
参加費無料 事前登録制

インスピレーションをビジネスに

10月3日（金） ■ 開催時間 10：00～ 19：00 （9：30　受付開始）
■ 開催場所 虎ノ門ヒルズ 5F
■ 主　　催 オートデスク株式会社

■ 協　　賛

オートモーティブ・イノベーション・フォーラムは、様々な、そしてもっとも複雑なチャレンジに直面している、自動車業界の方々に、具体的な課題解決の実例
をご紹介するためのセミナーです。ワークフローの強化や改善に役立つ最新のソリューションを、デモンストレーションを交えながらご紹介します。デザイン、

CG 活用（可視化）、解析（シミュレーション）、生産技術 （ファクトリ デザイン & プランニング）の各分野において、さまざまなエキスパートによる講演を予定し
ておりますので、多くのインスピレーションを得られる機会となれば幸いです。セッション終了後には懇親会もございます。楽しい催しをご用意して皆様のご
来場をお待ちしています。

ランチセッション（協賛社による、各社最新ソリューションのご紹介）

デザイン トラック

創造性を刺激するコンセプトから

モデルまでのワークフロー

デザインからセールスマーケティング

まで全社レベルでの CG活用
オートデスクの

自動車軽量化ソリューション

デジタルファクトリー：

工場 BIM環境の実現を目指して

デザインデータを保管・共有する

新しいデジタルポートフォリオ

オートデスクが考える

最終デザインデータ作成の今後
クラスターサーバーを徹底活用する

ハイエンド CG 活用

EDAG の高品質サーフェスモデリング

EDAG エンジニアリング社

VRED 活用による
効率的なアセット制作

E-グラフィックスコミュニケーションズ株式会社

ユーザ調査に基づく工場レイアウト
設計・ベストプラクティス

設計データ管理と連動した

ハイエンド CG の可能性

Autodesk Simulation Moldflow
ワールドクラス射出成形

シミュレーションの現在と未来

工程設計とその最適化の展望

点群データを活用した

製造設備の現況管理

Autodesk Simulation CFD を
用いた熱とエネルギー流の

管理方法

CG 活用トラック 解析トラック 生産技術トラック

オープニング オートデスク株式会社 代表取締役社長　Lou Grespan

米国オートデスク
開発部門 ディレクター 
オートモーティブ
Stephen Hooper

ED Design 社　
CEO 兼 デザインディレクター
Michael Robinson

バージニアテック大学　客員教授（機械工学）
UCLA RoMeLa （ロボティクス＆メカニズムラボ） 
ディレクター 他
Prof. Dennis Hong

10：00

12：00

13：30

15：40

休憩・コーヒーサービス（協賛社展示）15：00

［ 懇親会 ］　軽食とお楽しみのアクティビティをご用意しています17:10-19:00

Vehicle designed and built by Marc Mainville

Autodesk 
Automotive 
Innovation
Forum 2014
CG 活用トラック

［ 基調講演 ］
自動車業界における
オートデスクの
取り組みと戦略

［ 特別講演 ① ］
MAAL– Mobile Autonomous 
Automobile Laboratory
自律走行車を実験・開発する
ためのコンソーシアム

［ 特別講演 ② ］
Odin から DARwin まで
インテリジェント・デザインによる
ロボットの進化

精密インサート成形品の
Moldflow活用事例
株式会社松尾製作所

ユーザ講演ユーザ講演 ユーザ講演 事例研究

http://www.autodesk.co.jp/aif
セミナーのお申込はこちら

※セッションの内容は、予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。



■お問合せ：オートデスクイベント事務局  （月～金  10:00 - 17:00  土日祝祭日を除く）
 TEL：03-4500-9053 / E-mail： event-info@myautodesk.jp

