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中井 佑  テトラ・アビエーション（株） 坂村 健  INIAD（東洋大学情報連携学部） 木下 智香子  大阪市高速電気軌道（株）

長尾 豊  Intertrust Technologies 澤田 壮  ベクター・ジャパン（株） 和泉 憲明  経済産業省 商務情報政策局

空飛ぶクルマ（eVTOL）の
最新動向と日本での展望

データサプライチェーンに潜む
リスクと対策

【ソフトウェア開発初心者必見！】ソフトウェア品質に
近道なし。でももっと楽する方法ないの？

DXの産官学の取り組み
※パネルディスカッション

ネットワーク時代の組込システム 都市型MaaS構想「e METRO」における
自動運転バスの導入に向けた取り組み

コングレコンベンションセンター
（グランフロント大阪 北館 B2F）

会  場

ET 大阪

URL https://www.jasa.or.jp/etwest/

木 金

DXの社会実装を加速するエッジテクノロジー総合展
来たる7月28日（木）・29日（金）の両日、協会主催の技術展示会「ET& IoT West 2022」が梅田のグランフロント大
阪コングレコンベンションセンターにおいて開催されます。
重要性が高まるエッジ技術の最先端と活用について、産官学の有識者やキープレイヤーによるカンファレンスと、各社の
最新プロダクトやソリューションを体感できる展示会でお伝えします。
前回から出展社も増え、さらに規模を拡大し開催いたします。時代をリードする最新テクノロジーをキャッチアップでき
る本展にぜひご来場ください。

▼主な基調講演［無料/事前登録制］ その他、多彩で充実したカンファレンスを実施します。詳細は公式サイトでご確認ください。

［開催時間］ 10:00～17:00



‒伯東㈱‒‒‒伯東東東㈱

1Bulletin JASA  2022  Jul.  vol.82

DXを推進するAIポータルメディア「AIsmiley」
AIプロダクトに特化した国内最大級のAIポータルサイ
トです。
あなたのDX課題を解決してくれるAIサービスを見つ
けることができます。
まずは無料の資料請求でAIサービスの見識を深めて
ください！

アイスマイリー
東京都渋谷区恵比寿南2-8-5 岩崎ビル3F
【メディア運営部】
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エッジA I 処理・機械学習に対応する新製品
「Armadillo-IoTゲートウェイG4」をはじめ、Arm＋
Linux搭載の組み込みプラットフォーム「Armadillo(ア
ルマジロ)」シリーズのIoTゲートウェイや組み込みIoT
ボードを展示予定です。
Armad i l l o - I o Tゲートウェイ G4はTenso r
Flow Liteの学習モデルを用いたAI物体認識デモで、
実際に処理能力を体験いただけます。

アットマークテクノ
東京都品川区西五反田1丁目26-7 カノウビル 8F
【営業部】
　 ������������　  ���������� !���������
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当社のブースでは、半導体製造・検査装置、医療・通
信・検査機器、交通インフラ等で求められる高性能と
高い信頼性を実現するためのソリューションをご提案
いたします。
可視光から非可視光の広帯域まで対応した高精細近
赤外線カメラ、AI等による画像処理を実現するエッジ
コンピュータを中心に展示いたします。

アバールデータ
神奈川県海老名市めぐみ町2番2号 ViNA GARDENS OFFICE 14階
【営業部】　　
　 ������������　  �������#��$��������　  
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社会問題の一つとされる人手不足の中でも、ひとき
わ深刻なのがIT業界のエンジニア不足。実はもうひ
とつ切実な問題として浮上しているのが「人材の質」
です。本当に必要とされるスキルや経験を持った人
材がいない、だから企業は常に「人材不足」という問
題です。
では、この「人材の質」をどのように育てていけばい
いのでしょうか？
2023年の人材育成に向けてそろそろ準備を始めま
せんか？
ETロボコンは「組込みソフトウェア」の設計技術を
競うロボットコンテストです。新しい技術に必要不可
欠なプログラミング、設計技法（モデリング）、チーム
開発で必要なコミュニケーションやチームビルディ
ング、プロジェクトマネージメントを学べる機会を提
供し、参加者と所属組織（企業、教育機関）の両者が
「やりがい」と「成長」を実感できる、世界的にも珍し
いソフトウェア重視の教育コンテストです。

ETソフトウェアデザイン
　　　 ロボットコンテスト
東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 日本橋茅場町プレイス7F 
   　　 (株)アフレル内
【ETロボコン本部事務局】
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イー・フォースは、IoT機器や組込みシステム向けのパッ
ケージソフトウェアの製造・販売を行う国内OSベンダ
です。
今回はルネサスエレクトロニクス社のRA6M5と市販
のUSBドングルタイプのBluetoothモジュールを用い
たBLE通信デモを展示します。
このデモでは組込み機器側で取得したセンサデータを
外部のタブレットで容易にデータ取得ができることをご
覧いただけます。
併せて展示をする「iot-mos」は当社で長年蓄積してき
た、組込みシステムでの様々なソフトウェア資産を活用
したIoTプラットフォームです。短期間で簡単に「機器の
IoT化」と「IoT製品の開発」をサポートします。

イー・フォース
東京都中央区日本橋富沢町5-4 ゲンベエビル
【セールスグループ】
　 ������������　  ��&�"���� �������
　 ��������"""��� �������

本展示会では、インテルの最新Core/Atomプロセッ
サーを搭載した自社設計/国内製造の小型組込み向け
産業用BOX型PCやCPUボードをはじめ、昨年リリース
したばかりの新製品を複数展示予定です。
～Pickup製品～
■最新インテルAtomプロセッサー搭載
『EMBOXTypeAE1010』
①Elkhart Lake x6000Eシリーズ搭載
②パスポートサイズの産業用BOX型PC
③Wi-Fi/LTE無線ネットワーク対応可能
■インテルXeonプロセッサー搭載
『EMBOX TypeRE971』
①2Uサイズの小型ハイパフォーマンスモデル
②ハードウェアRAID（RAID1=ミラーリング）搭載
③容易なメンテナンス（筐体FAN、CPUFAN）

