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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）

URL
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ET 大阪

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］

中井 佑

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。

坂村 健

テトラ・アビエーション
（株）

空飛ぶクルマ
（eVTOL）
の
最新動向と日本での展望

長尾 豊

Intertrust Technologies

データサプライチェーンに潜む
リスクと対策
Bulletin JASA vol.82

INIAD（東洋大学情報連携学部）

ネットワーク時代の組込システム

木下 智香子 大阪市高速電気軌道（株）
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

澤田 壮 ベクター・ジャパン（株）
【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？

contents

表紙2… ET & IoT West 2022 開催概要/出展社紹介
9… EdgeTech＋ 2022 開催概要
10… ［会社訪問］株式会社アスク
豊富なGPUノウハウをベースにしたエッジAIで事業開拓へ
既存システムのレガシー資産を活かしたAI実装に奮闘中

12… 技術本部成果発表会 開催報告

和泉 憲明

経済産業省 商務情報政策局

DXの産官学の取り組み
※パネルディスカッション

※記載の会社名、製品名などは各会社の商標または登録商標です。 ※本紙掲載記事の無断転載を禁じます。

15 …
16 …
17 …
18 …
20 …

第21回 日本プラグフェスト開催報告
横田英史の書籍紹介コーナー
クミコ・ミライ ハンダフルワールド
（第20話）
会員企業一覧
［Information］第36回社員総会開催/JASAセミナー開催ご案内
編集後記

DXの社会実装を加速する

出展社情報
2022年

エッジテクノロジー総合展

7月28日（木）・29日（金）10:00〜17:00

ȁȁȁ
（50音順） ※掲載情報は2022年7月8日
（金）時点の情報です。

アイスマイリー

L-5

東京都渋谷区恵比寿南2-8-5 岩崎ビル3F
‒伯東
‒伯東㈱
東㈱
【メディア運営部】
 
   
   

ETソフトウェアデザイン
ロボットコンテスト

L-1

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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DXを推進するAIポータルメディア
「AIsmiley」

G-4

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】
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  $'
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本展示会では、
インテルの最新Core/Atom プロセッ

AIプロダクトに特化した国内最大級のAIポータルサイ

社会問題の一つとされる人手不足の中でも、
ひとき

トです。

イノテック

サーを搭載した自社設計/国内製造の小型組込み向け

あなたのDX課題を解決してくれるAIサービスを見つ

わ深刻なのがIT業界のエンジニア不足。実はもうひ

産業用BOX型PCやCPUボードをはじめ、
昨年リリース

けることができます。

とつ切実な問題として浮上しているのが
「人材の質」

したばかりの新製品を複数展示予定です。

まずは無料の資料請求でAIサービスの見識を深めて

です。本当に必要とされるスキルや経験を持った人

〜Pickup製品〜

ください！

材がいない、
だから企業は常に
「人材不足」
という問

■最新インテル Atom プロセッサー搭載

題です。

アットマークテクノ

F-1

東京都品川区西五反田1丁目26-7 カノウビル 8F
【営業部】
  !  
""" !  

『EMBOX TypeAE1010』

では、
この「人材の質」
をどのように育てていけばい

①Elkhart Lake x6000Eシリーズ搭載

いのでしょうか？

②パスポートサイズの産業用BOX型PC

2023年の人材育成に向けてそろそろ準備を始めま

③Wi-Fi/LTE無線ネットワーク対応可能

せんか？

■インテル Xeon プロセッサー搭載

ETロボコンは「組込みソフトウェア」の設計技術を

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。
A r m a d i l l o - I o T ゲ ートウェ イ G 4 は Te n s o r
Flow Liteの学習モデルを用いたAI物体認識デモで、

競うロボットコンテストです。新しい技術に必要不可

①2Uサイズの小型ハイパフォーマンスモデル

欠なプログラミング、設計技法（モデリング）、
チーム

②ハードウェアRAID
（RAID1=ミラーリング）
搭載

開発で必要なコミュニケーションやチームビルディ
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。

イー・フォース
P-1

神奈川県海老名市めぐみ町2番2号 ViNA GARDENS OFFICE 14階
【営業部】
 #$ 
"""#$ 

③容易なメンテナンス
（筐体FAN、CPU FAN）

ング、
プロジェクトマネージメントを学べる機会を提

実際に処理能力を体験いただけます。

アバールデータ

『EMBOX TypeRE971』

L-6

E71-04 E82-04

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】
 &"  
"""  

P-5

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】
    
"""   

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。

イー・フォースは、
IoT機器や組込みシステム向けのパッ

当社のブースでは、半導体製造・検査装置、医療・通

ケージソフトウェアの製造・販売を行う国内OSベンダ

信・検査機器、交通インフラ等で求められる高性能と

です。

高い信頼性を実現するためのソリューションをご提案

今回はルネサスエレクトロニクス社のRA6M5と市販

いたします。

のUSBドングルタイプのBluetoothモジュールを用い

可視光から非可視光の広帯域まで対応した高精細近

たBLE通信デモを展示します。

赤外線カメラ、AI等による画像処理を実現するエッジ

このデモでは組込み機器側で取得したセンサデータを

コンピュータを中心に展示いたします。

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

インプレス

E71-03

※セミナー参加

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。
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DXの社会実装を加速する
エッジテクノロジー総合展

（50音順） ※掲載情報は2022年7月8日
（金）時点の情報です。

ウィンボンド・エレクトロニクス

D-1

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】
 !!! #_   " #
  " #+(__,

STマイクロエレクトロニクス

A-1

E71-02 E72-02
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】
 !!  " #
  #_# #

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

Engineerforce

K-6

東京都渋谷区宇田川町16-8 渋谷センタービル3F
    
    

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

ションの世界的リーディングサプライヤーです。製品の

最先端の産業機器やIoT向けの組込み分野において、

設計、研究開発、製造、および販売サービスのエキス

システム性能を高めるAIやセンシング技術、
ネットワー

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

パートとして、お客様のニーズに基づいたメモリソ

ク化に向けた通信・セキュリティ技術、高効率なモー

リューションを提供しています。

タ・電源制御技術、より直観的な操作を可能にする

サーバー上のエクセルを探し回る必要はありません。

製品ポートフォリオは、
スペシャリティDRAM、
モバイル

HMI技術など、半導体の重要性はこれまで以上に高

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

DRAM、
コードストレージフラッシュメモリ、および

まっています。

るため、
プロジェクトの収益性も確認することができま

TrustME セキュアフラッシュメモリで、
通信、
家電、
車

STブースでは、
エッジAIやセンシングをはじめ、
コネク

す。 オンライン上で見積書の作成から受発注、
請求書発

載、産業用、
そしてコンピュータ周辺機器市場における

ティビティ、
グラフィックスおよびモータ・電源制御な

行、 納品検収処理まで完結することができるので、
作業

Tier1メーカーで広く採用されています。

ど、産業機器をはじめとするシステムのIoT化に欠かせ

の負担を格段に減らします。

ET＆IoT WESTでは各製品のデモを展示し、
弊社FAE

ない最新半導体ソリューションをご紹介します。

より製品特長など詳細を説明させていただきます。

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

ＳＲＡ

G-5

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】
    
    

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。

マにした2つの出展者セミナーも開催します。

エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ

H-2

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】
$ " #  
   

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

■GUIフレームワーク・プロフェッショナルサービス

SIMをセンサーやデバイスに組込むことで、
あらゆるモ

Qt：豊富なライブラリ群と多彩な開発ツールを備えた

ノのデータを収集することでき、
お客さまはIoT/M2M

クロスプラットフォームのアプリケーションフレーム

を実現できます。

ワーク

インターネット通信はもちろん、
セキュアな閉域網通信

SRAの長年の経験と実績によるノウハウを活かして、
お

も用意。

客様の検討段階から開発の各フェーズにおける課題解

今回の展示では、低コストプランから大容量通信・上り

決に寄与するソリューションをワンストップで提供

専用のプランなどコスパの良いメニューを揃えた
「スタ

■ウェアラブルソリューション

ンダードタイプ」、1枚のSIMで複数の通信キャリア接

屋外での点検作業にスマートグラスを活用し、点検漏

続が可能かつ海外でもプロファイル変更なしでローミ

れを防ぎ、作業の実施状況をハンズフリーで記録する

ング利用可能な
「マルチキャリアタイプ」
など、
お客さま

ソリューション

事業用途に合わせてお選びになれる製品を紹介いた

■TestDepot

します。

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

エンベックスエデュケーション

J-2

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】
!
%  #&"% #
#"#' #

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。

K-3
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）
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】
! $
      "& (南角)*)!)!茂樹

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

■OPC-UAの導入支援ソリューション

ながら密結合マルチコアプロセッサ組込みシステムに

ITとOTをつなぐ統一されたプロトコルを記述、定義す

おいては，
コア間の相互排除におけるリアルタイム性と

ることにより、異なるベンダー間でのデータ共有を可

コア内の割り込み処理のリアルタイム性を両立させる

能にし、初期の導入時からトレーニング、
コンサルティ

には様々な課題がある。そこで，本展示ではこれの解

ングサービスを提供

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。
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関西電子情報産業協同組合（KEIS）
‒伯東
‒伯東㈱
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※セミナー参加

