徳島大学 常三島キャンパス 教養教育棟 5号館 302、303 号室 

    ＜午後＞      同       フューチャーセンター 

◆講義：4月 28 日（金）※定員 100人 

・第 1限（9：00～10：00） 

【デザイン思考】：徳島大学におけるイノベーション教育の推進 

徳島大学教養教育院 北岡和義 講師 

・第 2限（10：00～11：00） 

【テクノロジー】：空間デザインによる地域活性化 

大阪工業大学工学部空間デザイン学科 西應浩司 准教授 

・第 3限（11：00～12：00） 

【MOT】：MOT 視点からロボットで地域振興を考える 

摂南大学経営学部経営情報学科 北村浩 教授 

◆ワークショップ：4 月 28 日（金）午後、4 月 29 日（土）※定員 20人 

テーマ：ロボットによる地域活性化を考える 

ワークショップ講師 徳島大学教養教育院 北岡和義 講師 

 

 

【福島会場】 

＜メインテーマ：ドローン＞ 

◆日時：2017年 5月 12 日（金）～５月 13 日（土） 

◆場所：ビッグパレットふくしま 4F プレゼンテーションルーム 

◆講義：5月 12 日（金）※定員 100人 

・第 1限（9：00～10：00） 

【デザイン思考】：ユーザードリブンイノベーションとデザイン思考 

大阪工業大学工学部空間デザイン学科 横山広充 非常勤講師 

・第 2限（10：00～11：00） 

【テクノロジー】：ハイブリッドドローンの開発と普及 

TEAD 管理部 古屋誠一 氏 

・第 3限（11：00～12：00） 

【MOT】：システム思考と用途開発について 

早稲田大学大学院商学研究科 黒須誠治 教授 

◆ワークショップ：5 月 12 日（金）午後、5 月 13 日（土）※定員 20人 

テーマ：ドローンを活用したサービスを考える 

ワークショップ講師 大阪工業大学工学部空間デザイン学科 横山広充 非常勤講師 

 

 

 



 

 

 

 

【大阪会場】 

＜メインテーマ：医療福祉ロボット＞ 

◆日時：2017年 6月 23 日（金）～24 日（土） 

◆場所：＜午前＞大阪工業大学 梅田キャンパス 2F セミナー室 

    ＜午後＞      同        8F ロボティクス & デザインセンター 

◆講義：6月 23 日（金）※定員 150人 

・第 1限（9：00～10：00） 

【テクノロジー】：介護ロボットの開発について 

大阪工業大学工学部ロボット工学科 本田幸夫 教授 

・第 2限（10：00～11：00） 

【MOT】：MOT 視点からみた健康・医療・福祉ロボットの展開 

広島国際大学医療経営学部医療経営学科 吉長成恭 教授 

・第 3限（11：00～12：00） 

【デザイン思考】：大阪大学が進めるバイオデザインについて 

ジャパン・バイオデザイン 八木雅和 プログラム・ダイレクター 

◆ワークショップ：6 月 23 日（金）午後、6 月 24 日（土）※定員 20人 

テーマ：新たな医療福祉ロボットビジネスをデザイン思考で考える 

ワークショップ講師 ジャパン・バイオデザイン 八木雅和 プログラム・ダイレクター 

 

 

【つくば会場】 

＜メインテーマ：RTミドルウェア 活用アイデア＞ 

◆日時：2017年 7月 31 日（月）午前【予定】 

◆会場：産業技術総合研究所つくばセンター 

◆講義：（9：00～10：00） 

テーマ：IT 技術者の組織行動についての事例  

摂南大学経営学部経営学科 西之坊穂 講師 

◆ワークショップ：（10：00～12：00） 

テーマ：RTミドルウェアを活用した新規ロボットに関するアイデアワークショップ 

ワークショップ講師 大阪工業大学ロボティクス＆デザインセンター 北垣和彦 室長 

同           油井毅 係長 

 

※つくば会場は「RTミドルウェアサマーキャンプ 2017」のプロクラム参加者のみ受講可能。 

同プロクラムの参加申し込み方法は、RTミドルウェアサマーキャンプ 2017 の特設サイト 

よりご確認ください。 

「RT ミドルウェアサマーキャンプ 2017」の特設サイトは 5 月開設予定。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【東京会場】 

＜メインテーマ：サービスロボット＞ 

◆日時：2017年 10月 20 日（金）～１０月 21 日（土） 

◆場所：＜午前＞秋葉原UDX4F Next-1 

    ＜午後＞   同  4F Guest Room E 

◆講義：10月 20日（金）※定員 150 人 

・第 1限（9：00～10：00） 

【デザイン思考】：i-school が実施してきたロボットをテーマにしたイノベーション教育の事例 

東京大学 i-school 横田幸信 ディレクター 

・第 2限（10：00～11：00） 

【テクノロジー】：サービスロボットの開発について 

大阪工業大学工学部ロボット工学科 中山学之 准教授 

・第 3限（11：00～12：00） 

【MOT】：MOT 視点から見たサービスロボットの展開 

早稲田大学大学院商学研究科 黒須誠治 教授 

◆ワークショップ：10月 20 日（金）午後、10 月 21日（土）※定員 20 人 

テーマ：人間中心イノベーションによるサービスロボットの普及 

ワークショップ講師 東京大学 i-school 横田幸信 ディレクター 

 

 

【名古屋会場】 

＜メインテーマ：パーソナルモビリティ＞ 

◆日時：2017年 12月 8 日（金）～１２月 9日（土） 

◆場所：＜午前＞ウィンクあいち 10F 1002室 

    ＜午後＞   同    10F 1005室、1008 室 

◆講義 12月 8 日（金）※定員 150人 

・第 1限（9：00～10：00） 

【デザイン思考】：デザイン思考によるパーソナルモビリティのアイデア創出事例 

大阪工業大学工学部空間デザイン学科 横山広充 非常勤講師 

・第 2限（10：00～11：00） 

【テクノロジー】：パーソナルモビリティ事業化と要素技術について 

トヨタ自動車パートナーロボット部 玉置章文 部長 

・第 3限（11：00～12：00） 

【MOT】：ユーザードリブン開発、アジャイル開発について 

東京工業大学情報理工学院 森本千佳子 特任准教授 

◆ワークショップ：12月 8 日（金）午後、12月 9 日（土）※定員 20人 

テーマ：新たなパーソナルモビリティービジネスをデザイン思考で考える 

ワークショップ講師 東京工業大学情報理工学院 森本千佳子 特任准教授 