イノテック
神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6
【インテリジェントシステムソリューション本部 ISS営業部】
　 �����	������
　 ��������"""�
������������� $'����
��
�(��
�)'
 �
　 ��������"""�
������������� $'����
��
�(�

耐環境性に優れた産業用PCとIoT言語AJANを使用
した、無人環境でもとまらない手離れの良いIoTシステ
ム「とまらんIoT」による組み込み向けソリューションを
提案します。

インタフェース
大阪府吹田市江の木町17-1 コンパーノビル3F
【営業部】
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インプレス E71-03

（50音順）  ※掲載情報は2022年7月8日（金）時点の情報です。

※セミナー参加
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出展社情報 DXの社会実装を加速する
エッジテクノロジー総合展2022年7月28日（木）・29日（金）10:00～17:00
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出展社情報

（50音順）  ※掲載情報は2022年7月8日（金）時点の情報です。

DXの社会実装を加速する
エッジテクノロジー総合展2022年7月28日（木）・29日（金）10:00～17:00

当社のシステムは、ITエンジニアに特化した見積もり工
数の作成をより簡単、より正確に作るためのツールです。
バラバラだったエクセル情報を一元管理することがで
き、過去の見積もりを流用したりチーム内で情報をナ
レッジシェアすることが出来ます。もう今までのように
サーバー上のエクセルを探し回る必要はありません。
また見積もり工数だけでなく予実管理機能も搭載してい
るため、プロジェクトの収益性も確認することができま
す。 オンライン上で見積書の作成から受発注、請求書発
行、 納品検収処理まで完結することができるので、作業
の負担を格段に減らします。

東京都渋谷区宇田川町16-8 渋谷センタービル3F
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当社からは、ソフトウェア開発作業の効率・品質の向
上、DX推進をご支援するソリューションをご紹介いた
します。
展示会では下記の製品・サービスを紹介しております。
■GUIフレームワーク・プロフェッショナルサービス
Qt：豊富なライブラリ群と多彩な開発ツールを備えた
クロスプラットフォームのアプリケーションフレーム
ワーク
SRAの長年の経験と実績によるノウハウを活かして、お
客様の検討段階から開発の各フェーズにおける課題解
決に寄与するソリューションをワンストップで提供
■ウェアラブルソリューション
屋外での点検作業にスマートグラスを活用し、点検漏
れを防ぎ、作業の実施状況をハンズフリーで記録する
ソリューション
■TestDepot
組込ソフトウェア開発において、人手で行っていた検
証作業を自動化するツール
■OPC-UAの導入支援ソリューション
ITとOTをつなぐ統一されたプロトコルを記述、定義す
ることにより、異なるベンダー間でのデータ共有を可
能にし、初期の導入時からトレーニング、コンサルティ
ングサービスを提供

大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 MPR本町ビル2F
【関西事業部】
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最先端の産業機器やIoT向けの組込み分野において、
システム性能を高めるAIやセンシング技術、ネットワー
ク化に向けた通信・セキュリティ技術、高効率なモー
タ・電源制御技術、より直観的な操作を可能にする
HMI技術など、半導体の重要性はこれまで以上に高
まっています。
STブースでは、エッジAIやセンシングをはじめ、コネク
ティビティ、グラフィックスおよびモータ・電源制御な
ど、産業機器をはじめとするシステムのIoT化に欠かせ
ない最新半導体ソリューションをご紹介します。
またToF測距センサによるジェスチャ認識、多用途ワイ
ヤレス充電システムを支えるキー・テクノロジーをテー
マにした2つの出展者セミナーも開催します。

STマイクロエレクトロニクス

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟17F
【インテグレイテッド マーケティング & コミュニケーション】
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IoT/M2M通信ならNTTPCの法人向けモバイルサー
ビスにお任せ。低コストで安全に通信できるNTTPCの
SIMをセンサーやデバイスに組込むことで、あらゆるモ
ノのデータを収集することでき、お客さまはIoT/M2M
を実現できます。
インターネット通信はもちろん、セキュアな閉域網通信
も用意。
今回の展示では、低コストプランから大容量通信・上り
専用のプランなどコスパの良いメニューを揃えた「スタ
ンダードタイプ」、1枚のSIMで複数の通信キャリア接
続が可能かつ海外でもプロファイル変更なしでローミ
ング利用可能な「マルチキャリアタイプ」など、お客さま
事業用途に合わせてお選びになれる製品を紹介いた
します。

エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
大阪府大阪市北区中之島5-3-81 NTT中之島ビル4F
【西日本支社】
　 ����������$�　  "
	
#�����������
　 ��������������������

Engineerforce

エンベックスエデュケーションでは、2009年からサー
ビス開始した新入社員ITエンジニア研修『emTech
Academy』をご紹介いたします。
組込み人材の育成に多くの企業様に取り入れられて
いる研修の詳細なご案内をいたします。
毎年全国で各地で開催され17,000人が巣立った研
修とは！！
是非ブースまで足をお運びください。

エンベックスエデュケーション
東京都千代田区麹町5丁目3番地 麹町中田ビル5F
【事業推進室】
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大阪電気通信大学 大学院 
組み込みリアルタイムシステム研究室（南角研）

リアルタイム性とは，要求された時間内での処理終了
を保証する機能であり，具体的には処理の最悪実行
時間をあらかじめ見積もることができる機能である。リ
アルタイム性を保証できることは密結合マルチコアプ
ロセッサ組込みシステムにおいても必要である。しかし
ながら密結合マルチコアプロセッサ組込みシステムに
おいては，コア間の相互排除におけるリアルタイム性と
コア内の割り込み処理のリアルタイム性を両立させる
には様々な課題がある。そこで，本展示ではこれの解
決案のひとつを展示する。
もう一つの展示は組込みシステムにおいて，特に組込
み以外のソフトウェアエンジニアにとって理解が難しい
内容のひとつに割り込みがある。そこで割り込み発生
時の割り込み処理の動作をロジックアナライザを使っ
て，視覚的に理解できるような教育教材を展示する。

