Automotive
World 2020

January 15-17 I Tokyo Big Sight, Koto, Japan

Israel Pavilion
South Hall 4F
S23-6

イスラエルパビリオン
南ホール4F
小間番号S23-6

Content
Introductions

2

4-11

Arbe

12

Argus Cyber Security			

14

Aurora Labs 		

16

Brodmann17

18

C2A Security		

20

Map of the Israel Pavilion			

22

CipherSiP				

24

DriveU			

26

Eyesight Technologies 			

28

Foresight Automotive		

30

GuardKnox			

32

Jungo Connectivity		

34

Neteera 			

36

Upstream Security 			

38

Valens		

40

Vayyar			

42
3

The Israel Export and International
Cooperation Institute
The Israel Export and International Cooperation
Institute is your premier gateway for doing
business with Israeli companies.
Established and funded by the government and
the private sector, IEICI’s expertise in technology
and product scouting, joint ventures and
strategic alliances with Israeli companies spans
more than half a century. Whatever your field is,
IEICI offers access to relevant businesses and
government resources. IEICI will provide the
information you need to connect, negotiate and
do business all over the world. On behalf of the
Israel Export Institute I would like to invite you to
review this catalog of leading Israeli companies
that will participate in our national pavilion at
Automotive World Japan.
The automotive and mobility fields will change
dramatically in the next decade as a result of
technological progress, changes in regulations
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and consumer behaviors. These fundamental
shifts will enable new players and business
models to make their own market inroads. This
situation is ideal for Israeli companies, which
possess inventive solutions to support the
industry’s changing landscape.
Although Israel does not engage in large scale
vehicle manufacturing, over the past few years
it has turned into a global autonomous driving
and smart transportation lab. Israeli companies,
known for their innovation, are global car industry
leaders specifically in the field of autonomous
car technologies. Advancements from Israel in
transportation management systems, computer
vision, voice control, gesture and graphic
recognition, cyber security, location based
services, big data and more are transforming
the driving experience to make it smarter, faster,
safer and more energy efficient.
■ Erez

Gold
Manager, Automotive , Smart Cities, Industry 4.0
■ Tel :+972 3 5142 939 ■ Mobile: +972 52 7772 234
■ erezg@export.gov.il
■
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イスラエル輸出国際協力機構
(IEICI)
イスラエル輸出国際協力機構は、イスラエル企業との事業提携におけ
る第一の窓口です。イスラエル政府・民間部門両者により設立され、資
金を受ける当機構は、技術・製品のスカウト活動、イスラエル企業との
合弁事業・戦略提携に携わること、50年以上の経験を誇ります。すべ
ての分野に渡り、当機構を通じて関連事業や政府機関に繋がりを得る
ことができます。当機構では皆様が世界中で連携・交渉し、ビジネスを
行うための情報提供を行っています。
イスラエル輸出国際協力機構を代表して、オートモーティブ ワールド

イスラエルは、大規模な自動車製造にこそ携わっていませんが、過去
数年の間に、自動運転やスマート交通のグローバルな研究拠点として
生まれ変わりました。さまざまなイノベーションで知られるイスラエルの
企業は、特に自動運転車技術の分野で自動車産業のグローバルリー
ダーの役割を担っています。交通管理システム、コンピューター ビジョ
ン、音声コントロール、ジェスチャー認識、図形認識、サイバーセキュリ
ティ、ロケーションベースのサービス、ビッグデータなどにおける先端技
術は、ドライブ体験を変革し、より速く、安全で、エネルギー効率が高
く、よりスマートな運転を可能にします。

ジャパンの我が国のパビリオンに参加するイスラエルのトップ企業を紹
介する添付のカタログをご一読いただきたく、ご案内申し上げます。
テクノロジーの進歩、規制の改正、消費者行動の変化により、これか

是非、我が国のバビリオンにお立ち寄りいただき、イスラエルの先端
テクノロジーソリューションを間近にご覧いただきますようお願い申し
上げます。

らの10年で自動車とモビリティの分野は劇的な変化を遂げるでしょう。
この基本的な変化は、新しいプレーヤーとビジネスモデルが独自に市

■ Erez

場に参入することを可能にします。これは自動車産業の構造変化を支

■

える革新的ソリューションを有するイスラエルの企業にとり理想的な状
況といえます。
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Gold
Manager, Automotive , Smart Cities, Industry 4.0
■ Tel :+972 3 5142 939 ■ Mobile: +972 52 7772 234
■ erezg@export.gov.il
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Foreign Trade Administration
The Foreign Trade Administration at the Ministry
of Economy is responsible for managing and
directing the State of Israel’s international
trade policy.
The main focuses include activities for the
promotion of trade and export, attracting and
encouraging foreign investments and creating
strategic cooperation with foreign companies.
The Administration operates a network of
economic representatives who constitute the
operational arm of the Ministry in the markets
abroad.

