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［取材のお願い］
ET/IoT Technology 2018、明日 14日開幕
スマートな社会の実現を加速する

“エッジテクノロジー総合展”として進化し開催
拝啓
一般社団法人組込みシステム技術協会（JASA）は、明日 11 月 14 日(水)から 16 日（金）の 3日間、パシフィコ

横浜において組込み総合技術展「Embedded Technology 2018」及び IoT 総合技術展「IoT Technology 2018」
を同時開催いたします。
2018 を起点に、本展は“ET×ET（エッジテクノロジー）によって実現するスマートな社会”をテーマに置き、これからの

IoT のキーテクノロジーとなる“エッジテクノロジー”にフォーカスをあて、その最先端情報を一望できる「エッジテクノロジー総合
展」として開催いたします。エッジテクノロジーをテーマとした専門展示会としてアジア最大規模を誇り、未来がリアルに見える最
先端情報を発信いたします。ぜひ会場での取材をご検討ください。

敬具
＜ET/IoT Technology 2018 公式サイト＞ http：//www.jasa.or.jp/expo/

■410 社・団体、820 小間の規模で開催
●主な出展社
アーム／アドバンスド・データ・コントロールズ／インテル／ST マイクロエレクトロニクス／NEC グループ／オージス総研／ガイオ・
テクノロジー／コア／サイプレス セミコンダクタ／情報処理推進機構(IPA)／東芝グループ／日新システムズ／日本シノプシ
ス／日本マイクロソフト／PFU／日立産業制御ソリューションズ／富士通グループ／丸紅情報システムズ／三菱電機エンジ
ニアリング／三菱電機マイコン機器ソフトウエア／メンター・グラフィックス・ジャパン／ルネサスイーストン／ローム など

●主な新規出展社
オムロン／オン・セミコンダクター／ソニーセミコンダクタソリューションズ／Taiwan Smart Glasses Industry Association
など

■世界が注目する、国内外から勢いのあるスタートアップ企業 25社が集合
加速するオープンイノベーションの担い手として期待が高まるスタートアップ企業にスポットをあてた「スタートアップ＆グローバ

ルパビリオン」を新設、日本、台湾、イスラエル、フランス、中国から 25 社が出展します。
パビリオン展示のほか、“ピッチイベント”を模したショートスピーチを連日開催、来場者に向け斬新なアイデアと最先端技術

を熱くアピールします。
また本企画と連動し、米シリコンバレー投資ファンド代表のアニス・ウッザマン氏による講演を実施します。140 社以上への

投資実績を持つ米国シリコンバレーのベンチャーキャピタリストであるウッザマン氏が、投資家の目線でシリコンバレーの現状や
技術動向を紹介します。

［I-1］11月 14日(水) 15:30～16:30 アネックスホール
世界最先端のAI ・ IoT ・エッジコンピューティング技術に対するシリコンバレーの取り組み
～シリコンバレーの投資家の目線から～
アニス・ウッザマン 氏 フェノックス・ベンチャーキャピタル 共同代表パートナー＆ CEO

■“エッジ”の最先端技術が体験できる主催者テーマパビリオン
『次世代モビリティ』『エッジAI』『エッジコンピューティング』『ハプティクス』の4テーマの動向をキャッチアップしたもので、アセント

ロボティクス、NVIDIA、デンソー、フォグホーン システムズ、LeapMind、Re-alの6社による最新技術から、“エッジテク
ノロジーがいまどうなっているのか、今後どういうことが起きるのか”を実際に感じることができるゾーンとなります。



また、ピックアップしているテーマは基調講演などカンファレンスと連動し、講演とデモの両方から技術の現状や動向をさらに深
く理解できる構成となっています。

［K-9］11月 16日(金) 12:30～13:30 アネックスホール
車に知性を与える自動運転 AI ～認識、理解、予測、そして判断をする車～
石﨑 雅之 氏 アセントロボティクス株式会社 代表取締役

［HP-1］11 月 14日(水) 15:45～16:30
Society5.0 に人の繊細さ・優しさを宿すリアルハプティクス技術
永島 晃 氏 慶應義塾大学 ハプティクス研究センター 副センター長

■“エッジ”の重要技術・先行分野の最新情報を集中発信する 6 つのテーマパビリオン
エッジの最新動向を集中発信するエリアとして、テーマゾーンを開設します。『組込み AI 活用』『スマートセンシング』『IoT

無線技術』『セーフティ＆セキュリティ』『次世代モビリティ』『エッジコンピューティング』の 6テーマで、展示に加え専門テーマト
ラックを実施し最新情報を発信します。

■技術・モノづくりのフロントランナーによる SPECIAL トークイベント開催
これまでの ET/IoT Technology 展が中心に発信してきたトレンド情報から少し角度を変え、クリエイター、プロデューサー

