
インテル製造フォーラム 2021
新型コロナウィルス感染症の世界的蔓延により、 世界は大きく変革しております。
また、SDGs などに代表される新たな世界的取り組みへの注目が高まり、人々の関心も引き続き日々変化してます。
こういった予測不能で先の見通しが見えない“不確実性の時代”において、 企業には変革力（ダイナミック ・ ケイ
パビリティ）が求められています。
本フォーラムでは、「“ニューノーマルにおける不確実性の時代” - 製造業の企業変革力」をテーマに、 各社の
取り組みや最新技術を取り上げます。 

2021年10月12日（火）～ 13日（水）開催日

オンライン開催開催方法 事前登録制（無料）参加方法 インテル株式会社主催

Intel、 インテル、 Intel ロゴ、 その他のインテルの名称やロゴは、 Intel Corporation またはその子会社の商標です。 
その他の社名、 製品名などは、 一般に各社の表示、 商標または登録商標です。   ©2021 Intel Corporation. 無断での引用、 転載を禁じます。

ご登録方法 https://webinar.intel.com/iif2021-Reg 
下記 URL よりご登録お願いします。

基調講演 

特別講演

味の素のパーパス経営
食と健康の課題解決を目指した 
DX の取組み
味の素株式会社  
取締役 代表執行役副社長
Chief Digital Officer（CDO）
福士 博司 様

パナソニックの SCM 改革と
それを支える Blue Yonder の
ソリューション
パナソニック株式会社
コネクティッドソリューションズ社 副社長
坂元 寛明 様

Blue Yonderジャパン株式会社  執行役員
ソリューションコンサルティング シニア・ディレクター
白鳥 直樹 様

10月12日 14:40-15:10

10月12日 13:15-13:45

10月13日 13:30-14:00

10月13日 13:00-13:30

IoT としてのコネクティッドカーを
支える技術と将来展望
トヨタ自動車株式会社  
コネクティッドカンパニー フェロー
村田 賢一 様

変化する社会と
これからの製造業で考えること
株式会社 日立製作所 
執行役常務 産業・流通ビジネスユニットCEO
森田 和信 様

坂元 様

白鳥 様



休憩14:15 - 14:20

開会の挨拶
インテル株式会社  代表取締役社長　鈴木 国正

13:15 - 13:45

13:00 - 13:15

特別講演

13:45 - 14:15

14:20 - 14:40

14:40 - 15:10

展示デモご紹介
インテル株式会社  インダストリー事業本部 ソリューション技術統括部 統括部長 兼 IoTスペシャリスト　
幸村 裕子

展示デモ 紹介

15:10 - 15:20

2021年10月12日（火）

基調講演 

協賛社講演

アジェンダ

IoT としてのコネクティッドカーを支える技術と
将来展望
トヨタ自動車株式会社  コネクティッドカンパニー フェロー　村田 賢一 様

IoT 機器の製造メーカは、 今までのように商品を作るだけでなく、 それらの機器がネットを通じて繋がる先のサーバ側システ
ムなども開発・運用する必要がある。 コネクティッドカーも同様で、 新しい技術開発も行いながら様々な技術課題・事業課
題を克服したので、 それらを紹介し、 また将来の展望について解説する。

よりスマートでシンプル、 安全な製造環境を実現する
テクノロジースタックの変革
フロスト・アンド・サリバン・ジャパン株式会社  新規事業開発部  成長戦略・事業開発 ディレクター　
佐藤 千佳 様

産業界では、 インフラ、 システム、 資産への投資が長年に渡り遅れているため、 技術的に大きな負債を抱えています。
技術革新サイクルが縮小し続ける中、 製造企業は今すぐテクノロジースタックの変革に取り組む必要があります。 F&S では、
デジタルアジリティが高い企業は、 準備不足の企業に比べて、 より良い結果を出していることが分かっています。 本セッション
では、 なぜピボットを行うのか、 どこに焦点を当てるべきか、 また、 このような変革を実現した先駆的なユーザーが実践して
いる主なベストプラクティスを紹介します。

製造部門の DX を推進する
"Google Cloud Smart Factory"ソリューションのご紹介
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社  Industry Director, Manufacturing
澤近 房雄 様

国内就労人口の減少やグローバルに展開する生産拠点の現場統制など、 製造業をとりまく環境は大きく変化しています。
Google Cloud はそれらの課題を、 インテルのテクノロジーが適用されたエッジデバイスとクラウドテクノロジーを連携させ、
ハイブリッドなソリューションで解決することを目指します。 本セッションでは、 パッケージ・ソリューション "Google Cloud 
Smart Factory" と "Google Cloud Visual Inspection" 製品をご紹介いたします。

味の素のパーパス経営
食と健康の課題解決を目指した DX の取組み
味の素株式会社  取締役 代表執行役副社長 Chief Digital Officer（CDO）　
福士 博司 様

