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2O22 TRON Symposium
- TRO N S H OW -

2022 TRON Symposium -TRONSHOW- は
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

Consumer Technology Society の技術協賛のもとに開催されます

○ 政府の「新型コロナウイルス感染対策の基本的対処方針」に従って「2022 TRON Symposium における感染予防ガイドライン」を作成し、そのガイドラインに従って開催します
○ 新型コロナウイルスの動向を注視し、状況によってはオンライン開催のみに変更して実施する場合があります



様々な応用アプリケーションとの
連携プラットフォームを推進
～次の10年を見据えたプロジェクトを始動！～

TRONプロジェクトは、1984 年から「オープンアーキテク
チャ」の哲学に基づき開発された組込みリアルタイムOS、
TRONの開発・普及を40 年近く世界レベルで行ってきま
した。TRONは、IoTエッジノードのプラットフォームとし
て、IEEE Standards Associationの国際標準規格IEEE 
2050-2018となり、様々なシステムで使われています。

また一方、TRONプロジェクトは応用アプリケーションの
プラットフォーム構築も行っています。オープンデータ連携
の応用としての公共交通オープンデータ協議会（ODPT）、
サービス間連 携の基盤となるパーソナルデータストア

（PDS）を実現する一般社団法人 IoT サービス連携協議会
（AIoTS）、デジタル時代の理想的な住まいのプラットフォー
ム確立をするOpen Smart UR研究会、地方のDX実現の
ための一般社団法人デジタル地方創生推進機構（VLED）、
リカレント教育のenPiT-Pro、一般社団法人 AIデータ活用
コンソーシアムなどと連携してプロジェクトは進んでいます。

さらに、2022 年からは、 次の10 年を見 据えてAPN
（All Photonics Network）の応用普及を目指し、I

ア イ オ ン

OWN
（Innovative Optical and Wireless Network）に関する
活動もはじめていきます。

こうした技術、活動を広く知っていただく「2022 TRON 
Symposium −TRONSHOW−」を、本年も米国 IEEE 
Consumer Technology Societyの協賛で東京・六本木の
東京ミッドタウンにて開催いたします。会期は2022 年12月
7日から9日までの3日間。また、コンピュータによる障碍者
サポートを考える恒例の「TRONイネーブルウェアシンポ
ジウム TEPS 35th」も11月26日に開催いたします。これら
のリアルに開催される展示やセッションは、リアルタイム
にネットワーク配信し、広く世界中に配信していきます。

本シンポジウムの開催主旨にご賛同いただき、ご協賛、
ご出展を賜りますようお願い申し上げます。

坂村　健
トロンシンポジウム実行委員会 委員長

トロンフォーラム 会長
INIAD（東洋大学情報連携学部）学部長

東京大学名誉教授

ごあいさつ ～ 2022 TRON Symposium に向けて

TRONプロジェクトは、「オープンアーキテクチャ」に基づく
総合プロジェクトです。IoTエッジノードプラットフォームとして
様々なシステムに使われています。

2022 TRON Symposiumでは、これらの IoTエッジノード
や開発環境を紹介します。

また、応用アプリケーションのプラットフォーム構築として

のプロジェクトを進めている公共交通オープンデータ協議会

（ODPT）、一般社団法人 IoTサービス連携協議会（AIoTS）、
Open Smart UR研究会、一般社団法人デジタル地方創生

推進機構（VLED）、リカレント教育のenPiT-Pro、一般社団
法人AIデータ活用コンソーシアムなどの最新の成果を、関係
各社・団体が展示やセッションを通して紹介します。

また、今年はAPN（All Photonics Network）の応用普
及を目指し、I

ア イ オ ン

OWN（Innovative Optical and Wireless 
Network）関連の紹介も行います。
今年も、IEEE Consumer Technology Societyの技術
協賛を受け、最先端の各社展示・研究発表を行います。

