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NEWS RELEASE No.7

2020 年 9 月 14 日
iU 情報経営イノベーション専門職大学

国家戦略特別区域・特定事業として開発された
都市型スマートシティ「東京ポートシティ竹芝」内に

『iU サテライトオフィス』を開設
情報経営イノベーション専門職大学（東京都墨田区、学長 中村伊知哉。以下、iU）は、国家戦略特別区域計画の特
定事業として東急不動産と鹿島建設が共同開発した「東京ポートシティ竹芝」内に、『iU サテライトオフィス』を開設しました。
iU サテライトオフィスでは産学連携・大学連携の拠点として、また国家戦略特区域の利点を活かし、プロジェクトの実証実験
などを行っていく予定です。

■スマートシティ「東京ポートシティ竹芝」
スマートシティとは、都市の抱える諸課題に対し、最先端の情報通信技術などを活用しつつ、環境に配慮しながら人々の生活
の質を高める都市のことです。「東京ポートシティ竹芝」内では顔認証システムやキャッシュレス決済を導入。
センシングデバイスとエッジ解析でビル内のデータを収集し、リアルタイムに処理・配信され、ビル内の飲食店舗や施設の混雑状
況をアプリやサイネージ等で来館者へ情報提供されます。また iU サテライトオフィスが入居する東京ポートシティ竹芝内オフィスタ
ワーでは 1000 台を超えるセンサーや AI カメラ、5G 通信が設備されることに加え、警備や掃除などの AI ロボットが導入。商業
エリアでは、ヒューマノイドロボットと人が働く次世代コンビニなどが出店します。
また、9 月 18 日（金）～20 日（日）には街びらきイベント『TAKESHIBA SMARTCITY FES』が開催され、リアルとバー
チャルの融合による新しい時代のイベントとして、劇団四季による Music&Talk ショーや、アーティスト、吉本興業所属のお笑い
芸人による特別ライブなどのコンテンツが用意されています。
さらに、上記イベントに先駆け、東京ポートシティ竹芝オフィスタワーに拠点を置き、iU 学長 中村伊知哉が理事長を務める一
般社団法人 CiP 協議会が『CiP 協議会竹芝オープニングイベント』を開催します。このイベントには産官学のゲストを迎え、ニコニ
コ生放送にて配信されます。ぜひご覧ください。
『TAKESHIBA SMARTCITY FES』 (https://takeshiba-smartcity-fes.jp/)
日程：2020 年 9 月 18 日（金）～9 月 20 日（日）
場所：東京ポートシティ竹芝 スキップテラス
『CiP 協議会竹芝オープニングイベント』（https://takeshiba.org/cip-openingevent-2020-2/）
日時：2020 年 9 月 14 日（月）11 時～
URL：https://live2.nicovideo.jp/watch/lv327737371

◀iU サテライトオフィスが入居する
「東京ポートシティ竹芝オフィスタワー」と
東京ポートシティ竹芝全景
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■iU サテライトオフィス
iUは、「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」を教育理念とし、広くイノベーションに関する知識と専門的スキルの習
得に加え、様々な実践的な学びを通じ、応用力・創造力を身に付けます。
4年間通じてビジネスプランを考え、構築する必修科目「イノベーションプロジェクト」では、連携企業や客員教員にビジネスプラ
ンをプレゼン。優秀なプランと認められた場合は、実際に起業をバックアップしていきます。こういった取り組みの中で、iUと連携
企業の協働プロジェクトに関するミーティングや、プレゼンテーションを行う場、また客員教員から、産業界の今を伝える課外授
業などを行う場として、iU サテライトオフィスを活用していく予定です。
また、iU生は、最先端のスマートシティ・スマートビルを体感することで、新たな課題を発見し、解決する方法を考えるきっかけと
なると考えます。

◀iU サテライトオフィス 入口
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＜大学概要＞
■大学・学部学科名
・大学名：「情報経営イノベーション専門職大学」 ※愛称 「ｉＵ（あいゆー）」
・学部名：情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科

■学長
中村伊知哉（なかむらいちや）
<職歴>
1984年、ロックバンド少年ナイフのディレクターを経て旧郵政省入省
1998年、MITメディアラボ客員教授
2002年、スタンフォード日本センター研究所長
2006年、慶應義塾大学大学院教授
2020年4月より、iU学長に就任

■設置概要
・本校舎：東京都墨田区文花1-18-13
・サテライトオフィス：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階

