
Intel Industrial Forum 2020
インテル 製造フォーラム 2020

ものづくり × デジタルデータの可能性を探る画期的フォーラム開催

開催概要

開催スケジュールや、 参加登録に関するお問い合わせ、 およびセッション内容や講演者に関するご質問、
報道機関からのお問い合わせがございましたら、 下記までご連絡ください。
株式会社クリエイティブバンク 内 『 Intel Industrial Forum 2020事務局』

E-mail : intel-industrial@info-event.jp

お問い合わせ

両日 13：00 〜 15：30 (予定)
2020年 9月28日 (月) ・ 29日 (火)日程

主催 インテル株式会社

配信内容 基調講演、 分科会、 特別講演、 パネル ・ディスカッション

同時掲載 新製品/ソリューション紹介、 各社ソリューション紹介

配信方法 オンライン配信 (On24)／アーカイブ配信有

オンラインイベント
開催

登録完了後、
公開日の 1 週間程度前に
参加用 URL をお送りいたします。

指定時間になりましたら、
お送りした参加用 URL に
アクセスください。
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ご登録方法

Intel Industrial Forum
2020

https://webinar.intel.com/
JP-IndustrialForum2020

上記 URL または QR コードより、
ご登録ください。

デジタルデータ活用と新価値創造

戦後 「ものづくり大国」 として世界をけん引した日本の製造業。 メイド・ イン・ジャパン品質を武器に高い評価を得てきました。
しかしバブル崩壊以降の “失われた 20 年” を経て環境が一変。 入れ替わるようにしてアジア諸国が台頭し、

デジタル技術とものづくりを融合しながら国際的な競争力を高めています。
本フォーラムでは、 労働人口減少や熟練者不足といった日本の製造業が抱える課題、

加えて「デジタルデータ活用と新価値創造」をテーマに、 各社の取り組みや最新技術を取り上げます。
さらに、 新型コロナがもたらした製造業における 「新常態 （ニューノーマル）」 についても考えていきます。

事前登録が必要となります。

労働人口 熟練者 生産性向上品質保証少量多品種生産 付加価値創造

https://webinar.intel.com/JP-IndustrialForum2020


9/28 Day1 Agenda 9/29 Day2 Agenda

Intel、 インテル、 Intel ロゴ、 OpenVINO は、 アメリカ合衆国および / またはその他の国における 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。   © 2020 Intel Corporation. 無断での引用、 転載を禁じます。

※講演内容につきましては予告なく変更になる可能性がございますので、 予めご了承下さい。 

13:00 - 13:10 ［開会の挨拶］　
インテル株式会社  代表取締役社長　鈴木 国正

15:10 - 15:25

［基調講演］  FA と IT の融合による価値づくり 
 ~ものづくり現場を高度化する「Edgecross」の概要と
 活用事例紹介～ 
一般社団法人Edgecrossコンソーシアム  参与/IoTエバンジェリスト 　長谷川 政行 様

13:30 - 14:00

サイバーフィジカルシステムにおける
モビリティ最適化エンジンの開発と産業応用
九州大学  マス・フォア・インダストリ研究所  教授　藤澤 克樹 様

中小金型メーカーのＤＸへの取組み
株式会社 岐阜多田精機  代表取締役社長　多田 憲生 様

インテル製デバイスのロボットコントローラへの適用（仮）
株式会社安川電機  モーションコントロール事業部 コントローラ開発部 セルコントローラ開発課
担当課長　祖田 龍一 様

高分子計算科学の展望 ～シミュレーションとインフォマティクスの連携 ～
東レ株式会社  先端材料研究所 研究主幹　茂本 勇 様

DXを加速するローカル5GとNECの取り組み
日本電気株式会社  新事業推進本部 本部長　新井 智也 様

［主催者講演 / 閉会の挨拶］
Intel® Industrial Solution Builders 
～インダストリアルIoTを実現するパートナーシップ～（仮）
インテル コーポレーション セールス・マーケティング&コミュニケーション・グループ
インダストリー・ソリューション・セールス  バイス・プレジデント/ゼネラル・マネージャー　ルネ・トーレス
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 本部長　張 磊

製造業における AI 活用動向
株式会社NTTデータ
ビジネスソリューション事業本部 AI&IoT 事業部 デジタルサクセス担当
課長 エグゼクティブ・データサイエンティスト　天野 正己 様

AI で交通状況を監視する AISION 車両センシングシステム
沖電気工業株式会社  ソリューションシステム事業本部 IoT プラットフォーム事業部
スマートコミュニケーションシステム部 担当部長　宮 雅彦 様

人物姿勢 ・ 動作認識ソリューション
~ 製造現場における OpenVINO™ ツールキット活用事例紹介 ～
株式会社 日立産業制御ソリューションズ  組込み営業第一部
主任　山口 博史 様

最新鋭のリモート ・ 仮想化技術で ものづくり現場を刷新
東芝デジタルソリューションズ株式会社
ICTソリューション事業部 スマートマニュファクチャリングソリューション部 
マネージャー　松本 賢一郎 様

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　神谷 文久 様

エッジコンピューティングで広がる現場 IoT 対応の取組み
東芝インフラシステムズ株式会社  産業システム事業部 産業システム企画部 計装担当 
スペシャリスト　福田 知世 様

エッジコンピューティング、 AI を活用した IoT によるものづくり
三菱電機株式会社  名古屋製作所 FA ソリューションシステム部 技術推進グループ
グループマネージャー　野末 直道 様

振動モニタリングシステム ： RICOH AP-10F のご紹介
リコーインダストリアルソリューションズ株式会社
エレクトロニクス事業部 営業室 ソリューション営業グループ　秋本 鉄兵 様

株式会社FAプロダクツ

［特別講演］  インテルの IoT 戦略と産業用製品ポートフォリオ 
インテル コーポレーション  
IoT事業本部  シニア・バイス・プレジデント／ゼネラル・マネージャー 
トム・ランチ

13:10 - 13:30

［特別対談］  日本の製造業　その課題と飛躍のカギ
株式会社東芝  執行役上席常務 最高デジタル責任者　島田 太郎 様
インテル株式会社  代表取締役社長　鈴木 国正

13:00 - 13:30

［特別講演 ②］  スマートファクトリーを創る FIELD system とその導入事例 
ファナック株式会社  IoT 統括本部 IoT ビジネス推進本部開発・企画部　宮脇 賢 様
ミツイワ株式会社  ビジネス推進本部 スマートファクトリー推進部 部長　泉 貴史 様

13:30 - 14:00

14:05 - 14:20

〈分科会 1〉

14:20 - 14:35

〈分科会 2〉

14:35 - 14:50

〈分科会 3〉

［パネル ・ ディスカッション］  製造業の DX 
株式会社FAプロダクツ  代表取締役会長　天野 眞也 様／モデレーター
国立大学法人東京大学  名誉教授　佐藤 知正 様
株式会社デンソー  経営役員 生産革新センター長　山崎 康彦 様
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・AI部 
ロボット・AI部 主査 World robot Summit PM
自動走行ロボットを活用した新たな配送サービス実現に向けた技術開発事業  PM　
和佐田 健二 様

14:55 - 15:35

14:05 - 14:20

〈分科会 1〉

14:20 - 14:35

〈分科会 2〉

14:40 - 14:55

〈分科会 3〉

14:55 - 15:10

〈分科会 4〉

14:00 - 14:05 休憩

14:50 - 14:55 休憩

14:35 - 14:40 休憩

14:00 - 14:05 休憩


