
講演内容、講師等 (企業団体については敬称略）

*(PDF)の表示がある講演、プレゼンはデータを保管しています。必要な方は事務局(admin@shin-yokohama.jp）ご連絡ください。

●基調講演：情報家電が日本の未来を拓く

日経エレクトロニクス編集長 浅見 直樹 様

●基調講演：ネットワーク社会での知的協業の方法 （PDF）

放送大学客員教授 西村 吉雄 様

〇施策紹介：創業するならダンゼン横浜

横浜市経済局

〇企業プレゼン：システムLSIのデザインソリューションのご提供

（株）沖ネットワークエルエスアイ

〇企業プレゼン：電子機器におけるトータルソリューションカンパニー

ソーワコーポレーション（株）

〇企業プレゼン：シリコンバレーにおける知的協業について

トニー・チン 様

●基調講演：ユーザーニーズのモジュール化－デジタルTVを成功させよう！ （PDF）

メリルリンチ日本証券会長室 太田 清久 様

〇企業プレゼン：インドソフトとその活用について

ジェネシス（株）西山 様

〇企業プレゼン：ASPLA-STARCの連携-90nmSoC開発プラットフォーム

（株）先端SoC基板技術開発

〇企業プレゼン：新横浜発（初）の製品分科会提案

（株）IPTC

●基調講演：RFID(無線ICチップ)の現状と市場の期待（PDF）

（社）日本自動認識ｼｽﾃﾑ協会主任研究員 大坪 則和 様

●基調講演：RFID内蔵型 ID-Ring の開発とユビキタス・メディカルシステムへの応用研究（PDF）

横浜市立大学大学院医学研究科情報システム予防医学 栃久保 修 様

●基調講演：シリコンバレーでの起業～やってみた人でないと判らない話 （PDF）

ニューコアテクノロジー社共同創業者米国本社副社長 國土 晋吾 様

〇施策紹介：横浜市のIT産業振興（PDF） 

横浜市経済局経済政策課IT産業振興担当課長 永田 紳一 様

●基調講演：人間中心の製品開発ﾌﾟﾛｾｽ～ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨ～ （PDF）

ﾕｰ･ｱｲｽﾞ･ﾉｰﾊﾞｽ代表取締役 鱗原 晴彦 様

〇企業プレゼン：これからのWebアプリはどうなる

（株）大洋システムテクノロジー 田中 様

〇企業プレゼン：ダイナミックレンジ圧縮技術の監視カメラシステムへの応用

ストアネット（株） 鈴木 様

〇企業プレゼン：携帯情報端末の開発現場から

（株）モバイルコンピューティングテクノロジーズ 佐藤 様

●基調講演：半導体産業を基盤にした新しい産業ｼｽﾃﾑとその方向性 （PDF）

ｱｰﾑ（株）代表取締役社長 石川 滝雄

〇企業プレゼン：LSI検証サービスについて

ベリフィケーションテクノロジー（株） 竹内 様

〇企業プレゼン：アナログ技術の役割

ディー・クルー・テクノロジー（株） 石川 様、菊田様

〇施策紹介：横浜市中小企業支援センターの紹介

(財)横浜産業振興公社 金子 様

●基調講演：「半導体産業へのﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰからのｱﾌﾟﾛｰﾁ」 （PDF）

（株）ﾊﾞｲｵﾌﾛﾝﾃｨｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ代表取締役社長 大滝 義博 様

