2020年度 オンラインセミナー【Edgecross活用セミナー】日程
全体概要はこちらも参照下さい。
タイトル

はじめて聞くEdgecross
(データモデル編）

概要

これからはじめて「Edgecross」に触れる方や、
今後Edgecrossの活用を検討される方向けに、
業種 ： 製造業一般
「Edgecross」の概要やEdgecrossを活用した『データ 職種 ： 製造業の生産技術者・IT技術者
モデル管理』などをハンズオンも交えてご紹介するセミナーで
SI/SE、S/W ベンダーの開発者
す。
機械メーカの S/W 開発者など
１．内容
①Edgecrossの全体概要・事例
②Edgecross基本ソフトウェア
（データモデル管理）の操作（ハンズオン）

Edgecrossの活用応用
(Supported by サイレックス・テクノロジー
（株））

「会員企業」連携
Edgecrossの活用応用

対象者

講演者

業種 ： 製造業一般
会員企業のEdgecross認定製品・ソリューションを用いた
職種 ： 製造業の生産技術者・IT技術者
Edgeccrossの活用例・方法を会員企業と共に紹介する
SI/SE、S/W ベンダーの開発者
セミナーです。
機械メーカの S/W 開発者など

申込み

ステータス

20年10月27日（金）13:30-14:10

こちらをクリック

申込み受付中

20年11月18日（水）13:30-14:10

こちらをクリック

申込み受付中

20年12月17日（木）13:30-14:10

こちらをクリック

申込み受付中

21年1月20日（水）13:30-14:10

こちらをクリック

申込み受付中

21年2月17日（水）13:30-14:10

こちらをクリック

申込み受付中

21年3月17日（水）13:30-14:10

こちらをクリック

申込み受付中

20年10月9日（金）15:00-15:40

こちらをクリック

申込み受付中

(一社）Edgecrossコンソーシアム

その他 ： これからはじめて「Edgecross」に
触れる方、今後Edgecrossの
活用を検討される方

データの収集・整理を容易にするEdgecrossの概要・事
例紹介と共に、サイレックス・テクノロジー様から、導入済み
/構築中のEdgecrossシステムに新旧様々な工作機械
業種 ： 製造業一般
の接続を容易にし、上位システムを一元化することを可能と
職種 ： 製造業の生産技術者・IT技術者、
するEdgecrossエコシステム・ソリューションに登録された
SI/SE
FBR-100ANをご紹介するセミナーです。
IT・S/W ベンダーの開発者
機械メーカの S/W 開発者、
１．内容
機器メーカの開発者など
①Edgecrossの概要・事例の紹介
その他： PLCベース装置だけでなく、
【Edgecrossコンソーシアム】
工作機械データの利活用方法を
②FBR-100ANを利用した、工作機械・CNCの
知りたい方
Edgecrossシステムへの接続と導入事例
のご紹介
【サイレックス・テクノロジー】

開講日時

参加料

定員

無料

定員：50名/回
先着順となります。

無料

定員：50名/回
先着順となります。

(一社）Edgecrossコンソーシアム
サイレックス・テクノロジー（株）

20年10月15日（木）15:00-15:40

Edgecrossコンソーシアム
会員企業
＊近日公開予定

こちらをクリック

申込み受付中

定員：50名/回
先着順となります。

＊近日案内開始予定（セミナー自体は6月～毎月開催予定）

＊予告なく追加・変更する場合があります。

2020年度上期

はじめて聞くEdgecross
(リアルタイムフローマネージャー編）

これからはじめて「Edgecross」に触れる方や、
今後Edgecrossの活用を検討される方向けに、
業種 ： 製造業一般
「Edgecross」の概要やEdgecross基本S/W『リアルタ 職種 ： 製造業の生産技術者・IT技術者
イムフローマネージャー』の操作方法などを
SI/SE、S/W ベンダーの開発者
ハンズオンも交えてご紹介するセミナーです。
機械メーカの S/W 開発者など
１．内容
①Edgecrossの全体概要・事例
②Edgecross基本ソフトウェアの操作
（ハンズオン）

はじめて聞くEdgecross
(セキュリティガイド編)

Edgecrossの概要・事例紹介と共に、
手軽にIoTシステムを構築できるアイ・エル・シー様の
Edgecross導入検討用キット「PoC Kit for
Edgecross」のデモを交えたご紹介をさせて頂く
セミナーです。
Edgecrossの活用応用
(Supported by （株）アイ・エル・シー）

１．内容
①Edgecrossの概要・事例の紹介
【Edgecrossコンソーシアム】
②Edgecross導入検討用キット
（PoC Kit for Edgecross）のご紹介
【アイ・エル・シー】

