Track

A

Day2 ｜PLM Connection

自動車業界

2A-1
〜

13:30
14:00

ユーザー事例

ファルテックにおける 開発情報プラットフォームの構築

〜

14:40

株式会社ファルテック
IT企画推進室 室長 成田 浩 氏

対象ソリューション：Teamcenter

シーメンス

車載ソフトウェアのエンジニアリング
-複雑に分散するソフトウェアに対する機能中心のアプローチ
シーメンスPLMソフトウェア
Polarion ALM担当 ポートフォリオ開発エグゼクティブ

〜

15:20

自動車はこれからますます単なる移動手段ではなくなっていきます。数多くの電子機器を搭載した自動車は、タイヤを履いたリビングルームに変わろうとして
います。今日の自動車プラットフォームに搭載されている機能の大半は、ネットワーク化された数多くのエレクトロニック・コントロール・ユニット（ECU）を介し
たソフトウェア機能の複雑なネットワークによって駆動されています。このような複雑な機能の問題を簡単に解決して、エンドユーザーが自動車プラットフォー
ムを楽しめるようにする複雑なソフトウェア機能を管理できるのは、エンド・ツー・エンドのデジタル変革を可能にするシーメンスのソフトウェア・エンジニアリ
ング・ソリューションだけです。

ケビン・ハンセン

対象ソリューション：Polarion

ユーザー・パネル・ディスカッション

2A-3

14:50

（Teamcenter自社呼称）で実現しました。
本講演では導入経緯やどのように課題を解決してTeamcenterを適用したか？について紹介します。

2A-2

14:10

ファルテックでは、
「3Dデータを衝とした部品表構築」を軸とした。手配データとのトレーサビリティの確保、得意先とのINPUT/OUTPUT管理を、FORCE1

標準フォーマットとしてのJTの活用と各種設計情報連携の世界動向および，国内の状況

本会では国内JT OPENメンバー各社の標準フォーマットを用いた設計情報連携の現状を共有すると共に、更にリッチな情報を授受するためのPDM to PDM連
携に関する検討状況、またメカ、エレキ、ソフト連携の標準化を目指す欧州（ProSTEP iViP )の状況などについても情報共有致します。

JT OPEN Japan コンソーシアム
株式会社デンソー

EDT推進部 戦略企画室 MBD推進課 担当課長

日産自動車株式会社

瀬戸 達也 氏

デジタルモノづくり本部 エンジニアリング＆クオリティシステム部

小沢 正哉 氏

株式会社本田技術研究所

四輪R&Dセンター デジタル開発推進室 CIS2ブロック PLM Sec 研究員

三菱自動車工業株式会社

経営企画本部 エンジニアリングIT部 主任

千古 崇夫 氏

平塚 教之 氏

他
シーメンスPLMソフトウェア オートモーティブ営業本部 ビジネスディベロプメント 部長 日原 進介（ファシリテータ）

対象ソリューション：JT Open

Coffee Break

2A-4
〜

15:40
16:10

シーメンス

設計空間探査による製品イノベーションの促進
シーメンスPLMソフトウェア

グローバルHEEDSポートフォリオ開発 バイス・プレジデント

〜

16:50

〜

電気設計者とアーキテクトは、機械的ホスト内のサブシステムを統合し相互接続していきます。しかし、機能の向上要求と市場動向、電動化や自律運転といっ
たメガトレンドに牽引され、プロセスの複雑さとエラーの侵入、コスト負荷といった課題を増大させています。
このセッションでは、メンターの電装システム開発ソリューションであるCapitalがシーメンスのTeamcenterおよびNXと連携し、これらの課題をどのように解
決できるかについて解説していきます。エレメカ協調設計、さまざまな抽象レベル間の変更管理、電気機械の検証と評価、企業データの統合と可視性などのト

メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社

2A-6

17:30

協賛社

TeamcenterとNXと連携するCapital電装システム開発ソリューション
エンタープライズソリューション営業部 Capitalソリューション カウントテクノロジーマネージャー