イスラエル経済産業省外国貿易局
（FTA）
イスラエル経済産業省外国貿易局は、イスラエル国の国際貿易政策
の管理・監督について責任を有します。
イスラエル経済産業省外国貿易局の主な活動領域は、貿易・輸出の
促進、対イスラエル投資の誘致・推進、外国企業との戦略的協力の構
築などです。当局はイスラエル経済産業省の海外市場における運営
部門である経済ミッションのネットワークを管理しています。

Noa Asher
Minister, Head of Economic & Trade Mission
Embassy of Israel
■ Tel : +81 3 3264 398, +81 6 6125 5406
■ israeljapaneconomy@israeltrade.gov.il
■ www.israel-kezai.org
■
■
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西日本イスラエル貿易事務所
当事務所はイスラエル大使館経済部の西日本支所にあたり、西日本

今後は連携の輪をさらに拡大し、イスラエルの産業・技術をご紹介して

の経済・産業・企業とイスラエルとの連携強化を目的として、2015年に

参りますとともに、お一人でも多くの方にイスラエルをご訪問いただき、

設立されました。当事務所の業務全般はイスラエル大使館経済部の活

本当のイスラエルを体感いただく機会を増やす所存です。ご支援・ご協

動と変わりなく両国企業のビジネスマッチングでございます。地域的に

力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

西日本を担当しておりますが、専門分野の自動車技術・農業技術・水
技術につきましては全国の関連企業様への情報提供やビジネスマッチ
ング業務を承っております。
当事務所では西日本全域の企業・団体様からのご支援をいただき、技
術セミナーやイスラエル視察ツアーの開催等を通して、イスラエルとの
連携による西日本の経済発展に貢献するべく活動を行っております。
特に関西地区では、2016年3月に近畿経済産業局様とイスラエル経済
産業省との間でビジネス交流促進のための協力覚書（MOC）が締結さ
れたことを受け、イスラエルとのビジネス交流や情報共有、連携強化等
を行うコンソーシアムが設立され、関西企業の国際競争力強化を目的
とする活発な活動が展開されて参りました。当事務所は同コンソーシア
ムの一員として、近畿経済産業局様をはじめとする関西一円の経済団
体様の強力なご支援の下、イスラエルの経済団体との緊密な連携に
基づき多彩なイベントを開催しております。
10

■ 西日本イスラエル貿易事務所
■ T : 06 6125 5406/5407
■ F: 06 6251

3877

■ osaka@israeltrade.gov.il
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www.arberobotics.com
Arbe is leading a radar revolution, enabling
a zero-road-fatality reality via a truly safe
driver-assist systems and the achievement
of full autonomous driving. Developing a
radar 100 times more detailed than any other
system in the market, Arbe is the world’s first
company to demonstrate high-resolution
imaging radar with AI based processing.
Arbe’s superior performance, is offered on
a proprietary chipset, at low cost, and small
size. Founded in 2015, Arbe is headquartered
in Israel with business development in the US
and China.

レーダー革命を牽引するArbeは、真に安全な運転支援システ
ムと完全自動運転の実現により、交通事故死者ゼロの達成を
目指しています。他の競合システムよりも100倍以上精緻なレ
ーダーを開発しているArbeは、AIベースの処理機能を備えた
高分解能映像レーダーを製作した世界初の企業です。独自の
チップセットで、低コストかつ小型で優れたパフォーマンスを実
現。2015年創業、イスラエルに本社を構え、米国と中国で事業
を展開しています。

Roman Levi ■ Japan and China Manager
Mobile: +86 186 1106 9263
■ roman.l@arberobotics.com
■
■
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www.argus-sec.com
Argus, a global leader in automotive cyber
security, provides OEMs, their suppliers and
fleet operators, scalable, end-to-end proven
solutions to protect private and commercial
vehicles against cyber-attacks and an overthe-air (OTA) software updates solution to
enable security updates throughout the vehicle
lifespan.