などさまざまな立場で技術、モノづくり分野に強烈なインパクトを放つフロントランナーを招聘するトークイベントを 14 日(水)と
15 日(木)の両日（10:30～11:15）、展示会場内メインステージで実施します。
・ 11 月 14日(水) 登壇者
きゅんくん氏 ロボティクスファッションクリエイター / メカエンジニア
青木 和律（あおき・かずみち）氏 株式会社 Cerevo 代表取締役
塩谷 将史（えんや・まさし）氏 株式会社アペルザ 取締役 CTO / モデレータ

・ 11 月 15日(木) 登壇者
岡島 康憲（おかじま・やすのり）氏 DMM.make AKIBA エヴァンジェリスト
聞き手：塩谷 将史 株式会社アペルザ 取締役 CTO

左がアセントロボティクスの自動運転 AI 搭載車。エッジコンピューティング環境下でどのように動くの
かその場で体験できる。右はRe-al が開発した Real AVATAR による「遠隔釣りシステム」

左よりきゅんくん氏、青木和律氏、塩谷将史氏、岡島康憲氏



■会期中に実施する併催イベント
・ IoT イノベーションチャレンジ 決勝大会 11 月 16日(金) 13:00～16:30 展示会場内メインステージ
IoT を活用したビジネスアイデアを競う教育主体のコンテストです。一次審査を通過した 4 チームによる
プレゼンテーション、審査・発表を行います。

・ ET/IoT Technology アワード 受賞社プレゼン＆授賞式 11 月 15 日(木) 展示会場内メインステージ
Embedded Technology 部門、Edge Technology 部門、IoT Technology 部門、スタートアップ部門、
JASA 特別の各賞を受賞した 7 社によるプレゼンテーションと授賞式です。
プレゼンテーション 14:30～、授賞式 16:15～

・ ET ロボコン チャンピオンシップ大会 11 月 14 日(水)競技会、15日(木)ワークショップ 会議センター
若手組込み技術者によるソフトウェア技術を競うロボットコンテスト。チャンピオンシップ大会は、地区大会
（全 12 地区）で入賞した上位チームが集結し、日本一を目指します。

競技会 11:25～17:40、モデリングワークショップ 9:20～16:00

■車載システム開発に関連した出展社プレス発表会
会期初日には、TOPPERS プロジェクト、APTJ による新製品プレス発表会を行います。どちらも車載システム開発に関連し
たソリューションとなります。関連するメディアの方はぜひお立ち寄りください。
会場： 展示ホール 2F 【E204】

●14 日(水) 11：00～12：00
NPO法人 TOPPERS プロジェクト
題目 ①開発が進む TOPPERS 第 3 世代カーネル（ITRON 系）とそのリリース計画

～パーティショニング機能とマルチコア対応を兼ね備えた RTOS を開発～
APTJ 株式会社
題目 ②AUTOSAR準拠のソフトウェアプラットフォーム Julinar SPF の正式販売を開始

③自動車セキュリティ評価用オープンプラットフォームシステム「Security Testbed System」への
国産AUTOSAR ソフトウェア APTJ JulinarR の採用

■レセプションパーティにご参加ください
初日の展示会終了後に行うレセプションパーティにご招待いたします。主催社、出展社との情報交換の場としてもご活用い
ただけます。お時間の許す限りぜひご参加ください。
●14 日(水) 17：30～19：00
会場： 横浜ベイ ホテル東急

■プレス受付・プレスセンター【D-11】のご案内
本展では、展示会場Dホール入口脇の【D-11】にてプレスセンターをご用意しております。プレス登録もD-11入り口前に
て行えます。そのまま D-11 までお越しください。
インターネット回線（無線 LAN）のご利用が可能です。出展社のプレスリリースをはじめ見どころのご案内ほか関連資料の
配布、ドリンクサービスもございますので、お気軽にご利用ください。

カンファレンス聴講取材について： カンファレンス聴講の事前登録は不要です。プレス登録後、各カンファレンス会場にご
入場いただけます。ただし、撮影禁止の場合がございますので、撮影を予定される方はカンファレンス会場受付にてご確認
をお願いいたします。



■プレスセンター、出展社プレス発表会会場

◆開催概要 ------------------------------------------------------
Embedded Technology 2018/ IoT Technology 2018
2018 年 11月 14日（水）～16日（金） パシフィコ横浜
主催： 一般社団法人 組込みシステム技術協会
企画・推進： 株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
イベント規模： 出展社数 410社/820 小間 来場者数 26,000名（見込み）

カンファレンス 120 セッション
展示会入場料： 1,000円（来場事前登録及び招待状持参で無料）

■ニュースリリースに関する報道関係者から問い合わせ先
Embedded Technology / IoT Technology プロモーション担当 （株式会社ピーアンドピービューロゥ）
TEL.03-3261-8981 guidebook@et-guide.com [担当] 樋口
■本展に関する一般方から問い合わせ先
ET/IoT Technology 事務局（株式会社 JTB コミュニケーションデザイン）
TEL：03-5657-0756 Email： etinfo@jasa.or.jp [担当] 担当：厲（リ）、清水
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