2017 年 8 月 16 日
株式会社東陽テクニカ

自動運転からサイバーセキュリティまで、
最新動向・技術情報・計測ソリューションが分かる特別な 2 日間

「東陽ソリューションフェア 2017」 開催!!
～最新計測が拓く、クルマの未来、セキュアな明日～

株式会社東陽テクニカ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：五味 勝）は、技術変革の要求が高
まっている自動車（自動運転・電動化）とセキュリティ（サイバーセキュリティ・防衛セキュリティ）の 2 分野を柱に、
「東陽ソリューションフェア 2017 ～最新計測が拓く、クルマの未来、セキュアな明日～」を開催いたします（会
期：9 月 7 日（木）～8 日（金）、会場：ベルサール東京日本橋）。
全事業分野の最先端の製品・ソリューション展示に加え、業界スペシャリストによる基調講演・特別講演ならび
にセミナー（全 29 セッション）を通して、最新の業界動向、技術情報、多彩な計測技術やソリューションの活用
法や可能性を、多数紹介いたします。
さらに、当社の成長戦略の柱として設立した 2 つの組織、「東陽テクニカ 技術研究所（2017 年 1 月設
立）」と「セキュリティ＆ラボカンパニー（2016 年 11 月設立）」が開発・提供する、技術・ソリューション・サービス
を紹介するセッションも設けています。

＜「東陽ソリューションフェア 2017」専用サイト トップページ＞
https://www.toyo.co.jp/tsf2017/
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東陽テクニカは 60 年以上にわたり、「“はかる”こと＝計測技術」を日本の産業に提供してきた企業で、大きく
二つの特色があります。一つは、海外の最先端の計測機器や技術を見つけ出し、日本のお客様のご要望
に合わせてきめ細かくカスタマイズし導入してきたこと。もう一つは、極めて広範な分野の計測ソリューションを
有していることです。当社の計測技術は、ナノイメージング、情報通信、機械制御／振動騒音、メディカル、
海洋関連など、計測対象も計測手法も多岐にわたります。これほど広い領域で計測に携わっている企業は
他に類を見ません。
さらに、成長戦略の柱として、多様な技術の融合・統合を図り、独自技術・システムを開発することで既
存事業の付加価値向上・価値創出をめざす「東陽テクニカ 技術研究所」、製品だけではなくサービス面か
らもセキュリティ対策のニーズに応える「セキュリティ＆ラボカンパニー」、オリジナル製品開発をめざす「ワン・テク
ノロジーズ・カンパニー」の 3 組織を設立し、既存製品のカスタマイズや調整とは異なる一からの製品開発、
サービス事業の推進という新たな挑戦をしています。さまざまな分野のお客様の要望を正確に理解し、最適
な計測技術を提供し続けることはもちろん、東陽テクニカ自ら新しいアイデアを具現化・提案し、未来の技
術をリードする領域に踏み込んでいきます。
9 月 7 日（木）～8 日（金）に開催する、「東陽ソリューションフェア 2017 ～最新計測が拓く、クルマの未
来、セキュアな明日～」では、中でも注力している自動車とセキュリティの 2 分野を柱にしながら、当社の過去、現
在、未来の“はかる”技術と、新たな成長に挑む東陽テクニカを余すことなく紹介します。
全事業分野の最先端の製品ならびにソリューション展示、さらに、各業界のスペシャリストによる基調講演やセミ
ナーを全 29 セッション用意、最新の業界動向、技術情報、多彩な計測技術やソリューションの活用法や可能性
を多数紹介し、お客様の事業に役立つ技術やソリューションを提案いたします。

【開催概要】
◆日

時：【DAY 1】 2017 年 9 月 7 日（木）10：00～17：30（受付開始 9：30）
【DAY 2】 2017 年 9 月 8 日（金）10：00～17：30（受付開始 9：30）
※DAY 1；“Future of Transportation”（移動技術）
DAY 2；“Security for the Future”（サイバーセキュリティ・防衛セキュリティ）
をテーマに開催。

◆会

場：ベルサール東京日本橋 (日本橋駅直結 東京日本橋タワー4F)

◆参加費：無料（事前登録制）
◆ご来場登録・詳細→ 「東陽ソリューションフェア 2017」公式サイト
https://www.toyo.co.jp/tsf2017/
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【DAY 1】 “Future of Transportation”（移動技術）
自動車先端技術領域である自動運転、コネクティッドカー、電動化など昨今注目を集めているテーマから、自
動車・輸送用機器業界において恒久的な課題である安全性・快適性・信頼性・高品質に対する最新の計測ソ
リューションまで、業界スペシャリストによる基調講演やセミナーを多数用意。最新動向や、多様な計測技術を複
合化・融合化した最先端の計測ソリューションと最適な計測環境を紹介します。
＜基調講演＞
●モビリティ革命、カーテクノロジーの主役交代
日経 BP 総研 所長/日経 BP 社 上席執行役員

