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各位 
 

『FTR 最先端センシングテクノロジーセミナー 2017』開催のご案内 
  2017 年 11 月 14 日（火） 

横浜ベイホテル東急 クイーンズグランドボールルーム 

 

 

 
代表取締役 名取 孝 

 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素よりご愛顧いただきまして深くお礼申し上げます。 

 この度、株式会社富士テクニカルリサーチは、2017 年 11 月 14 日（火）に横浜ベイホテル東急にて、

『FTR 最先端センシングテクノロジーセミナー 2017』を開催致します。 

 

 本年は IoT/AI を主題にその技術動向と最先端センシング機器のご紹介を致します。 

 1 つ目は、現在大変注目されている IoT と AI についてのご紹介です。弊社も数

年前から研究開発を行ってきており、それぞれ当初からたくさんの課題を解決し

てきました。IoT に関しては無線センサでの大規模データ取得や現場環境に合わせ

た通信手段の選択などの課題があります。AI に関しては膨大なデータから因果関

係や相関関係、論理関係を見つけ出し、それを元に最適化を図る手法選択などの課

題があります。皆様が今後導入されるときに生ずる問題なども含め、現場レベルまで落とし込んだ予兆検

知や予防保全の活用方法についてご提案並びに運用実績のご紹介をさせていただきます。 

 

2 つ目はイスラエルの Mantis Vision 社と総代理店の契約を交わし、販売を開始

したハンディ 3D スキャナ F6 SMART のご紹介を致します。本機は従来の設置型

レーザースキャナに比べ、場所を問わずスピーディかつ広範囲に 3D データを取得

することができます。例えば、車 1 台を数分で計測し、データ及びテクスチャー表

示までわずかなリードタイムで作成する機能があります。弊社では設置型レーザー

スキャナとの組み合わせを含めた新たな 3D データの活用方法をご提案致します。 

 

本セミナーの基調講演は、IoT や AI に関する研究や開発に携わっておられる 3 名の先生よりご講演い

ただきます。 

1. 木村 文彦 様（東京大学 名誉教授、ICPE や CIRP などの国際会議の組織委員長） 

生産システム、CAD/CAM、インバース・マニュファクチャリング、形状モデリングなどの研究に

従事。日本学術会議委員、ISO TC184 日本代表。CIRP、日本機械学会、精密工学会フェロー。 

 

2. 江藤 潔 様 （慶應義塾大学 SFC 上席所員、アイ・サイナップ株式会社 代表取締役） 

ICT、AI の研究開発、IoT 用デバイス・モジュールの開発、CDMA・FOMA を含む通信モジュール

の開発に従事。一般社団法人組込みシステム技術協会所属。 

 

3. 白鳥 正樹 様（横浜国立大学 名誉教授、FTR 特別顧問） 

機械工学、材料力学、破壊力学、計算力学の研究に従事。日本機械学会会長、日本計算工学会理事、

日本エレクトロニクス実装学会理事等を歴任、日本工学アカデミー会員、日本工学会フェロー。 

 

また、弊社ソリューションのユーザー様より運用方法や活用事例を数件ご紹介いただきます。 

ほかにも、新しい計測技術や活用方法を実機によりご紹介・展示しておりますので、ぜひこの機会に 

ご覧いただければ幸甚に存じます。 
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タイムテーブル タイトル 