2022 TRON Symposium のご紹介



●  名称： TRONプロジェクト 
2022 TRON Symposium -TRONSHOW-

●  会期：2022年 12月 7日（水）～ 9日（金）　10：00～ 17：00

●  会場： 東京ミッドタウン ホール ［オンライン同時開催］ 
東京都港区赤坂 9-7-1 Midtown East B1F

● 主催：トロンフォーラム　　
● 共催：

INIAD cHUB（東洋大学情報連携学 学術実業連携機構） 
東京大学大学院情報学環 ユビキタス情報社会基盤研究センター

●  技術協賛： 
IEEE Consumer Technology Society　   

● 入場料：事前登録により無料（事前登録必須）
● 併催： 

TRONイネーブルウェアシンポジウム「TEPS 35th」 
日時：11月 26日（土） 
会場：INIADホール

開催概要

4小間までの出展料が無料になる特別協賛をぜひご検討ください。

○ 特別協賛の特典
・ 出展ご希望の場合、大ブース4小間までの出展料が無料となり
ます。

・ TRONSHOW協力誌「TRONWARE VOL.198, 199」にて
カラー 1ページの広告無料掲載（同内容）ができます。

・ 公式ホームページや展示会場に特別協賛企業として企業・団体
名を表示します。

・ 各種印刷物に特別協賛企業として企業・団体名を表示します。
・ 開催告知広告に特別協賛企業として企業・団体名を表示します。

○ 協賛金：税抜 3,000,000円 以上

特別協賛のご案内
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東京ミッドタウン・ホール

AED

AED

AED

B1F ミッドタウン・イースト

7月中旬  ..............ウェブ上での協賛・出展申込み受付開始
9月9日 ................協賛・出展申込み締切
10月上旬 .............出展者マニュアル送付
10月 19日（水） .......提出締切［1］
10月 24日（月） .......提出締切［2］
11月 11日（金） .......提出締切［3］
11月中旬 招待券等配布

11月中旬 .............ウェブ上で来場者事前登録開始
11月26日 ............TEPS 35th 開催
12月5日～6日  .....搬入・設営
12月7日～9日 ......  「2022 TRON Symposium -TRONSHOW-」  

開催期間
12月9日 ..............最終日　搬出・撤去

スケジュール ※スケジュールは変更になる場合があります。詳細は出展者マニュアルにてご案内いたします。



出展のご案内

● 申込み方法
「協賛／出展申込書」に必要事項をご記入いただき、協賛・出展
規約をご承諾のうえ、郵送または FAXにてお送りいただくか、
あるいは、公式ホームページよりお申し込みください。

○ 送り先
・郵送： 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-3
 第一誠実ビル9F トロンフォーラム内
 トロンシンポジウム実行委員会事務局
・FAX： 03-5437-2399
・ホームページ：https://www.tronshow.org/

● 協賛金・出展料の払い込み
申込書受領次第、請求書を発行いたします。
1ヶ月以内に払い込みください。
振込手数料はご負担願います。

● キャンセル料
申込者の都合によるキャンセルの場合、下記のキャンセル料を申し
受けます。その他、詳しくは協賛・出展規約をご確認ください。
・ 9月 30日までにキャンセルの場合、出展料等の 50％
・ 10月1日以降にキャンセルの場合、出展料等の 100％

特別協賛／出展のお申込み方法

スペース渡しの大ブース、低コストの小ブースをご用意しております。

● 大ブース（フリーブース）展示
○ 出展料：1小間あたり税抜 300,000円
・ 「特別協賛」をいただいた企業・団体は4小間までの出展が
無料です。

○ スペース：1小間あたり 3m× 2m
・ スペース渡しとなります。

○ その他
・ 展示品製作、装飾、電気工事代、電気使用料、電話使用料
などは出展料に含まれません。

・ 事務局にてスタンダードブースをご用意することが可能です 
（有料オプション）。
・ 小間位置は申込み先着順にて割り振りますので、申込み多数
の場合ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承
ください。

