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製品展示会／特別講演
計測・保全専門部会講演

平成３０年度 第４１０・４１１回例会

会場：北九州国際会議場（イベントホール他）

主催：計装研究会

会員登録・活動内容については、計装研究会ホームページのお問い
合わせフォームから、または事務局までお問い合わせ下さい。

事務局（（株）安川電機）
E-Mail：keisoken@yaskawa.co.jp

TEL：0930-23-2438

FAX：0930-23-3286

ホームページ
http://www.keisoken.com/

計装研究会 検索

セミナー／講演の聴講には事前申込が必要です。
聴講申し込み書に記載し、E-MailまたはFAXでお申し込み下さい。
聴講費：会員外（３，０００円） 計装研究会会員・協賛団体会員（無料）

協賛：
北九州市／公益財団法人北九州観光コンベンション協会
プロセス計装制御技術協会
一般社団法人電子情報通信学会九州支部
一般社団法人システム制御情報学会
一般社団法人電気学会九州支部

会期：平成３１年１月２４日（木）～２５日（金）
９：００～１８：００



『味覚センサを用いた食品応用』
九州大学 五感応用デバイス研究開発センター 准教授

田原祐助 氏

■製品展示会

場所：１階イベントホール／２階国際会議室
※入場受付の為、名刺を２枚ご用意下さい。

『大気中低温接合による光素子実装技術』
九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 助教

多喜川良 氏

『匂いを測る』
九州大学 大学院システム情報科学研究院 准教授

矢田部塁 氏

入場無料
事前申込不要

出展社一覧

■セミナー

場所：１１会議室

事前申込制
定員：６０名

※９セミナー実施

■特別講演
事前申込制
定員：６０名

■計測・保全専門部会講演
事前申込制
定員：６０名

場所：１１会議室

出展者名

場所：１１会議室
『学生のチャレンジの場「北九州高専発ベンチャーNext Technology」』
北九州工専発ベンチャー企業「ＮｅｘｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」代表
北九州工業高等専門学校 准教授

滝本隆 氏

横河ソリューションサービス(株)

(株)日立ハイテクソリューションズ
ドレーゲルジャパン(株)

日本ダイレックス(株)

エムティティ(株)

ＪＦＥアドバンテック(株)

新コスモス電機(株)

関西オートメイション(株)

(株)宝計機製作所
【セミナーのみ】アズビル(株)

日本スウェージロックＦＳＴ(株)

富士電機(株)

日本エマソン(株)

京都ＥＩＣ(株)

ＪＦＥエンジニアリング(株)

東芝三菱電機産業システム(株)

日本アビオニクス(株)

理研計器(株)

アムニモ(株)



■会場へのアクセス

周辺駐車場のご案内は下記のアドレスよりご確認下さい。
http://convention-a.jp/access/parking/

北九州国際会議場ＨＰより

北九州国際会議場（イベントホール・１１会議室）
〒８０２－０００１ 北九州市小倉北区浅野三丁目９番３０号
ＪＲ・・・・・・ＪＲ小倉駅より徒歩５分
バス・・・・・西鉄浅野（西日本総合展示場）バス停前
車・・・・・・・国道１９９号沿い 北九州都市高速道路３号線 小倉駅北ランプより１分
駐車場・・・西日本総合展示場

本館駐車場：３２０台／３０分１００円、２４時間６００円
新館駐車場：４２７台／３０分１５０円、１日最大８００円



■出展ブース配置 場所：イベントホール

① 横河ソリューションサービス株式会社 ⑪ 日本アビオニクス株式会社

② 富士電機株式会社 ⑫ 東芝三菱電機産業システム株式会社

③ 株式会社日立ハイテクソリューションズ ⑬ エムティティ株式会社

④ 日本スウェージロックＦＳＴ株式会社 ⑭ 京都ＥＩＣ株式会社

⑤ ドレーゲルジャパン株式会社 ⑮ 関西オートメイション株式会社

⑥ 日本ダイレックス株式会社 ⑯ 理研計器株式会社

⑦ 日本エマソン株式会社 ⑰ 株式会社宝計機製作所

⑧ 新コスモス電機株式会社 ⑱ アムニモ株式会社

⑨ ＪＦＥアドバンテック株式会社

⑩ ＪＦＥエンジニアリング株式会社

総合受付

受付の際、名刺を２枚
ご用意下さい。



■セミナー・特別講演 場所：１１会議室

時間 講師／概要

① ９：３０ ～ １０：２０

アズビル(株)

『実用段階に入ったＡＩによるオンライン異常予兆検知
とその実例』
アズビル株式会社 アドバンスオートメーションカンパニー
エンジニアリング本部 ＩＴサービス推進部

小杉光春 氏

概要：
IoT時代のデータ駆動社会においてビッグデータは、新たな経営資

源として注目され企業競争力のカギとして期待されてきましたが、
それもいよいよ実用段階に入りつつあります。本セミナーでは、製
造現場の操業ビッグデータを用いプラントや工場におけるプロセス
や設備の状態を網羅的に監視する、異常予兆検知システム
「BiG EYES™」の概要と実用例を紹介します。