キヤノンマーケティングジャパン

E71-05
E81-01

G-2
E71-01

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】
    

−梅田電機

K-7

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】
!
  %$ 
 %$ 

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

検査・計測・制御・情報システム開発の会社です。
お客

グレープシステムブースでは以下のデモ展示を予定し

様の
「こんなことが出来ませんか？」
といったご相談か

ています。

ら、各種システムのソフト・ハードの特注・受託開発を

◆Azure RTOSで解決！組込み開発からクラウド接続

行っております。構想段階のアイデア出し、仕様書作成
「業務」
：継続して行う必要がある仕事、
「特化」
：特定の

C-2

グレープシステム

〜設計〜製作〜現場立ち上げ、試作1台〜少量・大量

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

条件に対して適応できるようにする、
「 エッジデバイ

生産までトータルで支援/サポートします。
・組込みシス

ス」
：末端装置。

テムの特注開発・医療機器の受託開発・IoT/ICTシス

弊社は業務によりそった専用端末40年間製造・販売を

テム、
生産管理システム開発・画像処理システムにて外

続けております。

観検査システム・AI・3D認識技術によるシステム開発、

グレープシステムブースへのご来場、心よりお待ちして

弊社の業務特化型エッジデバイス製品と取組について

パソコン・PLCを使用した検査装置開発・PLCを使っ

おります。

ご紹介をいたします。

た制御盤のハード・ソフト設計等、
一式対応します。

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

M-1

光昭
組込みシステム産業振興機構

K-7

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

_      
      

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

−NTTデータMSE

K-7

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】
!!!!!     # 
  # 

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。
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。

K-7

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】

   
   

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
◇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

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。

サイバートラスト／リネオソリューションズ

J-5
E72-05

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】
!"   & $$ 
 & $$ 

長期サポートのIoT・組込み用Linuxや、機器の本物性

−シーイーシー

をご紹介します。

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。

これからの社会は、
いろいろなものが手軽にネットワー

施します。

−ITbookテクノロジー

大阪府大阪市西区新町2-4-2 14F
【統合システム営業部】
!!" %   
  

K-7

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】
!!!! #$  % #
  #

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。

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
「Timesys Vigiles」

Bulletin JASA 2022 Jul. vol.82

3

出展社情報
2022年

7月28日（木）・29日（金）10:00〜17:00

DXの社会実装を加速する
エッジテクノロジー総合展

（50音順） ※掲載情報は2022年7月8日
（金）時点の情報です。

The Qt Company

T-1

東京都千代田区丸の内3-3-1 4F
【日本オフィス】

 '  

−イーエルシステム

T-4

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】

    
      

−コア

T-4

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】
 !  
 
  

Qtなら他社と差がつくリッチなUIUXを効率的に開発

製造現場や設備のDX/IoTを実現するための製品、

スマート遠隔保全ソリューション：

することが可能です。

サービスを展示します。

老朽化したプラント設備の増加、技術伝承の問題等、

・クロスプラットフォーム開発をしたい

デモ展示１：製造業向け後付け稼働監視IoTシステム
「Quick IoT」

・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

デモ展示２：制御盤遠隔監視システム
「AMS」

・3Dのようなトレンドのデザインを手軽に取り入れたい

サービス紹介：システム試作サービス、
ソフトウェア

・デザイナー、
エンジニアの働き方改革に課題がある

先端技術を活用し、
プラント設備の安全性や効率性を

エンジニアリングサービス組込みソフトウェア開発

・GUIテスト自動化に取り組みたい
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！

−大阪エヌデーエス

T-4

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】
    !" !#  
 !#  

のような高度なCXを実現する次世代型ローコード組
＜JASAパビリオン＞

T-4
J2-01 J2-02 J2-03 J2-04 J2-05 J2-06

組込みシステム技術協会

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。

Bulletin JASA 2022 Jul. vol.82

T-4

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。

取込み、画面遷移など設定のほとんどを最小限のコー

−サイバートラスト

T-4

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】

!  % & 
 % & 

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。

JASAは、組込みシステム技術、
エッジコンピューティ

4

込みGUIツールです。Photoshopなどからデザインを

組込みLinuxの搭載は難しい！とよく耳にしますが、
み


HILS環境の導入による評価業務効率化：

大阪エヌデーエスブースでは、S t o r y b o a r d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

−アンドールシステムサポート

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。

といった、
課題をお持ちの方はぜひお立ち寄りください。

東京都中央区入船1-5-11
【本部事務局】
 
!$ 
  

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

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。

んなに使ってほしくて組込みLinuxポーティングのセ

超長期サポート組込みLinux
「EMLinux」
とIoT機器向

ミオーダー始めます。
あなたの製品にもLinuxを！

けトラストサービス
「Secure IoT Platform」により、

是非弊社ブースにお立ち寄りください。

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。

ŅřĢ
ġġ

ழࣺ͙ΏΑΞθٳอ́

̠͇̓ͥͭ͞ŀ
JASAキャラクター
ター
クミコ・ミライ

−窓飛

T-4

大阪府大阪市北区西天満5-1-3 南森町パークビル
 

 
 
 

 

−Bee

T-4

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】
  $  $ % 
$ % 

スパークスシステムズ ジャパン

K-1

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は、設計者のための

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

■Beepon02「アナログメーターにポン付け可能な

ツールベンダーとして、
ソフトウェア設計開発の効率化

IoTセンサーSimplePackを使用した
「わな通報システ

エッジデバイス」

と品質向上のためのツールを提供しています。

ム」
です。

Beepon02はポン付けするだけでアナログメーターを

■UML/SysMLモデリングツール【Enterprise

読み取り、
データ化できるソリューションです。

Architect】

■BeeQ
「低コストで手間いらず スマホではじめる異常

UML・SysML・DFD・状態遷移表などが記述できる

・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

検知」

実用的なモデリングツールです。作成したモデル内の

BeeQはスマホのカメラだけで簡単に異常検知を行え

トレーサビリティの確保など、多くの機能で設計開発

ます。

を支援します。
最新のEnterprise Architect バージョン16の他、

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。

−DTSインサイト

T-4

CRI・ミドルウェア

J-1

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】
&$ ## # "   
   

〜音声＆音響のことならＣＲＩ・ミドルウェアにおまか

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。

せ！〜

−ハートランド・データ

T-4

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】
 !   "#  
  "#  

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！

C-1

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】
    
   

[展示製品]

ソフト開発向けの動的テストツール、DT+。
テストター

・CRI D-Amp Driver：組み込みマイコンで高品質な

○製造業の課題解決に向けた保有技術のご紹介

ゲットの実機をそのまま動かし、生の挙動を計測・蓄

音声出力を実現する、累計出荷数400万台以上の音

①可視化

積・自動解析。CPU/OSに依存せず、
かんたん導入。

声ソリューション

画像処理により製品の傷や分類等の情報を数値化。
ま

ソフトウェアの実際の挙動をありのまま記録し、
ハード

・音響補正ソリューション：筐体の音響問題をデジタ

た、旧システムで利用されている各装置に残された

ウェアのI/Oも同期して保存。
さらに、
カメラで実機の

ル補正技術で解決するソリューション

外観や操作手順も録画。

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。

機器の動きの「すべて」
を記録して“見える化”する。
し

②安定化

かも最大30日間にわたって計測でき、
あとからいつで

目視での検出が難しい不良を画像処理で検出します。

も振り返って挙動を確認できる。

また、一元管理された全装置の検査結果を解析する

難解な不具合の解析はもちろん、
日々の検証や品質保

WEBシステムにて生産状況を監視し、
安定生産を実現

証でこそ威力を発揮する、動的テストツールの決定版。

します。

★リモートでDT+の実機を操作できる、大好評の“体

③自動化

感”WEBセミナー。
お申込み受付中！

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。
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出展社情報
2022年

7月28日（木）・29日（金）10:00〜17:00

DXの社会実装を加速する
エッジテクノロジー総合展

（50音順） ※掲載情報は2022年7月8日
（金）時点の情報です。

P-3

立花エレテック
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】
  %! 
  & 

& 

弊社取扱商材を組合せた、
自社開発のソリューション

ドヴァ

F-5

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】


  

F-6

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】
   ! !  !
   !

TOPPERSプロジェクトは、ITRONを出発点として、組

【RPA アシロボ】

を展示します

パソコン業務のお困りごとはありませんか？

込みシステム構築の基盤となる各種の高品質なオー

リアル・遠隔・動画で全ソリューションを公開！！

その業務、
アシロボで自動化できるかもしれません。

プンソースソフトウェアと技術者育成のための教育コ

■■ 出展内容 ■■

働き方改革の救世主！月給5万円の純国産「RPAアシ

ンテンツを開発し、組込みシステム技術と産業の振興、

・センサ導入ツール これ え〜がな
（EGNA-A）

ロボ」
をご紹介いたします。

技術者育成への貢献を目的として活動しています。最

・センサ導入ツール 無線も え〜がな
（EGNA-B）

近 で は 第 3 世 代と位 置 づ ける 活 動 に 取り組 み 、

【シーサーガード】

・ＧreenPAKで回路の悩みを解決！

ハードディスクの故障やランサムウェア感染などで、突

TOPPERS/ASP3カーネルをベースに、保護機能やマ

・RISC-V搭載 FPGAソリューション

然データへアクセスできなくなってしまっても、安全に

ルチコア対応などの特徴を持つカーネルをはじめ、各

・非接触モニター

データを復元することが可能です。

種ソフトウェアを公開しています。

・非接触スイッチ

シーサーガードは沖縄の堅牢なデータセンターで大切

・空中タッチディスプレイ

なデータをお守りします。

とめ研究所

・Hand Gesture ソリューション
・視線による画面操作

東邦電子

・物体検知ソリューション(LIOD)

J-3

神奈川県相模原市緑区西橋本2-4-3
【営業部】
    
   

・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！
（TE Connectivity社製コネクタ）
・あらゆる機器をつなぐ
・ドローン用 リモートID ソリューション

“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

・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！

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

K-4

②現場で電源の確保が困難

M-6

２）繋ぐ

発、組込み制御開発までお任せください。今回の展示

①予算や状況に応じて段階的な構築をしたい

では人工知能、機械学習・ディープラーニング、
データ

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
   
!  