17:00

対象ソリューション：HEEDS

アンジェロ・フレミングス

2A-5

16:20

調整中

TASS Internationalの紹介
シーメンスPLMソフトウェア

ソフトウェア&サービス プロダクトマネージャー ジョルダン･ゴロチョテギ

※2018年7月05日現在

ピックを扱います。

福島 滋樹 氏
シーメンス

対象ソリューション：Teamcenter, NX
本発表では、自動運転システムの構築にあたり、TASSの各ソフトウエアソリューションの紹介をします。
自動運転シミュレーションに必要な、環境モデルの構築、物理センサーモデル、乗員モデルの挙動、及び、タイヤモデルの紹介をします。

Track

〜

13:30
14:00

B

2B-1
エレ・メカ連携の追求

パートナー

Maya Simulation

ヤニック・シグメン 氏

対象ソリューション：Mentor Xpedition, NX PCB Exchange

〜

ユーザー事例

Teamcenter Multi-Site機能によるグローバル開発連携
東芝テック株式会社

〜

東芝テックでは近年、国内のハードウエア開発人員の減少に伴って、海外開発拠点との開発連携の必要性が増してきた。
そこで、TeamcenterのMultiSite機能を利用し、海外拠点2か所に構築したTeamcenterとのシステム構築/運用サポートを進めてきた。
どのように設計連携してきたかの経過(苦労、トラブルなど)と、構築した補助機能や運用ルールなどについて紹介する。

熊野 和浩 氏

2B-3

15:20

CADなどのデータを軽量に表示して、クロスプローブ機能やマーク

ご紹介します。

商品・技術戦略企画部 グローバルモノ創りセンター 技術システム担当 参事

14:50

は、Mentor XpeditionとNX PCB Exchangeの統合環境を通して、部門間でプリント基板のデータを同期させることで実現する生産性の向上についてご紹介し
ます。また、設計作業のコラボレーションに加え、回路図、プリント基板のレイアウト、3D

2B-2

14:40

電気、電子、機械の各設計要素をエンド・ツー・エンドで統合すれば、初期設計から製造まで完全に同期して作業を進めることができます。このセッションで

アップ機能をフル活用できる軽量ビジュアライゼーション・ツールのELMA（Electrical Logical Mechanical Application）を介したコラボレーションについても
プロダクト・マネージャー

14:10

Day2 ｜PLM Connection

エレクトロニクス/半導体業界&医療機器業界

対象ソリューション：Teamcenter

ユーザー事例

コネクティッドファクトリーの取り組みと実装フロアでの実施事例
パナソニック株式会社
コネクティッドソリューションズ社 プロセスオートメーション事業部 ビジネスイノベーションセンター SE総括部 部長

島田 篤人 氏

Siemens社との協業によりSiemens社製iPCを使用したコネクティッドラインが実現し実装ラインの制御・見える化が進展しました。当社ではPanaCIMで実装
ラインを他の工程とつなぐことで実装フロア全体の制御・見える化を可能しております。今回はSiemens社製Plant Simuationを使用した実装フロアのアウト
プット最大化の取り組み事例をご紹介致します。

対象ソリューション：Plant Simulation

Coffee Break

2B-4
〜

15:40
16:10

シーメンス

「Intelligent Design Control」による、
医療業機器業界でのデジタル・エンタープライズの実現
シーメンスPLMソフトウェア
医療機器・製薬業界 業界戦略ディレクター

〜

16:20
16:50

〜

17:00
17:30

がシーメンスの「Intelligent Design Control」です。医療機器関連の企業のための、データ主導、モデルベース、スマートな文書管理を実現するソリューション
です。
「Intelligent Design Control」により開発効率を向上し、製品のライフサイクル全般のスピードアップを図り、コストに響いてくるミスや品質問題、リコー
ルを防ぐことができるようになります。
対象ソリューション：Intelligent Design Control

ユーザー事例

医療機器業界におけるPLMシステムの効率的な活用事例
シスメックス株式会社
開発推進部 Diretor 生駒 晴哉 氏

2B-6

シーメンス

シーメンスPLMソフトウェア
グローバル・マーケット・ディベロップメント クラウド&データサービス - MindSphere シニア・ディレクター

※2018年7月05日現在

医療機器、試薬の開発における、製品仕様等の文書データ、CAD等の機器設計データ、製造要領等の試薬設計データをシーメンスソリューションを活用して
一元管理し、電子データを正としてシームレスかつ効率的な運用を実現