② １１：００ ～ １１：５０

横河ソリューション
サービス(株)

『データ解析技術とプロセス知見の融合
ＡＩ技術を活用したプロセスデータ解析の取り組み事例』
横河電機株式会社 プレミアムソリューション＆サービス事業本部
高度ソリューション事業部 ＭＩ部 解析ソリューション課

真木智貴 氏

概要：
本セミナーでは、住友精化(株）様の様々な異なる知見を持つメン

バーと、横河電機のデータ解析エンジニアが解析プロジェクトチー
ムを結成し、ラジカル重合プロセスにより生産される特殊ポリマー
製品の品質向上と品質安定化を課題テーマに掲げ、課題解決した
事例を紹介し、化学反応プロセスの解析にAI技術を用いた事例を

通して、演者が考えるプロセスデータ解析のあるべき姿を紹介しま
す。

③ １３：００ ～ １３：５０

京都ＥＩＣ(株)

『燃焼空気比の改善とＣＯ２排ガス削減
燃料や空気の流量計を使わずローコスト』
京都ＥＩＣ株式会社 計装技術アドバイザー

武村健仁 氏

概要：
汎用燃焼設備向けに開発
新しいＯ２センサーを使った空気比制御システム

特許申請中の「電子リンゲージ・Ｏ２トリム制御方式と、その製品
「Flame Brain」について、詳しくご紹介します。

１月２４日（木）



■セミナー・特別講演 場所：１１会議室

時間 講師／概要

④ １４：２０ ～ １５：１０

東芝三菱電機産業
システム(株)

『汎用ＰＬＣベース監視制御システム“ＴＭＰＬＡＵＤＩＡ”の
紹介』
東芝三菱電機産業システム株式会社
産業システムソリューション技術部 技術第二課
三浦悠治 氏

概要：

近年、ＰＬＣの機能向上に伴い、従来ＤＣＳが用いられていたプラ
ントの監視制御システムに、ＰＬＣ計装が採用されるケースが増え
てきています。また、システム導入時の付加価値として、製造実績
データを収集／蓄積したデータベースを有効活用することで、生産
性や品質の向上に力を入れ、現場の課題解決に努めている製造
工場も増えています。

本セミナーでは、当社で長年培った制御プロセス技術と監視制御
システムの経験・実績を反映した、ＰＬＣベースの監視制御システム
「ＴＭＰＬＡＵＤＩＡ」の製品紹介と製造実績データベースの有効活用
ソリューションの紹介を行います。

⑤ １５：４０ ～ １６：３０

アムニモ(株)

『簡単に使えるＩｏＴサービス』
アムニモ株式会社 取締役

竹内亮 氏

概要：
産業領域におけるIoT技術への取組みが活発になっています。しか

しながら、計画の立案から実行までには相応のコストと時間がかか
り、取り組みに二の足を踏んでいる企業も多いです。そこで、今ま
で見えなかったものが見える、測れなかったものが測れる、その
データを使って生産性改善できる、この流れを誰でも簡単に1週間

程度で始める事ができるサービスをアムニモ株式会社は提供した
いと考えています。新しいIoTに対する見方、取り組み方を提案いた
します。

１月２４日（木）



■セミナー・特別講演 場所：１１会議室

時間 講師／概要

⑥ １７：００ ～ １８：１０

特別講演

『学生のチャレンジの場
「北九州高専発ベンチャーＮｅｘｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」』
北九州工専発ベンチャー企業「ＮｅｘｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」代表
北九州工業高等専門学校 准教授

滝本隆 氏

概要：
北九州高専発ベンチャーNext Technology（ネクストテクノロジ－）

は，研究成果活用および学生ベンチャー教育の一環として２０１２
年１０月に学生と共同で設立したものです．本講演では，このベン
チャー企業における取り組みについて紹介します．

ネクストテクノロジーでは，「やってみたいを形に」というスローガン
のもと，地域企業をターゲットとした特注製品，試作品を開発するこ
とを主の業としています．これまでに，様々なロボット，IoT製品を開
発しています．

とくに，地域企業連携による身だしなみチェックのためのにおい測
定ロボット「はなちゃん」を開発しています．このロボットは，開発資
金を得るために，クラウドファンディングへ挑戦しました．この内容
についても紹介します．

１月２４日（木）

時間 講師／概要

⑦ ９：３０ ～ １０：２０ 新コスモス電機株式会社

１月２５日（金）



時間 講師／概要

⑧ １１：００ ～ １１：５０

富士電機(株)

『ＩｏＴ・ＡＩ活用による新たな価値の創造に向けた取り組
み』
富士電機株式会社

概要：
製造現場へIoT・AIを導入することにより、製品の品質向上、設備の

安定稼働や省力化・省エネなど新たな価値の創出が期待されてい
ます。本セミナーでは自社工場において生産性向上や歩留まり改
善へ貢献した事例や、社内で培った技術をお客様との共創へ展開
した事例を中心に、IoTやAIの導入・活用に向けた当社の取り組み
を紹介します。

