第10回

国際カーエレクトロニクス技術展
に出展致します

会

期

2018 年1月17日 水 〜19 日 金

会

場

東京ビッグサイト（東5ホール）

ブースNo.
E51-48

ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください

ご提案ソリューション

開発環境ソリューション
Be a 未来-Creator as Your Partner

車載ソリューション

〜クルマづくりにおけるベストソリューションを提案します〜

製造ソリューション
IoTソリューション
貴社への詳細なご提案を
準備させていただきますので、
事前にご来場日時と内容等を弊社担当営業に
お知らせいただければ幸いです。

弊社ブース位置

東5ホール E51-48

ブースイメージ

クルマ作りを支える、
「開発」
「 車載」
「 製 造」
「 IoT」の
トータルソリューションを
ご 提 案 致します

出展社による製品・
技術セミナー
日

時

受講無料（事前申込不要）
※受講を希望される方は直接会場へお越し下さい。
<詳細は当日会場、
会場案内図でご確認下さい＞

1月17日（水）15:00〜16:00

「車載向け次世代メモリの展望」

マイクロンテクノロジー

日

時

1月18日（木）13:40〜14:40

「AUTOSARの動向と
Julinar SPFの概要」APTJ株式会社
APTJ株式会社

代表取締役会長・CTO
高田広章 博士

出展ソリューション
開発ソリューション

車載ソリューション

◆車載LANいろいろ

◆AUTOSAR

◆バーチャルECU

◆超小型グラフィックLSI

◆ADAS/自動運転シミュレータ

◆AGL（Automotive Grade Linux）
◆イメージングソリューション
◆見やすいディスプレイ

製造ソリューション

◆自動運転/ADAS向け高速メモリ

◆レーザ微細加工
◆次世代電子ミシン
◆協働ロボットによる自動化提案

IoTソリューション

◆Deep Learningベースの画像解析

◆IoTセンサゲートウェイ

◆生産ライン稼働監視/分析システム

◆モニタリングシステム

◆振動計測/分析支援システム

◆RFID方向検知システム

◆円筒内面検査カメラ

◆電子ペーパー付RFIDタグシステム
◆RFIDクラウドシステム

ご協力パートナー
Ability Enterprise Co. Ltd.

株式会社アドバンスド・データ・コントロールズ

ビデオテクニカ株式会社

APTJ株式会社

株式会社ヴィッツ

マイクロンテクノロジー

ASTC株式会社

株式会社エデックリンセイシステム

三菱ケミカル株式会社

GEO Semiconductor Inc.

カンタムエレクトロニクス株式会社

三菱電機株式会社

Impinj, Inc.

コグネックス株式会社

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社

ON

Semiconductor®

株式会社サニー技研

三菱電機システムサービス株式会社

Ubiik

匠ソリューションズ株式会社

名菱テクニカ株式会社

VIA Technologies, Inc.

日本電気株式会社

ルネサスエレクトロニクス株式会社
（五十音順）

〈お問合せは弊社担当営業までお願いします〉

ソリューション事業本部 ソリューション事業開発統括部
TEL：03-5396-6220
E-mail：ryoden.automotive@mgw.ryoden.co.jp
〒170-8448 東京都豊島区東池袋 3-15-15

開発ソリューション
バーチャルECU

－仮想プロトタイピングー

当社のECU仮想化技術で
課題を解決致します！
○ ASTC製マイコンシミュレータVLABを
用いた仮想ECU環境構築を作成し、
実製品コードを使った事前動作確認が
可能。
・仮想ECU環境
PC1台で動作する御社実システム
相当のシミュレータ環境構築を
開発サポート可能。

○ VLAB環境にて実機で困難だったデバッグ、
テスト環境構築を可能にし、開発効率をUp

車載LANソリューション（AUTOSAR対応）
 車載LANネットワークの『ワンストップソリューション』
 導入後、即時評価が可能 ＋ サポートも充実 !!
＜ワンストップソリューション＞




評価ボード作成
AUTOSAR対応ソフト開発サポート
計測用モニターツールの販売＆作成

＜AUTOSAR対応＞



Julinar（APTJ製）
CioRy（サニー技研製）

ADAS ／自動運転シミュレータ
●車両モデル、道路モデル、車内モニタ画像、天候環境など様々な
環境条件、認識対象をシミュレータで実現。実走行データから超
リアルなＣＧ画像作成も可能
●センサを含めたセンサから先の車外環境を仮想化（モデリング）
し、実ECUとつなげて評価も可能。