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

→ 電池駆動のセンサノードを利用（温度、湿度、パ

→ 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
ても、
シンプルな構成で構築可能
3）利活用

トウェア開発のQCD向上を目的とした製品の開発・販

①データ収集プロトコルを変更しないで無線化したい

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

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

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。

→ 無線・ネットワークの専門的な知識・経験がなく

ム・ソフトウェア設計ツール
『Next Design』
など、
ソフ

しています。

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

①さまざまなセンサ・機器のデータを収集したい

ルス、
デマンドパルス）

デンソークリエイト

とめ研究所は、お客様の研究開発へ貢献する“ソフト

１）測る
→ RS485無線化ユニットを利用

筑波大学 山際研究室

→ 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

長野日本無線

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。
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。
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D-7

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】


【出展内容】※予定
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C-4

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】
  "#!$  
   

ŅřĢ
ġġ

ழࣺ͙ΏΑΞθٳอ́

̠͇̓ͥͭ͞ŀ
JASAキャラクター
ター
クミコ・ミライ

C-3

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

   
 

ノリタケ伊勢電子

B-3

ベクター・ジャパン

B-5 K2-02

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】

   
   

三重県度会郡大紀町打見670番地5
【営業技術部 営業G】
 " $      
      

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・

抜群に見やすい表示器なら、
ノリタケ伊勢電子にお任

ベクターは30年以上、世界中の完成車メーカー様、
サ

Web・アプリなどあらゆるシステム開発を企画〜運用・

せください。本展では様々な組込み用のディスプレイモ

プライヤー様に向けて、V字開発全般にわたる品質改

保守まで一貫してご提案可能です！

ジュールを出展いたします。

善ツールを提供し続けており、開発工程すべてをカ

◆GT：厚い手袋やカバー越しでも操作できる高感度な

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。

静電容量式タッチ液晶ディスプレイ

B-7

西日本電信電話

今回の展示では、
その中でもグローバルで数千ライセ

◆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

B-1

日新システムズ

E81-04

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】
 
 ! 
  

当社ブースでは下記のソリューションを紹介します。

ツール
「VectorCAST」
及び、
サイバーフィジカルシステ

◆VFD：ノリタケが世界に先駆けて開発した、
高輝度で

ムのソフトウェア開発、
テスト、解析を包括的に実行す

広い動作温度を誇る圧倒的に見やすいディスプレイ

るソフトウェアシステムテスト自動化ツール
「CANoe4

◆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！

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

ネージ、IoTサイネージシステムなど展示しております。

ただけますと幸いです。

是非お立ち寄りください。

K2-04

※セミナー参加

●サーバ側で一元管理を行うシンクライアント管理

ビッツ

H-4
当社はソフトウェア検証のパイオニアとして、
スマート

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」

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

●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」

K-5 E72-01 E81-05

東京都新宿区新宿1-12-5 Uni-works新宿御苑3階
【営業部】

""   #"##
  
#"##

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。

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。

星・航空・宇宙分野の4つの戦略分野を中心に様々な

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

・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.」

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

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。

NotSoSecureは、英国で設立されたペネトレーショ

フォンやデジカメなどの身近な製品から、
自動車、航空

システム開発に携って参りました。
本展示会では、

NotSoSecure

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】


    
     

「Fiix」
：ロックウェルオートメーションジャパン社製品
ソフトウェア
「ThinManager」
：ロックウェルオート

C-5

ベリサーブ
日本マイクロソフト

●クラウドベースの設備保全管理システム(CMMS)

SW」
の展示を予定しております。
ソフトウェアの品質向

……ディスプレイの他に、
ノイズ対策品やデジタルサイ

●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」

ンス以上の実績を持つ、
ソフトウェア単体テスト自動化

また、
ソフトウェア開発のビジネスパートナー、構想・

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」

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。

N-2

ヘルヴェチア

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
【Cloud Hacking】
コースや、

Vieureka

BlackHatUSA2022より日本初上陸となるAndroid

※セミナー参加

E82-02

マジセミ／日本システムウエア

K1-02

※セミナー参加

アプリセキュリティをマスター する【 A n d r o 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。

富士通

ぜひお立ち寄りください。

※セミナー参加

E82-01

マスワークス

K1-04

※セミナー参加
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DXの社会実装を加速する

出展社情報
2022年

エッジテクノロジー総合展

7月28日（木）・29日（金）10:00〜17:00

（50音順） ※掲載情報は2022年7月8日
（金）時点の情報です。

G-7

丸文

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】
 
  
        

H-5

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】
 
$   
 $

D-5

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】
! !
  
    

   

intel系、
Arm系の最新の産業用組込ボード、
GPU搭載

メリテックが展開するセルラーIoTソリューションブラ

の産業用エッジPC、
ラズパイサイズの小型SBC等、AI

ンド monoZを紹介します。

人は外界からの情報のおよそ80%を視覚から得てい

やエッジコンピュータをテーマにした関連製品を複数

monoZは、
セルラーIoTデバイスから、
クラウドアプリ

ると言われています。
そして、視覚による情報伝達にお

ケーションまでのIoTサービスに必要な全てのコンポー

いて重要な役割を持つ文字。

展示します。

三重電子
三重県多気郡明和町蓑村1168
【営業管理部】

 
  
 

G-1

 

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

ネントを提供するE2C（Edge to Cloud）
ソリューショ

そのサービスや製品にとって最適なフォントデザイン

ンです。

を選ぶことは、
ユーザビリティ向上やブランディング強

当日は 、P o C に 最 適 な m o n o Z e r o デバイスと

化を目的としたUI/UXデザインにおいて重要な要素と

Centra-IoTクラウドシステムを使用した様々なデモを

なります。

展示します。

UIを眺めた時に無意識下で感じる“読みにくさ”や“違

また、
ローカル５Gの電波サーベイで多く利用されてい

和感”は、
フォントのデザインに一因がある事も。
「情

るSigma製品も紹介します。

報」
「ブランドイメージ」
を“伝える”より“伝わる”フォン

Sigma製品は、
日本国内のモバイルオペレータで最も

トに変えてみませんか。

利用されている５G電波サーベイツールであり、
ローカ

「UIや画面デザインをもうひとつ洗練させたい」

ル５Gの電波環境の見える化に役立つ測定解析ソ

「もっとアプリに合わせたフォントを使いたい」

リューションです。

「もっと視認性を高めたい」

弊社ではエンジニアリングサービスも行っており、
ユー

「他社と差別化したい」

ザ様に代わり、
ローカル5G環境の電波サーベイや、問

そんなお悩みがございましたら是非お気軽にご相談く

題点の解析、
改善までを提案します。

ださい。

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。

三菱電機ソフトウエア

J-4

兵庫県尼崎市猪名寺2-5-1
【通信機事業所 生産企画部】
!! "
#  
   

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

【そのフォントでホントに大丈夫？】

Moxa Japan

N-1

E81-02 E82-03

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

リゴルジャパン

N-5

東京都中野区沼袋2-37-1
【マーケテイング】
 #&  
 &  

盤の中の隙間に組み込める小さい＆強い産業用IoT

RIGOLは優れたコストパフォーマンス、高性能な計測

ゲートウェイUC2100のご紹介と、IoT化に欠かせな

器を取り揃えています。

い産業用ネットワークのデモを実施致します。

K-2
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】
   ~' '' '_ %

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。

会社」
として発足いたしました。

我々は独創性のあるLSIアーキテクチャを開発してマル

三菱電機ソフトウエア株式会社では、経営統合を通じ

チメディアを処理するシステムや、世の中の役に立つ技

て、事業分野に対応した柔軟性のある組織体制を構

術を研究しています！！

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。

連基

H-3

東京都足立区関原2丁目42-8 細川ビル3F
! " #   
    

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。

8

Bulletin JASA 2022 Jul. vol.82

改め

「事業変革を推進するための
最新技術とつながる総合展」
へと進化

●
●

●

事業変革期を迎えた今、エッジテクノロジーに新たなプラスで
顧客起点の価値創出を実現するイベントへ
協会が主催する技術展示会は1986年に開催以降、応用分野を広
げ、年々高まるシステム開発のマーケット、テクノロジー動向を
キャッチアップし、
常に最先端の情報を発信してきました。
今やDXが前提の社会。IoTはその手法の一つとなり、5Gをプラット
フォームとした商用化サービスが続々と生まれようとしているなか、
エッジコンピューティングの重要性は急激に高まっています。
そこで、時代に不可欠となるエッジテクノロジーの全てを集結し、社
会的にも重要な位置付けとなる技術イベントとなるべく、名称も新

