ZMP FORUM 2018 プログラム
DAY 1 7月18日（水）
時間

タイトル/企業・講演者

概要

10:00～
開会

「開会ご挨拶・ZMPビジョン」
株式会社ＺＭＰ
代表取締役社長 谷口 恒

自動タクシー、物流支援ロボット、宅配ロボットなど
様々な分野へのロボット技術の展開を進めるZMPのビ
ジョンと取り組みについて紹介します。

10:30～
記者発表

「2020年自動タクシーサービス実現に向けた、
東京エリアでのサービス計画の発表」
日の丸交通株式会社 代表取締役社長 富田 和孝
株式会社ＺＭＰ 代表取締役社長 谷口 恒

利用客の多い都心で不動産ディベロッパーの協力を得
た具体的な実サービスの計画を発表します。

11:30～
記者発表

「自動運転プラットフォームRoboCarシリーズ
最新モデルの発表」
株式会社ＺＭＰ
代表取締役社長 谷口 恒
プラットフォーム事業部長 龍 健太郎

全国各地の自動運転サービス実証実験や自動車/部品
メーカーの技術開発を支援する自動運転開発プラット
フォームに新しいモデルが加わりました。2020年の自
動タクシーサービス展開に向け海外からのインバウン
ドに対応すべく人気車種を追加します。

13:00～
ZMP講演

「ZMPにおける技術開発」
株式会社ＺＭＰ
取締役技術開発統括部長 景山 浩二

ZMPにおけるこの一年間の技術開発の進展と今後の展望
を紹介します。

13:30～
ZMP講演

「プラットフォーム事業の紹介と今後の展望について」
株式会社ＺＭＰ
社長付役員代行事業責任者 市橋 徹
プラットフォーム事業部長 龍 健太郎

ZMP自律移動関連技術のプラットフォーム事業は、こ
れまでの研究開発用やデモ向けなどが中心の事業から、
商業化に向けた事業に進化していきます。マーケット
のトレンドも含め、商業化に向けた今後のプラット
フォーム事業の展望と主要製品の方向性についてご紹
介します。

14:00～
ZMP講演

「物流センターの省人化・生産性向上に向けた
ZMP様との取り組み」
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社
代表取締役社長 栗岡 敏文
株式会社ZMP
キャリロ事業部長 笠置 泰孝

2016年よりCarriRoをテスト導入し、当社が運営してい
る大手コンビニエンスストア様の店舗向け配送セン
ターにてCarriRoの活用を想定した実証実験を実施して
いる。これらの実証実験を通じ、物流現場での省人
化・生産性向上に向けたZMP様との取り組み事例と
CarriRoにどのような将来的な可能性があるのか説明し
ていく。

14:30～
企業講演

「自動運転社会の未来を拓く、
Ubicomグループのコネクティッドカーおよび
新しいモビリティーサービス向けソリューション
～AIアシスタントによる
コネクティッドカー・ソリューションのご紹介～」
株式会社Ubicomホールディングス
グローバル事業部 石川 正史

本講演においては、フィリピンをベースに、日本語・
英語のバイリンガルスキルを有する優秀なエンジニア
を活用したオフショア開発および3A領域（Automation
/Analytics /AI）を活用したソリューション開発を行う
Ubicomグループの事業をご説明いたします。具体的な
ソリューション事例として、音声認識AIアシスタント
による当社のコネクティッドカー・ソリューションを
ご紹介いたします。

15:00～
ZMP講演

「宅配ロボットCarriRo Deliveryについて」
株式会社ＺＭＰ
取締役 今西 暢子

CarriRo Deliveryの実証実験の成果と今後のビジネス展開
について説明します。

15:30～
ユーザー
講演

「CarriRo Deliveryの品川での社会実証実験
～人が介入することで
ロボットは都市でどこまで自動で動くのか？～」
株式会社電通国際情報サービス
オープンイノベーションラボ（イノラボ）
チーフプロデューサー 森田 浩史

多くのロボットは、目的に特化した機能開発がされて
いるが、今後は、人との接点で起こりうる想定外の事
象にも対処できる能力が必要と想定される。ネット
ワークを介して人とロボットが互いの能力を補完し、
課題を解決するための社会実験の概要と今後の展望を
ご紹介する。

16:00～
ZMP講演

「データ取得ソリューション『RoboTest』の紹介」
株式会社ZMP プラットフォーム事業部
営業担当 岩野 紘昌

研究開発用データの取得・分析において、車両準備、
同期システム構築、ドライバー手配などあらゆるシー
ンのお困りごとを解決する「RoboTest」の各種サービ
スをご紹介します。

16:30～
ユーザー
講演

「ロボビジョン２を用いた走行環境変化に
ロバストなステレオ技術の検討」
豊田工業大学 名誉教授 三田 誠一

降雪、雨天、夜間、霧などの走行環境の変化に対して
耐性のある認識システム(ステレオビジョンや深層学習
を中心に)の構築方法について講演します。

17:00～
基調講演

「人工知能研究の最新動向」
理化学研究所革新知能統合研究センター センター長
東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授
杉山 将

