
Time Table

● 講演内容・講師などは，都合により変更になる場合がございます．
　 あらかじめご了承ください．

● 最新の情報は，
　 http://www.cqpub.co.jp/tse/でご確認ください．

Floor Guide >>>>>>>>>>
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　　　　10:30~11:00
直感的HMIとして注目の音声認識を
マイコンで実現
●講演・・・ NXPジャパン（株）

V01

　　　　11:10~11:40
ARMベースNB-IoTデバイスと
エッジコンピューティングのシステム構築
●講演・・・ サンダーソフトジャパン（株）

V02

　　　　11:50~12:20
中国発ARMマイコン
『GD32シリーズ』
●講演・・・ ギガデバイスジャパン（株）

V03

　　　　12:30~13:00
30分でわかる“Linux”と
“RTOS”の最適な共存方法
●講演・・・ イー・フォース（株）

V04

　　　　13:10~13:40
クラウドサービスにすぐに接続可能!
STのネットワーク・エッジ向け開発環境
●講演・・・ STマイクロエレクトロニクス（株）

V05

　　　　13:50~14:20
Bluetooth搭載機器開発入門と
無線応用機器開発事例
●講演・・・（株）Sohwa & Sophia Technologies

V06

　　　　14:30~15:00
TXZファミリーで実現する
最新ソリューション
●講演・・・ 東芝マイクロエレクトロニクス（株）

V07

　　　　15:10~15:40
開発の90%は流用／派生開発!
―― 効率化で差がつくIoT時代のモノづくり
●講演・・・（株）DTSインサイト

V08

　　　　15:50~16:20
オープンイノベーションによる
IoTプロトタイピング
―― 誰もが簡単に短時間で
　　 IoTプロトタイピングを実現する技術
●講演・・・（株）タブレイン

V09

　　　　16:30~17:00
Cortex-M MCUにおける
AI/MLの実現
●講演・・・ アーム（株）

V10

　　　  10:30~11:30
親しみやすいARM
―― 気軽に簡単に始められる
　　 ARMベース開発
●講師・・・ 青山 淳一 氏

アーム（株）
シニアパートナーマネージャー

A 10 　　　  10:30~11:30
スマートセンシング&
エッジコンピューティング
―― IoTを次のステージへ誘う技術
●講師・・・ 前納 秀樹 氏

東芝デバイス&ストレージ（株）
ロジックLSI統括部
ロジックLSI応用技術部

B 10 　　　  10:30~11:30
はじめてのIoT 2017
―― 今どきIoTはクラウド抜きでは
　　 語れないので安く楽にやってみる
　　 方法教えます
●講師・・・ 中村 太一 氏

（株）アート　取締役

C 10

　　　  12:10~13:10
ARM mbed OSと
Cloudの最新情報
●講師・・・ 渡會 豊政 氏

アーム（株）
プリンシパルアプリケーション
エンジニア

A 20 　　　  12:10~13:10
IoTセンサ・モジュールの
選択と活用のポイント
●講師・・・ 久保 幸夫 氏　

トライアングルエレクトロニクス
代表

B 20 　　　  12:10~13:10
今すぐ使える，
AIを活用したIoT Cloud
―― センサ・データの
　　 収集・蓄積・視覚化，分析，処理
●講師・・・ 太田　寛 氏　

日本マイクロソフト（株）
デベロッパーエバンジェリズム統括本部
テクニカルエバンジェリスト 

C 20

　　　  13:50~14:50
できるかな
ARM v8-Mアーキテクチャ
やってみようセキュリティ
●講師・・・ 中島 理志 氏

アーム（株）
応用技術部　シニアマネージャー

A 30 　　　  13:50~14:50
920MHz無線モジュールと
ARM mbed活用術
―― 地温高密度メッシュ
　　 観測システムを作る!
●講師・・・ 高村 直也 氏

（株）NTシステムデザイン　代表

B 30 　　　  13:50~14:50
AI技術の基礎となる画像処理
●講師・・・ 吉田 大海 氏

大阪大学  大学院基礎工学研究科
システム科学領域  助教

C 30

　　　  15:30~16:30
Raspberry Pi 3で
ホンモノ64bit ARMに触れる
―― ARMv8のアーキテクチャの本領
●講師・・・ 山際 伸一 氏　　

筑波大学  システム情報系  准教授

A 40 　　　  15:30~16:30
ARM + FPGAでスマート・
エッジ・コンピューティング
●講師・・・ 鈴木 量三朗 氏

（有）シンビー　代表取締役 /
組み込みシステム・コンサルタント

B 40 　　　  15:30~16:30
Raspberry Piで楽しむ
生き物の飼育と観察
―― ARMマイコン・システムで
　　 実現するIoT&人工知能
●講師・・・ 鎌田 智也 氏

アイエスエス（株）　取締役
ソフトウェア開発グループ

C 40

　　　  17:00~18:00
組み込みでディープラーニング
―― Cortex-A9 ベアメタル実装
●講師・・・ 田中 隆治 氏　 

アーム（株）
シニア フィールドアプリケーション
エンジニア

A 50 　　　  17:00~18:00
LoRaWANの現在と活用
―― SORACOMのIoT通信
●講師・・・ 松下 享平 氏　 

（株）ソラコム
テクノロジ・エバンジェリスト 

B 50 　　　  17:00~18:00
組み込み分野で始める
人工知能，初めの一歩
●講師・・・ 鈴木 克信 氏

（株）クロスコンパス・インテリジェンス
産業ビジネス推進室　室長

與曽井 陽一 氏
イー・フォース（株）　代表取締役

C 50
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