大阪府四條畷市清瀧1130-70
【総合情報学研究科総合情報学専攻コンピュータサイエンスコース】
　 ����!��� ��$
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ウィンボンド・エレクトロニクスは半導体メモリソリュー
ションの世界的リーディングサプライヤーです。製品の
設計、研究開発、製造、および販売サービスのエキス
パートとして、お客様のニーズに基づいたメモリソ
リューションを提供しています。
製品ポートフォリオは、スペシャリティDRAM、モバイル
DRAM、コードストレージフラッシュメモリ、および
TrustME®セキュアフラッシュメモリで、通信、家電、車
載、産業用、そしてコンピュータ周辺機器市場における
Tier1メーカーで広く採用されています。
ET＆IoTWESTでは各製品のデモを展示し、弊社FAE
より製品特長など詳細を説明させていただきます。

ウィンボンド・エレクトロニクス
神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル9F
【マーケティング&FAE部】
　 �� ���!��!!�　  #��_���
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JASAキャラクター
クミコ・ミライ

ター

キヤノンマーケティングジャパン

組込みシステム産業機構（略称：ESIP）は、組込みシス
テム産業界が抱える課題を、産学官が一体となって解
決する場として、2010年に設立いたしました。現在の
会員数は、109社・団体となっています。
ESIPが組込みシステム産業発展のために取り組む、
先進的組込みシステム技術者育成プログラム「組込み
適塾」や、会員企業が出展先企業1社を訪問して企業
間連携、ビジネス創出を目指す出張型の「組込み開発
企業展示会」、IoTを活用したサービス創出を目指すビ
ジネスコンテスト「WINK」、各種セミナーなどの施策
を紹介します。
会員企業4社と一緒に合同ブースとして出展し、各会
員企業の展示と併せて、活動紹介や技術セミナーを実
施します。

組込みシステム産業振興機構
大阪府池田市緑丘1-8-31 
国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センターA-2棟 031030室
　 ������������　  	
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ITbookテクノロジーは、Centeミドルウェアのセキュリ
ティ製品を中心にIoT／組込み機器開発、組込みアプ
リケーション開発に最適なセキュリティポートフォリオ
をご紹介します。

◇Cente セキュリティモジュール
◇ペネトレーションテスト
◇耐量子暗号データ保護ソフトウェア

－ITbookテクノロジー
東京都立川市錦町1-8-7 立川錦町ビル8階
【デジタルテクノロジー事業本部】
　 ������������　  
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検査・計測・制御・情報システム開発の会社です。お客
様の「こんなことが出来ませんか？」といったご相談か
ら、各種システムのソフト・ハードの特注・受託開発を
行っております。構想段階のアイデア出し、仕様書作成
～設計～製作～現場立ち上げ、試作1台～少量・大量
生産までトータルで支援/サポートします。・組込みシス
テムの特注開発・医療機器の受託開発・IoT/ICTシス
テム、生産管理システム開発・画像処理システムにて外
観検査システム・AI・3D認識技術によるシステム開発、
パソコン・PLCを使用した検査装置開発・PLCを使っ
た制御盤のハード・ソフト設計等、一式対応します。

－梅田電機
大阪府大阪市福島区福島6丁目9番9号
【営業部】
　 �!�!��"�"���　  �����	���	#��	�	��$������ �
　 ����
���������	#��	�	��$������ �

NTTデータMSEはモバイル／オートモーティブ／情
報家電等のサービスにおける組込みソフトウェア分野
のノウハウと、これらのサービスを実現するプラット
フォーム、クラウドサービスを活用したシステム開発の
ノウハウを併せ持った会社です。
これからの社会は、いろいろなものが手軽にネットワー
クにつながり、私たちの暮らしにこれまでにない利便
性、経済性、安全性などがもたらされます。私たちはこ
のような社会を「Smart Life Community®」と呼んで
います。
今回は、「Smart Life Community®」を実現するNTT
データMSEのソリューションをご紹介いたします。

－NTTデータMSE
大阪府大阪市淀川区宮原一丁目2番33号 受付：5階
【西日本事業本部 営業部】
　 �!�!��!�!!��　  ���
��	
��
������#��
	����
　 ���������#��
	����

グレープシステムブースでは以下のデモ展示を予定し
ています。
◆AzureRTOSで解決！組込み開発からクラウド接続
　までワンストップソリューション
◆公共・教育・大規模施設・チェーン店向けトータルコ
　ロナ対策CO2監視ソリューション
◆イー・フォース社製【μC3/BLE】を利用したUSB/
　BTコラボレーションデモ
グレープシステムブースへのご来場、心よりお待ちして
おります。

グレープシステム
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワーB19F
【営業部】
　 ����������!�　  
��	
�����%$��	���� �
　 ����
�������%$��	���� �

中国のNewland（ニューランド）のバーコード読取り
モジュールを展示しています。
決済機、券売機、精算機、コインロッカー、改札、医療
機器など様々な用途でお使いいただけます。
是非サンプルバーコードをお持ちいただき、お立ち寄
りください。

大阪府大阪市西区新町2-4-2 14F
【統合システム営業部】

�!�!����"��� ��%��
��	���
���� �
����
���������
���� �

光昭

長期サポートのIoT・組込み用Linuxや、機器の本物性
を担保するトラストサービス「S e c u r e I o T
Platform」、Linux起動の超高速化ソリューションな
ど、IoTや組込みLinuxシステムの開発・運用でお客さ
まが必要とするソリューションを組み合わせてワンス
トップで提供します。

◆長期サポート IoT・組込み用Linux「EMLinux」
◆電源断耐性・性能劣化防止を実現する高信頼性
　ファイルシステム「Tuxera」
◆IoT機器の安全性・本物性を担保するトラストサー
　ビス「Secure IoT Platform」
◆組込みLinux 超高速起動ソリューション
　「LINEOWarp!!」
◆脆弱性通知&パッチ情報提供サービス
　「TimesysVigiles」

