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エッジAIカンファレンス～開発動向と活用事例～
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はじめに
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エッジデバイスで機械学習を行う、いわゆる「エッジAI」への注目が高まって
います。従来、機械学習／ディープラーニングは学習、推論ともにクラウドで行
うことが主流でしたが、リアルタイム処理や、クラウドでの処理の負荷分散、そ
してプライバシーやセキュリティといった点から、エッジAIに対するニーズが
高まっています。

消費電力やチップサイズといった制約から、現在は主に推論のみですが、将来的
には一部の学習も、エッジで行うことが期待され、チップやソフトウェアの開発
が急ピッチで進んでいます。

IoTと組み合わせることで、さまざまなサービス／アプリケーションに応用でき
るエッジAI。本セミナーでは、「エッジAIの基礎知識と導入」をテーマに、
エッジAIの基礎や市場動向、導入事例や導入支援をお伝えします。
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開催概要
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名称 エッジAIカンファレンス

～開発動向と活用事例～

形態 Live Web セミナー（オンラインイベント）

開催期間 2021年3月中旬（開催期間：5～6日間*1）

事前申込数 300名想定

総来場者数 180名想定*2

来場者参加費 無料

主催 アイティメディア株式会社 EE Times Japan／EDN Japan 編集部

想定来場者 組み込み機器・エッジデバイスの開発・設計に携わる方

エッジAIの搭載に関心のある方

告知／集客 EE Times Japan／EDN Japan／MONOistによる告知・集客

*1 開催期間はアーカイブ配信期間を含みます。土日が含まれる可能性があります。

*2 会期期間中のユニーク来場者数の合計になります。
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企画趣旨
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本セミナーは、さまざまなサービス／アプリケーションに応用できるエッジAIの導入・活用を
検討しているエンジニアの方が、エッジAIの市場動向・最新のチップ技術から、導入事例や導入
支援までを学ぶことができ、導入・活用に向けての気づき、ヒントを与えられるセミナーにした
いと考えています。

エッジAI技術・アルゴリズム、エッジAIで使用するセンサーなどのデバイス、エッジAIの導
入支援などを行っている企業様にご協賛いただき、研究・開発・設計職の読者に対して貴社の製
品・ソリューションの特徴や導入事例などを広くPRする場をご用意いたしますので、この機会
に是非ご協賛をご検討ください。

エッジAIの導入・活用を検討しているエンジニアの方へ

想定講師 想定来場者

・エッジAIの市場動向やトレンドについて
講演できる方

・エッジAIチップの最新技術、開発の現状
について知見のある 研究機関・大学の
教授などの方

・組み込み機器・エッジデバイスの開発・
設計に携わる方

・エッジAIの搭載に関心のある方

※講演の打診はこれからになります。講演者は予告なく変更になる可能性があります
ので、ご了承ください。
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メディアの取り組み
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EE Times Japan／EDN Japan編集部では、特集ページを立て、組み込み
AIの要素技術と応用事例の最前線を発信しています。

▼掲載記事
エッジAIこそ日本の“腕の見せどころ”、クラウドとの連携も鍵
https://eetimes.jp/ee/articles/1905/20/news011.html

機械学習とディープラーニング、どちらを使えばいいのか
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2003/12/news018.html

クボタが目指す“完全無人農機”、AI開発にNVIDIAをエンドツーエンドで採用
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2010/08/news044.html

小売店舗が主導するリテールAI、業界横断の取り組みで閉塞状況の打破へ
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2001/15/news055.html

特集ページ
https://eetimes.jp/ee/subtop/features/edgeai/

https://eetimes.jp/ee/articles/1905/20/news011.html
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2003/12/news018.html
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2010/08/news044.html
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2001/15/news055.html
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集客～開催まで
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メルマガやメディア上から誘導

集客 申込 開催

登録サイト エッジAIカンファレンス

月間約332万PV/121万UBを誇る製造業専門メディアで告知集客

登録サイトイメージ図
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開催概要
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時間 初日（Live） 2日目（Live） 3日目以降（アーカイブ）

