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ⓒ ２０２０ UEC Tokyo.

〇電気通信大学 ＵＥＣアライアンスセンター(先端共同研究施設)のご紹介 プログラム

13：30 ～13：50 「ＵＥＣアライアンスセンター(先端共同研究施設)のご紹介」
（ＵＥＣアライアンスセンター運営支援室長 桐本哲郎）

13：50 ～14：00 質疑応答

〇質疑応答について

・質問がある場合は、画面下部に表示されている「Q&A」をクリックして記入して下さい。
司会者が質問を読み上げ、講演者が口頭で回答いたします。
時間的な制約上、すべての質問にお答えできない場合があります。

・個別のご相談をご希望の場合は、後日メール、対面、ＺＯＯＭ等で対応いたします。
下記問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

産学連携ワンストップサービス
E-mail：onestop@sangaku.uec.ac.jp



電気通信大学
UECアライアンスセンター(先端共同研究施設)のご紹介

情報(AI,ビッグデータ）、
通信(IoT)、制御、材料、
基礎科学（光、レーザ）
分野に関わる
「協働・共創の場」
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電気通信大学 100周年キャンパス (UEC-Port) 

・電気通信大学は、西キャンパスの南、旧教職員宿舎跡を再開発し、
100周年キャンパスを2017年4月に開設しました。
施設： 学生寮 2棟 400室、教職員宿舎 1棟 50室、

UECアライアンスセンター（先端共同研究施設） 1棟 40区画
・100周年キャンパスは、国内の学生、国内企業の技術者/研究者に
とどまらず、諸外国からの留学生・外国人研究者等を積極的に受け入れ、
地域・市民の方々にも参加頂ける「開かれた教育研究環境」となることを
目的としています。

西ｷｬﾝﾊﾟｽ

東ｷｬﾝﾊﾟｽ
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UECアライアンスセンター



ＵＥＣアライアンスセンターは、100周年キャンパスの入り口（北端）に位
置し、技術開発や学生との協働開発を指向する有力企業・ベンチャー企業の
方々に入居頂き、協働・共創の場として、「もの作り」「こと作り」に繋が
る活動を進めて頂いています。
また、若手研究者・技術者・学生の交流と人材育成の場ともなっています。

総床面積 約2,000 m2（UECアライアンスセンターの2階～5階）
区画数 52 m2×40区画 （各階 10区画）

UECアライアンスセンター UECアライアンスセンターフロア図

UEC アライアンスセンター (先端共同研究施設）
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コンビニ

100周年記念ホール
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２～５階 居室



本学の研究センター紹介
(連携先の例)
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本学の研究センター群
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社会

脳・医工学研究センター

先端ワイヤレス・コミュニ
ケーション研究センター

i-パワードエネルギー・システム
研究センター

燃料電池イノベーション
研究センター

フォトニックイノベーション
研究センター

宇宙・電磁環境研究センター

レーザー新世代
研究センター

量子科学
研究センター

コヒーレント光量子科学
研究機構

人工知能先端研究センター

自然

人間

ナノトライポロジー
研究センター

（注）教育系を除く



現入居企業の紹介

7



（株）タイムインターメディア
[教育システム、進化計算、ブロックチェーン]

（株）インフォクラフト
[クラウド、ストレージ]

モバイルクリエイト（株）
[業務用IP無線システム、動態・運行管理システム]

ネクストソリューション（株）
[XML、自動組版]

（株）アニー
[製菓・製パンPOSシステム、オンラインショップシステム、画像解析システム]

（株）MNU
[WEB、クラウドアプリ]

（株）Photonic System Solutions
[違法動画・音楽検出]

富士ソフト（株）
[IoT、AI、ロボット、クラウド]

熔融塩技研（株）
[溶融塩循環システム、溶融塩を用いた原子炉の設計]

現入居企業の主な専門分野

（株）アイネス総合研究所
[新規事業企画ビジネスモデル革新に関する調査研究]

（株）KDDI総合研究所
[情報通信システムに関する調査研究]

マルツエレック（株）
[電子部品販売、基板制作]

（株）QUANTUM
[スポーツデータ分析]

技術研究組合制御システムセキュリティセンター
[制御セキュリティの研究開発、普及、人材育成]

（株）早川地震電磁気研究所
[巨大地震の予知、防災]

ソフト開発

システム開発

その他

（株）ワイヤレスコミュニケーション研究所
[センサネットワーク、見守り解析システム]

（株）パンゴリン・ロボット・ジャパン
[ホテル、レストランのサービスロボット]

（株）中山鉄工所
[破砕機、小水力太陽光発電]

（株）キャニコム
[乗用草刈機]

（株）フローベル
[超高感度カメラ、高速度現象解析]

アルファクス（株）
[レーザダイオード検査選別装置]

マルチポート研究所有限責任事業組合
[高周波計測、教育支援]

（株）ナノテコ
[先進LED技術開発、ソリューション] 

（一社）先端レーザ樹脂溶着技術・推進コンソーシアム
[高品質樹脂溶着]

アルトリスト（株）
[食品加工ロボット]

（株）井口一世
[精密機器の部品製作販売]

（株）ホトロンホールディングス
[自動ドアセンサー、車両センサー]

（株）B-STORM
[無線給電、ピッキングカート、新ニーズ対応製品創出]