9:15～ 受付 

9:45～10:00 開会の挨拶 

10:00～10:40 
【基調講演 1】東京大学 名誉教授 木村 文彦 様 

「スマートマニュファクチャリングの動向」 

10:40～11:20 
【基調講演 2】慶應義塾大学 SFC 上席所員、アイ・サイナップ株式会社代表取締役 江藤 潔 様 

「IoT と Ai の付き合い方」 

11:20～12:00 
【基調講演 3】横浜国立大学 名誉教授 白鳥 正樹 様 

「大規模システムのシステムインテグレーション ーIoT 時代のものづくりー」 

12:00～13:00 昼休憩 （展示会場にもお立ち寄りください） 

13:00～13:40 

【FTR 講演 1】 

「3D レーザー計測データ CAD 化ソフト Galaxy-Eye 最新情報と 

ハンディ 3D スキャナ F6 SMART を併せた活用方法」 

13:40～14:10 
【ユーザー講演 1】日立 GE ニュークリア・エナジー株式会社 坂本 雄志 様 

「点群データの部門横断活用を支援するツールおよび技術の開発」 

14:10～14:40 
【ユーザー講演 2】産機エンジニアリング株式会社 森部 義規 様 

「点群で変わる設計レビュー ～大規模点群データの活用方法～」 

14:40～15:10 
【FTR 講演 2】 

「FTR が取り組む IoT と AI についてのご紹介」 

15:10～15:30 コーヒーブレイク（展示会場にもお立ち寄りください） 

15:30～16:00 
【FTR 講演 3】 

「光ファイバセンシングシステム FBI-Gauge と最新機種のご紹介」 

16:00～16:30 
【ユーザー講演 3】株式会社本田技術研究所 坪内 淳志 様 

「FBI-Gauge を活用したトーションビーム式サスペンションにおけるホイールアライメント推定手法の検証」 

16:30～16:50 
【FTR 講演 4】 

「ポータブルすき間･段差測定器 GapGun のご紹介と自動化に向けたご提案」 

16:50～17:10 
【FTR 講演 5】 

「最先端センシング機器のご紹介」 

17:10～17:15 閉会の挨拶 

18:00～20:00 懇親会 

※講演のタイトル及び内容は予告なく変更される場合がございますので、予めご承知おきください。 

※本セミナーでは昼食の準備がございます。昼食の必要な方はお申し込みフォームよりご申請ください。 

※懇親会場は【横浜ベイホテル東急 B2 クイーンズグランドボールルーム】となっております。お気軽にご参加ください。 

お問い合わせ  株式会社富士テクニカルリサーチ 担当：大岡 

TEL：045-650-6650 （代表） Email：seminar＠ftr.co.jp  

セミナー開催概要 

日時 
2017 年 11 月 14 日（火）9：45～17：15（受付開始 9：15） 

※18：0０～懇親会（無料） 

会場 
横浜ベイホテル東急 クイーンズ グランド ボールルーム B2F 

※みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩 3 分 

参加費 無料（事前登録制） お申し込みは弊社ホームページから 

定員 350 名（先着順） 
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※サンプルを持参される場合は、事前にご相談ください。 

  

併設：展示コーナー内容 

光ファイバセンシングシステム『FBI-Gauge』 3D レーザ計測データ CAD 化ソフトウェア『Galaxy-Eye』 

 分布的にひずみ・温度を計

測することで、勾配やピーク

位置を瞬時に確認できます。

また、FBI-Gauge「新 B-

TYPE」のご紹介をします。 

 

Galaxy-Eye の最新機能を

実機でご紹介します。CAD

表示が可能になった高速

Viewer や VR で 3 次元点

群データの世界をぜひご体

験ください。  

ポータブルすき間・段差測定器『GapGun』 ハンディ 3D スキャナ『F6 SMART』 

ポータブルタイプのすき

間・段差測定器です。実際に

実機を触っていただき操作

性や計測スピードをご体験

ください。 

  

カラー対応が可能になっ

た新製品のご紹介を行いま

す。自動車サイズの計測を数

分でスキャンできます。実機

を触っていただき、手軽さを

ご体験ください。  

面ひずみスキャナ『Barock Vision』 ハイパースペクトルカメラ『OCI』 

微小な凹凸を人の目によ

る官能検査をデジタル的に

検査することが可能です。新

機能のご紹介やデモ計測を

行います。 

 

 目で判断がつきにくい材

質の違いを評価・識別するこ

とができます。実物とカメラ

を通した画像との違いをご

確認ください。 

 

リバースエンジニアリング支援ソフト『MIRAGE SHAPE』 粒子法流体解析ソフトウェア『MPS-RYUJIN』 

各種3Dスキャナで取得し

た3D形状データ上に特徴線

を生成するだけで CAD サー

フェイスを容易に作成でき

ます。 

  

流体の流れを粒子の動き

に置き換える粒子法をもち

いた流体解析ソフトウェア

です。攪拌、洗浄、など液面

が大きく変化する複雑な流

れの解析が得意です。  

建設設備 CAD『FILDER Cube』 （空調・衛生・電気設備） 

（ダイキン工業株式会社） 

業務改革支援ソリューション『Space Finder』 

（ダイキン工業株式会社） 

BIM 対応。自動材料集計・

冷媒配管自動計算など各種

計算機能を搭載。PDF図面を

直接読み込み、CAD 図面と

して編集できます。 

 
 