2015

ET&IoT

2002

Embedded Technology

●

1986

MST
（Microcomputer System & Tool Fair）

（プラス）
の取り組みについて
応用産業分野
・リテールAI研究会との連携によるRetail AI Expoの実施

オープンイノベーション
・横浜市、
横浜未来機構との連携によるオープンイノベーションサミット実施

クラウドネイティブ / ソフトウェアファースト
・Linux Foundationとの連携によるOpen Networking & Edge Daysの実施

DX推進に向けての組織開発や開発思考
・リーン/アジャイル関連団体等との連携

若年層のモノづくりへの興味喚起

たに展開いたします。

・Maker Faireとの連携

2022年11月16日
（水）〜18日
（金）
会場 パシフィコ横浜
会期

H P

2022

・ものづくり関連コミュニティとの連携

関連技術の強化と新技術分野
・End to End IoT Wireless企画の実施

展示ホール /アネックスホール

・LPWA関連団体との連携

 

・画像認識AI Expoの実施

 

ET 横浜

・クラウド、
セキュリティ、
プラットフォーム分野への強化

イベントコンセプト

事業変革のためのキーワード

応用産業分野への実装

社会課題・インフラを支える
エッジテクノロジー（EdgeTech）
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会社訪問

●株式会社アスク

豊富なGPUノウハウをベースにしたエッジAIで事業開拓へ
既存システムのレガシー資産を活かしたAI実装に奮闘中
1997年に設立した技術系商社アスク
（東京都千代田区）
は、秋葉原
をメインにコンシューマ向けのパソコン製品販売に始まり、産業分野
へのソリューション展開へと事業領域を拡大してきた。組込み分野で
は、
GPUとAIの卓越したノウハウをベースにしたプラットフォームによ
るエッジAIソリューションの展開に注力しているところだ。
そんな同社
の近況を紹介する。
法人事業本部インダストリー営業部
部
長 小瀬 雅一 氏（左）
AIソリューショングループ
グループ長

設立からパソコン市場を
支え続ける

森山 栄作

氏（右）

てあります」
と教えてくれた。
その後パソコンの用途の産業分野に広

GPUの知識を強みに
エッジAIソリューションに注力

1997年の設立時は、
コンシューマ向け

がりに合わせ、法人分野へと事業を拡大し

組込み系の事業は、
法人事業本部のイン

パソコン製品の輸入販売事業からスター

てきた。現在のセールス部門は、
コンシュー

ダストリー営業部が対応している。産業用

トしたアスク。
当時のパソコン市場は、GUI

マ事業本部、法人事業本部、
メディア＆エ

業務用機械のコントローラー系の実績が多

を 大 改 良して 9 5 年 にリリースされ た

ンタープライズ事業本部の3つに分かれる。 いようだ。
「設計から請け負って開発、納品、

Windows95による本格的なWindows時

東京・大阪の国内に加え、台湾、香港、韓

品質管理をセットで対応しています」
（小瀬

代を受け、性能が向上した液晶デスクトッ

国、米国に拠点を持ち、最先端でニーズに

氏）。受託開発やODMとしての対応もあり

プパソコンやノートパソコンの出荷台数が

見 合った製 品を発 掘し提 供する。グラ

競合も少なくないが、同社の強みはやはり

大幅に増えていった時期。2000年には、
パ

フィックボード、CPU、
ソフトウェア、VRデバ

GPU。
「弊社はGPUボードで成長してきた

ソコンの国内出荷台数が初めて1000万台

イス、ストレージ、サーバー向け製品等々、 会社。
設立から取り扱っているので、
GPUの

の大台を突破したとの記録も残る。
アスク

取り扱うジャンルや製品は多岐にわたって

ノウハウはかなり蓄積されています」
と小瀬

は、パソコン市場がグンと伸びたころから

いる。

氏は強調する。

技術系商社だけに、いまだ続く半導体

現在そうしたGPUのノウハウとAIの技

法人事業本部インダストリー営業部部

不足には大いに悩まされた。求める価格帯

術を取り入れ、エッジAIソリューションに

長の小瀬雅一氏に当時を振り返っていた

の製品供給が後回しになるなどなかなか

注力しているところだ。エッジAIは、
カメラ

だくと
「パソコン用ハードウェアを輸入して

基板が製造できず、納期が1年遅れること

等センサー群によって現場のデータを取

秋葉原などの専門店や量販店に販売して

も。小瀬氏は
「最初はお客さんになかなか

得し、常にAIでの推論・実行、学習を実行

い まし た 。い まも 事 業 の 強 み で ある

理解してもらえず大変な思いをしました」
と

しながらリアルタイム制御を可能にする。

NVIDIAのグラフィックボードやCPUなど

苦笑する。組込み分野のシステムとなると

活用するのは
「引き合いも多く市場が伸び

は、当時からの取り扱い製品です。当時の

型番が変わることも拒まれ、設計変更には

てきている」
（小瀬氏）
というNVIDIAの組

GPUは画像の処理と表示をさせるチップ

エビデンスを求められるなど苦労を強いら

込み用モジュール「Jetson」。機械学習ア

でゲーム向けというイメージでした。今も製

れたようだが、会員にも大きくうなづいてい

プリケーションを目的に設計されたAIプ

品パッケージには弊社のステッカーが貼っ

る人が多いことだろう。

ラットフォームで、画像認識、機械学習、
自

成長を支えてきた商社だ。
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Jetsonのパフォーマンスを引き出すキャリアボードには
aetina社のエッジAIソリューションを
提供している。

■アスクのエッジAIソリューション概要

画像はAN110-XNX
（左）
と
5G対応のACE-T012

エッジAI 5G 統合プラットフォーム
エッジAIソリューション

5GとAI、
Cloudの連携

データ
Jetson用
キャリアボード

デプス測定
センサーデータ

クラウド

Jetson
Xavier

 IoTで取得した大量のデータを5Gでクラウドに送信し、
AIでデータ分析を行い、

その結果から効率的な運用を促進

6

データ
送信

8
16GB
eMMC

デバイス
マネージ

①データを取得

セキュリ
ティー

②取得した大量の
データを5Gで伝送

映像データ

学習
モデル

高速推論
こう

自動制御
命令

クロスプラットフォーム
エッジAI
a ilia
S DK
プラット
フォーム向け

SDK
ミドルウェア
レガシーソフト他

学習
モデル

ONNX

ONNX

作業員
カメラ

センサー
④ビッグデータ
をAIで分析

工作機械
データ

動運転などをGPUで高速化する。

サーバー

運搬車両

マネージ
メント

Point 「5G AI IoT」
を利用した
「Next Edge」
をトータルでサポート

5G

③ビッグデータ
を蓄積

製造ライン

5G
⑤分析結果を
フィードバック

（AGV）
や製造ラインのニーズに対し、実証

JASAでは法人事業の

エッジAIソリューションにおける対応は、 実験をおこなっているという。
「特に省人化

飛躍につながる交流を

①アイデアデザイン
（実現したい要件確定） を目指す製造ラインで、
人数削減したときに

AI

セールス3部門での法人事業の売上比

②ビジネスデザイン
（費用対効果の検討）
③

どうなるかと思案しているところに、
エッジAI

システムデザイン
（利用方法の策定）
④PoC

はどうでしょうか、
と勧めています」
（森山氏） ており、
チャレンジングに展開する組込み

（概念実証）
⑤製品化・実用化 という顧客

これから実績を積み重ねていく段階だが、 事業を含む今後の期待は大きい。JASA

率は、
コロナの影響がありつつも伸びてき

のビジネスフローに対し、情報や技術提供、 森山氏は
「大きな課題が2つある」
という。
ひ

会員としても、
その支援につながる成果を

カスタマイズ、量産対応、サポートなど各

とつは日本の会社に多く存在するレガシー

期待する。
「弊社はまだ発展途上にあるの

フェーズに合わせたアプローチをおこなう。 資産への取組みで
「今となっては誰が書い

で、情報交流させていただきながらお互い

たかもわからず、
どういう影響があるかまっ

飛躍につながるお付き合いができればと

たくつかめないTRONなどで書かれたソー

思っています」
と小瀬氏は入会の意図を

スコードが未整理のまま機器に存在してい

語る。

レガシー資産をどう活かす？
大きな課題に
プロジェクトをけん引するエッジAIソ
リューショングループのグループ長・森山

る。
そうした資産をどのように活かしAIを取

り込むかは非常に大きな課題です」
と話す。 随一だろう。
その多彩さから製品知識を得

栄作氏は
「既存の組込みシステムにAI機

もうひとつは、顧客にAIへの理解が不足

能を追加するという取り組みが増えていま

していることだという。
エンジニア不足もあ

す」
とし、次のように続ける。
「背景としては、 り、AIを活用したシステム設計が想像つか
CMOSセンサー中心から、
いろいろなセン

取り扱い製品の多さはJASAのなかでも
るのもひと苦労な気もするが、
「 海外の展
示会に参加して情報収集することもあるが、
どちらかというと必要な情報は入ってきま