車両モデル等イメージ例

ドライバモニタ用近赤外線画像イメージ例

仮想道路モデルイメージ例

超リアルＣＧでの走行シミュレータ
環境作成イメージ例

車載ソリューション
小型BSWからフルスタックのAUTOSARを紹介
AUTOSAR ソリューション（Julinar）

提供予定モジュール
◆提供予定時期：
2018年9月より

Julinarの特徴
1. AUTOSAR仕様に忠実な設計
2. 名古屋大学の研究成果に裏打ちされたリアルタイムOS技術
3.「共同開発サプライヤ」との共同開発
4. 機能安全「ASIL D」対応
お客様のストーリーにフィットする
確かな技術に裏打ちされた
AUTOSAR準拠の
車載ソフトウェアプラットフォーム *
* ベーシックソフトウェアモジュールおよびRTEジェネレータ

AUTOSAR ソリューション（Ciory）
AUTOSAR準拠オールインワンフレームワーク


オールインワンフレームワーク
 スマートコンフィギュレータ
 MCALも含めた小型BSW



対応MCU（2017年8月時点）
 RL78/F13、RL78/F14
 RH850/F1L、RH850/F1K



対応通信ミドル
 CAN、CAN-FD、LIN、CXPI

Renesas/R-CARを使ったAGLサポートソリューション
◆
◆
◆

ドライバーモニター評価ソリューション
視線角度：
X： 70
Y：-10
視線検知率
１０％

視線角度：
X：-30
Y：-40
視線検知率
７０％

◆ ドライバーモニター技術
・ドライバーの顔認識機能
・ドライバーの視線方向検知機能
◆近赤外線２波長撮影カメラシステム

Lens

Camera module
Image Sensor
ON Semi

LVDS
Conversion
board

Zed Board

SoC：XC72020
FPGA

Cortex-A9

PC
/ ECU

NIR-LED

Ability 5102

生体センサーカメラソリューション
◆ カメラ撮影による非接触心拍数推定技術

カメラ映像から脈波情報抽出
・遠隔、非接触方式
・血中ヘモグロビンが周辺光の緑成分を吸収
→映像信号のG信号を利用

◆ 非接触心拍数推定システム
ON Semi
Demo Board

76

追
従

イメージ図

ON Semi MARS
Image Sensor
ON Semi

78

◆非接触心拍数推定応用例
PC

モスアイ型反射防止フィルム

・心拍変動により眠気検知→警告音
・急激な体調不良を検知→路肩へ自動停車
etc･ ･ ･

製造ソリューション
ディープラーニング『ViDi SUITE』による画像解析
専門知識の要らないディープラーニング画像処理
これまで実現できなかった目視検査の自動化を
実現する画期的な工業用画像処理ソフト

革新

ディープラーニングでこれまで出来なかった検査を実現

手軽

ディープラーニングの専門知識が不要

簡単

自己学習可能→画像処理技術者が必要ない
● 直感的で簡単な操作性
● 少ない枚数の画像で学習が可能
● 工業用画像分析に最適化

用途に合わせた3つのツールを
組合わせ最適な検査を構築

Bad

レーザ微細加工
レーザを使用した表面改質（クリーニング、ブラストの置換、酸化膜除去等）の提案
レーザクリーニング
●現状のデメリット

ブラスト
●現状のデメリット

●レーザを使用するメリット

●レーザを使用するメリット

・不要な部分まで洗浄
・洗浄液の廃棄が必要

・溶接個所だけ脱脂洗浄
・洗浄液が不要、廃棄も無し
・ランニングコストが安い

●ターゲット

・自動車部品の溶接前洗浄

レーザ照射

・粉の管理が面倒
・消耗品がある

・消耗品が無い
・任意のレイアウトの加工が可能
●ターゲット
・塗装前表面処理

協働ロボットと産業用ロボットの共同作業による自動化
人手不足（省人化）などのテーマに対して、産業用ロボットと
協同ロボットを組み合わせた自動化イメージをご提案
産業用ロボットでピッキング・仕分けされたワークを、AGVに
搭載した協働ロボットで搬送する。
（工場内で協働ロボットがAGV走行するイメージ）

溶接嵌合部を
狙い撃ち

次世代電子ミシン
世界最高レベルの縫製能力、機能性能を備えた次世代電子ミシン。
生産性向上・縫製効果・充実した通信機能で、
車載品（カーシート、エアバック）に最適。
① 中押さえの新モーション制御により最適な生地押さえを実現
② 使いやすさを追求したディジタルテンションにより曲線縫い
でも自動で最適テンションの設定可能
③ 三菱e-F@ctoryとの親和性により、工場の見える化を実現

