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エレクトロニクス・自動車 工場 向け

ＡＩ（人工知能）関連製品

が続々出展！

昨今、劇的に進歩しているＡＩ（人工知能）。矢野経済研究所は先日、対話型ＡＩ（人工知能）システム の市場規模が２０２２年に
１３２億円へ拡大するとの予測を発表。（対象はソフトウェアのみ）メーカー などが業務効率化のため 顧客の問い合わせ対応にＡＩを活用する
動きが広がっているほか、東京五輪・パラリンピックに向け て多言語対応ニーズ も拡大することから、４年間で５．５倍に伸長する見通しとのこと。
あわせて、工場で生産の異常を検知するＡＩや、ＡＩを駆使して実現できる自動運転などエレクトロ ニクス・自動車業界にもＡＩの進化が見
られます。こうした中、リード エグジビション ジャパン（株）が2018年9月5日（水）より３日間、ポー トメッセ なごやにて開催い たします最先端
エレクトロニクス、自動車、ロボット、スマー ト工場に関する展示会ではエレクトロニクス、自動車、工場ライン向けのAIを搭載・活用した製品、
ソリューションが多数出展します。日本経済の要ともいえるこれ らの産業をさらに活性化させるべく最新ＡＩをぜひ取材し てください ！

展示会概要
◆クルマの先端技術◆

◆エレクトロニクス技術の展示会◆

第1回

【名古屋】

ネプコン ジャパン

第1回

【名古屋】

◆「製造業ＩｏＴ」の専門展◆

◆ロボット開発・活用展◆

第1回

【名古屋】

オートモーティブ ワールド

ロボデックス

第1回

【名古屋】

会期：2018年９月5日（水）～7日（金） 会場：ポートメッセなごや

スマート工場ＥＸＰＯ

主催：リード エグジビション ジャパン（株）

展示製品紹介（一部抜粋）
画像分析 AIディープラーニングソフト「ViDi」
NEW

CPMS (Cosmotec Predictive
Maintenance Service)

岡谷機電（株）
AIが画像分析の様々な課題をスマートに
解決。ソフトウェア開発が不要なセルフラー
ニングにより、開発時間の大幅短縮を実現
します。さらに数十枚という少ない枚数で
人間の能力に迫る分析能力を発揮します。
従来の画像処理手法では、非常に困難
であった検出が可能になっています。さらに
高価なサーバーが不要でロボットや産業用
機械に組み込むことにも最適です。

EDGE NODE DISCOVERY SEG
NEW

NEW

IoTによるプレス機械の予知保全。
(写真は社内の実証実験中の仮画面
となり、情報も一部のデータを表示して
いるだけとなります。製品版の画面は
別途開発中です。）

EDGE NODE EXPRESS MULTIPLEXER
NEW

信和産業（株）

製造ロボット・機械設備の安全確保・
予知保全。異常の特徴を「いち早く
捉える」国産AE製品。FIRST
AE(R) DISCOVERY SEG登場！

世界初 初公開 （株）コスモテック

信和産業（株）
製造ロボット・機械設備の安全確保・
予知保全。異常の特徴を「いち早く
捉える」国産AE製品。FIRST AE(R)
EXPRESS MULTIPLEXER 登場！
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ゼロから作るDeep Learning Pythonで学ぶ
ディープラーニングの理論と実装

EDGE NODE EXPRESS USB-R
NEW

（株）オーム社

信和産業（株）

【実際にシステムを作りながらディープ
ラーニングを学ぶ！】
ディープラーニングの本格的な入門書。外部の
ライブラリに頼らずに、Python 3によってゼロから
ディープラーニングを作ることで、ディープラーニング
の原理を楽しく学びます。

製造ロボット・機械設備の安全確保・
予知保全。異常の特徴を「いち早く
捉える」国産AE製品。FIRST
AE(R) EXPRESS USB-R登場！

機械学習と深層学習 Pythonによる
シミュレーション

計測して座標をフィードバック、
ロボットアームガイドツール( EngRoTec GmbH )
（株）アルゴ

（株）オーム社

EngRoTec社のVISIONSCANNER2は
光切断法による測長、角度計測、円周
計測、面積計測などの各種計測結果の
評価だけではなく、登録された座標データを
元に相対的な座標情報のフィードバックをロボットコントローラー に与える事
が可能です。ティーチングした座標と実際の位置とのズレ修正や人間との
共同作業での微妙な位置誤差などを吸収する事が可能です。

【『機械学習と深層学習 C言語によるシミュレー
ション』のPython版登場!】
（目次）!まえがき／第1章 機械学習とは／
第2章 機械学習の基礎／第3章 群知能と
進化的手法／第4章 ニューラルネット／
第5章 深層学習

量子物理に基づく真性乱数発生器ボード／
IDQ-QUANTIS ( ID Quantique SA )

Neuron スターターキット
NEW

（株）アルゴ

素量光学プロセスを利用し量子物理学に基づく
世界で唯一の真性乱数発生器ボードです。
量子が本質的にランダムであるという量子物理の
原則に基づく真の乱数を提供。標準で4Mbps、
最大16Mbpsの非常に高い ビットレートを提供。ライブで自己診断と検証を
行う機能が備わっており、発生する乱数に高い信頼性を持つことができます。
NIST、METASの他、CTL、iTech Labs、BSIに認められています。