対象ソリューション：Teamcenter、NX、NX-CAE

先進的なクラウド型分析
…課題解決までの時間を80%以上短縮
ナッシュ・チャクラボルティー

ますます複雑化しており、特に、ソフト・エレクトロニクスが重要な役割を果たす「スマート機器」ではその傾向が顕著に表れています。それゆえ、複数のエンジ
ニアリングチームを横断する設計プロセスをうまくまとめ上げていくための設計管理ソリューションが求められるようになってきました。その要望に応えるの

ジム・トンプソン Ph.D.（博士）

2B-5

医療機器業界における、イノベーションの加速、品質の確保、コストの削減、FDAなど世界的なルールの変化への対応について提言します。医療機器の開発は

DellやBOSEなどの業界を代表するメーカーや、医療機器メーカーなどでは、保証データ、フィールドデータ、修理データ、サービスログを各製品ラインと関連
付け、最先端テクノロジーやソリューションを活用して問題の根本的原因を分析しています。そして、製品品質を再定義して、製品の設計とプロセスの早期改善
に努めています。
より複雑な製品と迅速な解決を求める世界中の顧客のニーズに対応するため、製造メーカーは、ビッグデータや現場からのフィードバック、プロセス・顧客・サ
プライヤーなどから集めた広範囲なバラバラなデータをクリーンアップして、彼らのプロセスに合わせて統合しなくてはなりません。そうすることにより、製品
やプロセスのパフォーマンス全体を見渡すことが可能となり、意味のある分析と、とるべき行動が理解できるのです。このためにも、製造メーカーは、クラウド
型の先進的な分析ソリューションを活用し、保証管理や現場での問題解決に対応しなくてはなりません。
対象ソリューション：Product Intelligence

Track

C

Day2 ｜PLM Connection

製品/ソリューションⅠ

2C-1
〜

13:30
14:00

シーメンス

NX 12でイノベーションを解き放つ

が到来するのです。イノベーションを創出して、品質面・安全面で最高の製品を世に出すためのチャンスを手にできます。このセッションでは、ジェネラティブ・

シーメンスPLMソフトウェア

ボブ・ハブロック

〜

製品エンジニアリング・ソフトウェア担当 シニア・バイスプレジデント

シーメンス

〜

15:20

これまで不可能であったまったく新しい形状やソリューションの探索を可能にするジェネレーティブデザイン。NXの機能を活用すればさまざまな設計案の探
索が可能となります。NXでは、従来のフィーチャー・モデリングからNX Realize Shapeなどの高度なモデリング・ツール、さらにトポロジー最適化などの新技術
やコンバージェント・モデリング技術など、数多くの技術をフル活用できます。その結果、従来の手法では不可能とされていた形状も製造が可能になりまし
た。このような形状のモデルを実際のカタチへと作り上げていくにはアディティブ・マニュファクチャリングが不可欠です。アディティブ・マニュファクチャリン
グに適した設計機能の拡充を続けるNXをデモを交えてご紹介します。

ボブ・ハブロック

2C-3

14:50

対象ソリューション：NX

アディティブ・マニュファクチャリングのための
ジェネレーティブデザイン
シーメンスPLMソフトウェア

HarnessとXpeditionの活用）などに焦点を当て、NXをはじ

め、CADシステム全般に関するシーメンスの長期ビジョンと全体的方向性に照らして、新バージョンであるNX12の全容をご紹介します。

2C-2

14:40

か、想像してみてください。技術が進化すれば、その技術を利用して、設計からシミュレーション、製造に至るすべての製品開発プロセスを改善できるチャンス
デザイン、コンバージェント・モデリング、MCAD-ECAD統合（メンター・グラフィックスのCapital

製品エンジニアリング・ソフトウェア担当 シニア・バイスプレジデント

14:10

技術の絶え間ない進化に合わせて設計ツールも進化しなければなりません。今から10年後、さらには15年後、どんなモノをどんなふうに作り設計しているの

対象ソリューション：NX

ユーザー事例

イーグルブルグマンでのTeamcenter、およびActive Workspaceの業務展開についてご紹介します。

イーグルブルグマンにおけるTeamcenter ＆ Active Workspaceの活用
イーグルブルグマンジャパン株式会社
技術管理部 PLM Process Manager ダニエル・
フローリッヒ 氏

