
主催

NPO法人 浜松ソフト産業協会

第4回を迎えた浜松ICTシンポジウムは、
浜松地域における「未来価値の創成」にスポットをあてます。
第1部では、光・電子技術の活用で産業振興を推進する「フォトンバレープロジェクト」構想と、
光技術における「微弱光イメージング」の最先端に迫ります。
第2部では、実例を挙げながらセンシング技術とアルゴリズムの潮流を垣間見るとともに、
自動運転の実用化への可能性について事例を交えて考察します。
本シンポジウムを通して皆様と知の絆が結ばれることを願っております。

Hamamatsu Information and Communication Technology Symposium

第4回

NTTコミュニケーションズ㈱　西日本電信電話㈱　浜松ホトニクス㈱　ヤマハ発動機㈱協 賛：

日本ソーシャルデータサイエンス学会学術協賛：

㈱ITSC　㈱ITロボット塾　㈱アスカプランニング　㈱アドウィル　㈱アバンセシステム　天方産業㈱　㈱アミック　㈱アルファプロジェクト
エイグローブ㈱　エグジーテック㈱　㈱エヌエスティー　㈱エンテック　㈱カタナコーポレーション　㈱カワイビジネスソフトウエア
㈱ゴードーソリューション　㈱CAIメディア　㈱シーポイントラボ　㈱システミクス　㈱電興社　㈱東海情報システム　（公財）日本電信電話ユーザ協会
㈱浜名湖国際頭脳センター　㈱モアソンジャパン　ユニバーサルネットワーク㈱　レクソル㈱

賛助協賛：

浜松市　浜松商工会議所　（公財）浜松地域イノベーション推進機構　国立大学法人 静岡大学　公立大学法人 静岡文化芸術大学　光産業創成大学院大学
㈱静岡銀行　浜松信用金庫　遠州信用金庫　磐田信用金庫　静岡新聞社・静岡放送　中日新聞東海本社　K-mix（静岡エフエム放送㈱）　FM Haro!
浜松ケーブルテレビ㈱

後 援：

※本プログラム内容は予告なく変更になる場合がございます

郵便局

メイワン 東京
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JR新幹線、東海道本線浜松駅下車 徒歩3分
遠州鉄道新浜松駅下車 徒歩5分
東名高速道路浜松インター・浜松西インターより車で30分

開催日時

申込み

講　演
懇親会

一般：3,000円（税込） （ソフ協会員・学生：2,000円（税込））
5,000円（税込）参加費

ホテルクラウンパレス浜松　芙蓉の間
静岡県浜松市中区板屋町110-17（JR浜松駅前）

場所

講演

12:30開場（受付） 13:30～開会2018年 2月2 金日

https://www.hamamatsusoft.com/symposium2018/
浜松ソフト産業協会ホームページよりお申込みください。

伊東 幸宏氏 公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構 フォトンバレーセンター センター長

第1部 -1 光・電子技術を活用した未来創生ビジョン

森川 恭徳
第2部 -1 IoT時代のセンサーデータ活用の事例と課題

NPO法人 浜松ソフト産業協会 理事　株式会社モアソンジャパン 代表取締役社長

須山 温人氏

第2部 -2 浜松での自動運転の取り組み、自動運転の技術
SBドライブ株式会社 CTO

丸野 正氏 浜松ホトニクス株式会社 取締役 システム事業部長

第1部 -2 フォトンカウンティングイメージングを含んだ
極微弱光イメージングとその応用
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NEXT VALUE
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未来価値の
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IoTシステムを構築するためにはセンサーデータを集めるところから通信・分析・
活用まで、ハードウェアとソフトウェアの双方で様々の要素技術が必要になって
きます。様々な要素技術を俯瞰しつつ、それらを連携させる際の課題や解決方法
などをソフト産業協会の加盟企業の事例を通して平易にお伝えしたいと思います。

自動運転技術を活用した、持続可能な地方の公共交通システムを浜松モデル
として確立し、世界に発信していきたい。SBドライブが進めている自動運転向け
のシステム／サービス開発や、浜松市をはじめ全国各地で実施している実証実験
を紹介するとともに、自動運転領域の最新動向や技術をお伝えします。