設計・開発の働き方改革を

加速！プロセス標準化、進捗

見える化、部門間連携の強

化、過去情報の再利用、技術

伝承・スキル平準化等、様々

な効果を発揮します。  
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▽基調講演Ⅱ 

慶應義塾大学 SFC研究所上席所員、アイ・サイナップ株式会社代表取締役 江藤 潔 様 

 

  ＜主なる業務歴＞ 

 1982～1990：全銀為替オンラインシステムの開発に従事 

 1991～1998：雑誌「The Windows」に連載担当 

   ニフティなどののWindows フォーラムの運営に従事 

 1995～2005：Visual Basic Users Group Japan 代表に従事 

 2000～現在：慶應義塾大学 SFC研究所上席所員 

 2001～現在：アイ・サイナップ（株）代表取締役 

 一般社団法人 組込みシステム技術協会員、Sigfoxパートナー 

 

『IoT と Ai との付き合い方』 

 IoT や AI は IT(ICT)より幅広い総合力が求められます。特に IoT は文字通り物をインタ

ーネットに接続するので、「物」がある現場の協力なくして成功は難しくなりました。その

ため運用現場と連携して開発する DevOps(Development と運用:Operations)が必要と

なってきます。現場の IoT 化が進むと現場でのノウハウが会社の財産となり、ノウハウは

ビッグデータとして蓄積され、蓄積されたビッグデータはAI で解析することで運用コスト

の削減やリスク回避できますが、どうすればよいのかのヒントを述べます。 

▽基調講演Ⅰ 

東京大学 名誉教授 木村 文彦 様 

 

  ＜主なる業務歴＞ 

1974～1979：電子技術総合研究所パターン情報部にて物体認識の研究に従事 

    1979～2009：東京大学工学部精密機械工学科・大学院工学系研究科精密機械

工学専攻にて、生産システム工学、CAD/CAM、設計工学、ライフサイ

クル工学などの研究・教育に従事 

    2009～2016：法政大学理工学部機械工学科 

    日本学術会議第 21，22 期会員、ISO TC184 日本代表、CIRP名誉フェロー、

日本機械学会フェロー、精密工学会名誉会員・フェロー 

  

『スマートマニュファクチャリングの動向』 

 情報処理機能の高度化やネットワーク環境の普及により、スマートマニュファクチャリ

ングなどの標語のもとに、設計生産活動のデジタル化が急速に進化している。このような活

動には活性化と停滞を繰り返す活動の山谷が認められるが、一過性のブームに終わらず、こ

れからのものづくりが大きく変わっていくのではないか、と期待されている。激しく変化す

る様々な環境に柔軟・迅速に対応するため、設計生産活動の徹底したデジタル化を基盤とし

て、製造の現場から企業経営までの垂直統合や、市場や他組織を含む広義のサプライチェー

ンの水平統合を目指し、従来の形態に縛られない高度にネットワーク化されたものづくり

の体系を実現しようとする。スマートマニュファクチャリングについて、最近の技術動向や

各国の活動を概説する。 
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【ユーザー講演 1 （Galaxy-Eye】 

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社 原子力プラント部 坂本 雄志 様 

 

  ＜主なる業務歴＞ 

   2001～2010 (株)日立製作所 研究開発本部 生産システム第一研究部 

   2010～     (株)日立製作所 原子力統括本部 

           日立ＧＥニュークリア・エナジー(株) 原子力プラント部  

 

『点群データの部門横断活用を支援するツールおよび技術の開発』 

(HGNE)では、原子力プラント EPC 業務で点群データを活用しており、現場での配管ル

ート新設のための寸法計測や点群データからの 3D-CAD 化、施工図作成等に利用してい

る。これまで個々の設計部門にて効果を上げていたが、(HGNE)およびグループ会社の複数

部門を対象として、点群データ共有化による現場作業での被ばく低減と一層の設計業務の

効率化を目指している。 

点群データを部門横断で共有するためのインフラとなる点群アクセスツールを開発し

た。また、ユーザーが大容量の点群データを活用するための以下の諸技術を開発し、インタ

フェースの強化を図っている。 

(1)点群データとの重ね合わせを実現する部品抽出機能付き 3D-CAD データ変換ツール

(2)大容量の点群データをユーザーが負担なく利用するための 99%軽量化ツール 

(3)他社に業務委託する際に高いセキュリティを確保した専用フォーマット 

 

▽基調講演Ⅲ  

横浜国立大学 名誉教授 FTR 特別顧問 白鳥 正樹 様 

 