■
■
■
■

Argusは自動車サイバーセキュリティのグローバルリーダー企業
です。OEM、そのサプライヤーや輸送車両オペレーターを対象
に、自家用・業務用車両をサイバー攻撃から守る拡張可能なエ
ンドツーエンドの実績あるソリューションや、車両の全使用期間
を通じてセキュリティ更新を可能にする無線（OTA）ソフトウェア
更新ソリューションを提供しています。

Nimrod Iny ■ Marketing Communications Manager
Tel: +972 77 899 5100
Mobile: +972. 58 500 0105
nimrod.iny@argus-sec.com
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www.auroralabs.com
Aurora Labs’ Line-Of-Code Behavior™
technology is the foundation of its In-Vehicle
Software Management Solution. Using
machine learning algorithms to uniquely
address all four stages -detect, fix, update
and validate- of an automotive software
management solution, Aurora Labs futureproofs the next generation of softwaredriven automotive features.

Aurora Labs は車載ソフトウェア管理ソリューションの基盤として
Line-Of-Code Behavior™ 技術を採用しています。機械学習アル
ゴリズムを活用し、自動車ソフトウェア管理ソリューションの4段
階（検出、修正、更新、検証）すべてに独自の方法で対処。次世
代のソフトウェア駆動型の自動車機能を将来にわたって保証し
ます。

Roger Ordman ■ EVP Marketing
Mobile: +972 54 480 3663
■ rogero@auroralabs.com
■
■
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www.brodmann17.com
Brodmann17 offers next-generation perception
for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
and Automated Driving (AD) providing a more
efficient and cost-effective deep learning
perception solution. Based on groundbreaking
technology methods (patented), Brodmann17
has developed deep neural network (DNN)
architecture that can run on extremely lowpower processors with perfect accuracy bringing
AI capability from premium to the mass market
Brodmann17 customizes its solutions based on
the needs of Tier-1s and OEMs, allowing them to
choose their preferred processors, deep learning
framewrks, accuracy requirements and memory
allocation constraints, thus providing high
flexibility to all customers.
Keren Bargay ■ VP Marketing
+972 3 514 2939
■ Mobile: +972 50 422 4217
■ keren@brodmann17.com

Brodmann17は先進運転支援システム(ADAS)と自動運転（AD)
を実現するための知覚・認識技術を提供するソフトウエアベ
ンダーです。
当社の提供するNCAP(New Car Assessment
Programme :新車アセスメント プログラム)の製品群にはリアカ
メラAEB (Autonomous Emergency Braking:衝突被害軽減ブレー
キ), サラウンド フィッシュアイ 、ADAS 及びフロント カメラ ADA
が含まれ、いずれも競合のソリューションと比較しても20倍の効
果があり、費用対効果も高いソリューションです。当社は極めて
ローエンドのプロセッサでも動作を可能にするディープニューラ
ルネットワーク（DNN：Deep Neural Network)アーキテクチャを開
発し、これによりプレミアム製品にしか導入が叶わなかったシス
テムをマスマーケット製品にも導入するこを可能にしました。同
社はTier-1及びOEMのニーズに基づきソリューションのカスタマ
イズを可能にします。

■

■ Tel:
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www.c2a-sec.com
C2A Security provides in-vehicle end-to-end
cybersecurity protection.
Using a bespoke suite of solutions, C2A
provides automotive manufacturers with all
the tools to protect themselves from cyberattacks.
C2A products are based on a deep knowledge
of the industry’s requirements and have
been engineered from the ground-up with
manufacturers’ needs in mind: reliability, cost,
time-to-market, and integration complexity.

C2A Securityはエンドツーエンドの車載型サイバーセキュリティ
防御を提供しています。オーダーメイドのソリューションスイート
により、サイバー攻撃への防御のためのあらゆるツールを自動
車メーカーに提供します。業界の要件に関する豊富な知識をも
とに開発された製品は、メーカーのニーズ（信頼性、コスト、商
品化までの時間、統合の複雑さなど）を考慮してゼロから設計さ
れています。

Nathaniel Meron
Chief Product and Marketing Officer
■ Mobile: +972 50 574 5181
■ nat@c2a-sec.com
■

■ Security
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www.ciphersip.com
CipherSiP is the only company that increases
the bandwidth over existing protocols and
protects vehicles from cyber attacks without
changing the original protocols (CAN, CAN-FD,
LIN, SCADA ...)
Our novel approach uses Watermarked
Communications™ Technology to create an
invisible channel that implements bandwidth
expansion (Avg. x3 times more bandwidth)
and an end-to-end cyber-security protection
without changing the original standards.