ないとして、森山氏は次のように説明する。 す」
（小瀬氏）
と、常に最新情報が得やすい

サー情報を取り込もうというニーズがあっ 「AIの役割は基本的にはインデックス化す

環境にあるようだ。会員にとっても、
そうし

て、
いままでは人手やプログラム処理してい

ることですが、
コンピューティングがすべて

た最新のテクノロジー情報が入手できる

たものをエッジAIという考え方で処理しよ

変わるとか、何でもできるといったイメージ

パートナーの存在は力強く感じられるので

うと。そこに取り組んだ製品が親和性が

を持つ人が多く、
システム全体のコーディ

はないだろうか。

もっとも高いJetsonです。加えて、5Gを融

ネートにAIをどう活かせるかというモノづく

アスクは、11月にパシフィコ横浜で開催

合したデバイスを提案中です」

り的な発想が足りない印象です」。PoCか

されるJASA主催の
『EdgeTech＋
（エッジ

Jetsonをデバイスの中心に、付属として

ら次の製品化・実用化フェーズへの進行を

テックプラス）』
に出展し、
エッジAIソリュー

5G、
センサーモジュールをセットに提供す

阻む高い障壁ともなっているようだが、
ノウ

ションを中心に展示紹介をおこなう。ぜひ

る。
工場や倉庫などで人の代わりに搬送作

ハウが蓄積できれば大きなアドバンテージ

ブースに立ち寄り、豊富な知識と技術力の

業を代替する車両ロボットの無人搬送車

を握ることになりそうだ。

実際を体験していただきたい。

●「会社訪問」のコーナーでは、掲載を希望される会員企業を募集しています。お気軽にJASAまでお問い合わせください。
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技術本部成果発表会 開催報告
技術本部の活動をご理解いただくことを目的に、
各委員会・WGが2021年度に実施した
調査研究とその成果等を発表しました。

日時 2022年6月3日
（金）
12:55〜17:10
会場 日本教育会館
開催形式 会場及びオンラインでのハイブリット開催

ክᩏ✚⹏
最優秀

IoT技術高度化委員会 スマートライフWG

【講評】QOL向上を大目標とし、具体的な開
発テーマ
「エモーションフラワー」
を設定し、
エモーション認識AIの生活での具体的な
応用をわかりやすく実現した。
コロナ禍中の
リモート環境で応用例ということも評価さ
れた。今後の活動に大き
な期待ができる。

発表者：國井雄介

優秀

ハードウェア委員会 RISC-V WG

【講評】計算機業界、半導体業界で注目され
成長を続けているRISC-Vアーキテクチャ
に関する様々な要素の、JASA組込み実装
を堅調に続けている。
日本語ドキュメントを
整備していることも重要である。WGの成果
はJASA版RISC-V用プ
ラットフォームとなること
が期待される。
発表者：小檜山智久

優秀

応用技術調査委員会 AI研究WG

【講評】昨年に引き続き、本WGはAI分野で
様々な適用や様々なAI方式を実践的に試用し
ている。セミナーなどを開催し組込みAIの普
及を促進している。本講演は限られた時間内
に多くの試用例の報告があり、試用結果はわ
かりやすかった。一般向け
にAI方式のよりわかりやす
い説明が期待される。
発表者：中村仁昭
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特別賞
（会長賞）

組込みシステムセキュリティ委員会

【講評】
昨年に引き続き良い成果を上げてい
る。組込み分野のセキュリティは、自動車、
ロボットなど身近なあらゆる分野でより重
要になってきている。当WGは、取り組み対
象、IPAなど外部組織などとの協調、成果な
どが素晴らしい。活動成
果の展開が期待される。

発表者：牧野進二

⊒ౝኈ
安全性向上委員会
「新たな気付きによる研鑽（今回のケースでは人間のメンタル
モデルに着目したSTPA） STAMP/STPA/CASTにかかわ
る事例や、Safety＆Security（S&S)の研究成果の一部を外

▶挨拶に立つ竹内嘉一会長
▼リアル会場での発表の様子

部に発信することができた。」

IoT技術高度化委員会 ドローンＷＧ

応用技術調査委員会 OSS活用ＷＧ

「経済産業省策定「無人航空機分野サイバーセキュリティガイ

「LSI開発がOSSで自由な時代。RISC-VやROSにOSSを活用

ドライン」
の分析から、Safety&Securityの対応を検討、
目視

する世界をみんなで考える情報を発信。TEE実装のRISC-V

外飛行のユースケースに絞り分析した。金沢工業大学との連携

Keystone、Humming bird E203 coreの動作の調査など実

ではV TOALの機体を開発。
新年度で実証実験を計画する。」

施。“エッジデバイスプロトタイプングで深めるOSS活用WG”
をテーマにしたワークショップ形式のハンズオンを全4回、3年
連続で実施した。」
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●当イベントは、
どの様にしてお知りになりましたか？

●受講の目的は何ですか？

聴講者アンケート

・技術情報収集
・業界動向調査
・JASA委員会運営
・研究調査
・BJ掲載のため

13
7
3
3
1

・JASA会員ML
・上司、
同僚、会社からの紹介
・JASA HP
・RISC-V days Tokyo 2022

8
4
2
1

●今回の成果発表会について、
自由に感想を記述してください。
・私が所属する以外のWGについても、
どのような活動・成果があるのか知ることができて興味深くございました。
・ハイブリッドで実施していただいたおかけで、聴講者の反応を見ながら発表できたため、
話しやすかった。
今後は委員会同士の連携が
進むと面白い思いました。RISC-Vの話は面白かった。
・JASAさんの活動を通じて、
PJ by PJで柔軟に企業連携ができる環境が出来そうに感じました。
・リモートで参加が出来て良かったです。
・多少の温度差は見られましたが、
レベルの高いプレゼンばかりでとても参考になりました。

応用技術調査委員会 アジャイル研究WG
「コロナ禍で増加した在宅勤務はアジャイルな考え方による改

プラットフォーム構築委員会 OpenEL活用WG
「ソフトウェアの実装仕様を標準化するオープンなプラットフォー

善の足がかりとして、集中のしやすい、情報の共有量が増える、

ムOpenEL普及に向け、講演会、
デモ公開、対応デバイスの追加な

固定した期間で区切り決められたタスクを完了させるタイムボッ

どに成果があった。開発成果は、LEGO EV3、NVIDIA JetBot用コ

クスによるメリットなどポイントを整理。
在宅勤務をきっかけに、

ンポーネントをGitHubで公開、ROS2セットアップ済みJetBot向

アジャイルな考え方でムダを削減していくことを提唱した。
」

けDockerイメージをdockerhubで公開した。」

プラットフォーム構築委員会 組込みIoTモデリングＷＧ

ハードウェア委員会 デバイスWG

「IoT等の新たなデジタルサービス提供に有用なモデリングとそ

「2020年度（旧ハードウェア委員会）
はほぼ活動休止状態、活

の活用 方 法の共 有 資 産 化を目指している。2 0 2 0 年 度の

発的な交流を目指した2021年度も予定の半分足らずの実施に

『System of Systemsで提供される本人確認を伴うサービス

終わった。今年度は、①FPGAボードの開発環境導入手順書の

の安全性」
をさらに考察、
モデルを作成することでサービスの安

作成②FPGAボード用のサブボードの製作③FPGAボード＋サ

全性を事前に検証できることを確認した。
今後は、
より手軽にモ

ブボードの動作確認結果報告④FPGAボードRISC-V導入手順

デルを作成できるような手法や仕組みの検討を進めていく。
」

書の作成での成果を目指す。
」

▶ 詳細資料は協会HPにて公開いたします。https://www.jasa.or.jp/archive/reports_technical/
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●会期・場所

会期：2022年5月26日
（木）〜27日
（金）
場所：一般財団法人京都教育文化センター
主催：一般社団法人組込みシステム技術協会（JASA）

第21回日本プラグフェストを開催いたしました。
日本プラグフェストは、同一のインターフェース規格を使用するメーカ同士
が、相互運用性を検証するための技術イベントです。
大半の参加予定メーカの出張制限等の規制がない状況での開催は2019
年以来で、昨年の京都開催よりも参加メーカのエントリー数が増加し、活
気のあるイベントに戻りつつあります。
今回も3密を避けた会場のレイアウト設計、
マスク及びフェイスシールドの
着用、換気の徹底を行いながらの開催となりました。
特にゲーム機で注目されている新機能を搭載したモデルが多くエントリー
されており、複数の機材を接続した際の挙動を業界全体で初めて確認をす
ることが出来、参加者からは大変有意義なイベントであるという声を多く頂

会場風景

きました。
●目的・特徴
同一インターフェース規格
（HDMI）
を持つ製品間の相互運用性を検証し、
確実なものとすることで、
不具合解消や品質の向上を目的としています。
参加メーカは、
ソース機器１，
シンク機器２，
リピータ機器3に分かれ、
自社製品と他社製品との接続を行い、通信・映像・音声・暗号化検証におい
て規格に準拠した通りの挙動となっているか、安定的な接続がなされているか等、
細かく検証します。
また日本プラグフェスト独自の試験項目を策定し実施することで、
参加メーカ全体の品質向上を促しています。
●参加メーカ・機種
・参加メーカ 16社

41名

・参加機種 シンク機器／7機種（TV、
プロジェクタ等）
、 ソース機器／4機種（カメラ、
ゲーム機等）
リピータ機器／4機種
（AVアンプ、
AVレシーバ等）、 ケーブル／2機種（ケーブル）
●試験方法
▼ 個別試験

▼ システム試験

・各チーム３社の試験

・ソース・リピータ・ソース・ケーブルの複数チームと接続する試験

・1スロット105分

・日本プラグフェスト独自の試験を用い、
一般家庭での複雑な機器の組み合わせを再現
・１スロット105分

開催月

2022年12月

●テスト規格：HDMI
●参加料金：1名

次回の予定

場所

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター

●参加資格：HDMI搭載機器メーカおよび、
ケーブルメーカ

22,000円(税込)