13:00
｜

13:40
基調講演 特別講演

全講演・セッションを
アーカイブ配信

13:50
｜

14:20
スポンサーセッション1 スポンサーセッション3

14:30
｜

15:00
スポンサーセッション2 スポンサーセッション4

※協賛社数によってタイムテーブルを変更させいただく可能性がありますので、予めご了承ください

初日・2日目は、全ての講演およびセッションをLive配信、3日以降はアーカイブ配信いたします。

セッションへ遷移

イベント開催ページイメージ

・セッション退出時にアンケートURLへ誘導し収集します。
・カタログなどの資料はチャットにURLを記載します。
サンクスメールでも案内いたします。

投影資料

登壇者映像

セッション画面イメージ

チャット機能で、Q&A対応やア
ンケート、資料配布を行えます
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スポンサープラン
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メニュー セッションプラン リストプラン

スポンサーセッション
当日、30分のセッション枠をご提供いたします。会期中登録者にアーカイブ配信を実施致します。

○
Live+アーカイブ配信

ー

スポンサーアンケート
セッション退出時にアンケートURLへ誘導し収集します。

○ ー

全申込者リストのご提供
セミナー全体の申込者の「会社名」「部署名」「役職」「メールアドレス」など、名刺情報をリストにてご提供します。

〇
300件想定

〇
300件想定

自セッションの視聴者データのご提供
自セッションの視聴者の名刺情報に加えて、視聴時間なども確認できます。

〇 ー

事前アンケート結果
申込時に立場や選定状況等を尋ねます。これらの回答内容を付随したデータを後日納品します 。
見込み客の選別やアポイントを取るときの事前情報としてお役立てください。（設問は弊社設定）

○ 〇

スポンサーロゴ掲載
セミナー告知ページに掲示（社名/貴社サイトへのリンク）します。

○ 〇

資料配付
セミナー参加者にチャットでのURL案内、サンクスメールで3点まで提供が可能です。

○ ー

来場アンケート結果・開催報告書
来場者アンケートの集計結果を後日ご提供します。（個人情報は含みません）

○ 〇

￥1,800,000（消費税別） ￥900,000（消費税別）

オプション① PR記事（EE Times Japan Special）
セッションプランにご協賛いただきました場合に限り、タイアップ記事（貴社セッションをフォーカスしたイベントレポート記事も可）を提供いたします。

￥800,000-
（消費税別）

オプション② セッション動画納品
セッションプランにご協賛いただきました場合に限り、セッション動画のmp4ファイルを特別価格で提供いたします。（編集不可）

￥50,000-
（消費税別）

※お申込みが申込締切日以降となった場合、各プランとも上記の申込者/来場者データ数に達しない可能性があります。

※セッションスポンサーが3社未満の場合、実施は見合わせになる可能性があります。また、スポンサー数に応じて

プログラムは適宜変更いたしますのでご了承ください。

お申し込み締切：2020年12月25日（金）
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視聴者のエンゲージメントを高める
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• 視聴者からリアルタイムで受け付け可能です。

• 以下の2パターンで返答できます。

• －届いた質問を読み上げ口頭で回答する

• －テキストで1to1チャットを返す

Q&A / チャット

POLL（投票）

「単一回答」もしくは「複数回答」にてリアルタイムで投票を促せます。
アイスブレイクとして活用したり、必ず聞いておきたいことを投げかけたりと用途は
様々です。集計結果も即時に表示し、講演中の話題にもできます。

POLL投げかけイメージ POLL結果公表イメージ

結果

はい いいえ 不明

※Q&Aやチャット、POLLでの回答結果は、別途回答リストで提供させていただきます。
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開催までのスケジュール（予定）

10

オーダー締切

セッション情報・ロゴ等のご準備（セッションスポンサー）

告知ページ公開／集客開始

セッション資料、アンケート等のご準備

開催日

12/25

1月
中旬

2月
上旬

2月
下旬

3月
中旬

※詳細なスケジュールは、開催日が決定してからとなります。あくまでも目安として参考にしてください。

開催
約1～1.5カ月前

開催
約1週間前
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各種注意事項

※ご出展をご検討いただくのと並行して※
※ご覧いただけますようお願い申し上げます※
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Live Webセミナー ご留意事項

配布資料について
本セミナーでは配布資料としてカタログなどを3点まで、ダウンロードもしくは外部リンクにて配布することが可能です。
・資料形式：PDF、リンクURL