  ＜主なる業務歴＞ 

 1971～2008：横浜国立大学にて教育と研究に従事。 

主たる研究分野：機械工学、材料力学、破壊力学、計算力学 

    2008～現在：横浜国立大学名誉教授、富山県立大学客員教授 

    2009～現在：（株）富士テクニカルリサーチ特別顧問 

    日本機械学会会長、日本計算工学会理事、日本エレクトロニクス実装学会理事等

を歴任、日本工学アカデミー会員、日本工学会フェロー 

 

『大規模システムのシステムインテグレーション―IoT 時代のものづくり―』 

 東京電力福島第一原発事故の教訓は、多くの異なる分野の専門家が関わる大規模システ

ムの設計・建設・運転において、専門分野の隙間に弱点があり、この弱点を突いて事故が発

生するということである。従来我が国が得意としてきた“すり合わせ”では、扱えるシステ

ムの大きさに限界があり、IoT 時代の巨大システムの構築に対応しきれない。近年欧米で発

展・展開されているシステムエンジニアリング、プロジェクトマネジメント、リスクマネジ

メント等の方法論に注目し、シミュレーションによるものづくり、すなわちバーチャルエン

ジニアリングの枠組みの中で、これらの方法をどのように適用するのか、特にインターフェ

ースマネジメントの重要性について述べる。 
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【Galaxy-Eyeユーザー講演 2】 

産機エンジニアリング株式会社 設計部 グループリーダー 森部義規 

 

＜主なる業務歴＞ 

製鉄関連設備計測、石油関連施設図面整備、化学プラント関連施設図面整備、 

国土交通省 橋梁一般図整備、東京大学との共同研究論 

 

『点群で変わる設計レビュー ～大規模点群データの活用方法～』 

近年、長距離計測ができるレーザースキャナの性能向上と低価格化により、万人が高密

度な点群データを短時間で取得できるようになってきた。しかしながら、点群データを利

用したアウトプットの作成は、誰もが気軽にできるとは言い難い状況である。 

弊社では点群データから様々なアウトプットを作成して設計、解析等を行ってきたが、

最近では様々なツールの登場により、設計レビューの方法も変化しつつある。 

本講演では、GALAXY-EYEや既存のツールを利用した設計における点群データの活

用方法と事例、およびヘッドマウントディスプレイを用いた点群 VR による事例もあわせ

て説明する。 

 

【FBI-Gauge ユーザー講演 1】 

株式会社本田技術研究所 四輪 R&D センター  

第 11 技術開発室 第 1ブロック 主任研究員坪内 淳志 様 

  ＜主なる業務歴＞ 

   1998～2002：本田技術研究所で四輪シャシー研究業務に従事 

   2002～2009：ホンダ・レーシング・ディベロップメントで F1車体の運動性能の

研究開発に従事 

   2009～現在：本田技術研究所で四輪シャシー技術開発に従事 

   2014～現在：本田技術研究所で四輪量産車性能企画に従事 

 

『FBI-Gauge を活用したトーションビーム式サスペンションにおけるホイー

ルアライメント推定手法の検証』 

トーションビーム式サスペンションは、高いスペース効率から前輪駆動車両の後輪サス

ペンション形式として広く用いられており、ブッシュを介して取り付けられる左右のトレ

ーリングアームが、トーションビームによって連結される構造となっている。 

ビークルダイナミクスの検討に必要な走行条件下でのホイールアライメントを求めるため

には、有限要素モデルを用いた解析モデルか実測で、左右輪への入力に対するアライメント

変化を網羅的に取得し、補間によって近似解を得る必要がある。しかし、これらの手法は工

数的に大きな負荷となってしまうことから、精度の高い簡便な手法の構築が望まれている。 

本講演では、横力入力に対するアライメント変化を精度よく簡便に推定する手法の構築に

おいて FBI-Gauge を用いた歪計測の有効性を検証結果とあわせて紹介する。 
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FTR 講演 1 

『3Dレーザー計測データ CAD 化ソフト Galaxy-Eye の最新情報とハンディ

3D スキャナ F6 SMART を併せた活用方法』   

 