人工知能研究のこれまでの流れを概観し、機械学習の
先端的な研究を紹介するとともに、今後の展望につい
て講演します。

18:30～

懇親会

(事前申し込み参加費：4000円)

「MUSISTAR (ミューシスター)」
クラシックはドレスを着て静かに演奏するもの。
そんな常識を覆し、エンターテイメントに特化したオリジナルの演奏スタイル。
華やかなパフォーマンスとの融合により、あなたが想像するクラシック演奏はもはやそこにはありません。
確かな実力と実績に裏打ちされた高品質なパフォーマンスを、ぜひ一度ご体験下さい。

ZMP FORUM 2018 プログラム
DAY 2 7月19日（木）
時間

タイトル/企業・講演者

概要

10:00～
記者発表

「宅配ロボットCarriRo Delivery新モデルと
日本初の宅配サービス実証実験計画の発表」
株式会社ＺＭＰ
代表取締役社長 谷口 恒
事業パートナー

2017年の発表に続き、今回発表する2号機は、
2019年の量産を踏まえ信頼性を高め、機動性を向
上。その新モデルのお披露目とビジネスパート
ナーとの実サービスの実証実験計画を発表します。

11:30～
記者発表

「自動車産業への適用に向けた
自動運転技術開発の取り組みとその適用事例」
株式会社ＺＭＰ
プラットフォーム事業部 部長 龍 健太郎
共同開発パートナー

自動運転技術の応用でこれまでにない自動車産業
での効率化のソリューションをパートナー企業と
ともに発表します。

13:00～
ZMP講演

「ZMPにおける技術開発」
株式会社ＺＭＰ
取締役技術開発統括部長 景山 浩二

ZMPにおけるこの一年間の技術開発の進展と今後
の展望を紹介します。

13:30～
ユーザー
講演

「大学発ベンチャーによる自動運転の民主化」
東京大学大学院
情報理工学系研究科 准教授 加藤 真平

オープンソースの自動運転ソフトウエア
「Autoware」は、国内外の自動運転プロジェクト
に採用されている。本講演では、ロボカーを使っ
た実証実験の紹介とAutowareが目指す次世代モビ
リティの姿について述べる

14:00～
ZMP講演

「プラットフォーム事業の紹介と今後の展望について」
株式会社ＺＭＰ
社長付役員代行事業責任者 市橋 徹
プラットフォーム事業部長 龍 健太郎

ZMP自律移動関連技術のプラットフォーム事業は、
これまでの研究開発用やデモ向けなどが中心の事
業から、商業化に向けた事業に進化していきます。
マーケットのトレンドも含め、商業化に向けた今
後のプラットフォーム事業の展望と主要製品の方
向性についてご紹介します。

14:30～
ZMP講演

「データ取得ソリューション『RoboTest』の紹介」
株式会社ＺＭＰ
プラットフォーム事業部 営業担当 岩野 紘昌

研究開発用データの取得・分析において、車両準
備、同期システム構築、ドライバー手配などあら
ゆるシーンのお困りごとを解決する「RoboTest」
の各種サービスをご紹介します。

15:00～
企業講演

「SDGs X イノベーションによる新たな顧客価値の創造」
三井化学株式会社
次世代事業開発室 室長 善光 洋文

SDGsは持続的社会の実現に向け社会課題を提示と、
企業に対しイノベーションによる課題の解決を求
めており、新たな事業機会を創出している。三井
化学はモビリティー、ヘルスケア、フード＆パッ
ケージ、基板素材の既存事業領域と新たな次世代
事業領域において、SDGs実現にむけた事業創造に
取り組んでおり、その一例を紹介する。

15:30～

「調整中」

(調整中)

16:00～
3社合同
講演

「物流支援ロボットCarriRo
～在庫情報、システムとつながるCarriRo Connect～」
株式会社ZMP
キャリロ事業部長 笠置 泰孝
凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
セキュアビジネスセンター セキュアビジネス推進本部
セキュア販促部 RFID販促チーム 中川 仁克
SAPジャパン株式会社
IoT & Digital Transformation ディレクター松尾 康男

CarriRoがRFIDを通じて在庫情報やシステムとつ
ながる、無人での屋内搬送ソリューションの紹介
をします。またCarriRoから得られる様々な生産性
向上につながる情報を一元管理するCarriRo
Connectという新しいサービスイメージを紹介し
ます。

17:00～

製品体験会

ZMP製の製品やセンサー
・最新ステレオカメラRoboVision3
・物流支援ロボットCarriRo(キャリロ)
・台車型ロボットPOWER WHEEL II(パワーホイールツー)
・RoboSense製3D-LiDAR
など、実機デモンストレーションや製品説明を通じて実際に実機を
確認いただく機会としてご活用いただければと思います。

ZMP FORUM 2018 プログラム
DAY 3 7月20日（金）
時間

タイトル/企業・講演者

概要

10:00～
ZMP講演

「ZMPのビジョンと取り組み」
株式会社ＺＭＰ
取締役 西村 明浩
プラットフォーム事業部長 龍 健太郎

自動タクシー、物流支援ロボット、宅配ロボットな
ど様々な分野へのロボット技術の展開を進めるZMP
のビジョンと取り組みについて紹介します。

10:30～
記者発表

「物流支援ロボットCarriRo、革新的リーズナブルな
新バージョン「自律移動モデル」の発表」
株式会社ＺＭＰ
代表取締役社長 谷口 恒
キャリロ事業部長 笠置 泰孝