〇企業プレゼン：半導体試作サービス（PDF）

シリコンソーシアム（株） 森下 弘章 様

〇企業プレゼン：半導体設計開発技術サービス（PDF）

サクセスインターナショナル（株） 加藤 俊夫 様

〇企業プレゼン：:特許を取らない知財戦略～ノウハウ・著作権の保護と活用（PDF）

（株）半導体理工学研究センター 吉川 淳一郎 様

第8回
2005.1.18

99名

第5回
2004.4.20

112名

第6回
2004.7.22

91名

第7回
2004.10.26

117名

第2回
2003.7.16

107名

第3回
2003.10.28

86名

第4回
2004.1.26 116名

新横浜ITクラスター交流会の記録 (2003.3.25～2013.1.17）
(会場の表記がないものは、「ラポール横浜」で開催）

回
開催日

参加者
会場

第1回
2003.3.25

93名
新横浜

国際ホテル



●基調講演：「半導体ﾍﾞﾝﾁｬｰが明日の日本を創る！～個と知が生きる資本主義へ」（PDF）

ザインエレクトロニクス（株）代表取締役 工学博士 飯塚 哲哉 様

〇企業プレゼン：インド企業とのコラボレーション-オフショア開発及び検証サービス（PDF）

エーテック（株）弘保 様、パトゥニ・コンピューター・リミテッド 加藤 様

〇企業プレゼン：協業の進め・IP企業を応援するIPTCについて（PDF）

（株）IPTC 森 様

〇施策紹介：横浜市IT産業戦略-ヨコハマ・デジタル・フォアフロントについて（PDF）

横浜市経済局経済政策課IT産業振興担当課長 永田 紳一 様

●基調講演：ユビキタス社会の未来像と先端情報技術について（PDF）

日本ユニシス（株） 先端技術企画部技術開発室上席研究員 江平 裕昭 様

〇企業プレゼン：ターンキー&テスティングサービス紹介（PDF）

日本システムウエア(株) 馬場 孝市 様

〇企業プレゼン：半導体・電子部品のスピード調達 One Stopサイト【www.chip1stop.com】」について（PDF）

(株)チップワンストップ 高乗 正行 様

〇分科会提案：横浜発デジタル家電開発プロジェクトの提案（PDF）

横浜市経済局IT産業振興課長 村野 志満雄 様

●基調講演：大学発ベンチャー　ｴｲ・ｱｲ・ｴﾙ（株）はこうしてできました（PDF）

エイ・アイ・エル（株）代表取締役社長 瀧 和男 様

〇企業プレゼン：ファウンドリーの進化と活用法（PDF）

ティーエスエムシージャパン(株) 大越健 様

〇企業プレゼン：ネットワークLSIソリューションの御紹介（PDF）

(株)沖ネットワークエルエスアイ 森義一 様

〇施策紹介：横浜知財・ITクラスター形成・支援プロジェクト（PDF）

(財)横浜産業振興公社

●基調講演：ITｴﾝｼﾞﾆｱにとっての知財制度の活用法（PDF）

東京工業大学精密工学研究所 客員教授 大嶋 洋一 様

〇企業プレゼン：キャッツ(株)SoC開発における上流設計への取り組み（PDF）

キャッツ(株) 塚田雄一 様

〇企業プレゼン：EMSの新しい形を提案する「EMS-R2」のご紹介（PDF）

(株)スリーテック 久野啓一 様

〇企業プレゼン：パソナエンジニアリング殿のLSI設計者不足への解決ソリューション（PDF）

(株)エッチ・ディー・ラボ 岩見四十四 様

●基調講演：デジタル家電統合プラットフォームUniPhier（ユニフィエ）（PDF）

松下電器産業㈱ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発センター所長 藤川 悟 様

〇企業プレゼン：（株）沖ネットワークエルエスアイの無線LANソリューションのご紹介（PDF）

(株)沖ネットワークエルエスアイ 小田切英昭 様

〇企業プレゼン：origamiプロジェクトとPBJのUltra Mobile PC「SmartCaddie（PDF）

PBJ(株) 山崎重雄 様

〇施策紹介：ヨコハマ開港150周年150社作戦！（PDF）

(財)横浜産業振興公社 金子一徳 様、藤田隆久 様

●基調講演：カーエレクトロニクスの動向（PDF）

日産自動車（株）電子技術本部副本部長 安保 敏巳 様

〇企業プレゼン：15MHz・FPUなし・30KByteから動く3Dエンジン MascotCapsule(R)シリーズ（PDF）

(株)エイチアイ 川端一生 様

〇企業プレゼン：組込みソフト開発へのCASEツール適用とその効果（PDF）

キャッツ(株) 南雲宏行 様

〇企業プレゼン：日・米・欧で差がつくエレクトロニクス技術者の待遇と満足度-EE Times Japan調査結果より-（PDF）

E2 パブリシング(株) 石田雅也 様

〇施策紹介：横浜でのコンベンション開催を応援します（PDF）