サイバートラスト／リネオソリューションズ

東京都港区六本木1丁目9番10号 アークヒルズ仙石山森タワー35階
【サイバートラスト株式会社 IoT営業部】
　����!�����"��　��������������&�	$�$�
����� �
　�����
��������&�	$�$�
����� �

関西電子情報産業協同組合（KEIS）
※セミナー参加 E81-01

E71-01

E71-05

G-2

K-7

K-7

K-7

K-7

C-2

M-1

J-5
E72-05

製品IoT化の企画段階～開発～運用、データ活用に至
るまで、開発現場で発生するさまざまな技術課題に対
して、各分野のプロフェッショナルによるトータルサ
ポートをご提供します。

大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1
【エリア統括事業本部 西日本営業部】
　�!�!��!����!　  #����$�	��%��	����#���� �
　 ����
��������	����#���� �

－シーイーシー K-7

「業務」：継続して行う必要がある仕事、「特化」：特定の
条件に対して適応できるようにする、「エッジデバイ
ス」：末端装置。
弊社は業務によりそった専用端末40年間製造・販売を
続けております。
弊社の業務特化型エッジデバイス製品と取組について
ご紹介をいたします。

東京都港区港南2-16-6
【エッジデバイスソリューション企画部】
　 ����
������� ����
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出展社情報

（50音順）  ※掲載情報は2022年7月8日（金）時点の情報です。

DXの社会実装を加速する
エッジテクノロジー総合展2022年7月28日（木）・29日（金）10:00～17:00

－アンドールシステムサポート

製造現場や設備のDX/IoTを実現するための製品、
サービスを展示します。
デモ展示１：製造業向け後付け稼働監視IoTシステム
　「Quick IoT」
デモ展示２：制御盤遠隔監視システム「AMS」
サービス紹介：システム試作サービス、ソフトウェア
　エンジニアリングサービス組込みソフトウェア開発

－イーエルシステム
大阪府大阪市北区西天満6-3-17 みなと梅田ビル9階
【大阪オフィス】
　 ������������　  	
��	���	�	���	������
　 ����	����������	�	���	������

－大阪エヌデーエス

　大阪エヌデーエスブースでは、Storyboardが
i.MX8Mnano・RZ/G2Eで実際に動作するデモをご
覧いただけます。Storyboardはローコードでスマホ
のような高度なCXを実現する次世代型ローコード組
込みGUIツールです。Photoshopなどからデザインを
取込み、画面遷移など設定のほとんどを最小限のコー
ディングでUIを構築できます。
　また、新製品「BRICK eLinux」をご紹介いたします。
組込みLinuxの搭載は難しい！とよく耳にしますが、み
んなに使ってほしくて組込みLinuxポーティングのセ
ミオーダー始めます。あなたの製品にもLinuxを！
　是非弊社ブースにお立ち寄りください。

大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番5号
【アドバンスドテクノロジーセンター】
　 ������������　  �
���� !"!#	��	�������
　 ����	�������!#	��	�������

組込みシステム技術協会

JASAは、組込みシステム技術、エッジコンピューティ
ング等における、技術研究・人財育成・ビジネス創出等
の多面的立場から、様々な産業分野のソリューション
へと昇華する活動を展開しています。
今回のJASAブースでは、その一環として、技術本部各
委員会の研究活動と成果、人材育成を目的としたET
ロボコンやETEC試験制度、業界動向と協会活動を広
報する機関誌「Bulletin JASA」等を紹介します。
皆さんも是非JASAの活動にご参加ください。

東京都中央区入船1-5-11
【本部事務局】
　 ������������　  �
	
 !$��
	
������
　 ����	��������
	
������

＜JASAパビリオン＞

スマート遠隔保全ソリューション：
老朽化したプラント設備の増加、技術伝承の問題等、
設備保全を取り巻く環境は事業継続リスクを抱えてい
ます。本ソリューションは、IoT/ビッグデータ/AI等の
先端技術を活用し、プラント設備の安全性や効率性を
追求いたします。エッジ～クラウドまで全ての階層を
シームレスに連携し、一気通貫したソリューションをご
提供します。

HILS環境の導入による評価業務効率化：
HILSを使った自動テストを導入することで開発業務
の効率化に貢献いたします。
NI社のテスト管理ツールを活用した高速・高精度な制
御により、実機に近い環境の提供が可能です。

－コア
大阪府大阪市港区弁天1丁目2番-1100号 大阪ベイタワーオフィス11階
【関西カンパニー 営業統括部】
　 ������������　  ! � �	
��	����������
　 ����	�����������������

EM+PLSはセキュアなエッジAIコンピューティング環
境の構築に最適なプラットフォームです。
超長期サポート組込みLinux「EMLinux」とIoT機器向
けトラストサービス「Secure IoT Platform」により、
エッジAI実行環境のセキュリティを担保し、長期間の
運用を支援します。また、 高速起動や、電源断耐性・性
能劣化防止を備えた高信頼性ファイルシステムといっ
た技術要素を組み合わせてセキュアエッジAIコン
ピューティングを実現します。
EM+PLSは、消費電力制限のあるエッジAIに最適化し
た「quadric dev kit」や主要各社の評価ボードに対応
しています。

－サイバートラスト
東京都港区六本木1丁目9番10号 アークヒルズ仙石山森タワー35階
【IoT営業部】
　 ������������　   �����!�
����%����&	�������
　 ����	���������%����&	�������

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

T-4

J2-01 J2-02 J2-03 J2-04 J2-05 J2-06

Qtなら他社と差がつくリッチなUIUXを効率的に開発
することが可能です。
・クロスプラットフォーム開発をしたい
・MCUでもスマホライクなUIUXを作りたい
・ローコードでUIUXを開発したい
・3Dのようなトレンドのデザインを手軽に取り入れたい
・デザイナー、エンジニアの働き方改革に課題がある
・GUIテスト自動化に取り組みたい
といった、課題をお持ちの方はぜひお立ち寄りください。
Qtの利用が伸びているFA業界関連のデモ、華やかなリ
アルタイム3Dを活用したデジタルコックピットデモや、
クロスプラットフォームでブランディングを統一した家
電のデモなど最新のデモを用意してお待ちしています。
当日はQtおよびUIUX開発のエキスパートもブースに
おりますので、営業と会議するほどでもないけれど…と
いうようなお問い合わせもお気軽にご相談ください！

The Qt Company
東京都千代田区丸の内3-3-1 4F
【日本オフィス】
　 ������������
　 ����	�������'�� ���
���

T-1
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JASAキャラクター
クミコ・ミライ

ター

ihos-eco/アイホスエコは低消費電力で長距離通信を
可能にするSigfox通信モジュールを内蔵した、超小型
IoTセンサーSimplePackを使用した「わな通報システ
ム」です。
・初期費用のみで月々の利用料不要
・充電不要で最長3年間使用することが可能
・IP68対応のため屋外でも利用可能
・LINEだけで全操作可能で、設置も操作もカンタン！
 購入した日からすぐに利用可能
SimplePackを利用すると、見守りシステムや防犯シス
テム等多くのユースケースに対応することが出来ます。
SimplePackを利用したシステム構築は株式会社窓飛
にお任せください。

－窓飛
大阪府大阪市北区西天満5-1-3 南森町パークビル
　 ������������　  �	
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－DTSインサイト

スパークスシステムズジャパンは、設計者のための
ツールベンダーとして、ソフトウェア設計開発の効率化
と品質向上のためのツールを提供しています。
■UML/SysMLモデリングツール【Enterprise 
Architect】
UML・SysML・DFD・状態遷移表などが記述できる
実用的なモデリングツールです。作成したモデル内の
トレーサビリティの確保など、多くの機能で設計開発
を支援します。
最新のEnterprise Architect バージョン16の他、
USDMを記述するためのアドインや、モデルの差分比
較・マージツール【LemonTree】も展示いたします。
■要求管理ツール【RaQuest】
数多くの要求（要件）を、確実に・効率的に管理するため
のツールです。要求間・要求と設計情報間のトレーサビ
リティも管理し、インパクト分析やカバレッジ分析に役
立つ表示などの多くの機能で要求管理を支援します。

神奈川県横浜市都筑区中川2-7-3 大久保第6ビル 2E
　 ���
��������������
���
　 	��������������������������

スパークスシステムズ ジャパン

○製造業の課題解決に向けた保有技術のご紹介
①可視化
画像処理により製品の傷や分類等の情報を数値化。ま
た、旧システムで利用されている各装置に残された
データを取得、加工、解析する ことで品質向上を実現
します。
②安定化
目視での検出が難しい不良を画像処理で検出します。
また、一元管理された全装置の検査結果を解析する
WEBシステムにて生産状況を監視し、安定生産を実現
します。
③自動化
ロボット制御と画像処理により、目視検査を自動化し
ます。また点在するシステムを統合する上位システムを
構築することで工場全体を自動化します。
④二重化
WEBサーバ、DBサーバ、組込基板、周辺機器を二重
化し、故障時に自動で稼働系から待機系に切り替える
ことで止まらない工場を実現します。
○今回は昨年パネル展示した接点入出力試験機のプ
ロトタイプ基板を開発しましたので実物を展示しデモ
をご覧いただきます。安価で容易に接点出力のパターン
生成および入力波形の確認ができることが特徴です。ソ
フトウェア次第で様々な用途に利用可能ですので是非
一度ご覧下さい。皆様のご来場をお待ちしております。

ソフトム
大阪府大阪市北区天神橋1丁目19-8 MF南森町3ビル7階
【第一システム開発部】
　 ������������　  ���
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T-4

T-4

－ハートランド・データ

ソフト開発向けの動的テストツール、DT+。テストター
ゲットの実機をそのまま動かし、生の挙動を計測・蓄
積・自動解析。CPU/OSに依存せず、かんたん導入。
ソフトウェアの実際の挙動をありのまま記録し、ハード
ウェアのI/Oも同期して保存。さらに、カメラで実機の
外観や操作手順も録画。
機器の動きの「すべて」を記録して“見える化”する。し
かも最大30日間にわたって計測でき、あとからいつで
も振り返って挙動を確認できる。
難解な不具合の解析はもちろん、日々の検証や品質保
証でこそ威力を発揮する、動的テストツールの決定版。
★リモートでDT+の実機を操作できる、大好評の“体
感”WEBセミナー。お申込み受付中！

栃木県足利市福居町361
【セールス＆マーケティングユニット】
　 ��� ������!�　  ���
�	"#�
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　 	�������	"#�
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T-4

■Beepon02「アナログメーターにポン付け可能な
エッジデバイス」
Beepon02はポン付けするだけでアナログメーターを
読み取り、データ化できるソリューションです。
■BeeQ「低コストで手間いらず スマホではじめる異常
検知」
BeeQはスマホのカメラだけで簡単に異常検知を行え
ます。

－Bee
大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新大阪ビル10F
【ソフトウェア開発部】
　 ����� ������　  $�����
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T-4

～音声＆音響のことならＣＲＩ・ミドルウェアにおまか
せ！～
システム提案、音声収録、組込み実装、音響補正など。
音声に関わる各種課題に、高い技術力と対応力でお
客様をサポートします。
組込みマイコンからクリアな音声が出力されるデモをご
用意しております。ぜひ、ブースでご確認ください！
[展示製品]
・CRI D-AmpDriver：組み込みマイコンで高品質な
音声出力を実現する、累計出荷数400万台以上の音
声ソリューション
・音響補正ソリューション：筐体の音響問題をデジタ
ル補正技術で解決するソリューション

CRI・ミドルウェア
東京都渋谷区桜丘町1-20 渋谷インフォスタワー11F
【第二営業部】
　 &�$�##�#���"���������
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　 	�����������������
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J-1