対象ソリューション：Teamcenter, Active Workspace

Coffee Break

2C-4
〜

15:40
16:10

シーメンス

Teamcenterの戦略的アップデート
‒ デジタル・エンタープライズの管理
シーメンスPLMソフトウェア

2C-5
〜

16:50

シーメンス

〜

17:30

対象ソリューション：Teamcenter, Active Workspace
マトリクスBOMはどんな場合に役に立つのでしょうか？ それは、さほど複雑でなく、また、部品点数も比較的少なめで、更に、コンフィギュレータのような本格的な管理が必要
な、高い部品共通化率を持つタイプの製品を管理しない製造企業などです。マトリクスBOMソリューションは、製品ラインごとの管理単位で、BOMバリエーションを表（グリッ
ド）形式のユーザーインターフェースを使って迅速に設定・管理することで、可視性と効率性を向上させます。これにより、以下のようなことが可能になります。
• 単一の表形式にSKU BOMを並べて作成、表示、管理 • ワンステップの流用コマンドと豊富な編集機能で、既存のバリエーションを元に新しいバリエーションを作成
• SKUごとに代替部品をグリッド内で作成・管理 • SKUをコンテキスト内で変更管理し、SKUをマトリクスビューから直接表示（PartとCADが関連付けられていないSKUも含む）

シーメンスPLMソフトウェア
デジタル・ファクトリー事業本部 マーケティング＆ビジネス・ディベロップメント Teamcenter プロダクト・マネージメント担当バイスプレジデント

17:00

ロイット・タングリ

マトリクスBOMによる製品バリエーション
（SKU：ストック・キーピング・ユニット）の在庫管理

2C-6

ボーンが不可欠です。本セッションでは、Teamcenterに関する最新戦略、Teamcenter 12の概要、Active Workspaceのレビュー、その他Teamcenterポートフォ
リオに含まれる各種ソリューションの最新情報をご紹介します。

デジタル・ファクトリー事業本部 マーケティング＆ビジネス・ディベロップメント Teamcenter プロダクト・マネージメント担当バイスプレジデント

16:20

デジタル・エンタープライズの構築は、世界に誇れる最高の製品開発のための大きな力となるものです。しかし、その実現のためには、Teamcenterというバック

ロイット・タングリ
シーメンス

工場の未来を考える

マトリクスBOMソリューションは、Active Workspaceの構成管理ソリューションと組み合わせて利用できるウェブベースのクライアントです。
対象ソリューション：Teamcenter（マトリクスBOM)
このセッションでは、工場の未来をどのように計画し、それをどのように競争優位性につなげるかについてご紹介します。そして、インダストリー4.0の最新トレ
ンドから工場の未来を考察します。その中で、アドバンスト・オートメーション、人とロボットの協調、フレキシブル可搬設備、無人搬送車（AGV）、製造のデジ
タル・ツイン・シミュレーション、アディティブ・マニュファクチャリング、拡張現実（AR）と仮想現実（VR）などの最新の製造技術について述べます。デジタル・
スレッドをベースとしたデジタル・ツインを構築して、開発サイクルの短縮、ならびに製品の設計から製造エンジニアリング、品質検査計画、サービス計画を隙

シーメンスPLMソフトウェア
デジタル・ファクトリー事業本部 製造エンジニアリング・ソフトウェア担当 インダストリアル・エンタープライズ・ソリューション・ディレクター

※2018年7月05日現在

間なく統合する方法をご紹介します。

ズヴィカ・ワイズマン

対象ソリューション：マニュファクチャリング・エンジニアリング

Track

D

2D-1
〜

13:30
14:00

シーメンス

工場レイアウト設計とTeamcenter Manufacturingの連携による
Digital Factoryの活用
シーメンスPLMソフトウェア
ポートフォリオ開発本部 シニアコンサルタント

〜

14:40

シーメンス

オフライン検討の更なる効率化と進化

〜

15:20

造のデジタルツインを構成します。ここでは、Line Designerの概要と製造のデジタルツインにもとづくDigital Factoryの活用について紹介します。