(財)横浜観光コンベンションビューロー 横山悠 様、渡辺真帆 様

●基調講演：ユニバーサル＆ユビキタスな日本を目指して

（株）ﾕｰﾃﾞｨｯﾄ代表取締役社長 関根 千佳 様

〇企業プレゼン：新しいEDAソリューションサービスへの取り組み（PDF）

ケイレックス・テクノロジー 小篠隆宏 様

〇企業プレゼン：「現場の組込ソフト開発の問題を考えて、解決する」分科会（PDF）

キャッツ(株) 南雲宏行 様

〇施策紹介：横浜型知的財産戦略～日本初！公民連携による知財支援～（PDF）

横浜市経済観光局経営支援課

●基調講演：医療機器の現状と今後の技術開発について（PDF）

医療法人慈心会理事長 箭内 博行 様

〇企業プレゼン：自動認識　～医療機器への応用～（PDF）

サイレンスネット(株) 千田達雄 様

〇企業プレゼン：isc integrated software concepts AGのソフトウェア開発について（PDF）

isc integrated software concepts AG 　Mr.Peter Schmitt

第14回
2006.7.20

96名

第15回
2006.10.31

68名

第16回
2007.2.7

110名

第11回
2005.10.25

103名

第12回
2006.2.6

91名

第13回
2006.4.20

86名

第9回
2005.4.21

90名

第10回
2005.7.21

89名



●基調講演：情報セキュリティと組込みシステム～暗号・耐タンパーモジュール・バイオメトリクスを中心に～（PDF）

横浜国立大学大学院環境情報研究院教授 松本 勉 様

〇企業プレゼン：新時代のLSI試作サービス（PDF）

(株)イーシャトル 土川春穂 様

〇企業プレゼン：クライアント・サーバ方式からの完全なWeb化を実現するリッチクライアント環境開発言語Curl(カール)（PDF）

(株)カール 伊藤登 様

〇企業プレゼン：ニュービジネスを創造するセキュアで大容量な電脳盤システム（PDF）

インテリジェントディスク(株) 重富孝司

●基調講演：マルチプロセッサSoCの現状と将来動向（PDF）

大阪大学大学院情報科学研究科教授 今井 正治 様

〇企業プレゼン：中国の技術開発力は味方になるか？（PDF）

東芝電子管理(中国)有限公司 元榮川常 様

〇企業プレゼン：組込み機器向けTOEソリューションのご紹介（PDF）

(株)沖ネットワークエルエスアイ 茂木久利 様

●基調講演：人を動かし共存するロボットシステム（PDF）

東京理科大学工学部機械工学科准教授 小林 宏 様

〇企業プレゼン：組込みシステムに向けたグラフィックス・プラットフォーム（PDF）

(株)ユーフォニックテクノロジー 高見沢一彦 様

〇企業プレゼン：JASA組込みソフトウェア技術者試験の概要と企業の活用事例（PDF）

(社)組み込みシステム技術者協会 ETEC運営事務局/(株)サートプロ 近藤満 様

〇企業プレゼン：業界唯一のデジタル回路設計者技能検定試験ESAについて（PDF）

(株)エッチ・ディー・ラボ 岩見四十四 様

〇施策紹介：横浜市が取り組む知財活用支援（PDF）

横浜市経済観光局経営支援課 川北敬二 様

●基調講演：劇的な構造変化の中の選択　～IT、自動車、素材を取り巻く環境変化～ （PDF）

産業タイムズ社 取締役編集局長　泉谷 渉 様

●パネルディスカッション：半導体業界が迎えた大きな変革の中で　～世界の中の新横浜

●基調講演：地域活性を目指したロボットコンテスト・ものづくり教育の実践（PDF）

東海大学開発工学部情報通信工学科准教授　渡辺 晴美 様

〇企業プレゼン：ARMコアSoC開発用プラットフォーム：「NSW社製CORAL」の紹介（PDF）

日本システムウエア(株) 林邦尚 様

〇企業プレゼン：MADE IN JAPANの高性能を支える、AILのLSI Tuning技術（PDF）

エイ・アイ・エル（株）安川亨志 様

〇企業プレゼン：南西イングランド企業との協業～欧州における半導体設計の中枢～（PDF）

英国南西イングランド地域開発公社 倉本泰信 様

●基調講演：半導体産業政策のまわりで　－直球、癖球、消える魔球（PDF）

（財）機械振興協会経済研究所研究主幹　井上　弘基 様

〇企業プレゼン：試作品の超短納期設計・製造！（PDF）

(株)ランドマーク

〇企業プレゼン：日本発！EDAツールのポータルサイト「EDA Express」について

(株)EDA エクスプレス

〇企業プレゼン：組み込み技術者育成・派遣

(株)パソナエンジニアリング

〇施策紹介：みなとみらい次世代経営者スクール

横浜市経済観光局

●基調講演：『音力発電』と『振動力発電』の紹介