K-1

C-1
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出展社情報

（50音順）  ※掲載情報は2022年7月8日（金）時点の情報です。

DXの社会実装を加速する
エッジテクノロジー総合展2022年7月28日（木）・29日（金）10:00～17:00

ドヴァ

【RPA アシロボ】
パソコン業務のお困りごとはありませんか？
その業務、アシロボで自動化できるかもしれません。
働き方改革の救世主！月給5万円の純国産「RPAアシ
ロボ」をご紹介いたします。
【シーサーガード】
ハードディスクの故障やランサムウェア感染などで、突
然データへアクセスできなくなってしまっても、安全に
データを復元することが可能です。
シーサーガードは沖縄の堅牢なデータセンターで大切
なデータをお守りします。

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー17階
【ICT Platform Services Division】
　 ������������　  	
�����������
　 ���������������������

“neoMOTE”は、お客様のさまざまなセンシングや無
線通信のニーズにお応えします
１）測る　
①さまざまなセンサ・機器のデータを収集したい
　→RS485無線化ユニットを利用　
②現場で電源の確保が困難
　→電池駆動のセンサノードを利用（温度、湿度、パ
　　ルス、デマンドパルス）
２）繋ぐ　
①予算や状況に応じて段階的な構築をしたい
　→機器単位の変更・追加が容易に可能　
②現場主導で導入、運用したい
　→無線・ネットワークの専門的な知識・経験がなく
　　ても、シンプルな構成で構築可能
3）利活用　
①データ収集プロトコルを変更しないで無線化したい
　→さまざまなプロトコルに対応可能
②既存・新規システムにデータを取り込みたい
　→省エネ、省力化、稼働監視、品質管理など各種シ
　　ステムにデータを柔軟に提供

東邦電子
神奈川県相模原市緑区西橋本2-4-3
【営業部】
　 ������������　  �	���������	�������
　 ��������������	�����

TOPPERSプロジェクトは、ITRONを出発点として、組
込みシステム構築の基盤となる各種の高品質なオー
プンソースソフトウェアと技術者育成のための教育コ
ンテンツを開発し、組込みシステム技術と産業の振興、
技術者育成への貢献を目的として活動しています。最
近では第3世代と位置づける活動に取り組み、
TOPPERS/ASP3カーネルをベースに、保護機能やマ
ルチコア対応などの特徴を持つカーネルをはじめ、各
種ソフトウェアを公開しています。

TOPPERSプロジェクト
東京都中央区入船1-5-11 弘報ビル5F
【事務局】
　 ���������� �　  �
�!
��!��������
!����
　 ����������������
!����

とめ研究所は、お客様の研究開発へ貢献する“ソフト
ウェア研究開発受託会社”です。知能情報処理技術を
コアコンピタンスとし、大学・公的研究機関・企業研究
所・ベンチャー等と国家ＰＪ応募・共同研究・受託研究
開発、技術者派遣で協創し、来るべき“人と機械の共
生社会”の構築に貢献します。ポスドク相当のエンジニ
アが共同研究者のように研究開発の加速推進に貢献
します。エンジニアの５割が博士号取得者、８割が博士
課程出身です。難解な技術課題を解決するアルゴリズ
ムの研究開発や社会を変えるシステムの開発を目指
す志の高いエンジニア達です。研究開発、システム開
発、組込み制御開発までお任せください。今回の展示
では人工知能、機械学習・ディープラーニング、データ
サイエンスなどの得意分野によるソフトウェア研究開
発実績をはじめ、当社のご紹介をいたします。

とめ研究所
京都府京都市下京区中堂寺南町134 京都高度技術研究所内7F
【営業企画部】
　 ������������　  �	"#�!$����
���
　 ���������������
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長野日本無線

F-5

J-3

F-6

C-4

D-7

本展示会では、工場全体（生産ライン・搬送・物流）の自
働化・省人化に貢献する製品を展示いたします。
 【出展内容】※予定 
 ①ワイヤレス電子ペーパー
 ②超小型アクティブタグ
 ③ワイヤレス給電装置（レールタイプ）
 ④5G基地局用電源
 ⑤簡易水位測定システム
 ⑥スマートプロダクトウェイ※動画
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

大阪府淀川区西宮原2-1-3 SORA新大阪21
【事業統括部 関西支店】
　 ������������

立花エレテック

弊社取扱商材を組合せた、自社開発のソリューション
を展示します
リアル・遠隔・動画で全ソリューションを公開！！
■■ 出展内容 ■■
・センサ導入ツール これ え～がな（EGNA-A）
・センサ導入ツール 無線も え～がな（EGNA-B）
・ＧreenPAKで回路の悩みを解決！
・RISC-V搭載 FPGAソリューション
・非接触モニター
・非接触スイッチ
・空中タッチディスプレイ
・Hand Gesture ソリューション
・視線による画面操作
・物体検知ソリューション(LIOD)
・画像認識・サーマルセンシング ソリューション
・簡単Cloud接続ソリューション
・センサ活用 無線通信ソリューション
・LoRa通信とトラッキング機能を丸ごと実現！
・あらゆる機器をつなぐ（TEConnectivity社製コネクタ）
・ドローン用 リモートID ソリューション
・スペクトラム測定 ソリューション
・コミュニケーションの常識を変える透明ディスプレイ！

大阪府大阪市西区西本町1-13-25
【半導体技術開発プロジェクト】
　 ������������　  ��	%���!��
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筑波大学 山際研究室

P-3

K-4

デンソークリエイト

工数・プロジェクト管理ツール『TimeTracker NX』、
レビュー支援ツール『Lightning Review』やシステ
ム・ソフトウェア設計ツール『Next Design』など、ソフ
トウェア開発のQCD向上を目的とした製品の開発・販
売を行っています。また、それに併せてソフトウェア開
発の現場で求められる技術教育のサポートもご提供
しています。