マルチフォーカスX線透視・CT装置
Cheetah EVO
NEW 初公開

ADLINKジャパン（株）
ADLINKの産業用ROS対応ロボット
「Neuron」は必要に応じCPUの変更が
できる点が特徴で、各種I/Oピンを豊富に
備え、AIコンピューティングプラットフォーム
をサポートし、お客様の様々なロボット
アプリケーションのニーズにあったロボット
コンピューティングを実現します。

車載用イメージセンサ

エクスロン・インターナショナル（株）
ナノフォーカス、マイクロフォーカス、ハイパワーの3つの
モードを切換えが可能なマルチフォーカスX線管を
搭載した汎用性の高いX線検査装置です。電子
部品の微細解析から、アルミ鋳造部品のボイド検査
まで幅広い検査に対応します。CT機能を付加する
ことで、故障解析用途でも威力を発揮する一方、
高精細X線画像を短時間に撮影が可能なため、
生産現場の抜取検査にも適用可能です。

M112FMシリーズ
NEW

初公開

NEW

ソニーセミコンダクタソリューションズ（株）
高感度、HDR＆LFM、機能安全
対応の最新イメージセンサ

Tobii Pro グラス2
（株）タムロン

トビー・テクノロジー（株）

1. 業界トップクラスの高コントラスト・高解像度
2. 至近距離での撮影性能を追求
3. 5メガピクセル対応・超コンパクトサイズ

ウェアラブル型アイトラッカー
動き回りながら視線計測が可能
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Tobii Pro X3

Tobii Pro VR インテグレーション

トビー・テクノロジー（株）

トビー・テクノロジー（株）

ポータブルなスクリーンベースアイトラッカー
何も装着せず視線計測可能

VRの中で視線を計測
視線追跡型VR

MULTI INTELLIGENCE(R)
【Cutting version】

Eggplant AI ( TestPlant社 )
NEW

日本初 初公開

（株）山本金属製作所

NEW

丸紅情報システムズ（株）

世界初 初公開 切削加工中において、主軸ではなく、

工具先端近傍でリアルタイムに生じて
いる、熱・振動といった加工現象を計測
し、まさに今どのような加工状態になって
いるのかを手に取るように観察することが
可能です。さらに、蓄積した計測結果を
元に詳細な解析を行えば、工作機械の制御を最適条件に近づけ られ、
ものづくり現場に置ける生産方法や考え方を変え、新たな生産システム
の構築に繋がります。

AI技術による探索的テスト自動化
ツール eggplant AI。
モデルを作成することで、テストシナリオを
自動生成、従来のテストカバレッジを
大幅改善、生産性を大幅に向上させます。

ファイアイレイス

イレイスチューブ

（株）ニチボウ

（株）ニチボウ

電源不要の消火装置

電源不要・ボンベ不要・施工不要の
自動消火装置

Gamma --- AI ベース 静的ソフトウェア検証
プラットフォーム( ドイツ Acellere GmbH )

バッテリーコネクタBATシリーズ

NEW

日本コネクト工業（株）

2.5mmピッチの小型コネクタ。優れた耐衝撃性、
耐振動性。高い接触信頼性が求められる
バッテリー接続用に開発したコネクタ。ばね材には
日本自動車技術会規格にも適合した高性能
銅合金を採用。
高強度であるため、耐久性に優れ、また高い伝導
率により、バッテリー接続の消費電力抑制が可能。

ＡＩファンクションテスター(T-AiCES)
NEW

世界初

初公開

当日会場
にて公開

丸紅情報システムズ（株）
ドイツAcellere社のGammaは、AIと機械学習技術が組み込まれた
ソフトウェアの解析とリファクタリング・ガイダンス、問題予測、ホットスポット
順位付けを行う静的検証プラットフォームです。ソースコー ドを使用し て
複雑なソフトウェアシステムを分析し、高品質なソフトウェアを維持すること
が可能になります。 分析を実行するためのビルド環境は必要ありません。

AIソリューション

（株）テスミック
紹介するファンクションテスターは、ＡＩ機能を
搭載した次世代向けのファンクションテスターです。
またこのテスターは製品開発者向けに適しており、
開発製品の評価、解析、分析が容易に行えます。
量産ラインへの導入も可能です。このテスターは
不適合品が発生した場合はエビデンス機能を
搭載しておりますのでＡＩ機能にて解決方法を
アナウンス致します。

（株）ネクステップ・ソリューションズ

当日会場
にて公開

価値有るAIシステムの導入をトータル
でサポートします

※ご紹介した製品は出展企業様にご登録いただきました製品情報・各企業ＨＰより引用。当日出展製品が変更となる可能性もあります。予めご了承ください。

本展には取材事前登録が必要です！
■■ 取材事前登録はＷＥＢから！ ＞＞＞ https://www.nepconjapan-nagoya.jp/shuzai/ ■■
※ 本展の取材は事前登録が必要です。 取材事前登録は「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。
ご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合は当日プレスルームでの受付をお断りする可能性がございます。

本リリースの問合せ先 広報担当：八木 TEL：03-3349-8502 FAX：03-3349-4900
Mail：yagi@reedexpo.co.jp 展示会HP：＞ https://www.nepconjapan-nagoya.jp/
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