http://www.autodesk.co.jp/aif■ セミナーのお申込はこちら

Vehicle designed and built by Marc Mainville

Autodesk 
Automotive Innovation
Forum 2014

CG 活用トラック

CG 活用トラック

デザインからセールスマーケティングまで
全社レベルでの CG活用

設計データ管理と連動した
ハイエンド CGの可能性

クラスターサーバーを徹底活用する
ハイエンド CG活用

13：30

15：40

■ 会場

 虎ノ門ヒルズ 5F
 東京都港区虎ノ門 1丁目 23番 1～ 4号

 最寄り駅
 東京メトロ「虎ノ門駅」1番出口 徒歩 約 5分
 都営地下鉄「内幸町駅」A3出口 徒歩 約 8分
 JR「新橋駅」 烏森口 徒歩 約 11分

E- グラフィックスコミュニケーションズ株式会社
ブランドデリバリー室 CG クリエイティブ部
チーフ 3Dデザイナー

今野 亮成 氏 / 安村 幸将 氏

米国オートデスク開発部門
メカニカルデザイン プロダクトラインマネージャ

Marek Trawny

米国オートデスク シニア インタストリーマネージャ

Detlev Reicheneder

米国オートデスク シニア インタストリーマネージャ

Detlev Reicheneder

VRED により、全社的にハイエンド CG を利用するハイレベルなワークフローと、その利点を解説
します。VRED Server を用いた新しいマーケティングコンテンツ作成や、VREDの新技術、新機能、
サードパーティとの連携機能を紹介します。また、マテリアルについても、Xrite や OCS といった
測色系マテリアルとその運用についても触れる予定です。

全社で CG を活用する場合、効率良く設計データにアクセスできることが鍵をにぎります。本セッ
ションでは、OpenPDM の一員であるオートデスクが、各社のデータ管理システムの違いを超えて
データにアクセスし、ハイエンド CG を活用する機能と、そのワークフローの概要を説明します。

VRED のレンダリングはレンダリングクラスタを利用することで、より、短時間で行うことがで
き、デザイン、エンジニアリングやマーケティングコンテンツの意思決定に密接に寄与することが
可能になります。本セッションでは、クラスタによる VREDレンダリングの高速化の概要と実例を
示し、その利点を説明します。

効率よくグレード管理やアセット出力をする方法を解説します。

VRED 活用による効率的なアセット制作

ユーザ講演

オープニング Lou Grespan  オートデスク株式会社 代表取締役社長

Stephen Hooper
米国オートデスク 開発部門 ディレクター オートモーティブ

10：00

10：10

自動車業界における
オートデスクの取り組みと戦略

ロビンソン氏はこれまで、高速列車 (Trenitalia Frecciarossa 1000)、ヘリコプター (AHS Grover Bell 
アワードを 2014 年に受賞 )、ラグジュアリーヨット、掘削機、超高層ビル、ホテルの内装、高速列車の駅
など、数多くのプロジェクトをリードしてきました。今回の講演では、ED 社が設立した、MAAL コンソー
シアムについてご紹介します。自動車をとりまくこれからの環境を考慮しつつ、MAAL コンソーシアム
は、フル電動の車両（モバイル ラボラトリ プロトタイプ）を作っています。

Michael Robinson
ED Design社  CEO 兼 デザインディレクター

Prof. Dennis Hong
バージニアテック大学 客員教授（機械工学）

UCLA RoMeLa （ロボティクス＆メカニズムラボ） ディレクター 他

自律走行車を実験・開発するための
コンソーシアム

インテリジェント・デザインによる
ロボットの進化

基 調 講 演

MAAL– Mobile Autonomous 
Automobile Laboratory

特別講演 ①

Odin から DARwin まで

特別講演 ②

虎ノ門駅

虎ノ門

特許庁前

西新橋 1
外堀通り

内幸町駅

西新橋

新虎通り

虎ノ門
36森ビル

虎ノ門
37森ビル

新虎通り

愛宕下通り

愛宕神社

新橋駅→

烏森通り

虎ノ門
ヒルズ

南桜公園

日比谷通り

西新橋一丁目

西新橋二丁目

西新橋三丁目虎ノ門
三丁目

虎ノ門二丁目

デニス・ホン （Dennis Hong） 氏は韓国で生まれ、大学在学中に米国に留学しました。2011 年 3 月に
は世界的な講演会「TED コンファレンス」に初めて韓国人講演者として登壇。「視聴障害者が運転できる
車を作る」ことについて講演し、話題となりました。

※セッションの内容は、予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。
通訳あり