（株）日進製作所
[高精度金属加工]

もの作り



大学が入居者へ提供する
サービス
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共同研究支援

産学連携コーディネータ

入居
企業 相談

運営支援室

教員
契約、
知財

知的財産部門
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情報提供

本学教員の紹介

・産学官連携ＤＡＹ
・ＯＰＡＬ－ＲＩＮＧ（研究室紹介冊子、WEB）
・研究室訪問
・研究内容のプレゼン
・研究室ツアー

研究開発セミナー（最新の技術的トピックスを紹介）

各種外部資金情報の提供、外部資金獲得支援

これらの情報は、ＵＥＣアライアンスセンターのＨＰ
（https://www.uac.uec.ac.jp/ ）やメール等によりお知らせします。

学内の各種シンポジウム（研究センター、研究室主催）

11

https://www.uac.uec.ac.jp/


ーICTワークショップー

入居企業、大学発ベンチャー、本学教員・学生、学外関係機関
との交流・連携を目的に、月１回のペースのオープンなワーク
ショップを実施しています（これまで２１回開催）。

内容：（１）入居企業の業務、ニーズ、シーズなどの紹介
（２）本学教員の研究紹介
（３）関係機関による情報提供
（４）交流会

ご希望の方には、これまでの
講演の資料を閲覧いただけ
ます（次頁プログラム例参照）。
＊講演者の了解を得た内容に限ら
せていただきます。
問合せ先100staff@sangaku.uec.ac.jp

入居企業・教員・学生との交流・連携例
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mailto:問合わせ先100staff@sangaku.uec.ac.jp
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第20回
(1)「ビジネスシーンへの感性活用」

感性AI株式会社 事業部チーフ 中島啓貴氏
(2)「表面筋電図（筋線維伝導速度）による筋機能評価について」

情報理工学研究科情報学専攻 准教授 水戸和幸
(3)「昨今の土木需要とプラスチック光ファイバーセンシング」

情報理工学研究科基盤理工学専攻 准教授 古川怜
(4)「研究開発・ものづくり企業に役立つ加工・システム製作をめざして」

株式会社シモヤマ 代表取締役 霜山秀昭氏
第21回

(1)「電通大プログラミング教室の目的・方法・なりたい姿のご紹介」
特定非営利活動法人ｕｅｃサポート 理事長 ／
産学官連携センターベンチャー支援部門 特任教授 安部博文氏

(2)「金森研究室の産学官共同研究について」
情報理工学研究科機械知能システム学専攻 准教授 金森哉吏

(3)「IoTを活用した見守りシステムの紹介」
情報理工学研究科情報・ネットワーク工学専攻 教授 沼尾雅之

(4)「株式会社亜細亜情報システムの紹介」
株式会社亜細亜情報システム ソリューション事業部長 金田芳哉氏

ICTワークショッププログラム例

第1回～第19回のプログラムは、UECアライアンスセンターHPのニュース欄を
をご覧ください。https://www.uac.uec.ac.jp/

https://www.uac.uec.ac.jp/


新卒・アルバイト採用支援

就職・アルバイト説明会の実施等

学生のインターンシップ

博士前期課程1年次と学部3年次
原則夏季休暇中に90時間（10日）以上の実習
大学院生は180時間以上の長期インターンシップもあります。
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関連機関との連携

・情報通信研究機構

・都立産業技術研究センター

・コラボ産学官

・首都圏産業活性化協会（ＴＡＭＡ協会）

・多摩産業人クラブ

・多摩信用金庫

他
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その他

学内施設の利用

・図書館
・研究設備センター
・生協食堂、レストラン

学び直し

・学位取得支援
・授業の聴講
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1）本学との共同研究や本学での寄附講座・共同研究講座の
開設を計画しておられる企業・研究組織

2)   UECアライアンスセンターでの技術開発・協働作業を
通じて、「オープンイノベーションを実践していこう」

「人材育成を推進していこう」とお考えの企業・
ベンチャー企業

3)   複数の企業・研究組織で構成された技術開発あるいは
教育・学習の為のコンソーシアム

4) 地域が進める産業振興に関わり、本学と連携して技術
開発と人材育成を図る企業

5)  本学が定めた”研究センター”およびその研究センターとの
共同研究を計画している企業・研究組織 (大学等）

ご入居を想定している方々
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・主な設備等：
居室床荷重 300kg/m2以下
電気設備 埋設エアコン、埋め込み照明、コンセント（AC100V, 60A）
通信設備 光ファイバー（NTT)、電話回線（NTT)
会議室： ２～５階に各１室
１階共通エリア：ホール、展示交流スペース、福利厚生施設(コンビニ)
セキュリティ： ３階～５階フロア入り口に電子錠

・入居費用
１区画(52 m2) 13万7,300円/月（ １m2当り2,646円/月）+ 消費税
（大学との共同研究費用は別途必要です。）

・その他： 退去時に原状回復をお願いします。

施設概要と入居費用
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ホール 居室会議室



ご入居、および入居企業との連携にご関心
のある方は、是非下記宛ご連絡ください

電気通信大学UECアライアンスセンター運営支援室
E-Mail: onestop@sangaku.uec.ac.jp
TEL: 042-481-0583 
HP: https://www.uac.uec.ac.jp/
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