詳細につきましては、
日本プラグフェストHP（http://www.jasa.or.jp/plugfest/）
にてお知らせいたします。

1 デジタルコンテンツを出力する機器
（BDレコーダ、
デジタルカメラ等）
2 デジタルコンテンツを受信し表示する機器
（TV、
プロジェクタ等）
3 ソース機器とシンク機器間で、信号の再送信等を行う中継機（AVアンプ等）
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横田英史の

書籍紹介コーナー
生命知能と人工知能

成し、地域の問題に対峙することが肝要

数々のテーマについて、
それぞれ3本の

〜AI時代の脳の使い方・育て方〜

と説く。
ソーシャルイノベーションには、
日

定量論文をもとに議論を展開する。例え

本企業や社会が本来の輝きを取り戻す

ば、
「イノベーションは担うのは大企業

高橋宏知
講談社

1,980円
（税込）

ためのヒントがあると訴える。

か小企業か」
「スターサイエンティストは

エンジニア視点から知能の本質や脳

地域の特色を引き出した周防大島の

の本質に迫った書。脳と人工知能を対

「瀬戸内ジャムガーデン」
や長野県の
「千

地 域 に集 積 するのか 」
「 大 学 発 ベン

比しながら動作原理やメカニズムを解説

曲川ワイン」のほか、NTTドコモやカル

チャーはイノベーションを促進するの

し、脳の使い方と育て方について持論を

ビーといった大企業が参画した事例も取

か」
といったテーマを次々に挙げる。

展開する。各章の最後に、
「まとめ」のほ

り上げる。

か
「脳の使い方・育て方のヒント」
を掲載

成功するソーシャルイノベーションは4

するのも本書の特徴である。少々クセが

段階を経る。
まず共感を導き意識改革と

強い内容だが面白く読み通せる。

行動につなげる。次に課題抽出から解決

生命知能とは、人間や生物の脳に宿

策の策定。第3に地域コミュニティと企業

る知能を指す。人工知能の影響力が強ま

の連携による解決策の具体化。
最後は住

るなか、生命知能の特長を活かし知識を

民が見出した解決策を自らが実践するこ

支える
「意識」
を鍛えることが重要になっ

とである。

者の独特な世界観が全開である。
筆者は生命知能と人工知能の大きな
違いとして、
「意識」
の有無を挙げる。
意識

電通現役戦略プランナーのヒット
をつくる「調べ方」の教科書
〜あなたの商品がもっと売れる
マーケティングリサーチ術〜
阿佐見綾香
PHP研究所

報を収集し、
どのように分析し、
どのよう

イノベーターのためのサイエ
ンスとテクノロジーの経営学
牧兼充
東洋経済新報社

に企画に落とし込めば良いのかを詳細
に解説した書。実用性がきわめて高い。
500ページを超える大著だが、図版を

2,860円
（税込）

大きく使ったり、余白を適切に使うことで

イノベーションとベンチャー企業、
ア

読みやすさに配慮しており、
スイスイ読み

意識があると何ができるようになるのかな

ントレプレナーを生み出すにはどのよう

進むことができる。
アイデア出しのための

ど、
意識システムについて考察を加える。

な環境が必要か、逆にどのような環境

40種類のテンプレートを読者に公開して

が悪影響を及ぼすかなどを、定量的な

いるが、
これも嬉しい。

とは何か、意識とは何のためにあるのか、

共感が未来をつくる

分析や研究に基づいて論じた書。
「政府

筆者が重視するのはデータの入手の

〜ソーシャルイノベーションの実践知〜

の補 助 金は有 効か」
「スターサイエン

仕方である。
「データを分析することばか

野中郁次郎・編・著
千倉書房 2,970円
（税込）

ティストの存在によってスピリオーバー

りが注目されているが、
データを手に入れ

効果を期待できるか」
など、興味深い論

る方が大事。
丁寧にデータを入手すれば、

社 会 問 題の革 新 的な解 決 法「ソー

点を提供する。論理構成が明確で、議

簡単な集計でも客観的な意思決定がで

シャルイノベーション」の国内事例を紹

論の進め方が極めてクリアで役立ち感

きる」
と述べる。情報収集・分析のための

介するとともに、
進め方や展開プロセスを

がハンパではない。

自作ツールを読者向けに公開しているが、

解説した書。住民と行政、企業が交流と

筆者は定量論文の読み方を紹介した

政府統計サイトe-Statからデータを抽出

相互理解を進めることによって共感を醸

あとで、イノベーションや起業に関する

するツールは秀抜で使い勝手に優れる。

横田 英史（yokota@et-lab.biz）
1956年大阪生まれ。1980年京都大学工学部電気工学科卒。1982年京都大学工学研究科修了。
川崎重工業技術開発本部でのエンジニア経験を経て、1986年日経マグロウヒル
（現日経BP社）
に入社。
日経エレクトロニクス記者、
同副編集長、BizIT（現xTECH)編集長を経て、2001年11月日経コンピュータ編集長に就任。2003年3月発行人を兼務。
2004年11月、
日経バイト発行人兼編集長。
その後、
日経BP社執行役員を経て、2013年1月、
日経BPコンサルティング取締役、
2016年日経BPソリューションズ代表取締役に就任。2018年3月退任。
2018年4月から日経BP社に戻り、日経BP総合研究所 グリーンテックラボ 主席研究員、2018年10月退社。
2018年11月ETラボ代表、
2019年6月当協会理事、現在に至る。
記者時代の専門分野は、
コンピュータ・アーキテクチャ、
コンピュータ・ハードウエア、
OS、
ハードディスク装置、
組込み制御、知的財産権、
環境問題など。
＊本書評の内容は横田個人の意見であり、
所属する団体の見解とは関係がありません。

16

3,245円
（税込）

製品企画を行うときに、
どのように情

ていると説く。脳の話をベースに、話題は
社会、教育、宗教、神などへと広がり、筆

なぜ重要か」
「なぜ起業活動は特定の
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JASA 会 員 一 覧

（2022年7月）
株式会社カンデラジャパン

https://www.canderajp.co.jp/

株式会社ギガ

https://www.giga.core.co.jp/

株式会社技研工房

https://www.giken-k.biz

一般社団法人行政情報システム研究所

https://www.iais.or.jp/

株式会社コア 北海道カンパニー

http://www.core.co.jp/

京都マイクロコンピュータ株式会社

http://www.kmckk.co.jp/

北海 道支部

HISホールディングス株式会社

http://www.hokuyois.co.jp/

特定非営利活動法人組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会 http://www.sessame.jp/
一般社団法人組込みマルチコアコンソーシアム