望月 洋介 氏

●スバル アイサイトの開発責任者が考える自動運転の意義について
株式会社 SUBARU 統合制御統括上級 PGM

樋渡 穣 氏

●日本自動車研究所における自動運転に関する取組み
日本自動車研究所 ITS 研究部 部長

谷川 浩 氏

☆詳細→https://www.toyo.co.jp/tsf2017/#keynote_day1
＜セミナー＞
「自動車計測技術」「予知保全・状態監視/音源探査」「物性・電池評価/EMC」をテーマにしたセミナーを 14
セッション開催。
 注目セミナー
●自動運転に向けた東陽テクニカの計測技術の提案
東陽テクニカ 技術研究所 所長

木内 健雄

●米国から見た自動車セキュリティのトレンド
Spirent Communications 社 セキュリティコンサルティング シニアディレクター

Sameer Dixit 氏

●「ADAS 技術の評価手法」 ドライバーの視線・運転行動計測とドライビングロボットの活用
東陽テクニカ 機械制御計測部

片山 貴光／大内 聖一郎

●自動運転を見据えて、ロバスト設計を支えるリバブレーションチャンバーを利用したイミュニティ試験方法の必
要性
日本イーティーエス・リンドグレン株式会社 ソリューション開発部門 テクニカルディレクター 島田 一夫 氏
☆詳細→https://www.toyo.co.jp/tsf2017/#session_day1
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【DAY 2】 “Security for the Future”（サイバーセキュリティ・防衛セキュリティ）
近年の IoT 技術の広がりにより、セキュリティ対策は喫緊の課題です。さらに、複雑化・高度化するサイバー攻
撃やテロ。攻撃方法が日々巧妙化する中、セキュリティ対策も進化させながら、多面的な対策が求められます。サ
イバー/フィジカルの両面から、最新のセキュリティソリューションを紹介します。
＜基調講演/特別講演＞
●サイバーセキュリティ分野におけるイスラエルの日本への貢献
イスラエル大使館 経済部 HLS 担当上席商務官

アサフ・マルコ 氏

イスラエル国 ファイナンスアンドセキュリティセンター 所長

ミシャ・ワイス 氏

●デジタルトランスフォーメーション（DX）時代のセキュリティ戦略 ～一歩先行くサイバーセキュリティとプライバ
シー保護～
IDC Japan 株式会社 Research Manager

登坂 恒夫 氏

●サイバー・インテリジェンス ～日本を取り巻くもう一つの脅威～
元陸上自衛隊 システム防護隊長

伊東 寛 氏

☆詳細→https://www.toyo.co.jp/tsf2017/#keynote_day2
＜セミナー＞
「サイバーセキュリティ」「海洋セキュリティ/レスキュー」をテーマにしたセミナーを 9 セッション開催。
 注目セミナー
●世界の技術を結集し総合力で挑む新たなセキュリティ対策 ～「TOYO クラウド」とは～
東陽テクニカ セキュリティ＆ラボカンパニー プレジデント

櫻井 俊郎

●2020 年 東京オリンピックに向けた DDoS 対策
Arbor Networks 社 SE マネージャ

佐々木 崇 氏

●あなたの企業の WEB サイト、ネットワークは本当に安全ですか？ ～ホワイトハッカーによる疑似ハッキング事
例のご紹介～
Spirent Communications 社 セキュリティコンサルティング シニアディレクター

Sameer Dixit 氏

●陸・海・空のテロ対策と海上・海中警備 ～伊勢志摩サミットでの取り組み～
セントラル警備保障株式会社 事業戦略推進本部本部長付 研究開発担当 部長

加藤 勉 氏

☆詳細→https://www.toyo.co.jp/tsf2017/#session_day2
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【DAY 1・2 展示エリア】
本イベントの 2 大テーマを中心に、8 つの事業分野、最先端技術を駆使し世界に誇る自社開発製品、北米
ならびに中国を中心としたアジアで主に展開するグローバルビジネスの各ゾーンにて、最新の計測ソリューションを多
数紹介します。
・ Future of Transportation
・ Security for the Future
・ 機械制御／振動騒音
・ EMC／大型アンテナ
・ 情報通信／セキュリティ＆ラボカンパニー
・ ソフトウェア開発支援
・ 海洋／特機
・ メディカルシステム
・ ナノイメージング
・ 物性／エネルギー
・ 自社開発製品
・ グローバルビジネス
☆詳細→https://www.toyo.co.jp/tsf2017/#exhibition

★ 「東陽ソリューションフェア 2017」に関するお問い合わせ先 ★
東陽ソリューションフェア 2017 運営事務局（(株)中外 内）
TEL：03-3255-8228 FAX：03-3255-8412 E-mail：tsf2017-info@cgc.co.jp
担当：鈴木／高井
東陽ソリューションフェア 2017 公式サイト：https://www.toyo.co.jp/tsf2017/

★ 報道関係者様 お問い合わせ先 ★
株式会社東陽テクニカ マーケティング部 広報
TEL：03-3245-1067（直通）

E-mail：marketing@toyo.co.jp

・東陽テクニカ Web サイト：https://www.toyo.co.jp/
・東陽テクニカ「自動車計測ソリューションポータル」サイト：http://www.toyo.co.jp/solution/car/
※本ニュースリリースに記載されている内容は、発表日現在の情報です。製品情報、サービス内容、お問い合わせ先など、予告なく変
更する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※記載されている会社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。
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