Edgecrossの概要・事例紹介と共に、富士通様の
「COLMINA」のご紹介も交え『ものづくり全体最適化に
むけた』データ利活用についてご紹介するセミナーです。
Edgecrossの活用応用
(Supported by

富士通（株））

Edgecrossの活用応用
(Supported by 三菱電機（株））

１．内容
①Edgecrossの概要・事例の紹介
【Edgecrossコンソーシアム】
②Edgecross × COLMINAの連携
により実現するものづくり全体最適化
【富士通(株)】

業種 ： 製造業一般
職種 ： 製造業の生産技術者・IT技術者、
SI/SE
IT・S/W ベンダーの開発者
機械メーカの S/W 開発者、
機器メーカの開発者など
その他： IoT活用の始め方・
取っ掛かりを知りたい方

業種 ： 製造業一般
職種 ： 製造業の生産技術者・IT技術者、
SI/SE
IT・S/W ベンダーの開発者
機械メーカの S/W 開発者 など
その他： ものづくり全体最適化にむけた、
データ利活用を知りたい方

データの収集・整理を容易にするEdgecrossの概要・事
例紹介と共に、三菱電機様の現場主体でデータ活用が可
業種 ： 製造業一般
能な方法を、実際の改善事例と共にについて、ご紹介する
セミナーです。
職種 ： 製造業の生産技術者・IT技術者、
SI/SE
１．内容
IT・S/W ベンダーの開発者
①Edgecrossの概要・事例の紹介
機械メーカの S/W 開発者 など
【Edgecrossコンソーシアム】
②Edgecrossでできるデータ活用
その他： データ利活用の方法を知りたい方
（現場改善事例紹介）
【三菱電機(株)】

データの収集・整理を容易にするEdgecrossの概要・事
例紹介と共に、日本マイクロソフト様から、Edgecrossと
連携した生産現場でのデータ活用・
AI技術適用をご紹介いたします。
Edgecrossの活用応用
１．内容
(Supported by 日本マイクロソフト（株））
①Edgecrossの概要・事例の紹介
【Edgecrossコンソーシアム】
②Microsoftの製造業へのアプローチと
Edgecross連携の取り組み
【日本マイクロソフト(株)】

ー

終了

20年5月29日（金）13:30-14:10

ー

終了

20年6月17日（水）13:30-14:10

ー

終了

20年7月15日（水）13:30-14:10

ー

終了

20年8月19日（水）13:30-14:10

ー

終了

20年9月16日（水）13:30-14:10

ー

終了

20年8月27日（木）14:00-14:40

ー

終了

20年6月18日（木）15:00-15:40

ー

終了

(一社）Edgecrossコンソーシアム

その他 ： これからはじめて「Edgecross」に
触れる方、今後Edgecrossの
活用を検討される方

Edgecrossを用いたシステムを構築する際、安全・安心を
確保するために考慮すべきセキュリティのポイントをハード
ウェア/OS、セキュリティソフトウェア、Edgecross基本ソ 業種 ： 製造業一般
フトウェア、ネットワーク観点でご紹介するセミナーです。
職種 ： 製造業の生産技術者・IT技術者
SI/SE、
１．内容
S/W ベンダーの開発者
1）制御システムのセキュリティインシデント事例
機械メーカの S/W 開発者
2）ユーザ向けセキュリティガイドラインの紹介
＊特に「Edgecrossシステムの管理者」
①Edgecrossのセキュリティ脅威
「Edgecrossシステムの運用者」
②Edgecross構築時のセキュリティ対策
③Edgecross運用時のセキュリティ対策

20年5月22日（金）13:30-14:10

(一社）Edgecrossコンソーシアム

無料

定員：50名/回
先着順となります。

無料

定員：50名/回
先着順となります。

無料

定員：50名/回
先着順となります。

無料

定員：50名/回
先着順となります。

無料

定員：50名/回
先着順となります。

無料

定員：50名/回
先着順となります。

(一社）Edgecrossコンソーシアム
（株）アイ・エル・シー
20年6月25日（木）15:00-15:40

ー

終了

20年7月9日（木）15:00-15:40

ー

終了

(一社）Edgecrossコンソーシアム
富士通（株）
20年7月16日（木）15:00-15:40

ー

終了

20年8月20日（木）15:00-15:40

ー

終了

(一社）Edgecrossコンソーシアム
三菱電機（株）
20年8月26日（水）15:00-15:40

ー

終了

20年9月10日（木）15:00-15:40

ー

終了

業種 ： 製造業一般
職種 ： 製造業の生産技術者・IT技術者、
SI/SE
IT・S/W ベンダーの開発者
機械メーカの S/W 開発者 など
その他： データ利活用・AI適用の方法を
知りたい方

(一社）Edgecrossコンソーシアム
日本マイクロソフト（株）

20年9月24日（木）15:00-15:40

ー

終了