物流倉庫や工場での省人化、作業負荷軽減に導入が
拡がっている物流支援ロボットCarriRo。無人での
搬送により圧倒的な効率化をリーズナブルな導入コ
ストで実現する新バージョン「自律移動モデル」に
ついて発表します。

11:30～
記者発表

「市販車ADAS機能の公道走行テストサービスRoboTestの
新サービスRDP（ロボ・データ・プラットフォーム）の
発表」
株式会社ＺＭＰ
代表取締役社長 谷口 恒
プラットフォーム事業部長 龍 健太郎

市販車ADAS機能の公道走行テストなどで活用され
ているデータ計測サービスRoboTestがデータ収
集・整理・タグ付けなど・分析・解析など総合的に
サポートする新しいプラットフォームサービスの発
表を行います。

13:00～
基調講演

「次世代モビリティ戦略」
内閣官房 日本経済再生総合事務局
内閣参事官 佐野 究一郎

東京オリンピック・パラリンピックを2年後に控え
た自動走行の社会実装に向けた取組と、「次世代モ
ビリティ・システム」の実現に向けた各施策につい
て講演します。

13:30～
ユーザー
講演

「非接触心拍センサと自動運転車輌 世界初の連動実験開始
～ 非接触センサ x自動運転車両で居眠り検知～」
国立大学法人 九州工業大学 イノベーション推進機構
グローバル産学連携センター 若松分室
教授 佐藤 寧

世界初の取り組みとして自動運転車両と九州工業大
学が開発した非接触生体センサと連動した走行実験
の概要やセンサを活用しドライバーの居眠りを検知
し、運転を切り替えて事故を防ぐシステムの最新の
研究開発について紹介します。

14:00～
ZMP講演

「ZMPにおける技術開発」
株式会社ＺＭＰ
取締役技術開発統括部長 景山 浩二

ZMPにおけるこの一年間の技術開発の進展と今後の
展望を紹介します。

14:30～
ユーザー
講演

「一般道における自動運転実証実験の取り組み」
株式会社アイサンテクノロジー
MMS事業本部 取締役本部長 佐藤 直人

全国各地で進めております一般道における自動運転
実証実験の取り組み、そこに関わる技術について解
説します。

15:00～
ZMP講演

「宅配ロボットCarriRo Deliveryについて」
株式会社ＺＭＰ
取締役 今西 暢子

CarriRo Deliveryの実証実験の成果と今後のビジネス
展開について説明します。

15:30～
ユーザー
講演

「配送業務の高度化に向けた無人機活用の取組みについて」
日本郵便株式会社
郵便・物流事業企画部 課長 上田 貴之

弊社は、郵便局を通じ、様々なサービス事業を展開。
郵便・物流事業の社会課題として、労働人口の減少
と人件費等の高騰、EC市場の成長による宅配便数の
増加と一層の効率化が求められており、この状況下
における、輸配送業務の高度化に向けた無人機の活
用と郵便局間の輸送について説明する。

16:00～
ZMP講演

「物流支援ロボットCarriRo 自律移動モデル
～機能、そして将来の構想について～」
株式会社ＺＭＰ
キャリロ事業部長 笠置 泰孝

CarriRo自律移動モデルの製品の概要及び将来の展
開について説明します。

16:20～
ユーザー
講演

「働く人に優しい省力・省人型の
物流センター運営の取り組み」
伊藤忠食品株式会社
ロジスティクス本部ロジスティクス企画部
部長 渡辺 三彦

女性比率が高く、高齢化が進む食品物流現場での物
流支援ロボットCarriRo「自律移動モデル」の活用
方針を発表します。

16:50～
企業講演

「AeroSense 最新の取り組みについて」
エアロセンス株式会社
取締役 嶋田 悟

エアロセンスは、ソニーのカメラ・ロボット技術と、
ZMPの自動運転・産業向けビジネス経験を活かし、
自社製のドローンとクラウドを組み合わせた産業用
ソリューションを開発・提供しています。当日は最
新の取り組みと事例を紹介します。

17:20～
ZMP講演

「ステレオカメラRoboVisionシリーズ＆センサーの紹介」
株式会社ＺＭＰ
技術開発統括部チーフエンジニア 渡邊 龍人
プラットフォーム事業部 営業
塚田 健二

ステレオカメラRoboVisionシリーズの取り組みの紹
介とIMU、GNSSなど、ZMPが開発してきた製品及
び、最新3D-LiDARのセンサーなど実績とともに紹
介します。

17:40～
ZMP講演

「データ取得ソリューション『RoboTest』の紹介」
株式会社ＺＭＰ
プラットフォーム事業部 営業担当 岩野 紘昌

研究開発用データの取得・分析において、車両準備、
同期システム構築、ドライバー手配などあらゆる
シーンのお困りごとを解決する「RoboTest」の各
種サービスをご紹介します。