https://www.embeddedmulticore.org/

株式会社イーアールアイ

http://www.erii.co.jp/

株式会社グレープシステム

https://www.grape.co.jp/

株式会社コア 東関東カンパニー

http://www.core.co.jp/

株式会社クレスコ

https://www.cresco.co.jp/

株式会社CIC 東北支店

https://www.cichdgroup.com/

東北 支部

国立大学法人東北大学 情報科学研究科教授 青木研究室 http://www.tohoku.ac.jp/
株式会社ビッツ 東北事業所

https://www.bits.co.jp/

株式会社グローセル

https://www.glosel.co.jp/

グローバルイノベーションコンサルティング株式会社

https://www.gicip.com/

株式会社コア

http://www.core.co.jp/

一般財団法人国際情報化協力センター

https://cicc.or.jp/

株式会社コマス

http://www.comas.jp/

株式会社コンセプトアンドデザイン

https://www.candd.co.jp/

IARシステムズ株式会社

https://www.iar.com/jp/

一般社団法人ソフトウェア協会

https://www.saj.or.jp/

株式会社アイ・エス・ビー

https://www.isb.co.jp/

サイバートラスト株式会社

https://www.cybertrust.co.jp/

一般社団法人iCD協会

https://www.icda.or.jp/

佐鳥電機株式会社

http://www.satori.co.jp/

一般社団法人ICT CONNECT 21

http://ictconnect21.jp/

株式会社CRI・ミドルウェア

https://www.cri-mw.co.jp/

一般社団法人IT検証産業協会

https://www.ivia.or.jp/

一般社団法人Ｉ
関 東 支 部 ＩＯＴ

https://www.iiot.or.jp/

株式会社CIC

https://www.cichdgroup.com/

CQ出版株式会社

https://www.cqpub.co.jp/

株式会社アスク

https://www.ask-corp.jp/

JRCエンジニアリング株式会社

http://www.jrce.co.jp/

アストロデザイン株式会社

https://www.astrodesign.co.jp/

株式会社ジェーエフピー

http://www.jfp.co.jp/

株式会社アックス

http://www.axe.bz/

株式会社アクティブ・ブレインズ・トラスト https://active-brains-trust.jp/

一般社団法人J-TEA

http://www.j-tea.jp/

ジェネシス株式会社

http://www.genesys.gr.jp/

アドバンスデザインテクノロジー株式会社

http://www.adte.co.jp/

株式会社システムクラフト

http://www.scinet.co.jp/

アドバンストシステムズ株式会社

http://www.asco.jp/

株式会社システムサイエンス研究所

http://www.sylc.co.jp/

株式会社アドバンスド・データ・コントロールズ

http://www.adac.co.jp/

一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会

http://www.ccds.or.jp/

株式会社アフレル 東京支社

https://afrel.co.jp/

一般社団法人情報サービス産業協会

https://www.jisa.or.jp/

ARAV株式会社

https://arav.jp/

一般社団法人スキルマネージメント協会

http://www.skill.or.jp/

アンドールシステムサポート株式会社

https://www.andor.jp/

株式会社ストラテジー

http://www.k-s-g.co.jp/

株式会社イーテクノロジー

https//www.e-technology.co.jp/

アップウィンドテクノロジー・インコーポレイテッド http://www.upwind-technology.com/

株式会社ゼロソフト

https://www.zerosoft.co.jp/

ソーバル株式会社

https://www.sobal.co.jp/

株式会社インサイトワン

http://www.insight-one.co.jp/

株式会社Sohwa & Sophia Technologies

http://www.ss-technologies.co.jp/

株式会社インフォテック・サーブ

http://www.infotech-s.co.jp/

一般財団法人ソフトウェア情報センター

http://www.softic.or.jp/

株式会社ウェーブ

https://www.waveco.co.jp/

第一生命保険株式会社

http://www.dai-ichi-life.co.jp/

株式会社エイチアイ

https://hicorp.co.jp/

一般社団法人体験設計支援コンソーシアム http://www.cxds.jp/

株式会社エクスモーション

https://www.exmotion.co.jp/

ダイナコムウェア株式会社

https://www.dynacw.co.jp/

株式会社SRA

https://www.sra.co.jp/

大旺工業株式会社

http://taiyo-kg.co.jp/

SHコンサルティング株式会社

https://www.swhwc.com/

株式会社チェンジビジョン

http://www.change-vision.com/

STマイクロエレクトロニクス株式会社

https://www.st.com/

TISソリューションリンク株式会社

https://www.tsolweb.co.jp/

株式会社ＮＳ・コンピュータサービス エンベデッド本部

https://nscs.jp/

株式会社DTSインサイト

https://www.dts-insight.co.jp/

株式会社NTTデータ オートモビリジェンス研究所

https://www.zipc.com/

株式会社D・Ace

http://d-ace.co.jp/

株式会社エヌデーデー

https://www.nddhq.co.jp/

ディジ インターナショナル株式会社

http://www.digi-intl.co.jp/

株式会社エンファシス

http://www.emfasys.co.jp/

TDIプロダクトソリューション株式会社

http://www.tdips.co.jp/

テクマトリックス株式会社

https://www.techmatrix.co.jp/

イマジネーションテクノロジーズ株式会社 https://www.imgtec.com/

株式会社エンベックスエデュケーション https://www.embex-edu.com/

※
「旺」
は正しくは日偏に玉

株式会社OrbisBrain

http://orbisbrain.com/

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 http://www.ditgroup.jp/

ガイオ・テクノロジー株式会社

https://www.gaio.co.jp/

デンセイシリウス株式会社

https://www.denseisirius.com/

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ

https://www.kanazawa-es.com/

株式会社電波新聞社

https://www.dempa.co.jp/
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東京電機大学 未来科学部

http://web.dendai.ac.jp/

株式会社バッファロー

http://buffalo.jp/

東芝情報システム株式会社

https://www.tjsys.co.jp/

半田重工業株式会社

https://hanju.co.jp/

東信システムハウス株式会社

http://www.toshin-sh.co.jp/

株式会社明理工業

http://www.meiri.co.jp/

株式会社トーセーシステムズ

https://www.toseisystems.co.jp/

株式会社ユタカ電子

http://www.yutakadenshi.co.jp/

株式会社東光高岳

https://www.tktk.co.jp/

特定非営利活動法人TOPPERSプロジェクト

http://www.toppers.jp/

トロンフォーラム

http://www.tron.org/

株式会社永栄

http://www.nagae-jp.com/

株式会社ニッキ

http://www.nikkinet.co.jp/

株式会社日新システムズ 東京支社

https://www.co-nss.co.jp/

日本システム開発株式会社
日本生命保険相互会社

北 陸 支 部

株式会社アフレル

https://afrel.co.jp/

近 畿 支 部

株式会社暁電機製作所

https://www.arunas.co.jp/

http://www.nskint.co.jp/

株式会社アクシアソフトデザイン

http://www.axia-sd.co.jp

https://www.nissay.co.jp/

アンドールシステムサポート株式会社 大阪事業所 https://www.andor.jp/

日本ローターバッハ株式会社

https://www.lauterbach.com/jindex.html

イーエルシステム株式会社

http://www.el-systems.co.jp/

NextDrive株式会社

https://jp.nextdrive.io/

株式会社エイビイラボ

http://www.ab-lab.co.jp/

ノアソリューション株式会社

http://www.noahsi.com/

株式会社大阪エヌデーエス

https://www.nds-osk.co.jp/

株式会社ノードゥス

https://www.nodus-inc.com/

一般財団法人関西情報センター

http://www.kiis.or.jp/

ハートランド・データ株式会社

https://hldc.co.jp/

組込みシステム産業振興機構

http://www.kansai-kumikomi.net/

株式会社ハイスポット

http://www.hispot.co.jp/

株式会社クレスコ 大阪事業所

https://www.cresco.co.jp/

株式会社パトリオット

http://www.patriot.co.jp/

株式会社コア 関西カンパニー

http://www.core.co.jp/

ハル・エンジニアリング株式会社

http://www.haleng.co.jp/

コネクトフリー株式会社

https://connectfree.co.jp/

株式会社ビー・メソッド

http://www.be-method.co.jp/

株式会社Communication Technologies Inc. https://www.cti.kyoto/

株式会社ピーアンドピービューロゥ

https://www.pp-web.net/

株式会社システムクリエイティブ

http://sc.poi.ne.jp/

BTC Japan株式会社

http://www.btc-es.de/

株式会社システムプランニング

http://www.sysplnd.co.jp/

ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社 http://biz3.co.jp/

スキルシステムズ株式会社

https://skill-systems.co.jp/

株式会社日立産業制御ソリューションズ https://www.hitachi-ics.co.jp/

株式会社ステップワン

http://www.stepone.co.jp/

株式会社ビッツ

https://www.bits.co.jp/

株式会社窓飛

http://www.sohi.co.jp/

株式会社ブライセン

https://www.brycen.co.jp/

株式会社ソフトム

http://www.softm.co.jp/

フラットーク株式会社

http://www.flatoak.co.jp/fltk/

株式会社ソフト流通センター

http://www.k-src.jp/

ベクター・ジャパン株式会社

http://www.vector.com/jp/ja/

太洋工業株式会社

http://www.taiyo-xelcom.co.jp/

マルツエレック株式会社

https://www.marutsu.co.jp/

株式会社たけびし

http://www.takebishi.co.jp/

三井住友信託銀行株式会社

https://www.smtb.jp/

株式会社データ・テクノ

http://www.datatecno.co.jp/

株式会社メタテクノ

https://www.meta.co.jp/

有限会社中野情報システム

http://nakanoinfosystem.com/

株式会社日新システムズ

https://www.co-nss.co.jp/

ユタカ電気株式会社

http://www.yutakaelectric.co.jp/

日本メカトロン株式会社

http://www.n-mec.com/

株式会社ラデックス

https://www.rdx.co.jp/

株式会社ハネロン

http://www.haneron.com/

株式会社来夢多゛

http://www.ramuda.co.jp/

株式会社Bee

http://www.bee-u.com/

リネオソリューションズ株式会社

https://www.lineo.co.jp/

株式会社ビッツ 関西事業所

https://www.bits.co.jp/

早稲田大学 グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所

http://www.washi.cs.waseda.ac.jp/

株式会社星光

http://hoshimitsu.co.jp/

株式会社村田製作所

https://www.murata.com/ja-jp/

株式会社ルナネクサス

http://www.luna-nexus.com/

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム https://www.mcpc-jp.org/

中部支部

株式会社ヴィッツ

https://www.witz-inc.co.jp/

株式会社ウォンツ

http://www.wantsinc.jp/

九 州 支 部

株式会社エフェクト

http://www.effect-effect.com/

株式会社OTSL

http://www.otsl.jp/

株式会社コア 九州カンパニー

http://www.core.co.jp/

株式会社コア 中部カンパニー

http://www.core.co.jp/

株式会社CIC 九州営業所

https://www.cichdgroup.com/

三幸電子株式会社

http://www.sanko-net.co.jp/

柳井電機工業株式会社

http://www.yanaidenki.co.jp/

有限会社OHK研究所

株式会社サンテック

http://www.suntec.co.jp/

シリコンリナックス株式会社

http://www.si-linux.co.jp/

東海ソフト株式会社

http://www.tokai-soft.co.jp/

東洋電機株式会社

http://www.toyo-elec.co.jp/

萩原電気ホールディングス株式会社

https://www.hagiwara.co.jp/

・個人会員 9名
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第36回社員総会開催
6月27日
（月）、大手町サンケイプラザに