特別講演

コロナにより、 製造業のサプライチェーンや働き方が問い直され、 また将来的な事業の継続性がサステナビリティー SDG’s 
の視点で問われている。
この様に製造業を取り巻く環境はダイナミックに変化し続ける中、 味の素は食と健康の課題解決を目指したパーパス経営に
転換し、 DX により企業価値の継続的向上を目指している。



休憩14:00 - 14:05

閉会の挨拶
インテル株式会社  執行役員 インダストリー事業本部長　張 磊

製造業だからこそのデータビジネス!?
株式会社村田製作所  IoT事業推進部 プロジェクトマネージャー
津守 宏晃 様

特別講演

14:25 - 14:55

展示デモご紹介
インテル株式会社  インダストリー事業本部 ソリューション技術統括部 統括部長 兼 IoTスペシャリスト　
幸村 裕子

展示デモ 紹介

14:55 - 15:05

15:05 - 15:10

2021年10月13日（水）

変化する社会とこれからの製造業で考えること
株式会社 日立製作所  執行役常務 産業・流通ビジネスユニットCEO
森田 和信 様

基調講演

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:05 - 14:25

製造業を支える HPC & AI ポートフォリオ
日本ヒューレット・パッカード合同会社  HPC&AI/MCS事業統括  執行役員
根岸 史季 様

協賛社講演

パナソニックの SCM 改革と
それを支える Blue Yonder のソリューション
パナソニック株式会社  コネクティッドソリューションズ社 副社長
坂元 寛明 様
Blue Yonderジャパン株式会社  執行役員 ソリューションコンサルティング シニア・ディレクター 
白鳥 直樹 様

特別講演

アジェンダ

坂元 様

白鳥 様

Industry4.0 と称され始まったデジタルを活用した業務改革。 昨今、 Covid-19 による市場の変化、 サプライチェーンの変化、
働き方の変化など、 製造業を取り巻く環境はこれまでにないスピードで変化しています。 そうした中、 私たちはどういった点
に着目して考え、 対応すべきか、 日立がめざす姿を含めお伝え致します。

レッツノートなど多様なモバイル商品をグローバル展開するパナソニックの PC 事業部門では、 Blue 
Yonder の計画系ソリューションを導入し、 SCM 改革を推進しています。 その具体的な取組みと、 サプ
ライチェーン全体の可視化や最適化、 AI・機械学習による自律化を実現する Blue Yonder のソリューショ
ン群を紹介します。

今、 スーパーコンピューターの世界では「エクサスケールの時代」と呼ばれています。 コンピューターの性能が向上するなか、
シミュレーションやデータサイエンス、 エッジコンピューティング等を駆使し、 いかにデータを活用するかが成功の要になり
ます。 本セッションでは、 HPE が考えるテクノロジートレンドとデータ活用に最適なプラットフォームをご紹介します。

村田製作所が第 3 のポートフォリオとして取り組んでいるデータビジネス。 その特徴から見えてきた、 製造業ゆえの仕掛け
とサービスに活用できるシステムの考え方の一端を共有いたします。



オンデマンド講演

製造業向け、 IoT ソリューション
Super Micro Computer, Inc.  
5G&IoT Embedded Solution Sr. Business Development Manager
Jill Li 様

グローバル IoT 市場成長が続く中、 製造業のデジタルトランスフォーメーションにより、 新しいビジネスを作り出し
ます。スーパーマイクロは製造業現場を支えるの最新な IOT エッジコンピューティング提供及び成功事例紹介します。

“IoT で継続的なカイゼンを実現!” 
デンソーウェーブの IoT 製品
株式会社デンソーウェーブ  IoT推進部 部長
名波 知之 様

IoT にとって重要なのは、 継続して行われるカイゼンを支えることです。 ネックになるのは、 様々な設備やアプリケーション
を“つなぐ”部分です。 本講演では、「カイゼン活動に追従する IoT」を実現するために必要なシステムアーキテク
チャと、 その具現化を支えるデンソーウェーブの IoT 製品をご紹介します。

自ら挑戦したから語れる、 製造業 DX 実現への道のり
Team Cross FA（ロボコム・アンド・エフエイコム株式会社）  プロデュース統括
天野 眞也 様

製造業においても「DX」実現について多くの“議論”がなされている。 本講演では、“議論”ではなく、 生産設備・システム
を実装する FA・ロボット SIer 自らが、 自社工場として製造業 DX の中核となるデジタルファクトリーを立ち上げた実
例や、 その経験を基にした製造業 DX の普及・展開への取り組みを紹介する。

kizkia "きづきあ" を活用した製造業における
業務効率化への取り組み
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社  
産業第二事業部 流通・サービスシステム第一部 第二課 課長
山口 能一 様

AI ・ 機械学習 ・ 映像解析技術を組み合わせる事により、 様々な特徴をリアルタイムに検知することができる映像解析
ソリューション “kizkia” を活用することで、 外観検査工程における不良品検知や現場の製造機器・現場作業員の状況
を検知/分析を行いムリ ・ ムダ ・ ムラを排除し業務効率化に貢献します。