 昨今、3D レーザー計測は、業界を問わず広く知られるようになりました。その中でも、

建築・土木業界で点群データの活用が進められ、既存躯体を反映させた施工図作成、既存設

備の撤去及び新規設備搬入計画、既存配管を考慮した新規配管設計など、現場の現状把握や

機器配置検討に活用され始めました。本発表では、建築・土木業界向けに開発した新機能の

ほか新しい 3D計測データの活用法についてご紹介致します。 

また、新しく販売を開始したハンディ 3D スキャナ F6 SMART のご紹介を致します。

この製品は、スピーディかつ広範囲に 3D データを取得することができます。設置型レー

ザースキャナでの計測が難しい場所での使用が可能で、込み入った既存機器の 3D モデル

作成に効果を発揮します。Galaxy-Eye との連携を含めた点群データの新しい活用方法をご

紹介致します。 

 

FTR 講演 3 

『光ファイバセンシングシステム FBI-Gauge のご紹介と最新機器について』   

 

 光ファイバをセンサとして活用した「FBI-Gauge」は、電磁場の影響を受けずに高密度

のひずみと温度の分布計測をファイバ 1 本で実現します。これまで困難であった電池内部

の分布計測や、近年注目されている CFRP のひずみ分布計測結果を用いた異方性材料の解

析精度向上など、発売以来適用の幅を広げ、自動車業界・航空業界だけでなく建築などのユ

ーザー様にもご利用いただいております。さらに、今回のセミナーで新たに発表する新製品

では、高速計測と長距離計測を両立させ、多チャンネル計測も実現しています。 

 今回、これまで培ってきた「FBI-Gauge」の事例と、新たに発表となる次世代機種につ

いてご紹介を致します。 

 

FTR 講演 2 

『FTR が取り組む IoT と AI についてのご紹介』 

 

 工場のデジタル化や生産プロセスの最適化など、IoT・AI に期待する声は年々高まってき

ています。しかし、「何から始めようか？」、「最初の一歩が分からない」など、スタートア

ップで躓く事例も多々あります。 

 本公演では、IoT・AIのキーとなる無線通信技術や各種センシング技術、それらの分析・

可視化技術などを中心に、これから IoT・AI を進めたい方や、データ収集で止まってしま

っている方に向けて、センサーデータを生かす課題解決やその取り組みについてご紹介致

します。 
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FTR 講演 4 

『ポータブルすき間・段差測定器 GapGun のご紹介と自動化に向けたご提

案』 

 

 「GapGun Pro」はポータブル型の寸法検査装置です。現場で高速かつ高精度で形状検

査を行い、データの一括管理も可能な品質管理システムです。すき間、段差以外に角・隅 R、

角度など 40 種類以上の寸法検査をサポートし、検査工程の補助ツールとして活躍できま

す。抜き取りやインラインだけでなくリバースエンジニアリングや冶具の形状計測の場で

も活躍できます。 

また、本発表では自動化に向けた新しいシステムをご紹介致します。検査工程における自

動化を導入することにより、よりスピーディにかつ高精度で検査業務を行うことが可能で

す。ヒューマンエラーの低減や検査箇所の拡充、検査品質の一定化などが図れます。システ

ムの概要のご紹介とともに活用方法のご提案を致します。 

FTR 講演 5 

『最先端センシング機器のご紹介』 

 

①  「ハイパースペクトルカメラ OCI シリーズのご紹介」 

 ハイパースペクトルカメラは、可視光から近赤外領域までの『色』を非常に細かな波長ご

とのスペクトルとして捉えることにより、通常のカメラでは捉えきれない色の違いや、素材

の違いを評価・識別することができます。また、植物の育成度や病気の有無の検出のほか水

分量の判定をすることができます。 

 

② 「面ひずみスキャナ Barock Vision のご紹介」 

 「BraockVision」は自動車の外板パネルや樹脂部品の目視検査に代わる外観検査用測定

器です。通常の 3 次元計測器では困難な透明体や鏡面体などを対象とし、400ｘ300mm

の広範囲に対して 10μm 程度の微小面ひずみまで検出可能です。 

 また、1mm 以下のブツなどの微小凹凸を検出する新機種「SPHYRNA」についてもご

紹介致します。 

 

③ 「アクティブサーモグラフィー のご紹介」 

 「C-CheckIR」は材料の内部構造や内部欠陥を非破壊で検査する装置です。クラック、

層間剥離、接着欠陥、表面損耗や修理履歴などの欠陥部位を特定することができます。例え

ば、GFRPや CFRPの層間剥離やインパネの接着剤抜けを検査できます。様々な分野に適

応でき、航空、自動車、エネルギー分野に利用可能です。 