生産管理システムによる生産性向上
◆ 生産ラインの稼働状況を監視し
リアルタイムで表示します

アンドン表示（監視/予実管理）

◆ 監視データを分析し稼働率向上
や品質向上につなげます

振動計測 IoTによる予防保全
生産設備において劣化トラブルの要因となるベアリング傷、
アンバランス（偏振）、ミスアライメント（カップリング）、
軸受けの損傷、歯車の歯欠けや面振れなどの要因を特定する
には、一般的な“電流値解析”では難しく、専用の計測器が
必要でした。
本システムでは汎用のFA機器と加速度センサー等を組み
合わせ“機械端の振動解析“を実現し、トラブルの予兆診断や
原因解析をサポートします。

円筒内面の部品検査システム
◆ 得意とする画像処理技術を用いた、ワーク内面の撮像ユニット
◆ 円筒状部品の内面キズ、 打痕、異物などの検査に
◆ 光学、駆動部、撮像、取り込み、画像合成ソフトウェアをワン
パッケージとし、組込み装置への導入も簡単

「Miranda-VR」（信号収集/映像分析）

IoTソリューション
RFID容器管理システム（クラウド対応）

クラウド
管理部門

物流拠点

◆ パレット、コンテナ、金属容器など取引先との間で使用
しているリターナブル容器にRFIDタグを貼付し、容器の
所在、滞留、履歴、紛失を抑止します。
◆ クラウドシステムによりブラウザで状況を把握すること
が可能になります。

SIM

IoTルー
ター
RFIDアンテナ
RFIDリーダー

PCレスも可能（無人）

IoTエッジコンピューティング（センサーゲートウエイ）

参考出品

◆ IoTに於いて上流から下流までシームレスにソリューションを提供できること、当社扱いH/Wとソフトの融合
◆ 下流においては、ARMコアCPUボードにおけるLinuxの活用

21.5型ﾀｯﾁﾓﾆﾀ（Nextech）×2台

◆ 上流においては、クラウドを活用したデータ処理、HTML化した見せ方
◆ 実際に顧客に販売した、工場向けサイネージ製品の、より有効な活用方法の提案
DVI(映像）
USB(ﾀｯﾁ）

3G/LTE
DVI(映像）
USB(ﾀｯﾁ）

3G/LTE通信カード（MiniPCI）

※原則当社扱いの製品を用いていますが、
弊社のソリューション技術の展示であり、
付帯的なシステム商品ではありません

ZE7000(PHiStek)

Cloud
STM32F446RE

NEC振動ｾﾝｻ
（3軸同時処理）

※Ethenetﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ・
ｱﾀﾞﾌﾟﾀを用いた遠隔ﾓﾆﾀ
Ethernet（Max100m)

GateWay（VAB630/VIA Technologeis)

クラウド処理・
HTMLサーバ

エッジコンピューティング（含むGateWay）

WidowsIPC（EPC-BUY/AValue）

ブラウザによる見える化（製造工場向けサイネージ）

モニタリングシステム
１．ビデオマネージメントシステムとPLCを簡単に接続

NXWITNESS製ビデオマネージメントシステムのAPIを活用することで、
PLC等の工場内機器と簡単に接続し、カメラ映像と工場内データを同時
に見ることを可能にしました

ロボット

センサー

PLC

作業エリアへの入退管理

監視カメラ

パトライト

２．異常時の映像・データを即時に再生

機器の異常情報とNXWITNESS製ビデオマネージメントシステムを連携
することにより、異常時の映像・データを容易に確認することを可能に
しました

工場内
データ

サーバー

カメラ

ＰＣ画面
モニター

電子ペーパー内蔵RFIDタグ
◆ RFIDタグで頻繁に書き換えた情報の可視化（見える化）
が可能になります。
◆ RFIDが内蔵された電子ペーパーを活用することで、
工程管理（試験結果、次工程、担当者の表示など）への
活用をご提案します。

◆ 製造現場、作業現場、危険管理エリアへの入退場を、
RFIDタグで管理します。
◆ 台車などのモノにRFIDタグを装着することで入出庫
管理にも適用可能です。
メリット：
・タッチすることなくハンズフリーで読取をします。
・双方向同時で方向を自動検出。
・RFIDタグはパッシブタイプで電池不要。

用途：
・工程管理
・ピッキング