左：本校舎
右：サテライトオフィス

・学生数：1期生230名 ・専任教員数：28名

■教育理念
「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」

■基本構想
ICT×ビジネス×グローバルコミュニケーション ＋ 全員インターンシップ×全員起業×オンライン学習
・ICT教育：電子学園が積み上げた基盤により、プログラミング・AI・ビッグデータなど、幅広いICTスキル教育を展開
・ビジネス創造教育：実務家教員によるビジネススキル教育を実施、ビジネス教養、ビジネスプラン策定力などを身につける
・使える英語・グローバル教育：国際舞台で仕事をするために必要な英語力を磨く教育と留学生の受け入れにより国際性
も強化
・インターンシップとリアルプロジェクト：1人640時間のインターン、実ビジネスの中でハンズオンのリアルプロジェクト教育を実施
・全員起業：希望者全員に対し、在学中に起業にチャレンジできるサポート体制
・オンラインを活用した授業サポート：『いつでもどこからでも学ぶことができる』をキーワードに、自ら積極的に学ぶための環境の
充実
■育成人材像
・ICT を活用する様々な業界・団体において課題を解決し、新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことのできる人材
・ICTを活用し新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことで、国際社会と地域社会の産業発展に貢献する起業家

【本リリースに関するお問い合わせ先】
iU 情報経営イノベーション専門職大学 TEL：03-5655-1555

E-mail：info@i-u.ac.jp

PRESS RELEASE
iU Opens "iU Satellite Office" in the urban smart city “Tokyo Port City Takeshiba”
to further develop a National Strategic Special Zone/Special Business Zone
[Monday, September 14, 2020] President Ichiya Nakamura of the Professional University of Information and
Management for Innovation (“iU”) in Sumida-ward, Tokyo, inaugurated an “iU Satellite Office” in Tokyo Port City
Takeshiba, which is jointly developed by Tokyu Land Corporation and Kajima Corporation, as a component of the
National Strategic Special Zone project. This satellite office will serve as a base for industry/academia and university
collaborations in order to conduct various projects and experiments within a National Strategic Special Zone.
About the Smart City “Tokyo Port City Takeshiba”
A smart city enhances people’s quality of life while considering the environment, utilizing the latest information and
communication technology, in order to solve problems. The functions this city serves, for visitors, are as follows:
● Facial recognition system and cashless payment within the "Tokyo Port City Takeshiba"
● Data is collected and analyzed by sensing devices, processed, and distributed in real-time to provide
information, via apps, on the congestion status of restaurants and facilities within the building.
● Humanoid robots and next-generation convenience stores will be available in commercial areas.
● The Tokyo Port City Takeshiba Office Tower, where the iU satellite office is located, will be equipped with more
than 1000 sensors, AI cameras, 5G communication, and AI robots for security and cleaning services.
On September 18-20, a townscape event called "Takeshiba Smartcity Fes" will be held. This marks a new era of fusing
real and virtual and a music & talk show by Shiki Theatre Company and other artists; performance content will include
special live shows by comedians belonging to Yoshimoto Kogyo.
Prior to the event, the CiP Council based in Tokyo Port City Takeshiba Office Tower and chaired by iU President Ichiya
Nakamura, will hold the "CiP Council Takeshiba Opening Event". This event will be broadcasted live on Nico Nico with
guests from industry, government, and academia. We invite you to visit NicoNico and watch the event.
“TAKESHIBA SMARTCITY FES” (https://takeshiba-smartcity-fes.jp/)
Date：September 18 (Friday). 2020 to September 20 (Sunday), 2020
Place：Skip Terrace at the Tokyo Port City Takeshiba
“CiP Council Takeshiba Opening Event”
（https://takeshiba.org/cip-openingevent-2020-2/）
Date：September 14 (Monday) from 11:00-12:00
URL：https://live2.nicovideo.jp/watch/lv327737371
About iU Satellite office
The iU satellite office will be utilized to hold meetings and presentations on collaborative projects between iU and
affiliated companies, and to hold extracurricular lessons from visiting faculty members to convey the current state of
the industry. This concept is a realization of iU’s educational philosophy of "Change, Learn and Innovation."
In the satellite office, in addition to acquiring knowledge and specialized skills related to innovation, iU students will
acquire creativity through practical learning while using this satellite office. The compulsory subject "Innovation Project,”
which consists of creating a business plan as part of the degree requirement, students will present business ideas to
partner companies and visiting faculty members. We are convinced that iU students will be able to discover new social
problems and think about ways to solve them by experiencing the latest smart cities and smart building environment.

School Information:
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▪ Educational philosophy
Change, Learn, Innovate.
- “Enjoy change, learn by yourself, and create innovation.”
▪ Basic concept
[(ICT + Business + Global Communication + Internship) x (Entrepreneurship) x (Online Education)]
- ICT education: Develop a wide range of ICT skill education (e.g. programming, AI, and big data, etc.)
- Business creation: Providing business skills education by practitioner business experts, acquiring
business education, formulating business plan skills, and so on.
- Practical English and Global education: Internationalization through education to improve English
language skills necessary for working in the international stage and for the recognition of international
students.
- Internship and Projects: a 640hrs per person, hands-on, project to establish a real business startup.
- Entrepreneurship: A support system for applicants to undertake entrepreneurial ventures while enrolled
in school.
- Online educational support: a belief that, "You can learn from anywhere, anytime."
▪

iU will create:
- Human Capital who will solve problems within various industries and organizations by utilizing ICT skills
to create new products, services, and businesses.
- Entrepreneurs who contribute industrial development of local and international communities by
supporting development of global sustainable goals.
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