
 

     

先端IT活用推進コンソーシアムについて 
    Advanced IT Consortium  
          to Evaluate, Apply and Drive 

           
   2012年4月20日 

 先端ＩＴ活用推進コンソーシアム 
     （AITC） 
     副会長、運営委員会議長  
           田原 春美 

東日本大震災により犠牲になられた方々に心からの哀悼を、 
被災された方々に心からのお見舞いを申し上げます。 
一日も早い生活再建、復興をお祈りいたします。 
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     ・ＡＩＴＣの全体概要 
          
          ・2011年度の活動状況について 
     
     参照： 総会議案書＆付属資料（一般公開） 
          会員規約（一般公開） 
          実施細則（会員限定） 
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設 立  ：  2010年9月8日 
会 期   ：  3年3期 （～2013年8月31日） 
 

目 的   ：  企業における先端ITの活用および 
               先端ITエキスパート技術者の育成を目指す非営利団体 
 
会   長  ：    鶴保  征城   （IPA顧問、HAL校長） 
副会長   ：     平野 洋一郎(インフォテリア代表取締役社長） 
             田原 春美  （ドリームIT21代表) 
理   事   ：     14社14名 
監  事  ：    水谷 学   （ピー・シー・エー代表取締役社長、公認会計士） 
運営委員：     12社14名 
事務局  ：     運営委員有志が担当 
顧   問   ：    稲見  昌彦  (慶応義塾大学大学院 教授） 
               萩野  達也  (慶応義塾大学 教授) 
                 橋田  浩一  (産業技術総合研究所 知能システム研究部門  
                                                             上席研究員・社会知能研究グループ長) 
                  丸山 不二夫(早稲田大学大学院 客員教授） 
               山本 修一郎(名古屋大学大学院 教授) 

ＡＩＴＣの概要 ① 
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会員数： ４９会員 （2012年4月1日現在） 
   議決権を有する会員： 法人、個人事業主（年会費10万円） 
   議決権のない会員 ： 学術会員 （年会費3千円） 
                個人会員 （年会費1万円） 
                特別会員 （年会費無料、活動支援を頂く） 
                 国土交通省 気象庁 
                 総務省 消防庁 消防大学校 消防研究センター 
                 独立行政法人 産業技術総合研究所 
 

活動対象分野： 
  毎年見直し、総会決議をもって決定 
  新規の分野については、セミナーや勉強会で適宜カバー 
 

ＡＩＴＣの概要 ② 
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セミナー・ 

シンポジウム 

勉強会 

部 会 

発表会 

最新情報を入手する場 

内外著名人による講演、交流の場 
・勉強会の対象となる先端IT 

・旬の話題、関心の高いトピックス 

・製品・サービスの紹介 

 

特定の先端ITに関して、参考文書を読み、 

試しに使ってみる場 
 

スキルを身につけ、ノウハルを共有する場 
 特定の先端ITを取り上げ、調査し、 

 試用に基づき評価し、可能性のアセスをし、 

 知見の共有をし、報告書の作成を目指す。 

 

部会間／外部団体との連携で研究を行う場 
 先端ITを使った実証実験、報告書/提言書の作成 

 実証実験ではシナリオ作成→システム設計→実装を行う   

   公募による参加者募集 

 

実活動に基づく情報と知見を共有する場 
 勉強会の活動、部会の活動や成果、 

 プロジェクトの成果物を発表する。 

 年２回(中間発表&成果発表）を基本とする 

 

１Cycle：3ヶ月程度 

プロジェクト 

活動の形態 
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成果物 
部会やプロジェクトの活動成果として想定する成果物 
 ・試用・検討報告書 
 ・実証実験報告書 
 ・事例集・ノウハウ集、活用提案あるいは提言書 
 ・プロトタイプシステム、報告書 
    会員限定：設計書、ソースコード、環境構築手順書 
       一般公開：構築後のプロトタイプ 
======================================== 
   関連規約等： 
     会員規約 
        成果物の取り扱い⇒会員規約第50条 
        知的財産権    ⇒会員規約第51条 
      実施細則「共同プログラム開発に関して」 
        公開・利用に関する原則 
        成果物としての共同開発プログラムの取り扱いについて 
        権利侵害への対応について 
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勉強会 

セミナー・シンポジウム 

部 会 

プロジェクト 

発表会・ 
成果物の公開 

 

対応製品、ソリュー
ションの増加 

 
 

利活用事例の 
増加 

  

新しいビジネスの
創出 

 

ビジネスの拡大 

技術者の拡大 

 
 裾野の拡大 

活動の期待効果 
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2011年度の活動状況について 
    （2011/0901～2012/08/31) 
 
     参照：第2回総会議案書（一般公開） 
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２０１１年度：活動対象分野と位置付け 

rea
l 

v
irtu

a
l 

コンテキスト 

人 

メタ データ 

モノ コト 

コンテキスト コンピューティング 

クラウド ・テクノロジー 

ビジネスAR 

ネットデバイス・アプリ 

ユーザーエクスペリエンス 
技術 

ソーシャル 

2011：2011/09/01 ~ 2012/08/31 

活動の詳細は、HP、総会議案書に掲載 
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•部会連携 
•対外連携 
•成果発表 
•認定成果物の 
 公開 