CipherSiPは、元のプロトコル（CAN、CAN-FD、LIN、SCADAな
ど）を変更せずに既存のプロトコルよりも帯域幅を拡大し、サイ
バー攻撃から車両を防御する技術を持つ唯一の企業です。斬
新なアプローチでWatermarked Communications™ 技術を活用
し、帯域幅を拡大（平均3倍の帯域幅）して、元の規格を変更せ
ずにエンドツーエンドのサイバーセキュリティ防御を実装する目
に見えないチャネルを構築します。

Eldad Caspi ■ CEO, Co-founder
Tel: +972 73 399 8384
■ Mobile: +972 58 441 0275
■ eldad@ciphersip.com
■
■
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www.liveu.tv
DriveU’s open connectivity platform enables
teleoperations of autonomous vehicles using
multiple cellular modems. We provide a high
speed, low latency and very reliable link for 4k
video, audio, high speed data, and two-way
control.
DriveU is based on LiveU technology, used by
over 3000 customers worldwide.

DriveUのオープンな接続プラットフォームにより、複数のセル
ラーモデムを使用した自動運転車の遠隔操作が可能になりま
す。4Kビデオ、オーディオ、高速データ、双方向制御のための高
速、低遅延、高信頼性のリンクを提供。DriveUが基盤としている
のは、世界中で3000社以上の顧客が利用するLiveU技術です。

Doron Elinav ■ VP Business Development
Mobile: +972 54 747 9470
■ dorone@liveu.tv
■
■
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www.eyesight-tech.com
Eyesight Technologies is a world leader in
creating intelligent sensing solutions that use
edge-based computer vision and AI for safer
driving experiences.
Eyesight Technologies focuses on in-cabin
sensing solutions, offering driver and
occupancy monitoring systems.
The technology is offered to OEMs and Tier
1 providers as an embedded solution to be
integrated into new cars and as an aftermarket
solution to be installed in existing vehicles by
fleet/ telematics system providers.

Eyesight Technologiesは、エッジベースのコンピュータビジョンと
AIを通じて運転の安全性を高めるインテリジェントセンシングソ
リューションの構築に関して、世界をリードする企業です。車内
センシングソリューションに特に注力し、ドライバーや同乗者の
監視システムを提供しています。この技術はOEMやティア1のプ
ロバイダーを対象とし、新車に統合する組み込みソリューション
や、輸送車両／テレマティクスシステムのプロバイダーが既存
車両に搭載できるアフターマーケットソリューションとして展開さ
れています。

Liat Rostock ■ VP Marketing
Tel: +972 77 504 7760
■ Mobile: +972 54 834 1174
■ Liat.Rostock@eyesight-tech.com
■
■
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www.foresightauto.com
Foresight Automotive Ltd. Develops advanced
systems for accident prevention which are
designed to provide real-time information about
the vehicle’s surroundings while in motion.
The systems are designed to improve driving
safety by enabling highly accurate and reliable
threat detection while ensuring the lowest
rates of false alerts. The company’s systems are
targeting the ADAS and autonomous vehicle
markets.

Foresight Automotive 社は、走行中の自動車に周辺情報をリア
ルタイムで提供するよう設計された、事故防止を目的とする高
度なシステムを開発しています。このシステムは、非常に正確
かつ信頼性の高い脅威検出を実現することで、運転の安全性
を向上させると同時に、誤検出を最小限に抑えるよう設計され
ています。同社のシステムは ADAS (先進運転支援システム)
および自動運転車の市場をターゲットとしています。

Benyamin Parto ■ FAE (Pre-sales) Group Manager
Tel: +972 77 970 9030
■ Mobile: +972 54 727 6761
■ benyamin@foresightauto.com
■
■
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www.guardknox.com
GuardKnox provides optimized and cybersecure
high-performance computing platforms to
not only ensure security and safety, but serve
as the foundational layer for added services,
personalization and revenue generating
opportunities across the automotive ecosystem.
The GuardKnox platform is scalable and flexible
and is offered in a number of different products
lines that can be tailored to customers’ needs,
specifications and functionalities.

GuardKnoxは、最適化されたサイバーセキュアな高性能コン
ピューティングプラットフォームを提供する企業です。プラットフ
ォームはセキュリティと安全性の確保だけでなく、自動車エコ
システム全体にわたる付加サービス、カスタマイズ、収益獲得
の機会を支える基盤として利用できます。拡張可能で柔軟な
GuardKnoxプラットフォームは、顧客が求めるニーズ、仕様、機
能に合わせて調整できる、多彩な製品ラインナップで提供され
ています。

Courtney Mann ■ Marcom Manager
Mobile: +972 53 522 3977
■ Courtney.mann@guardknox.com
■
■
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www.jungo.com
Jungo Connectivity was founded in 2013 as
an automotive software divestiture from Cisco
Systems.
Jungo’s CoDriver – in-cabin driver monitoring
solution – enables automakers to create safer
cars today, and transition into autonomous
vehicles of tomorrow.

