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参加登録・聴講予約受付中！

4年目を迎える今回のDSForumでは、各々の専門性に依らず皆様にお楽しみいただける企画と
して、知的書評合戦・ビブリオバトルを開催いたします。ビブリオバトルは小学生から大人まで、
気軽に楽しめるコミュニケーションゲームです。あなたのお気に入りの一冊を、読書体験をDSForum
で話してみませんか！

ビブリオバトル（知的書評合戦）

本企画は15名程度の少人数制ディスカッション企画です。実現したいことがあって、それに必要な
ピースも揃っているはずなのに、どうすれば実現できるのかわからない…そんなもどかしさを感じ
たことはありませんか？DSForum 2017では、そんな迷えるフォーマル検証ユーザーのためのディ
スカッション企画を用意します。フォーマル初～中級者の方。あなたのお悩みや体験談をお聞かせ
ください。もちろん、今でも使いこなせている！と自負されている方も大歓迎です。

フォーマル検証ディスカッション

現場の困りごとを共有し、明日から使える技術や開発手法を探り、ハード屋＆ソフト屋が議論するこ
とで、新たな知見と技術の可能性を見出します。本企画は、ライトニングトークと実機検証アイディ
アソンの二部構成となっています。ライトニングトークでは開発現場の困りごとを共有し、ハード屋・
ソフト屋のそれぞれの視点で解決方法を議論します。実機検証アイディアソンでは、不具合を仕込
んだFPGAボードを元に、参加者同士で解析手法について議論します。

ハード屋＆ソフト屋 ディスカッション

「エンジニアはどうあるべきなのか？」
「この先、エンジニアとしてどう進むべきなのか？」
先輩エンジニアに「あの時どんなことを悩んだのか。考えたのか。何をしたのか」など、これからの
エンジニアに参考になることを聞いてみましょう。

フリートークセッション
先輩エンジニアに色々聞いてみたい！

www.dsforum.jp

2017年10月13日（金）セミナー スポンサー展示
9：20▶17：30
11：30▶15：30 新横浜国際ホテル

創ろう、拡げよう、設計者ネットワーク
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組み込みソフトウェアも、Linuxを採用して開発されるものが増えています。そのLinuxを使った製品
開発ですが、デバッグやチューニングのために、Linuxカーネル含めたシステム全体の動作を把握
する必要があることも多いと思います。そんな時、みなさんはどんな方法で解析をしていますか？
この企画はLinuxシステム解析について語っていただくことで、解決策を見出していきます。

ソフトウェア企画
Linuxシステム解析について語ろう
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プログラム／タイムテーブル

交流会　17:45▶19:30
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Design Solution Forum 2017実行委員長挨拶
3F 「チェスターハウス」

（株）リコー　木村 貞弘

基調講演　Globalな視点から見たIoT/AI時代の開発と必要なエンジニア
インテル（株） 事業開発・政策推進 ダイレクター　野辺 継男 氏
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【インタビュアー】

コニカミノルタ（株）
河邊 恭 氏

【インタビュイー】

富士ゼロックス（株）
宮下 晴信 氏

京都マイクロコンピュータ（株）
辻 邦彦 氏

3F 「チェスターハウス」

京セラドキュメントソリューションズ（株）
ソフト開発本部 ソフトウェア2統括技術部
第23技術部 SD28課
立山 善貴 氏

どうなん !? SystemC 
～表も裏も全て教えます～

SHコンサルティング（株）
ハードウエア統括本部
本部長
河崎 俊平 氏

Idein（株）
中村 晃一 氏

RISC-V技術と商用化シナリオ

ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン（同）
エバンジェリスト
伊藤 周 氏

Unityを使ったクラウドビジネス展開

ベリフィケーションテクノロジー（株）
事業戦略室 取締役CSO
浜谷 敏行 氏

LSI開発における
機能安全の取り組み

日本シノプシス（同）
ソリューション・グループ
プロセッサ・ソリューション担当
井手野 雅明 氏

RISC-Vベース特定用途向け
プロセッサ（ASIP）開発

日本シノプシス（同）
技術本部 ベリフィケーショングループ
フィールド・アプリケーション・エンジニア
池田 孝 氏

バーチャル・プロトタイピング・ソリューション: 
モデル開発やプロトタイプ構築とその運用

msyksphinz 氏（ハンドルネーム）

（株）ソシオネクスト
SoC設計統括部 フロントエンド設計部
新妻 潤一 氏

PoC起点のシステム開発への変革

Lunch Time Lunch Time

Lunch Time Lunch Time

SmartDV
（株）ネクストリーム フィールド・アプリケーション・エンジニア
守田 直也 氏

全世界No.1の種類を誇る高速・高精度な
検証IPと 超高速検証を実現する
合成可能な検証IP（SimXL）のご紹介

（株）パソナテック
西日本支社 コキュートス・プロダクトマネージャ
夏谷 実 氏

組込み向けDeep Learning 
フレームワークコキュートスのご紹介 
C言語によるVGG16、tiny-YOLOの実装について

キャスレーコンサルティング（株）
企画部研究開発
西形 淳 氏

画像鮮鋭化技術の
適応事例と展望

ザイリンクス（株）
グローバルセールス エンジニアリング本部 
DSPスペシャリスト
ルーウィ ヴァレニャ 氏

reVISIONスタックで実現する
コンピュータービジョン

Intel/Docea
（株）ネクストリーム 代表取締役
川原 常盛 氏

複雑な動作モードをもつシステムの
消費電力を、簡単にモデリング・
解析可能な設計環境IDPAの紹介

学校法人放送大学
名誉教授
黒須 正明 氏

日本シノプシス（同）
ソリューション・グループ
プロセッサ・ソリューション担当
井手野 雅明 氏

北海道大学
大学院情報科学研究科 准教授
高前田 伸也 氏

日本システムウエア（株）
プロダクトソリューション事業本部
デバイスソリューション事業部
野口 達也 氏

CEVA
FAE Manager
SEIICHI HORIE 氏

東京工業大学
工学院情報通信系 准教授
中原 啓貴 氏

Versatile deep learning vision 
platform for mobile, 
surveillance and automotive