愛知県名古屋市中区錦2丁目14番19号 名古屋伏見Kスクエア
　 ������ �����　  �	���
	����!
��
���

M-6
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JASAキャラクター
クミコ・ミライ

ター

ベリサーブ

当社はソフトウェア検証のパイオニアとして、スマート
フォンやデジカメなどの身近な製品から、自動車、航空
機などの大型プロダクト、また、エンタープライズ、
WEBサイト、パッケージソフトなどのシステムに至るま
で、約1,100社の企業の製品・システムを検証し、品質
向上に貢献してきました。
本展示会では4つのサービスをご紹介します。
■ECUテスト実行のための「ECUテスト環境構築サー
　ビス」
■失敗リスクの軽減に定評あり―経験豊富なベリサーブ
　だからこその提案力―「テスト自動化ソリューション」
■増え続けるデバイス・つながる世界のセーフティをセ
　キュリティから実現「IoT時代のセキュリティソリュ
　ーション」
■テスト業務に関わる「困った」を、ツールで解決して
　みませんか？「開発支援ツール」

東京都千代田区神田三崎町3-1-16 神保町北東急ビル9階
【広報・マーケティング部】
　 �������	
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ヘルヴェチア

ベクターは30年以上、世界中の完成車メーカー様、サ
プライヤー様に向けて、V字開発全般にわたる品質改
善ツールを提供し続けており、開発工程すべてをカ
バーするソリューションをワンストップで提供可能です。
今回の展示では、その中でもグローバルで数千ライセ
ンス以上の実績を持つ、ソフトウェア単体テスト自動化
ツール「VectorCAST」及び、サイバーフィジカルシステ
ムのソフトウェア開発、テスト、解析を包括的に実行す
るソフトウェアシステムテスト自動化ツール「CANoe4
SW」の展示を予定しております。ソフトウェアの品質向
上、テスト効率の改善というテーマに寄与できるツール
になっておりますので、是非弊社ブースにお立ち寄りい
ただけますと幸いです。

ベクター・ジャパン
東京都品川区東品川2-3-12 シーフォートスクエア センタービル
【マーケティング・コミュニケーション部】
　 ������������　  	�	�
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ゲーミフィケーション理論とAIを掛け合わせ開発に組
み込むことで、最高の体験と驚きを人々に届けます。AI・
Web・アプリなどあらゆるシステム開発を企画～運用・
保守まで一貫してご提案可能です！

ナノコネクト
兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目2番3号 サンエービル5F
　 ������������
　 �

�����������������	�
������

西日本電信電話

京都府京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町293-1 堀川通四条ビル
【経営企画部】
　 ��������� ��　  ����	!���������������
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日新システムズ

当社ブースでは下記のソリューションを紹介します。
●無線センサネットワークを簡単に構築「IoT無線
　センサソリューション」
●クラウドベースの設備保全管理システム(CMMS)
　「Fiix」：ロックウェルオートメーションジャパン社製品
●サーバ側で一元管理を行うシンクライアント管理
　ソフトウェア「ThinManager」：ロックウェルオート
　メーションジャパン社製品
●屋外のIoTシステムに最適な防水・防塵規格IP66
　対応「屋外型IoTゲートウェイ」
●ブラックボックス化したレガシーシステムを誰もが
　理解できるシステムに変える「レガシーシステム
　ソリューション」
●テスト環境の仮想化とテスト自動化で開発省力化を
　実現する「テスト効率化サービス」

NotSoSecureは、英国で設立されたペネトレーショ
ンテストとハッキングトレーニングの分野で世界的に
認知されている企業です。現在は世界最大級のセキュ
リティ・カンファレンス「BlackHat」の公式トレーナー
も務めています。
本展示では、クラウドセキュリティへの攻撃から防御
までを360度カバーした【CloudHacking】コースや、
BlackHatUSA2022より日本初上陸となるAndroid
アプリセキュリティをマスターする【And ro i d 
Application Hacking】コースなど、完全リモート/同
時通訳付きの本格トレーニングをご案内いたします。
ぜひお立ち寄りください。

NotSoSecure
東京都新宿区新宿1-12-5 Uni-works新宿御苑3階
【営業部】
　 ����"������"　  ���
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抜群に見やすい表示器なら、ノリタケ伊勢電子にお任
せください。本展では様々な組込み用のディスプレイモ
ジュールを出展いたします。
◆GT：厚い手袋やカバー越しでも操作できる高感度な
　静電容量式タッチ液晶ディスプレイ
◆GE：シンプルなコマンドで扱える、見やすくコンパク
　トなOLEDディスプレイ
◆VFD：ノリタケが世界に先駆けて開発した、高輝度で
　広い動作温度を誇る圧倒的に見やすいディスプレイ
◆非接触タッチディスプレイ（参考出展）：ジェスチャー
　動作で反応！
……ディスプレイの他に、ノイズ対策品やデジタルサイ
ネージ、IoTサイネージシステムなど展示しております。
是非お立ち寄りください。

三重県度会郡大紀町打見670番地5
【営業技術部 営業G】
　 �� �����"���　  ��$	������
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ノリタケ伊勢電子

株式会社ビッツは、1971年創業のソフトウェア受託
開発会社です。
ICT基盤分野（交通、通信、インフラなど）、先端IT技術
分野（IoT、ロボティクス、モバイルなど）、DX推進分野
（次世代情報管理、次世代医療、働き方改革など）、衛
星・航空・宇宙分野の4つの戦略分野を中心に様々な
システム開発に携って参りました。
本展示会では、
・Hololens2を使用した「3D付箋アプリ」
・ARを活用した小学生向けプログラミング教育教材
「ARiaEdu.」
を展示いたします。
資料請求やデモのご要望がございましたら、お気軽に
お問い合わせください。
また、ソフトウェア開発のビジネスパートナー、構想・
企画中のサービス（ソフトウェア）の実現方法などにお
困りでしたら、些細なことでも構いませんので弊社ス
タッフにご相談ください。