Jungo Connectivityは、2013年にCisco Systemsからスピンアウ
トした車載向けソフトウェアベンダーです。JungoのCoDriverは、
車メーカーにとって、現在の安全な車の開発と未来の自動運転
車への移行を可能にする、車内ドライバーモニタリングソリュー
ションです。

Yuval Ben Zeev ■ VP Business Development
Mobile: 1 215 485 7177 (USA)
■ yuvalb@jungo.com
■
■
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www.neteera.com
Neteera’s remote Child Presence Detection
and vital-signs monitoring solutions are based
on a +120 Ghz. micro-radar, and proprietary
algorithms which enable tracking human
motion and vitals. Neteera uniquely delivers
accurate, motion-reliable, and seamless
measurement in real-world environments.

Neteerの非接触センサーに因る置き去り検知及び生体モニタリ
ングは +120 Ghz. micro-radar及び独自アルゴリズムを使い実
現しており、人の動きと生体反応を追い掛けることが可能とな
る。これにより実環境に於ける動作へのロバスト性やシームレ
スな計測を実現している。

Maria Levin
of Business Development and Marketing
■ Tel: 972 2 580 8733
■ Mobile: +972 54 5 53 5501
■ maria.levin@neteera.com
■

■ Director
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www.upstream.auto
Upstream Security is the first cybersecurity
solution designed specifically for protecting
connected vehicles from cyber-threats or
misuse at rest and in motion. Protecting
connected cars is a complex problem involving
multiple layers (driver, telematics, mobile
application, vehicles, fleets), mountains of
data flowing at high speed and a specialized
and discrete understanding of smart mobility
business and usage type. Upstream’s platform
is entirely cloud-based and seamlessly ingests
and normalizes automotive data to deliver
cybersecurity insights that ensure vehicle
security and safety is never compromised.

Upstream Securityは、インターネットに接続された車両を、停
止中や走行中のサイバー攻撃や悪用から保護するために設
計された最初のサイバーセキュリティソリューションです。コネ
クテッドカーを保護することは、複数のレイヤー(ドライバー、テ
レマティクス、モバイルアプリケーション、車両、フリート)、高速
で流れる大量のデータ、スマートモビリティビジネスとその利用
形態に関する専門的かつ個別的な理解を伴う複雑な問題で
す。Upstreamのプラットフォームは完全にクラウドベースで、自
動車のデータをシームレスに取り込み、正規化してサイバーセ
キュリティの洞察を提供し、自動車のセキュリティと安全性の損
失を防ぎます。
尚、日本では株式会社アズジェントが販売を行っています。

Oded Yarkoni ■ VP Marketing
Mobile: +972 52 696 5485
■ oded@upstream.auto
■
■
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www.valens.com
Valens Resilient Ultra-High Bandwidth InVehicle Connectivity.
Valens chipsets bring a holistic and costeffective approach to in-vehicle connectivity,
with multi-Gig throughput (over UTP for
up to 15m), high EMC resilience without
compromising performance, convergence of
native interfaces over same link and scalable
architecture for multiple applications.

Valens: ノイズに強くかつ超高速帯域幅を誇る車載コネクティビ
ティ.
Valensのチップセットは、コスト効果の高いアプローチにより、車
載コネクティビティを刷新。マルチギガビットのスループット（非シ
ールドより対線（UTP）で最長15メートルまで延長）、性能面で妥
協することのない高耐EMC、同一リンク上で複数ネーティブイン
ターフェースのコンバージェンスを実現し、多様な用途に。

Tzameret Gaizler
Marketing Communications Manager
■ Tel: +972 9 762 6944
■ Mobile: +972 52.465.0044
■ tzameretg@valens.com
■

■ Senior
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www.vayyar.com
Vayyar’s automotive solution maps and tracks
vehicles and their surroundings, creating real
time point cloud images. In-cabin, it tracks
number of people, posture and vital signs for
Child Presence Detection, smart seat belt alerts
and airbag optimization. Outside of the car,
Vayyar sensors provide obstacle detection,
parking assistance and collision avoidance.

Vayyarの自動車ソリューションは車両とその周辺をマッピング・
追跡し、リアルタイムのポイントクラウド画像を作成します。車
内については乗員の人数、姿勢、バイタルサインを追跡し、幼
児置き去り検知、スマートシートベルト警告音、エアバッグ最適
化の機能を提供。車外についてはVayyarセンサーが障害物検
知、駐車支援、衝突回避を支援します。

Dima Basov ■ Marketing Specialist
Mobile: +972 58 669 1994
■ dima.basov@vayyar.com
■
■
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