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PPM向け HxGN LIVE JAPAN 2019 プログラム 
2019年 9月 11日(水)  東京コンファレンスセンター・品川 
 
午前のセッション 
開始時間 大ホール 
9:50 [A1] ご挨拶  日本インターグラフ株式会社 社長 清田 隆範 
10:00 [A2] ご挨拶  インターグラフユーザー会 会長 日揮株式会社 井上 胤康 様 
10:10 [A3] HxGN LIVE 2019 ハイライト  日揮株式会社 IT グランドプラン 2030 パイロットチーム 嘉山 陽一 様 
10:50 休憩 
11:00 [A4] 基調講演：設備の健全性管理（Mechanical Integrity：MI）のための情報統合 

東京工業大学 准教授 物質理工学院 応用化学系 渕野 哲郎 様 
11:50 [A5] グローバルサポートについて 日本インターグラフ株式会社 上野 栄一 
 

ランチセッション：会場は当日ご案内します。ランチセッション参加者には昼食をご用意します。 
時間 株式会社アルモニコス 株式会社 日本 HP 株式会社富士テクニカルリサーチ 

12:10  
❘ 

12:40 

[B1] 点群処理ソフト 「ClassNK-
PEERLESS」で、簡単にモデル化！ 
株式会社アルモニコス 
宮崎 祐樹 様 

[B2] 設計者のコラボレーションを加速する
HP のワークステーション 
株式会社 日本 HP 
島﨑 さくら 様 

[B3] プラントエンジニアリング向けの 
3次元レーザー計測データ活用について 
株式会社富士テクニカルリサーチ 
北村 友一 様 
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午後のセッション：5F 
開始時間 大ホール A 大ホール B 501 
13:00  [C1] 運転管理システム j5 のご紹介 

日本インターグラフ株式会社 
三田村 知行 

[D1] EYECAD最新情報とロードマップ 
日本インターグラフ株式会社 
畑仲 直行、黒田 清隆 

[E1] Schematics 製品の最新情報 
日本インターグラフ株式会社 
原谷 茂善 

13:50 休憩 
14:00 [C2] 国内ユーザの j5導入最新情報と 

j5製品のロードマップ 
Hexagon PPM Dr. Nicholas Hurley  
日本インターグラフ株式会社 大坂 宏 

[D2] EYECAD V9新機能の技術者向け
機能説明 
日本インターグラフ株式会社 
高久 治 

[E2] 3D & Visualization製品の最
新情報 
日本インターグラフ株式会社 
佐藤 博信 

14:50 休憩 
15:10 [C3] パネル討論：j5活用による工場

の安全安定操業のさらなる高度化 
（第一部：パネリスト発表） 
パネリスト：AGC株式会社 
JXTG エネルギー株式会社 
アクセンチュア株式会社 
国際石油開発帝石株式会社 

[D3] EYECAD ユーザ事例発表 (1) 
関西化学機械製作株式会社 
永井 雄二 様、中山 祐樹 様 

[E3] プロジェクトパフォーマンスソリューシ
ョン：EcoSys最新情報 
日本インターグラフ株式会社 
荒川 暁 [D3] EYECAD ユーザ事例発表 (2) 

コスモエンジニアリング株式会社 
前川 裕太 様 

16:00 休憩 
16:10 [C4] パネル討論：j5活用による工場

の安全安定操業のさらなる高度化 
（第二部：パネル討論） 
パネリスト：AGC株式会社 
JXTG エネルギー株式会社 
アクセンチュア株式会社 
国際石油開発帝石株式会社 

[D4] EYECAD ユーザ事例発表 (3) 
クラレエンジニアリング株式会社  
三澤 和之 様 

[E4] SDx® によるディジタル進化 
日本インターグラフ株式会社 
マーク・サリバン 

[D4] EYECAD ユーザ事例発表 (4) 
株式会社ナカノアイシステム 伊倉 正芳 様 
ジオ・サーチ株式会社 神代 晃治 様 
旭化成株式会社 江崎 和文 様 

17:00 懇親会 (ホワイエ) 
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午後のセッション：4F 
開始時間 ボードルーム N 402 N 
13:00  [F1] CADWorx & Analysis製品リリース状況報告 / 

CADWorx 2019 の機能を利用して課題をクリア 
日本インターグラフ株式会社 倉 忍 

[G1] Hexagon の DX戦略 
日本インターグラフ株式会社 田代 弘二 

13:50 休憩 
14:00 [F2] Bricsys製品最新情報 

日本インターグラフ株式会社 鳥越 展行 
[G2] 三菱重工エンジニリングにおける SmartPlant 
Foundation Web Client を用いた Smart Enterprise 
Solution の活用事例紹介 
三菱重工エンジニアリング株式会社 佐川 裕達 様 
日本インターグラフ株式会社 村中 美穂 

[F2] BricsCAD のご紹介 
図研アルファテック株式会社 今津 治 様 

14:50 休憩 
15:10 

 
[F3] CADWorx導入時の注意点 
ステップエンジニアリング株式会社 金 性範 様 

[G3] Intergraph Smart Completions を使用したスマート
な建設と完了 
千代田化工建設株式会社 ジャマイカ ロルナ バガイ 様 
日本インターグラフ株式会社 山内 重樹 

[F3] GT STRUDL最新情報 
大日機械工業株式会社 鳥巢 秀幸 様 

16:00 休憩 
16:10 [F4] 工場におけるデジタル プレファブリケーション 

日本インターグラフ株式会社 山内 重樹 
[G4] Hexagon のレーザースキャニングソリューション 
日本インターグラフ株式会社 佐藤 博信 

17:00 懇親会 5F ホワイエ 
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