・ 装飾規定その他詳細については出展者説明会および出展者
マニュアルにてご案内します。

● 小ブース（定型ブース）展示
○ 出展料：1小間あたり税抜 150,000円

○ スペース：1小間あたり 2m×1.5m
・ 事務局にてブース造作をいたしますので、展示品、パネル等のみ
ご用意いただければ出展できます。

・ 隣接小間との間に袖壁が立ちます。

○ その他
・ 出展料には、壁面造作、社名表示、コンセント 2口（電気使用料
は別途）、カタログスタンド 1台が含まれます。

・ 必要に応じて、展示台等のオプション
備品（有料）をご利用いただくこと
も可能です。

・ 装飾規定その他詳細については、
出展者マニュアルにてご案内します。

※ ブース図はイメージです。
　 実際のものとは異なる場合 
 　があります。

● 広告協賛
○ 広告協賛の内容
・ TRONSHOW協力誌「TRONWARE」への広告掲載 
（同一広告2誌掲載）

○ 広告掲載料
・ カラー広告 1ページ：税抜 1,000,000円

○ その他
・ 展示のご出展をされない企業・団体様でも掲載いただくことが
可能です。

・ 「特別協賛」をいただいた企業・団体様は、カラー広告 1ページ
が無料です。

● スタンダードブース（大ブース用パッケージ装飾）
○ スタンダードブースの内容（1小間あたり）
・ 隣接小間との間に仕切り壁を設置します。
・ 社名表示を設置します。
・ 小間内に展示テーブル 1台および椅子 1脚、コンセント 2口 
（電気使用料は別途）、カタログスタンド 1台を用意します。
・ 必要に応じて、オプション備品（有料）
をご利用いただくことも可能です。

・ その他詳細については出展者説明会
および出展者マニュアルにてご案内
します。

○ 料金：1小間あたり 税抜 100,000円

オプション

※ ブース図はイメージです。
　 実際のものとは異なる場合 
 　があります。



来場者数
・12月 4日 43 （TEPS34th）
・12月 8日 696
・12月 9日 608
・12月 10日 634 （内 視察者 5）
　合計    1,981
 ※以上は受付通過人数です。

オンラインでの参加者数

・12月 4日 336 （TEPS 34th）
・12月 8日 4,287
・12月 9日 1,361
・12月 10日 1,106
　合計    7,090
※以上は会期終了時点の数です。

●名称： TRONプロジェクト 
2021 TRON Symposium  -TRONSHOW-

●会期：2021年 12月 8日（水）～ 10日（金）10:00～ 17:00

●会場：東京ミッドタウン　ホール

●主催：トロンフォーラム

●共催：INIAD cHUB（東洋大学情報連携学 学術実業連携機構）
 東京大学大学院情報学環 ユビキタス情報社会基盤研究センター
 
●特別協賛
インテル株式会社
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社
東京ミッドタウン
東芝デバイスソリューション株式会社
日本電気株式会社
日本マイクロソフト株式会社
パーソナルメディア株式会社
株式会社パスコ
株式会社的
明光電子株式会社
矢崎総業株式会社
ユーシーテクノロジ株式会社
株式会社横須賀テレコムリサーチパーク

●技術協賛
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
Consumer Technology Society

●後援：総務省／経済産業省／国土交通省／東京都

●特別協力：MONOist／EE Times ／EDN Japan／TRONWARE

●併催
TRONイネーブルウェアシンポジウム「TEPS 34th」
日時：2021年 12月 4日（土）　14:00～ 17:00
会場：オンライン開催

参考「2021 TRON Symposium」開催報告



●協賛
一般社団法人 IoTサービス連携協議会
一般財団法人インターネット協会
一般財団法人 宇宙システム開発利用推進機構
一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構
気象ビジネス推進コンソーシアム
一般社団法人 組込みシステム技術協会
公共交通オープンデータ協議会
一般財団法人 国際情報化協力センター
一般社団法人 情報サービス産業協会
一般社団法人 情報処理学会
一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会
一般社団法人 人工知能学会
一般社団法人 ソフトウェア協会
一般財団法人 ソフトウェア情報センター
TEPIA（一般財団法人 高度技術社会推進協会）
一般社団法人 電子情報技術産業協会
一般社団法人 電子情報通信学会
一般社団法人 日本教育情報化振興会
一般財団法人 日本情報経済社会推進協会
一般社団法人 日本電気計測器工業会

	

●出展者
株式会社アクシオ
株式会社アプリックス
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社
シマフジ電機株式会社／ルネサス エレクトロニクス株式会社
住友電設株式会社
東芝デバイスソリューション株式会社
トロンフォーラム／ユビキタス IDセンター
日本電気株式会社
パーソナルメディア株式会社
株式会社パスコ
東日本高速道路株式会社
明光電子株式会社
ユーシーテクノロジ株式会社
YRPユビキタス・ネットワーキング研究所
一般社団法人 AIデータ活用コンソーシアム
一般社団法人 IoTサービス連携協議会（AIoTS）
一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構
（VLED）