ビッツ

Vieureka
※セミナー参加

マジセミ／日本システムウエア
※セミナー参加

マスワークス
※セミナー参加

C-3

B-7

B-3

H-4

E82-02

富士通
※セミナー参加

E82-01

C-5

N-2

K1-02

日本マイクロソフト
※セミナー参加

K2-04

K1-04

B-1 E81-04

K-5 E81-05E72-01

B-5 K2-02



丸文

intel系、Arm系の最新の産業用組込ボード、GPU搭載
の産業用エッジPC、ラズパイサイズの小型SBC等、AI
やエッジコンピュータをテーマにした関連製品を複数
展示します。

東京都中央区日本橋小伝馬町8番1号
【システム事業本部 営業第3部 組込ソリューション課】
　 ������������　  �	
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三重電子

弊社は小型から大型までの表示デバイスをご提案、最
短でお見積もりをご提出いたします。
液晶モジュール、ADボード、タッチパネルソリューショ
ンなどを海外メーカーと協力し、安定した品質で製品
をご提供いたします。
また、小ロットでご提案可能なラインナップも取り揃え
ておりますので、組み込み用LCDデバイスをご検討の
方は是非お問い合わせ下さい。
その他、極小サイズや20インチ以上の大型サイズの製
品もラインナップとして取り揃え、実際に操作していた
だける浮遊映像ディスプレイの展示やモノクロカスタム
液晶に関するご相談も受け付けておりますので、ご興
味がございましたら、是非とも弊社ブースにお立ち寄り
下さい。

三重県多気郡明和町蓑村1168
【営業管理部】
　 ����������� 　  
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三菱電機グループのソフトウエア設計会社6社を経営
統合し、2022年4月1日、「三菱電機ソフトウエア株式
会社」として発足いたしました。
三菱電機ソフトウエア株式会社では、経営統合を通じ
て、事業分野に対応した柔軟性のある組織体制を構
築するとともに、戦略的な人材強化と新技術の導入を
推進し、ソフトウエア技術をリードする会社への成長
を目指していきます。
多様な情報通信技術の結集とたゆまぬ革新により、未
来を拓き、豊かで快適な社会の実現に貢献します。

三菱電機ソフトウエア
兵庫県尼崎市猪名寺2-5-1
【通信機事業所 生産企画部】
　 ����!���!� "　  ���#���
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　 ����
��������
��	����

メリテックが展開するセルラーIoTソリューションブラ
ンド monoZを紹介します。
monoZは、セルラーIoTデバイスから、クラウドアプリ
ケーションまでのIoTサービスに必要な全てのコンポー
ネントを提供するE2C（Edge to Cloud）ソリューショ
ンです。
当日は、PoCに最適なmonoZe roデバイスと
Centra-IoTクラウドシステムを使用した様々なデモを
展示します。
また、ローカル５Gの電波サーベイで多く利用されてい
るSigma製品も紹介します。
Sigma製品は、日本国内のモバイルオペレータで最も
利用されている５G電波サーベイツールであり、ローカ
ル５Gの電波環境の見える化に役立つ測定解析ソ
リューションです。
弊社ではエンジニアリングサービスも行っており、ユー
ザ様に代わり、ローカル5G環境の電波サーベイや、問
題点の解析、改善までを提案します。

メリテック
東京都中央区新川2-28-1 ザ・パークレックス新川5階
【セールス＆ソリューション部】
　 ��������  � 　  ����$�����	��	����
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盤の中の隙間に組み込める小さい＆強い産業用IoT
ゲートウェイUC2100のご紹介と、IoT化に欠かせな
い産業用ネットワークのデモを実施致します。

Moxa Japan
東京都港区新橋4-22-4 8F
【プロダクトマーケティング部】
　 ����"� ���"�　  ��������%��	��
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���������%��	�����

【そのフォントでホントに大丈夫？】
人は外界からの情報のおよそ80%を視覚から得てい
ると言われています。そして、視覚による情報伝達にお
いて重要な役割を持つ文字。
そのサービスや製品にとって最適なフォントデザイン
を選ぶことは、ユーザビリティ向上やブランディング強
化を目的としたUI/UXデザインにおいて重要な要素と
なります。
UIを眺めた時に無意識下で感じる“読みにくさ”や“違
和感”は、フォントのデザインに一因がある事も。「情
報」「ブランドイメージ」を“伝える”より“伝わる”フォン
トに変えてみませんか。
「UIや画面デザインをもうひとつ洗練させたい」
「もっとアプリに合わせたフォントを使いたい」
「もっと視認性を高めたい」
「他社と差別化したい」
そんなお悩みがございましたら是非お気軽にご相談く
ださい。

モリサワ
大阪府大阪市浪速区敷津東
【エンタプライズ営業部】
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出展社情報

（50音順）  ※掲載情報は2022年7月8日（金）時点の情報です。

DXの社会実装を加速する
エッジテクノロジー総合展2022年7月28日（木）・29日（金）10:00～17:00

G-7

G-1

J-4

H-5 D-5

RIGOLは優れたコストパフォーマンス、高性能な計測
器を取り揃えています。

リゴルジャパン
東京都中野区沼袋2-37-1
【マーケテイング】
　 ������������　  ��#�������&���	��
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��������&���	��

N-5

当社はエッジAIや産業用コンピュータ、小型SBC、画
像採取等、様々な組込み製品を扱う専門商社です。
FA・IoT・5Gのシステム構築には欠かせない、最新の
Intel CPU搭載の組込みシステムを展示致します。

連基
東京都足立区関原2丁目42-8 細川ビル3F
　 �����!�� "��　  ��#��	�	�������
　 ����
���	�	�������
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立命館大学マルチメディア集積回路システム研究室です。
我々は独創性のあるLSIアーキテクチャを開発してマル
チメディアを処理するシステムや、世の中の役に立つ技
術を研究しています！！

立命館大学 電子情報工学科 
マルチメディア集積回路システム研究室
滋賀県草津市野路東1-1-1
【熊木研】
　 ��������������
�����	����~'���'��'���'�_������%�����

K-2

N-1 E82-03E81-02
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