第23回 （株）音力発電　代表取締役　速水　浩平 様

2008.10.30 ●基調講演：大学における集積回路研究のあり方　－産業界や地域との連携に向けて－

東京工業大学　教授　益　一哉 様

●基調講演：「逞しいガラパゴス島を！－外需過依存に考える、半導体ＳｏＣの来し方と行方 」

 東芝マイクロエレクトロニクス株式会社　社長附/ＪＡＳＶＡ（日本半導体ベンチャー協会）　理事　川手　啓一 様

〇企業プレゼン：ＳｏＣ開発を成功に導く機能検証～沖ネットワークエルエスアイ検証サービスのご紹介～（PDF）

(株)沖ネットワークエルエスアイ

〇企業プレゼン：PARTNER-Jet/Qprobeでデバッグ効率ＵＰと品質改善を支援（PDF）

(株)クオリティ・エージェント

〇企業プレゼン：設計開発何でも．ＣＯＭ”運営による電子立国ニッポン復活の実現

SOSEI TECH(株)

〇企業プレゼン：単純なブログサイトから高機能なＣＭＳサイトへ

Goyatto LLC

●基調講演： 市民健康プロジェクト（仮）が動き始めます！（PDF）

横浜市経済観光局ライフサイエンス・新産業誘致担当政策専任部長　永田　紳一 様

●基調講演：電動パーソナル・モビリティの可能性～大都市横浜への提案（PDF）

セグウェイジャパン株式会社　取締役　マーケティング部　部長　秋元　大 様

●基調講演：クルマの電子化／ソフト化は止まらない （PDF）

日経ＢＰ社　執行役員　浅見　直樹 様

●基調講演：未来予測2009-2025～環境からサステイナビリティへ～

株式会社アクアビット　代表取締役　田中　栄 様

67名

第24回

2009.1.28
81名

第25回

2009.4.23
79名

第26回

2009.7.16

80名
パシフィコ

横浜

第20回
2008.2.1

95名

第21回
2008.4.17

88名

第22回

2008.7.18
82名

第17回
2007.4.19

78名

第18回
2007.7.12

84名

第19回
2007.10.18

73名



●基調講演：富士ゼロックスの事業展開と次世代Ｒ＆Ｄ～2010年みなとみらい21地区への新Ｒ＆Ｄ拠点開設を前に～
富士ゼロックス株式会社　Ｒ＆Ｄ企画管理部　チーム長　津田　大介 様
〇企業プレゼン：検証手法を変えて検証の品質と効率を上げませんか
〇企業プレゼン：車載電子部品におけるESD／Latch-up 障害対策の基本
〇企業プレゼン：FPGAマイコンとFPGA実装型ベクトルプロセッサのご案内
●基調講演：コンティニュア・ヘルスアライアンス～ヘルスケア分野におけるＩＣＴ技術の活用～
インテル株式会社　事業開発本部　デジタルヘルス事業部　事業開発部長　田上　信介 様
〇企業プレゼン：助成金を活用して企業負担ゼロで実現する新入社員研修企画のご案内
(株)イーソルエンベックス
〇企業プレゼン：Ｆｅｌｉｃａ機能を用いた、来院増客分析システムについて
(株)ティイー・エム・シー
〇企業プレゼン：超小型無線ICチップを活用した物品管理
日立ビジネスソリューション(株)
●基調講演：ＩＴ産業のこれからとマイクロソフトの取り組み
マイクロソフト株式会社　代表執行役　社長　樋口　泰行 様
〇企業プレゼン：アクセンチュアが考える横浜移転の強み
アクセンチュア(株)
〇施策紹介：横浜におけるＩＴ産業の集積と企業立地メリット
橫浜市長 林文子 様
●基調講演：半導体の新時代は環境エネルギーが切り開く（PDF）
株式会社産業タイムズ社　代表取締役社長　泉谷　渉 様
〇企業プレゼン：生涯現役エンジニアの為のIVJ社の「発明アイディアパートナープログラム（PDF）
SOSEI TECH(株) 秋谷貞男 様
〇企業プレゼン：LSI設計・試作サービスのご紹介
●基調講演：福岡スマートハウスのビジョンと実証実験
株式会社スマートエナジー研究所／福岡スマートハウスコンソーシアム 事務局長　那須　隆志 様
〇企業プレゼン：計測器・医療機器向けＵＳＢ3.0応用提案（PDF）
インフィニテグラ(株)
〇企業プレゼン：電子デバイスの品質支援と各種解析サービス（PDF）
豊通エレクトロニクス(株)
●基調講演：「海外スマートメータの動向と、TIのスマートグリッドへの戦略」
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  営業・技術本部 主事補 酒井 正充 様
〇企業プレゼン：最新のRFID技術と動向（UHF帯RFID R/W内蔵携帯電話システムの概要）
(株)日立製作所情報・通信システム社
〇企業プレゼン：超小型、低コスト超音波画像装置開発によるセルフメディケーション市場の創出
(株)グローバルヘルス
〇企業プレゼン：MATLAB & Simulinkによるモデルベースデザイン（PDF）
Math Works Japan

