
9/28-29 に実施いたしました本イベントですが、 皆さまからご好評の声をいただき、 11/6（金）に追加セッションの公開が決定しました。 
インテル産業向け最新製品のご紹介やソフトウェア・アーキテクチャの新たな進展等、 全4セッションをご用意しております。

また 3 つの追加オンデマンド ・ セッション、 11 のデモ ・ ショーケースも同時公開いたします。 
9/28-29 に公開致しましたセッションにつきましても、 オンデマンドにて視聴頂けます。

開催概要

日程
配信方法 オンライン配信（ON24）

主催 インテル株式会社
2020年11月6日（金） 13:30~15:20（予定）

インテル製造フォーラム 2020
好評につき、11/6（金）追加セッションの公開決定！

オンラインイベント開催
 【事前登録制 : 無料】

14:20-14:30 休憩

13:55-14:20 ソフトウェア ・ アーキテクチャーの新たな進展
インテル コーポレーション  IoT事業本部 副社長兼上級主任エンジニア　ブライアン・マッカーソン

14:30-14:55 産業向けインテル® エッジインサイトのご紹介
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

14:55-15:20 産業向けインテル® エッジ・コントロールのご紹介
インテル コーポレーション  IoT事業本部 産業用制御・ロボティクス部門 部長　リチャード・カースレイク

13:30-13:55 インテルの産業向け最新製品のご紹介
インテル株式会社 技術本部  IoT FAE マネージャー　古賀 元

インダストリー 4.0 標準規格と
オープンソース・ビルディング・ブロック
インテル コーポレーション
IoT事業本部 シニアディレクター
ゲーリ・マーツ

「ニューノーマル」がもたらす今日の工場、
そして、 今後のニーズへの影響は ？
インテル コーポレーション
IoT事業本部 産業イノベーション・ディレクター
アイリーン・パトリック

制御・運用技術（OT）環境における
情報技術（IT）の利用と統合
インテル コーポレーション
IoT事業本部 ディレクター／首席エンジニア
カーク・スミス

オンデマンド ・ セッション デモ

● 第 11 世代インテル® Core™ プロセッサーの産業用途向け機能をご紹介
● Intel Atom® プロセッサー x6000E シリーズの産業用途向け機能をご紹介
● 制御・解析・表示のコンピューティング環境を統合し自律的な工場を実現
● 産業向けインテル® エッジ・コントロールと ROS で、

ロボットのリアルタイム制御を実現

■ エッジ ・ コンピューティング■ エッジ ・ コンピューティング

● AI とビジュアルで “つかむ”
● AI を使った自動光学検査装置（AOI）の産業向け応用例
● 産業用 AI のための統合解析ボックス

■ 画像解析■ 画像解析

● インテルが IoT 製品に搭載する機能安全（FuSA）
● 最新プラットフォームでサポートされるリアルタイムコンピューティング
● FLEX とインテルによるインダストリー 4.0 変革事例

■ スマート ・ ファクトリー■ スマート ・ ファクトリー

● TSN プロトコルの優位性を Wi-Fi* モジュールを使ってご紹介
■ 次世代ネットワーク■ 次世代ネットワーク

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 『インテル製造フォーラム 2020 事務局』　E-mail : intel-industrial@info-event.jp
お問い合わせ

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。

1
ご登録方法

Intel Industrial Forum
2020https://webinar.intel.com/JP-IndustrialForum2020

上記 URL または QR コードより、 ご登録ください。

事前登録が必要となります。

11/6 追加セッション



Intel、 インテル、 Intel ロゴ、 Intel Atom、 Intel Core、 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。 

9/28-29 開催セッションも、 オンデマンドにて視聴頂けます。

スペシャル・セッションインテル・セッション

［開会の挨拶］
インテル株式会社　鈴木 国正

［閉会の挨拶］
インテル株式会社　張 磊

［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　トム・ランチ

［主催者講演］
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～
インテル コーポレーション　ルネ・トーレス

［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／ Team Cross FA
天野 眞也 様／モデレーター

国立大学法人東京大学　佐藤 知正 様
株式会社デンソー 　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
和佐田 健二 様

［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　島田 太郎 様
インテル株式会社　鈴木 国正

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　秋本 鉄兵 様

［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 　長谷川 政行 様

［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　宮脇 賢 様
ミツイワ株式会社　泉 貴史 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　松本 賢一郎 様

インテル製デバイスの
ロボット ・ コントローラーへの適用
株式会社安川電機　祖田 龍一 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　山口 博史 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　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　新井 智也 様

製造業における AI 活用動向
株式会社NTTデータ　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　宮 雅彦 様

サイバー ・ フィジカル ・ システムにおける
モビリティー最適化エンジンの開発と産業応用
九州大学　藤澤 克樹 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　野末 直道 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　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　福田 知世 様

ビジョンのみで終わらせない
「製造業のDX」導入の鍵
株式会社FAプロダクツ／ Team Cross FA　貴田 義和 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　多田 憲生 様

製品 / 事例セッション


