
カンファレンスカンファレンス
HiQOS （High Quality Open Source）に向けて

TOPPERS

タワーホール船堀　
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/shisetsu/bunka/bunka1.html
〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1 ／ TEL：03-5676-2111

　 9:30－　 　　  受付開始

　10:00　　　　 　開会挨拶

　10:00－11:50　　「未定」
　　　　　　　　　　　高田 広章（TOPPERSプロジェクト会長／名古屋大学）
　11:50－13:00　　昼　食
　　　　　　　　　　　　　※午後は二つの会場でセッションがあります。
　　　　　　　　　　　　　　チュートリアルセッションの各講演は先着70名様に限り聴講いただけます。
　　　　　　　　　　　　　　チュートリアルセッション聴講希望の方は参加お申し込み時にお選び下さい。
　　　　　　　　　　　　　　オーバービューセッションの方はもれなく聴講いただけます。

　　［セッションⅠ：オーバービュー］会場：瑞雲
　　　　13:00－13:40　「TOPPERS採用製品開発のためのオープンソース統合開発環境」
　　　　　　　　　　　　　邑中 雅樹（(資)もなみソフトウェア）
　　　　13:40－14:20　「マルチプロセッサに対するTOPPERSプロジェクトでの取り組み」
　　　　　　　　　　　　　本田 晋也（名古屋大学）
    　　  14:20－14:30   休　憩
　　　　14:30－14:55　「未定」
　　　　　　　　　　　　　未定
　　　　14:55－15:20　「組込みソフトウェア教育におけるTOPPERSの使い方」
　　　　　　　　　　　　　山本 雅基（名古屋大学）
  　　　15:20－15:50  「未定」
　　　　　　　　　　　　　古山 寛一（東大阪宇宙開発協同組合 SOHLA技術開発グループ）

　　［セッションⅡ：チュートリアル］会場：蓬莱　
　　　　13:00－14:20　「TOPPERSカーネルベースのOSに求められる品質とその検証方法」
　　　　　　　　　　　　　渡辺 雄一（(株)エーアイコーポレーション）
　　　　14:20－14:30   休　憩
　　　　14:30－15:50　「FlexRay通信ミドルウェアの解説と活用事例紹介」
　　　　　　　　　　　　　服部 博行（(株)ヴィッツ）

　15:50－17:00　　TOPPERSプロジェクト会員企業による製品展示

　17:00－18:00 　「数理的技法のフィールドワーク」
                 　　 木下 佳樹 (産業技術総合研究所 システム検証研究センター）
　18:00－18:10　　休　憩

  18:10　 　　　　開　会
　　　　　　　　　　・来賓祝辞、乾杯、歓談(飲食)
  　　　　　　  　　・ライトニング・トーク(Lightning Talk）
　　　　　　　　　　　　カンファレンス参加者の中から１０人程度発表者を予め募集し、
　　　　　　　　　　　　５分間の問答無用の時間制限で次々に自己主張を展開していきます。
　  　　　　　　　　・TOPPERS of the Year 発表
　　　　　　　　　　　　過去１年間の活動を振り返り、最もインパクトのあった 活動を表彰！
　　　　　　　　　　・お楽しみ抽選会
　20：30　 　　   閉　会

懇親会 ＆ ミニ展示 会場：平安

2006
10:00－20:30（9:30受付開始）日 時

会 場 タワーホール船堀

2006年5月26日（金）

（東京都江戸川区船堀 4-1-1）

後 援　　社団法人 組込みシステム技術協会主 催　　NPO法人 TOPPERSプロジェクト 

開催のご案内 定員

参加費

参加申込

140名（先着順にて受付）

会　員：10,000円
非会員：15,000円
学　生：  5,000円

 　http://www.toppers.jp/conference2006.html

事前登録が必要となりますので、
下記ホームページからお申し込
みください。

支払方法
　申し込みを受け付けましたら、
折り返しメールにてお支払方法
をお知らせしますので、期日まで
に指定口座にお振込みください

（振込手数料はご負担願います）。
なお、入金された参加費は欠席さ
れても原則として返金いたしま
せんのでご了承ください。　

問い合わせ先
TOPPERSプロジェクト事務局（担当：真鍋）
〒103-0007 
　東京都中央区日本橋浜町1-8-12
　東実年金会館8F（社）組込みシステム技術協会内
　　　TEL & FAX : 03-3865-5616
　　　E-Mail : secretariat@toppers.jp
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会場のご案内