●基調講演：ITとモバイル化で進化する在宅医療－スマートフォン、クラウド、ソーシャルネットワークの医療活用-（PDF）

　桜新町アーバンクリニック院長　遠矢　純一郎 様　　同看護師　片山　智栄 様
●基調講演：東日本大震災による影響と今後の半導体業界動向（PDF）
株式会社産業タイムズ社　半導体産業新聞　編集部　稲葉　雅巳 様
〇企業プレゼン：パーソナルと共有を両立するアナログ回路設計統合システム（PDF）
(株)アナジックス
〇企業プレゼン：スーパースピード画像検証&開発支援装置/USB3.0（PDF）
(株)ネットビジョン
●基調講演：アジア地域におけるインフラプロジェクトの動向等と国際協力銀行の役割（PDF）
（株）日本政策金融公庫 国際協力銀行 運輸・通信事業部 調査役 土橋 秀行 様 　同新技術・産業ファイナンス部 ユニット長 三村 敏治 様
〇施策紹介：横浜の公民連携の取組「共創」推進と、新たな国際技術協力「Ｙ－ＰＯＲＴ事業」（PDF）
横浜市政策局共創推進室
〇企業プレゼン：高いリスク環境に対応するHA（サーバー二重化）システム（PDF）
ビジョンソリューションズ・ジャパン(株)
●基調講演：日本半導体産業を考える～00年代の不振から復活を目指して～（PDF）
 株式会社 半導体理工学研究センター 代表取締役社長 中屋 雅夫 様
〇企業プレゼン：SoC設計検証も！無線通信製品開発も！～ＣＭエンジニアリングが提供するサービスのご紹介（PDF）
CMエンジニアリング(株)
〇企業プレゼン：会社の埋蔵IP／特許をコストからプロフィットに変えるスキーム（PDF）
(株)リキッド・デザイン・システムズ
〇企業プレゼン：グローバル戦略に対応できる人材育成について（PDF）
マキ・アソシエイツ(株)

●基調講演：Android新潮流 ～ＮＦＣがやばすぎる～

株式会社 ブリリアントサービス 代表取締役 杉本 礼彦 様
〇企業プレゼン：Android周辺機器の進化とマルチメディアサービスの展望（PDF）
インフィニテグラ(株)
〇企業プレゼン：組込みAndroid TV会議システム～組込みLinux資産活用でのリアルタイムストリーミング技術
図研エルミックス(株)
〇企業プレゼン：マルチメディアサービスへのソリューション紹介（PDF）
ウエルインテクノジー(株)

●基調講演：新しい産学連携へ向けて
東京工業大学　教授　益　一哉 様
〇企業プレゼン：環境・エネルギー・社会インフラの世界動向と新事業の創出
日経BP社
〇企業プレゼン：オープンイノベーション時代の知財活用～大企業の特許で商品開発～（PDF）
富士通(株)
〇施策紹介：横浜市の起業家支援に向けた取組について（PDF）
横浜市経済局経営・創業支援課
●基調講演：ユビキタスセンシングで省エネ、健康、安全（PDF）
（独）産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センター センター長 前田 龍太郎 様
〇施策紹介：医療機器と現場のニーズ
横浜市経済局新産業振興課
〇企業プレゼン：リチウムイオン蓄電システムの開発（PDF）
(株)ベイサン
●基調講演：深海探査技術の現状と最新の調査結果
（独）海洋研究開発機構　海洋工学センター　観測技術担当役　土屋　利雄 様
●基調講演：人工衛星を作ってみませんか？～手が届く宇宙開発時代の幕開け
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科　准教授　白坂　成功 様
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