2値化ディープラーニングの
学習からFPGA実現までを行う
GUIベース開発環境GUINNESSについて

フォーマル検証で差が出る
ISO 26262認証！！

（株）ブルックマンテクノロジ
カスタム開発本部 第１開発部 部長
赤堀 知行 氏

アナログエンジニア主体のイメージセンサ開発
ベンチャー企業における、オフショア型のインド企業を
利用した初めてのRTL検証サービスの活用事例

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
システム&ベリフィケーション テクノロジーセールスリード ディレクター
夏井 聡 氏

進化したFPGAベース・
プロトタイピング検証プラットフォーム
Protium S1とユニークなソリューション

Codasip Ltd.
EMEA Business Development, Director
Roddy Urquhart 氏

差別化をするならRISC-V

（有）シンビー
鈴木 量三朗 氏

Pythonベースの
高位合成コンパイラ:
PolyphonyによるRISC-Vの実装

ビブリオバトル（知的書評合戦）ソフトウェア企画
Linuxシステム解析について語ろう

ライトニングトーク（14：10～15：10）

フォーマル検証 ディスカッション

フリートークセッション
先輩エンジニアに色々聞いてみたい！

ハード屋＆ソフト屋 ディスカッション 特別セッション
[ワークショップ] reVISIONスタックで
コンピュータービジョンを体験しよう　

藤浪 将 氏

日本ワンスピン・ソリューションズ（株）

フォーマル検証適用拡大に向けた
ルネサスの取り組み

日本シノプシス（同）
ベリフィケーション・グループ
フィールド・アプリケーション・ エンジニア
杉江 誠 氏

メンター・グラフィックス・ジャパン（株） 
Embedded Systems Division 
ビジネスデベロップメントマネージャー
牧野 潔 氏

VC Formal新テクノロジのご紹介 SystemCベースの仮想環境の
効率的な適用方法

アルデック・ジャパン（株）
テクニカル・ダイレクター
宮島 健 氏

HFTおよびHPCに応用される
新世代のFPGAボード

組込みビジョン機器向け
低消費電力CNNベース推論エンジン

（株）テカナリエ
代表取締役
清水 洋治 氏

2017年の10nmチップなど
最新動向

（一財）新システムビジョン研究開発機構 代表理事
東京工業大学 学術国際情報センター 教授
一色 剛 氏

C2RTLフレームワークによる
RISC-VベースSoCモデルの
論理合成とシステム検証

アルゴリズムとハードウェアの
協調設計による
ディープラーニングアクセラレーション

Verilog HDL で記述する 
RISC-V 命令セットの
アウトオブオーダ実行プロセッサ

さわって分かる、
オープンソースプロセッサ
「RISC-V」の世界

Raspberry Pi上での
Deep Learningモデルの高速実行技術

Silexica
（株）ネクストリーム 代表取締役
川原 常盛 氏

ヘテロジニアスなマルチコア向けに、
並列化されたソフトウェアを自動生成可能な、
並列ソフトウェア統合開発環境“SLX”の紹介

Silexicaと高位合成を融合した
新しいデザインフローの提案

エンジニアの設計要件としての
UX(ユーザエクスペリエンス)

ModelBaseDesign手法を用いた
FPGA開発

キャッツ（株）
代表取締役社長
渡辺 政彦 氏

ザイリンクス（株）
マーケティング部 シニアマーケティングマネージャー
神保 直弘 氏

（株）リコー
生産本部 生産技術開発センター
ES設計室 設計１G
登坂 亮 氏

AI技術 × 組込み技術

ルネサスエレクトロニクス（株）
ブロードベースドソリューション事業本部
共通技術開発第二統括部 
周辺回路設計部 技師

ルネサスエレクトロニクス（株）
ブロードベースドソリューション事業本部
共通技術開発第二統括部 
デザインメソドロジ部

酒井 皓太 氏福澤 史隆 氏

三菱電機（株）
名古屋製作所 開発部 ASIC開発センター
専任
大橋 康裕 氏

FA製品開発への
バーチャルプラットフォーム適用事例紹介

ルネサスエレクトロニクス（株）酒井 皓太 氏〈司会〉

メンター・グラフィックス・ジャパン（株）
山本 修作 氏

日本ワンスピン・ソリューションズ（株）
調整中

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
渡口 和信 氏
日本シノプス（同）
野々下 博 氏

日本リアルインテント（株）
神田 和孝 氏〈講師〉

ビブリオバトルは検索エンジンやAmazonの書評欄では見つけにく
い、エンジニアのツボを突く隠れた名著が見つかる可能性があります。
また、若手技術者のプレゼン能力や論理的思考力、自己啓発に対
する意識の向上に役立ちます。

参加者の方と、Linuxを「どう料理したら良いのか？どう料理してい
るのか？」ということを、語り合いたいと思います。
参加資格は問いませんが、Linuxを使った組み込みシステムの開
発・デバッグ経験のある方のご参加をお待ちしております。

開発現場の困りごとを共有し、ハード屋・ソフト屋のそれぞれの視点で
解決方法を議論します。

実機検証アイディアソン（15：10～16：40）
不具合を仕込んだFPGAボードを元に、参加者同士で解析手法について
議論します。

本のテーマ「エンジニアがエンジニアに贈る本
　　　　　  ～この一冊で世界観が変わる！」