交通のご案内

・地下鉄都営新宿線船堀駅北口から徒歩1分
・JR総武線新小岩駅からバス25分船堀駅前バス停下車
・地下鉄東西線西葛西駅からバス20分船堀駅前バス停下車 

　TOPPERS プロジェクトでは会
員の皆様、TOPPERS にご興味を
お持ちの方々にプロジェクトの成
果や会員が関係する技術・商品・
普及活動の最新動向をお知らせす
る場として「TOPPERS カンファ
レンス」を毎年開催しています。
　第3回を迎える本カンファレン
スのテーマは、「HiQOS(High 
Quality Open Source)」です。
Open SourceかつHigh QualityなRTOSの探求を意図し
ています。昨年（第 2 回）のカンファレンスにおける自
由な議論（曼荼羅セッション）を経て、TOPPERSプロジェ
クトの運営委員で継続的に議論し、たどりついたコンセ
プトを端的に表した言葉です。これまでありそうで実際
には無かった新たなRTOSワールドの創造を予感するキャッ
チで TOPPERS プロジェクトの存在価値・目指すべき方
向性が一言で表現されています。
　この機会に是非カンファレンスにご参加いただき、
NPO 法人設立から 3 年を経て、益々存在感を増す
TOPPERSプロジェクトを実感していただければ幸いです。

TOPPERSカンファレンス
2005の様子

（敬称略）

基調講演 会場：瑞雲

ミニ展示 会場：平安

特別講演 会場：瑞雲

※同日、同会場でTOPPERSプロジェクト通常総会が開催されます。
　　TOPPERSプロジェクト通常総会　会場：蓬莱
　　　 15:50　　　   総会受付開始
　　　 16:10－17:00  TOPPERSプロジェクト通常総会

TOPPERS カンファレンス2006 プログラムTOPPERS カンファレンス2006 プログラム

カンファレンスプログラムカンファレンスプログラム
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　 9:30－　 　　  受付開始

　10:00�� 　開会挨拶

　10:00－11:50    「High Quality Open Sourceの実現に向けて －TOPPERS新世代カーネルの概要－」
　　　　　　　　　　高田 広章（TOPPERSプロジェクト会長／名古屋大学）

　11:50－13:00�　休   憩
　　　　　　　　　　　　　※午後は二つの会場でセッションがあります。
　　　　　　　　　　　　　　チュートリアルセッションは席数（約70名）に限りがあります。

　　［セッションⅠ：オーバービュー］会場：瑞雲
　　　　13:00－13:40　「TOPPERS採用製品開発のためのオープンソース統合開発環境」
　　　　　　　　　　　　　邑中 雅樹（(資)もなみソフトウェア）
　　　　13:40－14:20　「マルチプロセッサに対するTOPPERSプロジェクトでの取り組み」
　　　　　　　　　　　　　本田 晋也（名古屋大学）
    　　  14:20－14:30   休　憩
　　　　14:30－14:55　「ロボット教材・雑誌付録基板へのTOPPERS実装・
� � � 　組込ハード＆ソフト研究会・土日システム開発部・キャリア教育」
　　　　　　　　　　　　　江崎 雅康（(株)イーエスピー企画）
　　　　14:55－15:20　「組込みソフトウェア教育におけるTOPPERSの使い方」
　　　　　　　　　　　　　山本 雅基（名古屋大学）
  　　　 15:20－15:50   「町工場発・小型人工衛星におけるTOPPERSの活用と人材の相互育成」
　　　　　　　　　　　　　古山 寛一（東大阪宇宙開発協同組合 SOHLA技術開発グループ）

　　［セッションⅡ：チュートリアル］会場：蓬莱　
　　　　13:00－14:20　「TOPPERSカーネルベースのOSに求められる品質とその検証方法」
　　　　　　　　　　　　　渡辺 雄一（(株)エーアイコーポレーション）
　　　　14:20－14:30   休　憩
　　　　14:30－15:50　「FlexRay通信ミドルウェアの解説と活用事例紹介」
　　　　　　　　　　　　　服部 博行（(株)ヴィッツ）

　15:50－17:00　　TOPPERSプロジェクト会員企業による製品展示

　17:00－18:00 　「数理的技法のフィールドワーク」
                 　　 　　木下 佳樹 (産業技術総合研究所 システム検証研究センター）
　18:00－18:10　　休　憩

   18:10�� 開　会
� � 　・来賓祝辞、乾杯、歓談
 � � 　・ライトニング・トーク(Lightning Talks）
� � � カンファレンス参加者の中から１０人程度発表者を予め募集し、
� � � ５分間の問答無用の時間制限で次々に自己主張を展開していきます。
� � 　・TOPPERS of the Year 発表
� � � 過去１年間の活動を振り返り、最もインパクトのあった活動を表彰！
� � 　・お楽しみ抽選会
　 20：30� 閉　会

懇親会 ＆ ミニ展示 会場：平安

（敬称略）

基調講演 会場：瑞雲

ミニ展示 会場：平安

特別講演 会場：瑞雲

※同日、同会場でTOPPERSプロジェクト通常総会が開催されます。
　　TOPPERSプロジェクト通常総会　会場：蓬莱
　　　 15:50� � 総会受付開始
　　　 16:10－17:00� TOPPERSプロジェクト通常総会

TOPPERSカンファレンス2006プログラムTOPPERSカンファレンス2006プログラム

カンファレンスプログラムカンファレンスプログラム 敬称略