仮想空間で検討し「試作レス」、現物を待たずに「前倒し検証」、オフラインプログラミングによる「垂直立上げ」など大きな効果を生み出してきたロボットシ
ミュレーションですが、Process Simulateでの新機能や機能連携による更なる作業効率・検討精度の向上のアイデアをご紹介します。
またロボットプログラムを出力することだけを目的とせずデータ流用、再利用を紹介します。

シーメンスPLMソフトウェア
ポートフォリオ開発本部 中村 巧志

対象ソリューション：Process Simulate

2D-3

14:50

工場のレイアウト設計ツールであるLine DesignerはTeamcenter Manufacturingで管理される工程情報（BOP)と連携し、設備レイアウト情報（BOE)として製

対象ソリューション：Teamcenter Manufacturing, Line Designer

五島 直

2D-2

14:10

Day2 ｜PLM Connection

製品/ソリューション II

ユーザー事例

ゴルフクラブヘッド開発・製造におけるNXの活用事例

当社は、国内外多くのＯＥＭ先様にゴルフクラブを納入しているメーカーです。
コンセプト開発から製造のためのモデリングまでの幅広いモデリング業務をはじめ、NCを使ったフルミルド製品や鍛造用金型、製造用治具の製作まで、NX
を広範囲に活用しています。
本講演では、その幅広い活用方法、近年の新しい取り組みや弊社の考える将来のゴルフクラブのデジタル開発についてご紹介します。

株式会社ササキ
佐々木 恭太郎 氏

対象ソリューション：NX

Coffee Break

2D-4
〜

15:40
16:10

協賛社

コンセプトデザイン〜設計、試作〜生産まで
ものづくりにおける3Dプリンタ活用トレンド
株式会社ストラタシス・ジャパン
営業開発部 アプリケーションエンジニア

※2018年7月05日現在

小山 丈博 氏

世界シェアNo.1のストラタシスによる3Dプリンタ最新事例をご紹介します。
ハードウェア・ソフトウェア共に進化してきているストラタシスのソリューション、デザイン・設計分野でのさらなるQCD改善へ貢献、
「効率化」と「最適化」をテーマとし生産技術・製造分野ではさらなる3Dデータ活用を推進できるソリューションをご紹介します。
幅広い活用範囲からヒントを見つけていただけるような内容です。

製品/ソリューション
Track

E

製造オペレーション管理（MOM）/デジタル・エンタープライズ・リアライゼーション（DER）

2E-1
〜

13:30
14:00

シーメンス

クローズドループのものづくりの価値

する「デジタル・エンタープライズ・シナリオ（DES）」を開発しました。このDESは、デジタル・エンタープライズ・ソリューションならではのPLM、MOM、オートメーション、アナリティクスといったすべての分野に俯瞰的に対応します。

シーメンスPLMソフトウェア

ピエーロ・オルランド

〜

ユーザー事例

次世代生産システム構築を目指したIHIの取り組み
株式会社IHI
航空・宇宙・防衛事業領域 生産改革推進室 IQファクトリーグループ 課長代理

第四幕

〜

15:20

医療機器・製薬業界 業界戦略ディレクター

ます。本セッションでは 、Teamcenter、SIMATIC(MES)、Preactor(APS)、QMS Professional、WinCC（SCADA) およびTIA Portalまで網羅したセキュアなシステム

対象ソリューション：Teamcenter, SIMATIC IT UDAM, QMS，Preactor APS

シーメンス

Camstar Medical Device Suiteで実現する、アジャイル・プロセスと
持続的な成長によるオペレーショナル・エクセレンス
シーメンスPLMソフトウェア

IHIでは設計~製造〜組立〜整備に至るライフサイクルでの技術・コストの変革をすべく、次世代生産システム構築の一環としてPLM-MoMの統合化を進めてい
事例ならびに、それらに対する導入課題などを紹介します。

大重 慎一郎 氏

2E-3

14:50

な協調を可能にする複雑なアーキテクチャーを必要とし、数多くの課題を含んでいます。サイバー・マニュファクチャリング、IoT、クラウド・コンピューティング、コグニティブ・コンピューティングなどの新しい概念は、スマート・ファクト
リーのDNAとなるデジタル・ツイン（製品のデジタル・ツイン、製造のデジタル・ツイン、性能のデジタル・ツイン）へと展開して、実際の製造環境と協調させる必要があります。リアリティの表現手法がITによって変革された今日、リア