フォトンカウンティングが可能な高感度検出器は光電子増倍管を中心に産業・
分析分野に広く普及していますが、十分な解像度と感度を両立した2次元イメージ
ング用の検出器は存在していませんでした。今回は2次元フォトンカウンティング
イメージの変遷と最新の開発動向、またコンピューティング技術との融合により
光学分解能を超えた超解像イメージングについて紹介します。

フォトンバレーセンター設置に至る背景と設置の目的について概説します。特に、
浜松市と静岡大学等が推進しているイノベーション・エコ・システムの基盤強化
プロジェクトと協同で構想している産学官金連携のフレームワーク（仮称：浜松版
ACTPHAST）を紹介し、IT系の企業への期待、要望をお話ししたいと思います。

NPO法人 浜松ソフト産業協会 理事長 晝馬 日出男 Hideo Hirumaご挨拶 13：30 ～ 13：40 

NPO法人 浜松ソフト産業協会 理事
株式会社モアソンジャパン 代表取締役社長

森川 恭徳 Yasunori Morikawa

SBドライブ株式会社 CTO

須山 温人氏 Atsuto Suyama

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構
フォトンバレーセンター センター長

伊東 幸宏氏 Yukihiro Ito

第1部 -1

光・電子技術を活用した未来創生ビジョン
13：40 ～ 14：30 （質疑応答含む）

平成12年4月 静岡大学情報学部教授
平成19年4月 国立大学法人静岡大学情報学部長
平成22年4月 国立大学法人静岡大学長
平成29年3月 国立大学法人静岡大学長 退任
平成29年4月 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
　　　　　　フォトンバレーセンター センター長

講 演 プ ロ グ ラ ム

浜松ホトニクス株式会社 取締役 システム事業部長

丸野 正氏 Tadashi Maruno

第1部 -2

フォトンカウンティングイメージングを含んだ
極微弱光イメージングとその応用

14：35 ～ 15：25 （質疑応答含む）

Hamamatsu Information and Communication Technology Symposium

第4回

※本プログラム内容は予告なく変更になる場合がございます

主催 企画・運営 浜松ICTシンポジウム実行委員会

お問合せ 〒432-8002 浜松市中区富塚町1933-1  佐鳴湖パークタウンサウス2F （事務局：シーポイントラボ 村上）  TEL 053-478-7111  FAX 053-478-7112  https://hamamatsusoft.com/

懇親会 17：40 ～
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1982年 浜松ホトニクス株式会社に入社。
微弱光検出用高感度カメラの設計開発に従事。

冷却型高感度デジタルCCDカメラ、X線検出用カメラ、高感度赤外線検出用カメラの設計
移動積分型TDIセンサを使った高速高感度デジタル病理スライドスキャナの設計開発
超高感度科学計測用2次元CMOSイメージセンサの開発、およびカメラの設計開発

■
■
■

第2部 -1

IoT時代のセンサーデータ活用の事例と課題
15：45 ～ 16：35 （質疑応答含む）

1992年 静岡県立浜松北高等学校卒
1996年 京都大学 理学部卒業（化学専攻）
2005年まで大阪の食品メーカーで開発職に従事。
2005年にモアソンジャパンに入社、プログラマー、SEを経て2013年より現職。 

本シンポジウム第1回の開催準備から関わるコアメンバー。

第2部 -2

浜松での自動運転の取り組み、自動運転の技術
16：40 ～ 17：30 （質疑応答含む）

2008年、名古屋大学工学部卒業。同年ヤフー株式会社に入社し、エンジニアとして
さまざまなアプリケーションの開発を行う。ハッカソンやビジネスコンテストで多数の
受賞歴を持つ。独自のアイデアで自動運転技術を活用したサービスモデルを構想し、
スマートデバイス本部で自動運転プロジェクトの事業化に従事。一方でソフトバンク
グループ代表・孫正義による後継者発掘・育成プログラム「ソフトバンクアカデミア」にも
参加し、自動運転のアイデアで2位を受賞。
2016年4月、SBドライブ株式会社の設立に参画し、同社CTO（最高技術責任者）に就任、
現在に至る。静岡県出身。

い ま 、浜 松 か ら