製造業 DX を加速させるには？
OPC テクノロジーでの解決手法
株式会社たけびし  システムソリューション開発部 主事
米田 隼人 様

人材不足など様々な課題で、 製造業 DX への取組みが話題になっていますが、 成果を生み出せた企業は未だ一部です。
本講演では、 製造業 DX の実現にまず必要な“設備データ収集・見える化”に対し、 産業オートメーション分野の世界
標準規格“OPC UA”をキーテクノロジーとした最適ソリューションをご提案します。

オープンプラットフォーム Edgecross を活用した
『新たな食品製造業向けソリューション』
一般社団法人 Edgecrossコンソーシアム/株式会社 サトー  食品製造業向けソリューション構築WGリーダー
小玉 昌央 様

ニューノーマルにおいて最も重要な「食の安全」。 食の製造現場を変革する『デジタルの力を活用したオープンソリュー
ション』を紹介します。



データ活用の基盤を支える“止まらない”
エッジコンピューティング 導入の勘所
日本ストラタステクノロジー株式会社  事業開発部 部長
香月 千成子 様

製造現場の DX を進める鍵は、 現場のデータを確実に収集、 分析できるデータ活用にあります。 それには安定稼働を
支える可用性、 現場で簡単に運用できる環境性・運用性、 セキュリティー対応などが必要です。
本セッションでは、 IoT、 DX の実現に欠かせない「とまらないエッジコンピューティング」を、 現場の活用事例とともに
ご紹介します。

製造業の IT インフラ・組織診断
～これで動き出す製造業 DX
NRIシステムテクノ株式会社  基盤システム事業部 統轄
櫻井 望 様

生産現場・工場での DX は進んでいますか？テーマが決まらない／予算が通らない／ IoT データを流すネットワークが
無い。 このような DX 足踏み事例には共通点があります。 製造業特有の DX の足枷を探り当て、 前進させるための製
造業 IT インフラ・組織診断ソリューションをご紹介します。

人工知能の眼による検査自動化 
～生産現場で価値を生む AI システム～
Musashi AI株式会社  AIエンジニア
藤田 圭佑 様

弊社では「人にはもっと人らしい仕事を」を理念に ＡＩ（人工知能）を生産現場に導入し、 搬送や目視検査など長時間に
わたって繰り返す高負荷作業の自動化を目指しております。その具体的な取り組み事例とサービス内容をご紹介します。

スマートメンテナンス (CBM) システム
市場動向最前線 2021
株式会社マクニカ  イノベーション戦略事業本部 デジタルインダストリー事業部 課長
福岡 広大 様

もはや説明不要のスマートメンテナンスシステムの重要性。 最近はダウンタイム削減やメンテナンス最適化といった
“守り”から品質改善や自動化構築など費用対効果の高い“攻め"の活用も進む。 導入支援事業を手掛ける弊社が実際
の経験をもとに最新トレンドや構築のポイントの解説と月額で始められるサービスの紹介を行う。

オンデマンド講演



貨物の位置・状態をリアルタイムに監視する
Intel Connected Logistics Platform の紹介
インテル株式会社  インダストリー事業本部 ビジネス推進統括部 交通・物流事業推進部長
横山 裕

医薬品における GDP 法制化への対応や複雑化するサプライチェーンの中で、 輸送中の厳密な温度管理、 振動
防止やトレーサビリティなど、 より一層の輸送品質が求めらるようになってきています。 本セッションでは、
インテルが考案する貨物の状態監視ソリューション「Intel Connected Logistics Platform」を紹介します。

コンフィデンシャル・コンピューティング: 
DX 実現の障壁を打ち破る革新的なセキュリティ技術
インテル株式会社  インダストリー事業本部 ソリューション技術統括部 シニア・データセンター・アーキテクト
小佐原 大介

情報漏洩のリスクへの懸念が、 パブリッククラウドの利用や、 社内外様々なステークホルダーとのデータ連携
といった DX 推進を妨げる要因になっています。 本セッションではこれらのリスクを最小化する革新的技術とし
て注目される「コンフィデンシャル・コンピューティング」とそれを支えるインテルの最新技術をご紹介します。

インテル® リアルタイム対応製品のご紹介
インテル株式会社  技術本部 アプリケーション・エンジニア
小林 永欣

IDC* によると 2025 までに世界のデータの 30% はリアルタイム処理を必要としています。 本セッションでは
リアルタイムを実現するインテル® Time Coordinated Computing (インテル® TCC) や IEEE 802.1 Time 
Sensitive Networking (TSN) を利用した IT ・ OT ワークロードの統合化について話をします。
*IDC “The Digitization of the World from Edge to Core” white paper #US44413318 – May 2020

オンデマンド講演



特別協力

協賛社一覧