キャンセル料につきまして

申込書受領後のキャンセルは下記のキャンセル料が発生いたします。予めご了承下さい。

・開催日41日前まで ：50％

・開催日40日以内 ：100％

消費税につきまして

消費税は別途申し受けます。

オンラインでのセミナー配信リスクにつきまして
ライブ配信は常にリスクが伴います。以下にリスクを明示するとともに、当社の対策を記載いたしますので、予めご了承のほどよろしくお願いいたします。

●リスク1：インターネット回線およびインターネットサービスプロバイダーにおける障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。直ちにバックアップPCおよびバックアップ回線での配信に切り替えます。

●リスク２：ライブストリーミングプラットフォームにおける障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。 万が一配信プラットフォームが落ちた場合は視聴者にメールにて配信停止のお詫びを送付し、
後日オンデマンド版を案内いたします。

●リスク３：電源障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。バックアップPCから配信停止のお詫びをアナウンスし、後日オンデマンド版をご案内いたします。

●リスク４：機材障害
映像・音声ともに落ちてしまう可能性があります。直ちにバックアップPCおよびバックアップ回線での配信に切り替えます。

●リスク５：視聴側における障害
総視聴数に対する単独（10％以下）の視聴不良はそれぞれの環境に起因する可能性が高いので、問い合わせに対して個別対応いたします。
10件単位で同様の症状がみられる（現場でご報告いただいた）場合は、配信停止のお詫びをアナウンスし、後日オンデマンド版をご案内いたします。
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個人情報データの取り扱いについて
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本イベントの個人情報または個人情報を含むデータの提供に際し、以下の点をご確認下さい。

1. （データ授受手続き）

提供する個人情報または個人情報を含むデータ（以下「個人データ」という）を受け渡しの際は「個人情報受領書」に署名をいただきます。

2. （利用目的の制限）

個人データは当該イベントに関連した貴社製品／サービスの情報提供に限定してご利用下さい。

本利用目的以外で当該個人データを利用される場合は、貴社の責任において、個人情報の情報主体に対し新たな利用目的を事前通知し同意を得ることをお願い申し上げます。

3. （問合せ先、個人情報変更／削除方法の明示）

個人データを元に情報提供する際は、必ず「貴社内の連絡先」「個人データ収集元となったイベント名」および「個人データの変更、削除、情報提供の停止方法」を

明示してください。

4. （管理責任者）

個人データについては管理の責任者を定めご利用下さい。

5. （安全保管）

個人データの記録媒体を紛失・流出等から保護するように安全管理をお願いいたします。

6. （再提供）

本個人データの再提供は原則として行わないで下さい。再提供が必要な場合は事前に情報主体の承諾を得た上でご利用下さい。

7. （委託）

貴社で、個人データを業務委託する際には委託先の監督をお願いいたします。

8. （苦情の解決）

貴社による利用により、情報主体から苦情が寄せられた場合、その解決は貴社側で解決いただきますようお願い申し上げます。

また、弊社に苦情が寄せられた場合、貴社にその解決をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

9. （損害の賠償）

貴社による利用が情報主体の権利を侵害したという理由で、貴社が情報主体から損害賠償を請求された場合、弊社での責任は負いかねます。あらかじめご了承下さい。
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参考情報
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オンラインでの情報収集が浸透
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Q. ご自身のお仕事・業務に関するオンライン
セミナーを受講したことはありますか？

Q. 今回、セミナーをライブ配信で開催いたしました。
今後開催するとしたら、どちらに参加したいですか？

2020年6月に開催した製造業×品質セミナーの主催者アンケート結果より抜粋 2020年6月に開催した電源セミナーの主催者アンケート結果より抜粋

フィジカルの意識が強かった製造業でも

オンラインでの情報収集が浸透しています

2020年6月に弊社主催で実施した製造業向けオンラインセミナーのアンケート結果

86%
オンラインセミナーの受講経験あり

98%
オンラインセミナーへの参加に意欲的
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アイティメディア株式会社 営業本部

TEL： 03-6893-2247／2248

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル12/13F

ご検討のほどよろしくお願いいたします