Open Smart UR研究会
公共交通オープンデータ協議会
TRON IoT脆弱性センター（TIVAC）
TRONイネーブルウェア研究会

●学術会員ブース
東京大学大学院情報学環　越塚研究室
INIAD（東洋大学情報連携学部）／ 

INIAD cHUB（東洋大学情報連携学 学術実業連携機構）
龍谷大学　長谷研究室

●政府パビリオン
総務省
国土交通省
東京都

●海外パビリオン
IEEE / IEEE Consumer Technology Society［アメリカ］
Custommedia［マレーシア］
中国計算機世界［中国］
南洋理工大学 Hardware & Embedded Systems Lab（HESL）
［シンガポール］

Republic Polytechnic［シンガポール］
シンガポール工科大学［シンガポール］

① プロフィール

来場者アンケートから

平均年齢　42.7歳

ソフトウェア・IT 関連 25.2%

製造業 22.2%

建築・土木 9.9%

金融 1.5%
農林水産 0.5%

教育 7.7%

運輸 1.5%
出版・マスコミ 2.0%

商社・流通・小売 4.4%

各種団体・官公庁 9.6%

医療 0.2%

その他 15.3%

業種

研究・開発 11.1%

営業・販売 15.8%

FAE（技術営業） 2.0%

設計 8.6%

企画・調査（マーケティング） 
13.3%

プロジェクト・マネージャ
 3.2%

経営・管理 12.6%

総務・人事 2.2%

広報・宣伝 1.0%
生産ライン・現場 0.2%

品質 0.5%
デザイン 1.2%

情報システム 3.5%

教職 3.7%

学生 9.1%

その他 11.9%

職種



 IoT-Aggregator 12%

 uIDアーキテクチャ 2.0（u2） 9%

 TRON IoT 脆弱性センター 7%

 PDS（パーソナルデータストア） 9%

 公共交通オープンデータ 21%

 政府・自治体オープンデータ 15%

 トレーサビリティ 10%

 スマートビル・スマートシティ 17%

 その他 0%

⑤ -2. IoT／ユビキタス ID技術

オープンソース 21%

オープンデータ 30%

オープンAPI 26%

国際標準化 13%

リカレント教育 10%

⑤ TRONプロジェクトの中で何に興味がありますか

 T-Kernel 19%

 µT-Kernel 23%

 TRON Safe Kernel 11%

 ITRON 24%

 IoT-Engine 22%

 その他 1%   

⑤ -1. TRONを支える技術② この展示会を何でお知りになりましたか

招待状 37.8%トロンフォーラムメルマガ 6.1%

主催者からのメール 23.5%

イベント等で入手した招待券
 11.2%

ニュースサイト 2%

公式ホームページ 21.4%

その他 13%

③ この展示会に来られた理由はなんですか

講演・セッション聴講 
51%展示見学 47%

その他 2%

④ この展示会をご覧になってどれに興味を持ちましたか

主催者展示 35%

海外パビリオン 5%

政府パビリオン 12%

学術会員ブース 9%

出展者展示 39%

⑥ 組込み機器の開発・製造に携わっている方へ

その機器はどのような組込みOSを利用していますか

 T-Kernel 10%

 µT-Kernel 12%

 MP T-Kernel 3%

 ITRON（自社製） 11%

 ITRON（他社製） 8%

 JTRON 4%

 BTRON仕様 OS 1%

 OSは利用していない 46%

 その他 5%

⑦ ユビキタス応用ビジネスに携わっている方、
検討されている方へ

どのような分野でユビキタス技術の活用を考えていますか

観光・場所ガイド 10%

公共交通 10%

トレーサビリティ 8%

農林水産 7%

教育 8%

物流管理 7%医療・健康関連 6%
生産管理 5%

公物管理 3%
在庫管理 3%

ビル・住宅 10%

都市整備 8%

災害対応 9%

オフィス業務 5%
その他 1%
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