グレーター・ナゴヤ・クラスターフォーラム

車載組込みシステムフォーラム ２０１０
主催：東海ものづくり創生協議会 車載組込みシステムフォーラム（ＡＳＩＦ）
グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（ＧＮＩＣ）
後援：独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）
車載組込みシステムフォーラム（ASIF：Automotive
Embedded System Industry Forum）は、東海地区の車載
組込みソフトウェア産業を発展させることを目的として、
2008年4月1日に設立しました。
勉強会、スキルアップセミナー、応用技術セミナーなど、
人材や企業の育成のための活動を実施しています。
今般、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会ととも
に、広く組込みシステムに関連する方々を対象として、車載
、
関 す
象
、 載
組込みシステム技術に関する最新動向などの情報共有と、関
係企業等の交流を目的としたフォーラムを開催します。
ＡＳＩＦ 活 動 紹 介

２０１０年１月２８日（木）
１０：００ － １６：４５
ミッドランドスクエア ホール
（名古屋市中村区名駅4-7-1）

ＡＳＩＦ会員：入場無料

ASIF非会員：5,000円

10:00-10:40

「ＡＳＩＦ活動紹介」
車載組込みシステムフォーラム会長
名古屋大学大学院情報科学研究科教授

基 調 講 演

高田 広章

10:45-11:45

（仮）「車載制御ソフトウェア開発におけるトヨタ自動車の取組み」
講

トヨタ自動車株式会社
制御ソフトウェア開発部

師

専 門 セ ミ ナ

畔柳 滋

部長

氏

13:15-15:30

「欧州のオープンイノベーション戦略：AUTOSARの背後にあるもの」
講

徳田 昭雄

立命館大学経営学部准教授
アーヘン工科大学客員研究員

師

氏

「IPA/SECにおけるソフトウェア開発力強化に向けた取り組み」
講

独立行政法人 情報処理推進機構
ソフトウェア・エンジニアリング・センター
組込み系プロジェクト
エンジニアリング領域責任者

師

招 待 講 演

平山 雅之

氏

師

三菱自動車工業株式会社
商品戦略本部副本部長兼開発本部副本部長
兼 EVビジネス本部 上級エキスパート

組込みシステム関連活動紹介パネル展
会

場

交 流 会
会

場

参 加 費

車載組込みシステムフォーラム
ASIF( Automotive Embedded System Industry
http://www.as-if.jp/

Forum )

15:45-16:45

「新世代EV「i-MiEV」とその品質を支えるモデルベース開発」
講

東海ものづくり創生協議会

会議室Ｃ

早舩 一弥

産業クラスター計画
http://www.cluster.gr.jp/
東海ものづくり創生協議会
https://www.tokai-monodukuri.jp/

氏

10 40 17 00
10:40-17:00

入場無料

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会
GNIC( Greater Nagoya Initiative Center )
http://www.greaternagoya.org/

17:00-19:00

ライライ ファンシンファ （スパイラルタワーＢ１Ｆ）
ASIF会員、非会員とも 4,000円

http://www.chubu.meti.go.jp/

プログラム
ミッドランドホール

会議室Ｃ
定員:200名

ＡＳＩＦ活動紹介

組込みシステム関連活動紹介

10:00-10:40

「ＡＳＩＦ活動紹介」
車載組込みシステムフォーラム会長
名古屋大学大学院情報科学研究科教授

基調講演

高田 広章

10 45 11 45
10:45-11:45

紹介パネル（一部）（予定：順不同）

（仮）「車載制御ソフトウェア開発における
トヨタ自動車の取組み」
トヨタ自動車株式会社
制御ソフトウェア開発部

専門セミナ

畔柳 滋

部長

氏

13:15-15:30

「欧州のオープンイノベーション戦略
：AUTOSARの背後にあるもの」

徳田 昭雄

立命館大学経営学部准教授
アーヘン工科大学客員研究員

氏

「IPA/SECにおける
ソフトウェア開発力強化に向けた取り組み」
独立行政法人 情報処理推進機構
ソフトウェア・エンジニアリング・センター
組込み系プロジェクト
エンジニアリング領域責任者
エンジ
アリング領域責任者

平山 雅之

招待講演

車載組込みシステムフォーラム（ＡＳＩＦ）
東海ものづくり創生協議会
グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ（ＧＮＩ）
大学等による取組
名古屋大学大学院情報科学研究科 附属組込みシステム研究センター
北陸先端科学技術大学院大学 高信頼組込みシステム教育研究センター
ＴＯＰＰＥＲＳプロジェクト
ほか
中部地域の組込みソフトウェア産業支援
中部組込みソフトウェア技術者養成講座
中部の組込みソフト事業者と若者のマッチングプロジェクト
高信頼組込みシステム開発技術に関わる基盤的人材育成
スイートバレーから拡がるＩＴとものづくりネットワーク事業
ほか
情報交換・ビジネスマッチングなどの場としても、
ご自由にお使いください。

無料

地域経済部

氏

15:45-16:45

http://www.chubu.meti.go.jp/

「新世代EV「i-MiEV」と
その品質を支えるモデルベース開発」
三菱自動車工業株式会社
商品戦略本部副本部長兼開発本部副本部長
兼 EVビジネス本部 上級エキスパート

早舩 一弥

ＡＳＩＦ会員
入場無料

10:40-17:00

ASIF、GNIのほか、組込みシステムに関する活動等を、パネルや資料
配付により、紹介します。
また、フォーラム参加企業等の情報交換の場としてもご利用いただ
けます。

交流会

新規事業課
国際課
情報政策課

17:00~19:00

会場

氏

定員:100名

來來 煌星華（ライライファンシンファ）
名古屋市中村区名駅4-27-1 スパイラルタワーズB1
TEL：052-533-2805
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/onikochi/

ASIF会員 ：無料
ASIF非会員 5 000円
ASIF非会員：5,000円

ASIF会員、非会員とも 4,000円

参加費

当日現金でお支払ください 領収書をお渡しします
当日現金でお支払ください。領収書をお渡しします。

当日現金でお支払ください。領収書をお渡しします。

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会
東海ものづくり創生協議会 車載組込みシステムフォーラム
ASIF( Automotive Embedded System Industry Forum )
http://www.as-if.jp/

GNIC( Greater Nagoya Initiative Center )
http://www.greaternagoya.org/

車載組込みシステムフォーラム

２０１０
登録申込書
申込締切：２０１０年１月２１日（木）
お申込FAX:052-204-1469
■FAXから：下記申込書に必要事項を記入の上、 FAX：052-204-1469 までお申込下さい。
■E-mailから：下記必要事項を記入の上、E-mail：monodukuri@cstc.or.jp までお申込下さい。
本フォーラム聴講希望の方は事前登録が必要です。定員数になり次第、受付を締め切らせていただきますので、予めご了承下さい。
お問い合わせ先：車載組込みシステムフォーラム（ＡＳＩＦ）事務局
財団法人中部科学技術センター 産業クラスター計画支援室
山本
TEL：052-231-3043
FAX：052-204-1469
E-mail：monodukuri@cstc.or.jp
会社名
団体名

お名前
〒

部署名

ご住所
お役職
ＡＳＩＦ
会員状況

どちらかにチェックして下さい

□ＡＳＩＦ会員

TEL

□ＡＳＩＦ非会員
FAX

交流会

どちらかにチェックして下さい

□参加する

□参加しない

E-mail

※本誌にご記入いただいた個人情報は、「車載組込みシステムフォーラム２０１０」に関わる業務以外での使用はいたしません