⑨ １３：００ ～ １３：５０

ドレーゲル
ジャパン(株)

『高度な保安、スマート保安の実現へ
～ガス検知最新Ｓａｆｅｔｙソリューション～』
ドレーゲルジャパン株式会社 営業部／マーケティング部

清水健二 氏

概要：

保安力を向上させることで、安全性と生産性両方の向上がシナ
ジー効果として生まれます。高度な保安、スマート保安がキーワー
ドとなった昨今、スマート化・デジタル化から完全に遅れをとってい
るガス検知器のアナログレガシーに布石を打つために、最新safety

ソリューションをご提案します。
センサの余寿命管理、デジタル化・無線化(IoT)、予知保全につなが
る診断情報収集(Big Data)、ガス検知器の将来などをご紹介します。

⑩ １４：２０ ～ １５：１０

日本ダイレックス(株)

『産業システムにおけるサイバーテロ対策（水平・垂直多
層防御の考え方）』
日本ダイレックス株式会社 取締役ＣＴＯ

松尾義司 氏

概要：

重要インフラを中心としたサイバーテロ対策は、喫緊の課題となっ
ています。しかし、IT系ネットワークと違いOT系ネットワークは、安全
を最重要とした設計方針、ライフサイクルの時間が10年～15年、独
自の制御プロトコルを使用しているなどIT系とは異なる視点でセ
キュリティ対策を考える必要があります。このOT系ネットワークのサ

イバーテロ対策について、水平・垂直多層防御ネットワークモデル
を使用して、効果的なサイバーテロ対策の考え方を解説します。

■セミナー・特別講演 場所：１１会議室

１月２５日（金）



時間 講師／概要

⑪ １５：４０ ～ １６：２０

計測・保全専門部会
講演

『大気中低温接合による光素子実装技術』
九州大学 大学院システム情報科学研究院
情報エレクトロニクス部門 助教

多喜川良 氏

概要：

従来の光素子実装に利用されるＡｕＳｎはんだ接合等は、３００℃
程度の加熱プロセスを要するため異種材料光素子実装時の劣化
等が深刻な問題になりつつある。これに代わる新しい光素子実装
技術として、Ａｕを用いた表面活性化接合法による大気中低温接合
技術（１００℃以下）の開発動向の報告を行う。加えて、本低温接合
技術を利用することによって可能となる次世代光マイクロシステム
についても紹介する。

⑫ １６：３０ ～ １７：１０

計測・保全専門部会
講演

『味覚センサを用いた食品応用』
九州大学 五感応用デバイス研究開発センター 准教授

田原祐助 氏

概要：

味覚センサは，食品の味を数値化するセンサである．近年，食品業
界では味覚センサを用いた市場調査をおこない目的とする味を設
定し，食品の味設計をおこなっている．本演題では，味覚センサの
原理と食品への応用例に関して紹介する．

⑬ １７：２０ ～ １８：００

計測・保全専門部会
講演

『匂いを測る』
九州大学 大学院システム情報科学研究院 准教授

矢田部塁 氏

概要：

人間の五感の一つである嗅覚は九期中の化学物質を感じる感覚
であり、それに対応するセンサは未だ実用化されていない。
本講演ではそれらのセンサとしてSPR免疫センサとケモセンシティブ
レジスタを用いたマルチチャネルセンサを紹介する。

■セミナー・特別講演 場所：１１会議室

１月２５日（金）



■展示内容 ⑯理研計器（株）



企業名 部署名 お名前 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

※聴講をご希望される番号に○を付けて下さい。

計装研究会　平成３０年度　第４１０・４１１回例会
製品展示会／特別講演／計測・保全専門部会　【セミナー・講演聴講申し込み書】

お申し込み
代表者氏名

勤務先名

TEL/FAX

E-Mail

１月２４日（木）

①セミナー：アズビル株式会社

②セミナー：横河ソリューションサービス株式会社

③セミナー：京都ＥＩＣ株式会社

④セミナー：東芝三菱電機産業システム株式会社

⑤セミナー：アムニモ株式会社

⑥講演：『学生のチャレンジの場「北九州高専発ベンチャーNext Technology』

北九州工業高等専門学校准教授 滝本隆 氏

１月２５日（金）

⑦セミナー：新コスモス電機株式会社

⑧セミナー：富士電機株式会社

⑨セミナー：ドレーゲルジャパン株式会社

⑩セミナー：日本ダイレックス株式会社

⑪講演：『大気中低温接合による光素子実装技術』九州大学助教 多喜川良 氏

⑫講演：『味覚センサを用いた食品応用』九州大学准教授 田原祐助 氏

⑬講演：『匂いを測る』九州大学准教授 矢田部塁 氏

【お申し込み・お問い合わせ】

計装研究会 事務局

(株)安川電機 上原 大輔

E-Mail：keisoken@yaskawa.co.jp

Tel：0930-23-2438 FAX：0930-23-3286