総 会 

理事会 

 運営委員会 
 
・情報基盤WG 
 ・ 渉外WG 
・セミナー、イベントWG 
・広報WG 
・プロジェクト立案WG 
 
 

顧問 

監事 

事務局 

先端ITに関する 
•グループ学習 
•試用 
•活動発表 
 
 
 
 
•スキルの習得 
•検証＆アセス 
•知見の共有 
•報告書の作成 
•成果発表 
•認定成果物の 
 公開 

 

 

会  長 

 

 

    

      

ビジネスAR 
2011/07ー 

クラウド・テクノロジー 
2011/05ー 

コンテキスト・コンピューティング 
2010/10ー 

 部 会 

  

2012年4月現在 

ユーザーエクスペリエンス技術 
2011/11ー 

ネットデバイス アプリケーション 
2011/11ー 

勉  強  会 

  協働プロジェクト 

組織 
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 ・部会活動の活性化 
  単一の分野に特化して調査、研究、実証検証等を実施する部会活動は、 
   本会活動の基盤であり、それぞれの活動のより一層の活性化・深化を図ること 
   で本会全体が活性化することが期待できる。 
・協働プロジェクトの実施 
   「協働プロジェクト」として分野間の活動連携を図ることで、特定の技術のみな 
   らずシステム構築に必要な総合的な視点から先端ITを捉え、実践的な経験を 
   積むことを目指す。 
   参加者はスキル・ノウハウを得るだけでなく、幅広い人的＆知見の交流も期待 
   できる。 
・“Touch &Try”イベントの開催 
   簡単に試用してみることが難しい先端ＩＴ分野（但し、本会活動対象の範囲。 
  例えば、ＡＲなど身近に機器機材が揃わない分野）に関し、関連企業・関係者 
  の協力を得て ”Touch & Try”式のイベントを開催する。 
   主対象者は本会会員であるが、イベント自体は一般にも公開とし、本会活動を 
   外部に広く発信する機会とし、会員増強に繋げる。 
・旬の技術情報の提供  
・会員の増強  
                                   （詳細：第２回総会議案書参照） 
 
 

２０１１年度重点施策 
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AITC’s Collaboration 
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2011年度（2011/09/01－2012/08/31） 
＜完了＞10月21日（金） 2010年度活動発表会＠日本ユニシス 
                 第二回総会@日本ユニシス 
      １2月02日（金）セミナー＆情報交換会(UX技術＆NDA)＠日本ユニシス 
       01月19日（木）セミナー＆情報交換会（クラウド＆ＮＤA）＠日立ソリューションズ 
       02月22日（水） 初年度資料の一般公開化＆プレスリリース        
       02月23日（木）セミナー＆情報交換会（UX技術＆NDA）@リコーITソリューションズ 
       03月22日（木）セミナー＆情報交換会（UX技術＆NDA）@リコーＩＴソリューションズ 
       04月13日（金） 協働プロジェクトに関するプレスリリース 
---------------------------------------------------------- 
       04月20日(金）中間活動報告会＠リコーＩＴソリューションズ 
                  ー部会活動報告、招待講演、協働プロジェクト内容紹介 
＜予定＞ 05月        セミナー＆情報交換会  
             06月       他団体との交流会 
       07月        セミナー＆情報交換会 
       08月       2011年度活動成果発表会(候補：27日の週) 
                                Touch&Tryイベント （ビジネスＡＲ研究部会を中心に） 
---------------------------------------------------------- 
2012年度（2011/09/01－2012/08/31） 
       09月      第三回総会、招待講演／セミナー、懇親会(候補：9月21日) 
        
                

２０１１年度主要活動計画 
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情報発信全般 
  HP ：  http://aitc.jp/   
       AITCのルール   ： 会員規約  (一般公開） 
                        実施細則  （会員限定公開） 
       活動計画等      ：  総会議案書(一般公開） 
              各種資料      ： セミナー等の資料（会員限定or一般公開) 
  ML ：  information_aitc(会員代表者＆連絡担当者宛て） 
              news_aitc (催事専用、会員＆非会員を問わず登録者全員宛て）  
       riji_aitc     (理事会ML) 
              op-all_aitc(運営委員会ML) 
              staff_aitc  (事務局代行スタッフML) 
  FB  ：   http://www.facebook.com/aitc.jp 
  Twitter：@AITC_JP 
------------------------------------------------------ 
情報＆意見交換 
AITC会員間  ：  SNS 「わいがや会議室」（参照：2011年度活動計画）  
部会メンバー間： F2F月例部会、部会単位のSNSコミュニティ 
------------------------------------------------------ 

 AITCの窓口： staff@aitc.jp 
 
 

 

情報発信＆意見交換 
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ご入会、 
  部会活動へのご参加を 
      お待ちしています。 

Collaboration 