2年ぶりとなった交流会では、
ご来賓の

（IPA）理事長 富田達夫様より乾杯とご

経済産業省商務情報政策局ソフトウェ

挨拶をいただき、盛況なうちに閉会を迎

ア・情報サービス戦略室長 渡辺琢也様

えました。

於いて社員総会並びに交流会が開催さ
れました。
冒頭、竹内会長より、新型コロナの影響

よりご挨拶を、
また、情報処理推進機構

されました。

により已む無く一部事業の中止や縮小も
■第36回社員総会

あったが、今年度は、JASAビジョン2030

1. 日時

に向けた3か年計画の初年として、新たな

2022年6月27日
（月） 16:00〜17:00（交流会 17:30〜18:45）

2. 場所 大手町サンケイプラザ 会議室・ホール

取り組みと方向性の下で積極的に活動

3. 出席

正会員135名、
うち出席会員数94名（本人出席及び代理委任）

展開していくので、会員皆様のご支援ご

4. 議事

協力をお願いしたいとの旨、挨拶がなされ

〔第1号議案〕 2021年度事業報告書（案）承認について

ました。

〔第2号議案〕 2021年度財務諸表（案）承認について
〔第3号議案〕 入会促進キャンペーンの延長承認について

総会議事では、定款に基づき会長が議

〔報告事項1〕 JASAビジョン2030及び2022年度3ヶ年計画

長となり、第1号議案より第3号議案につ

〔報告事項2〕 2022年度事業計画書及び収支予算書について

いて議場にて賛否を諮り、異議無く承認

JASAセミナー開催ご案内
E T & I o T We s t カンファレンスにて

日時：7月29日
（金）10:15〜16:00

会場：コングレコンベンションセンター「ルーム４」

JASAセミナーを開催します！
・J2-01 10:15-11:00

JASA技術本部の各委員会・WGが実施

安全性向上委員会

「Society5.0時代に求められる安全設計の技術セミナーとは」

した研究・開発内容とその成果を活動紹介

・J2-02 11:15-12:00

と併せて発表します。

込みシステムセキュリティ委員会

「サイバーセキュリティ動向と組込み開発に求められるスキルセット」

当日のライブ配信はございませんので、

・J2-03 12:15-13:00

IoT技術高度化委員会 スマートライフWG

「感情の可視化によるオンラインコミュニケーション支援の提案
〜エモーションフラワーの活用によるオンライン会議活性化〜」

会場にてご視聴ください。

・J2-04 13:15-14:00

ハードウェア委員会 RISC-V WG

「RISC-V WG が進めるRISC-V研究・開発とこれからの取り組み」
・J2-05 14:15-15:00

プラットフォーム構築委員会 OpenEL活用WG

「OpenELが変える組込みシステム開発
〜対応デバイスのさらなる増加、他システムとの連携を実現！」
・J2-06 15:15-16:00

応用技術調査委員会 AI研究WG

「エッジにおけるAI活用研究2021」
▶登録はET & IoT West 2022公式サイトで https://www.jasa.or.jp/etwest

昨年のJASAセミナーの様子

■編集後記
今号の目玉は、
ハイブリッドで開催した技術本部成果発表会です。
12の委員
会・ワーキンググループ
（WG）
がこの1年の成果を発表しました。
ウイズ新型コ
ロナにマッチしたオンラインコミュニケーション技術「エモーションフラワー」
を
発表したスマートライフWGが最優秀賞を獲得しました。
注目の展示やセミナーを紹介したET & IoT West（7月28日〜29日）
のプレ
ビューもお勧めです。昨年に続きハイブリッド開催ですが、
リアル開催だった

ながら大阪に行けない方も、
リアル展示会の雰囲気を感じていただければ幸
いです。
ET & IoTを冠したJASA主催の展示会は、
このWestが最後となります。
今秋
からは
「EdgeTech+」
と名称を変更し、ET & IoTの良さを十分に残しつつ、
エッジコンピューティングとその周辺分野の展示とセミナーを拡充します。
告知
記事を掲載しましたのでご一読ください。

2019年に並ぶ出展者数となりました。
熱気が伝わるプレビュー記事です。
残念

機関誌
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広報委員長 横田英史

一般社団法人組込みシステム技術協会
発行人
会
長
竹内 嘉一
編集人
広報委員長
横田 英史
◎無断転載を禁じます。

協会概要
JASAは、組込みシステム技術とIoT・5G・AI等を包括するエッジコンピューティング技術を駆使し、
様々な産業分野を跨ぐ協会として、技術の普及・高度化、調査研究、人材育成、ビジネス創出等、
広範な業界活動を積極的に展開しています。
名

称

会 長
事務所
会員数
設
組

立
織

産業分類

一般社団法人組込みシステム技術協会
Japan Embedded Systems Technology Association（JASA）

目 的
組込みシステム
（組込みソフトウエアを含めた組込みシステム

竹内 嘉一
本部 東京都中央区入船 1-5-11 弘報ビル 5 階
支部 北海道、東北、関東、中部、北陸、近畿、九州
正会員 135 社 賛助会員 27 社 支部会員 14 社
学術会員 3 団体 個人会員 9 名 （2022 年 7 月現在）
昭和 61 年 8 月 7 日
平成 24 年 4 月 1 日 一般社団法人へ移行
事業推進本部、交流推進本部、人材育成事業本部、
技術本部、ET 事業本部
日本標準産業分類 G-3912 組込みソフトウェア業

技術をいう。以下同じ。）における応用技術に関する調査研
究、標準化の推進、普及及び啓発等を行うことにより、組込み
システム技術の高度化及び効率化を図り、
もって我が国の産
業の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的と
する。
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主な事業活動
協会広報及び政策提案等事業

技術高度化・普及開発事業

①『JASA ビジョン 2030』
に向けた諸事業の策定
② 企業と経営者にとって必要とされる知識、人脈、協創機会の提供
③ 業界マップ整備による協業とアライアンスの推進
④ ホームページ・機関誌等による業界広報と技術普及促進
⑤ 産官学に向けた JASA ブランド・ロイヤリティの向上

① 機能安全とセキュリティ技術の追求及び安全仕様の手順化
② モデリング技術の活用推進など先端研究レベルの成果追求
③ AI活用技術の推進
④ 実用IoTとサイバーフィジカル・システムを実現するエッジDX技術の推進
⑤ エッジ・コンピューティング・プラットフォームとしてのJASA標準組込み
プラットフォームの開発・策定
⑥ 持続可能社会のための省資源コンピューティングの推進
⑦ RISC-Vなどオープンな技術の発展、振興

交流促進事業
① 国際化対応の支援
② 協業・ビジネスマッチング機会の提供
③ 人脈形成のための人財交流の促進
④ 学生に向けた業界認知度の向上と交流イベントの運営

展示会・イベント事業

人材育成事業
① ETEC（組込み技術者試験制度）
によるスキル向上と技術者教育
② 各種セミナー運営による人材育成事業強化
③「ETロボコン」
による若手技術者の教育機会を提供
④ デジタル社会を牽引できる人材の育成を目的とした実践プロジェクト
「デジタル人材イノベーションチャレンジ」
の開催

① クラウドネイティブ時代のエッジテクノロジー総合展
「EdgeTech+」
の開催
② オープンイノベーションイベント、協業イベントの企画運営
③ 業界団体イベントとしての様々なコンテンツ提供
④リアルイベントとオンライン活用によるハイブリッド開催

支部活動と地域活性化
① 支部・本部連携による、組込みシステム技術の普及啓発
② オンライン会議・Webinarを活用した、地域から全国レベルの情報発信
③ 地域特性を生かした支部事業の活性化と会員相互の交流促進
④ 地域における官公庁及び関連機関との情報交流と地域産業の活性化推進

［本部事務局］
〒104 - 0042 東京都中央区入船 1-5-11 弘報ビル 5 階

TEL: 03-6372-0211 Email: jasainfo@jasa.or.jp https://www.jasa.or.jp/

事業変革を推進するための最新技術とつながる総合展
ET & IoT 改め

11月・横浜開催

応用産業＆関連技術と連携して

情報を発信する特別企画

֝֏ࢶ֩៲ܞ֬;'اظئᄔࠁ۞ᆧ

小売り分野におけるDXを促進する
最新の技術動向やソリューションを紹介

DX社会実現のキーテクノロジー
画像認識・解析AI技術が集結

オープンソースを活用したEnd to Endの
コネクティビティ・ソリューションにフォーカス

事業変革の推進に不可欠なエッジテクノロジーと関連技術を集結し、
盛大に開催いたします。

2022年

11月16日 水 ‒18日 金

パシフィコ横浜

▼詳細は公式サイトでご確認ください

https://www.jasa.or.jp/expo/
ET 横浜

10:00〜17:00

2023年 大阪開催決定！

2023年7月27日

木‒

28日 金

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）

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

ET 大阪

●出展に関する資料請求・お問い合わせ・お申し込み等

 運営会事務局（株）ナノオプト・メディア内 Tel. 03-6258-0589 sales-info@f2ff.jp

協会の 今 をダイナミックに紹介中

Site

協会活動の4本柱
（ビジネスマッチング、
経営支援、
技術研鑽、
人材
育成）
をトップページで前面に押し出し、
協会の“今”をダイナミック
にお伝えしています。
もちろんスマホにも対応しています。
ご意見・ご要望のほか、
「こんなセミナーやイベントを開いた」
「製品
やサービスがメディアに取り上げられた」
などの情報があれば、
ぜ
ひ事務局に連絡をお願いします。
YouTube

協会HP

協会チャンネル

https://www.jasa.or.jp
https://ux.nu/XQE43
（YouTubeのチャネルページが表示されます）

［本部事務局］
〒104 - 0042 東京都中央区入船 1-5-11 弘報ビル 5 階

TEL: 03-6372-0211 Email: jasainfo@jasa.or.jp https://www.jasa.or.jp/