2E-2

14:40

先進的な製造企業がデジタル・マニュファクチャリングを実現して成功している秘訣は、スマート・ファクトリーへの転換を可能にするインダストリー4.0への対応力です。しかし、この新しい製造方法は、すべてのシステムのシームレス

リティの重要な特徴を失うことなく、分かりやすく簡単に表現できるシステムの概要をご紹介します。シーメンスはこうしたパラダイムを背景に、シーメンスのデジタル・エンタープライズ・ソフトウェア・スイートの本質的な特徴を網羅
デジタル・エンタープライズ 航空宇宙業界ソートリーダー

14:10

Day2 ｜PLM Connection

業界最高レベルでの品質の確保とコンプライアンス順守が、かつてないほどに重要視されるようになりました。シーメンスのオペレーショナル・エクセレンス・
ソリューションを活用することで、製造工程でのコンプライアンス順守を確実なものにできます。また、製造工程の定義・スケジューリング・実施・保証を可能
にして、品質と効率の最適化を図ることができます。

対象ソリューション：Camstar Medical Device Suite

ジム・トンプソン Ph.D.（博士）

Coffee Break

2E-4
〜

15:40
16:10

協賛社

スマートファクトリーを経営成果へ導く
『生産戦略』と『生産V字プロセス』
株式会社電通国際情報サービス
エンジニアリングソリューション事業部 戦略技術ユニット 戦略技術1部 設計生産連携グループ シニアコンサルタント

※2018年7月05日現在

スマートファクトリ、IoT、ビッグデータ、AI等の新しいテクノロジーがものづくりを変革すると謳われてから数年が経ちました。しかしながら、それらを有効活用
し、経営的なメリットへ直結する成果を得ている企業は数多いとは言えないのが現状です。
弊社では、スマートの定義を”機敏さ”と捉え、その手段であるIoTや自動化などを駆使することによって実現する改革活動を数多くご支援しております。
本講演では、弊社が提唱する新しいフレームワークである『生産システムズエンジニアリング』をコンセプトに、”機敏さ”を実現するために必要な活動内容を
最新の事例を交えてご紹介いたします。

岡内 英巳 氏

Track

F

Day2 ｜PLM Connection

産業機械/重機業界

2F-1
〜

13:30
14:00

シーメンス

イノベーションを実現するシーメンスのエンド・ツー・エンド
アディティブ・マニュファクチャリング・ソリューション

本セッションでは、ソフトウエアを提供する側、使用する側の両視点からのシーメンスの取り組みをご紹介致します。

ポートフォリオ開発本部 デジタルエンタープライズリアライゼーション シニア営業マネージャー

〜

14:10
14:40

ユーザー事例

〜

対象ソリューション：NX, Additive Manufacturing
DMG森精機では、代表的方式であるパウダーノズル方式とパウダーベッド方式を採用した金属積層造形機を開発しております。さらに、パウダーノズル方式は
積層のみならず、切削機能を有したハイブリッドマシンもラインナップしております。本セッションでは、パウダーノズル方式を採用したLASERTEC65 3D、
LASERTEC4300 3D、およびパウダーベッド方式を採用したLASERTEC30 SLMの特徴、シーメンスのAdditive Manufacturingソリューションを活用した加工事例
を紹介いたします。

DMG森精機株式会社

小田 陽平 氏

対象ソリューション：NX CAM, Additive Manufacturing

2F-3

15:20

丸山 貴弘

DMG森精機の積層造形技術と加工事例
AM統括部 AM加工技術部 AM加工技術グループ グループ長

14:50

MOMによるショップフロア管理、品質管理を含めた工場全体のE2Eソリューションを顧客に提供しています。また、シーメンス自体が製造業であるため、自社
製品の3Dプリンティング技術によるモノづくりを行っています。

シーメンスPLMソフトウェア

2F-2

シーメンスはアディティブ・マニュファクチャリング・ソリューションに設計、シミュレーション、製造を含むPLMシステム全体に継続的な投資を行うと共に、

シーメンス

デジタル・マニュファクチャリングによる製造領域の革新

近年、製造領域はますますの効率化が求められています。
従来までの製造領域はCADとCAMが異なるシステムで運用されている例が多く、ポイントソリューションが根強い領域でもあります。
このセッションでは統一環境・同一モデルをベースに製造領域のプロセス全体をつなぐシーメンスのソリューションをご紹介します。

シーメンスPLMソフトウェア
ポートフォリオ開発本部 デジタルエンタープライズリアライゼーション シニア営業マネージャー

丸山 貴弘

対象ソリューション：NX CAM

Coffee Break

2F-4
〜

15:40
16:10

治具設計から加工までの一気通貫と多種多様な工作機械への対応

〜

16:50

曙工業株式会社
製造部 技術部長 宇野 政義 氏

〜

17:30

イヤーとして、試作品から量産品まで、一貫体制で製造を行っています。
当社では、製品データの取り込みから加工用モデルの作成、治具設計、NCデータ作成に至るまでをNX一気通貫で実施し、多種多様な工作機械へNCデータを

対象ソリューション：NX

ユーザー事例

５軸マシニングセンタのS字加工精度試験方法の検討

複雑形状部品を切削加工することが可能な５軸マシニングセンタの性能試験の方法として、中国の航空機メーカより提案のあったS字加工試験方法がISOで
検討されています。本試験方法は「規定」ではなく「参考」扱いですが、機械のユーザがこの方法を使って機械の性能を評価しようという動きが今後予想され
ます。しかし、この試験による結果は機械の性能にも影響しますが、それよりもCAD/CAMをどれだけ使いこなせているかによっても試験結果が大きく左右さ
れるということがわかってきました。

常翔学園 大阪工業大学
工学部 機械工学科 教授 井原 之敏 氏

2F-6

17:00

当社は、鋳物、色物金属、非鉄などのあらゆる素材に対応した金属加工や、異形材・複雑な形状の高精度な金属加工を強みにし、あらゆる機械部品のサプラ

供給しております。本講演では、その実践的なお話をさせて頂きます。

2F-5

16:20

ユーザー事例

対象ソリューション：NX

シーメンス

デジタル・マシン・モデルの活用
機電一体のエンジニアリングとその効果
シーメンスPLMソフトウェア
ポートフォリオ開発本部 デジタルエンタープライズリアライゼーション シニア営業マネージャー

※2018年7月05日現在

生産・工作機械の3D設計は一部成熟の段階に入っています。
しかしながら、その3Dモデルデータから派生する次の取り組みはまだ限定的です。
Industrie 4.0に代表される次世代の産業革命では、3Dモデルに様々な情報や技術が紐付き、そのデータから新しいエンジニアリング手法へと繋がります。
本セッションでは、主に欧州メーカーの取組みをご紹介すると共に、MCDを中心にデジタル・マシン・モデルを活用することで、どのような効果を得るかをご
紹介致します。

丸山 貴弘

対象ソリューション：Mechatronics Concept Designer

Track

G

Day2 ｜PLM Connection

製品/ソリューション III

2G-1
〜

13:30
14:00

〜

14:40

UTテクノロジー株式会社

〜

貨物船を中心に建造を行っているサノヤス造船では、3Dモデルの活用による船舶建造効率化の一環として、DIPROの JTソリューションを活用し、自社カスタマ
イズによるタブレット版ビューワーを開発、船舶建造の現場で広く活用されています。本講演では造船業界ならではの昔ながらの紙図面活用から大きな変革
を遂げた船舶建造現場におけるビューワーの活用事例報告と、今後期待される開発の展開についてご紹介します。

sponsored by DIGITAL PROCESS

サノヤス造船株式会社

対象ソリューション：JTフォーマット

国貞 泰介 氏

2G-3

15:20

協賛社

望月 俊方 氏

2G-2
DIPROの JTソリューションを活用した
タブレット版ビューワーによる船舶建造効率化への取り組み
技術本部 船殻設計部 構造設計課 課長

14:50

UTグループ／UTテクノロジーは、2015年にシーメンスPLMソフトウェア社の国内初の「トレーニングパートナー」となり、オープンなトレーニングセンター(UTACC)で国内外の企業様向けにPLMソフト
ウェアの教育環境を整え、教育支援、並びに人財支援を担っております。現在は更に進化しており「コンサルティング＆SIパートナー」として、ものづくり製造企業様向けの請負、派遣を端緒に「人
財支援、教育支援、技術支援、開発請負」を担務しております。このセッションでは、毎年500有余名の新卒採用者を迎え、グループ19000有余名のものづくり製造企業人財を擁しています弊社の
人材育成、輩出、キャリアアップにより、お客様への人材・技術支援をどのように、且つ戦略的にご提供しているか、その取り組みについて事例を交えながらご紹介し、ご提案させて頂きます。
・リアル(現場)、デジタル(バーチャル)を理解した「両利き人材」の育成
・PLM領域のエンジニアの育成、輩出、人材支援について
・再就職支援、M＆A

「キャリアプラットホーム」と「デジタルプラットホーム」の融合と
人材の最適化を提案
PLMユニット 上席コンサルタント/エバンジェリスト

14:10

協賛社

シーメンス

シーメンスが提案するデジタル・エンタープライズに向けたアセスメント

デジタル・エンタープライズを実現するには、設計からサービスに渡るバリューチェーン全体に広範囲な機能について検討が求められます。シーメンスではお
客様の現状を把握するためのアセスメント・コンサルテーションを開始しています。このアセスメントにより、現状把握とお客様が目指すデジタル化領域の
ギャップを可視化、また、お客様内での合意形成を支援します。このセッションでは、実際の欧州メーカーの事例を元に、デジタル化へ向けたシーメンスの提
案をご紹介いたします。

シーメンス株式会社
プロセス＆ドライブ事業本部 プロセスオートメーション部 部長

神澤 太郎

Coffee Break

2G-4
〜

15:40
16:10

協賛社

コネクテッド デジタル エンタープライズ
― PLMとIoTによるビジネスバリュー向上への新しいアプローチ ―
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社
エンジニアリングサービス統括本部 PLM本部 本部長 土屋 広晃 氏

2G-5
〜

16:20
16:50

プリセールス本部 主任コンサルタント

シーメンス

〜

17:00
17:30

シーメンスPLMソフトウェア
チャネル営業部 松本 勉

※2018年7月05日現在

株式会社キャドマック
営業技術部 統括部長 石田 東夫 氏

プローチをご紹介します。

シンクロナス・テクノロジーの圧倒的な使いやすさで好評のSolid Edgeが機械設計の範疇を大きく拡大中です。新バージョンSolid Edge 2019では、新登場の
電気CAD連携やコスト見積もりに加え、熱流体解析や位相最適化などの解析機能もさらに充実。また、保守マニュアルなどの3Dドキュメントの作成や、クラウ
ご紹介します。
対象ソリューション：Solid Edge

シーメンス

3D製造モデルを核にした新製造手法
“Smart manufacturing method”のご紹介

す。本セッションでは、このソリューションにより電力会社が運用効率の向上を実現させた事例を通じて、コネクテッド デジタル エンタープライズの必要性とア

ド上でデータ共有を安全に行う“Solid Edge Portal”などコラボレーションツールも必見です。本セッションでは、これらの新機能を実演を交えてわかりやすく

石橋 良雄

2G-6

用して企画/設計/製造/販売/アフターサービスといった製品ライフサイクル全体のデータを連携し、より高い品質や効率でもの創りを実現するコンセプトで

対象ソリューション：Teamcenter

E-CAD連携からコスト見積もりまで！
急速拡大中 Solid Edge 2019 登場
シーメンスPLMソフトウェア

新たなデジタル経済時代のもの創りには、
「コネクテッド デジタル エンタープライズ」が不可欠です。コネクテッド デジタル エンタープライズは、デジタルを活

板金部品の製造現場では、加工機の制約により、部品を子部品に分けてからくみ上げていく、ということがよくあります。それゆえ「見積もりや受注時には最
終的な工程が決まらない」
「子部品を管理する部品表（BOM）をの適切な管理が必要」などの板金加工業界特有の課題が出てきます。これを解決するのが、
CADMACが開発するSolid Edgeアドオンの板金専用ツールMACsheet SEG5です。本セッションでは、その新機能を活用した新製造手法“Smart manufacturing method”をご紹介します。
対象ソリューション：Solid Edge

