ICT ERA + ABC 2012 東北
Agenda

2012年10月20日(土曜日)
開場

9:30-

萩ホール

講演

10:00-18:00

萩ホール, B棟

バザール

11:00-17:00

C棟

懇親会

18:15-20:15

東北大学 川内の杜ダイニング

主催: 日本Androidの会
共催: 東北大学 IIS研究センター
会場: 東北大学萩ホール, B棟, C棟

時間

講演タイトル/講演者 (萩ホール)

10:00-10:10

実行委員長からのご挨拶 佐々木陽

10:10-10:40

ICT-1 「大規模災害における身元確認とICT」基調講演 I 東北大学 副学長 青木孝文

10:40-11:10

ICT-2「ＩＣＴを利活用した情報発信社会への期待と課題」 KDDI株式会社 代表取締役会長 小野寺 正

11:10-11:40

ICT-3 「ICTが牽引する、復興から新たな日本へ」インテル株式会社 取締役副社長 宗像義恵

11:40-12:10

ICT-4 「ポスト311 - 再生に向けICTが果たす役割」日本マイクロソフト株式会社 代表執行役 樋口 泰行

萩ホール

12:10-13:00

休憩

13:00-13:30

ICT-5 「復興の先にあるもの 〜 未来と若い世代への希望 〜」基調講演 II NPO日本Androidの会理事長

13:30-14:00

ICT-6 灘高生 矢倉大夢 + Tefu ＋特定非営利活動法人 natural science 理事 大草 芳江

14:00-14:15

丸山不二夫

休憩

14:15-14:45

ICT-7 特別講演 総務省 大臣官房企画課長 谷脇康彦

14:45-15:15

ICT-8 「復旧と復興の間にあるギャップとは」 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 法人ビジネス戦略部長 松木 彰

15:15-15:45

バザールタイム

15:45-16:15

ICT-9「復興支援にモバイルを徹底活用するには」クアルコムジャパン株式会社 特別顧問 山田 純

16:15-16:45

ICT-10「Hack For Japan 〜 コードでつなぐ、想いと想い。これまでの取り組みと未来へ向けて」 Hack For Japan 高橋 憲一

16:45-17:00

休憩

17:00-17:30

ICT-11 「震災復興にクラウドの力を！ ビジネス再生に効くリーンスタートアップのアプローチ」 アマゾンジャパン株式会社 小島 英揮

17:30-18:00

ICT-12 「震災で強くなる日本」アットマークベンチャー 大津山 訓男

東北大学 B棟, C棟
時間

13:00-13:30

13:30-14:00

LT

テクノロジー

Web/デザイン

開発

ビジネス

会場: A会場(B棟B200)

会場: B会場(B棟B201)

会場: C会場(B棟B200)

会場: D会場(B棟B202)

会場: E会場(B棟B203)

A-1 「災害時における住民への確実で
迅速な情報伝達の検証〜V-Lowマルチ
メディア放送実証実験について〜」
吉田信也 (東北放送)

B-1 「出来る！コントリビュート
〜 より良いAndroidをつくるため
に〜 」
有山 圭二((有) シーリス )

C-1 「テンプレでラクにマルチでバイ
ス向けWebページをつくろう」
矢野りん(バイドゥ㈱ )

D-1 「スマートフォン プライバシー
イニシアティブ解説」
谷口 岳 ( タオソフトウェア㈱ )

E-1「KDDIの新規ITビジネス支援の取
組み（仮）〜 被災地の創造的復興
に向けて 〜」
川端 康夫 ( KDDI㈱ )

A-2「調整中」
西村直人(永和システムマネジメン
ト)

B-2 「岩手県におけるスマートフォ
ンアアプリ開発研修の取り組みにつ
いて」
田中充(㈱ イワテシガ )

C-2 「Web Components概要」
白石俊平(html5j.org管理人)

D-2 「スマートデバイス対応リモー
トアクセスシステム構築のコツ」
杉山 一郎 ( アライドテレシス㈱ )

E-2「震災を契機に誕生した日本発グ
ローバルアプリ「LINE」今後の戦略
とその可能性」
矢嶋 聡 ( NHN Japan㈱ )

14:00-14:15
14:15-14:45

14:45-15:15

休憩
A-3,A-4
コミュニティLT
エフスタ
仙台ITビジネス研究会
SOIT
TDC
東北情報セキュリティ勉強会
すくすくスクラム仙台

B-3 「タイトル調整中」
311まるごとアーカイブス

C-3「マルチスクリーンに対応するた
めのレイアウトのコツ」
あんざいゆき

D-3 「カメラにまつわるエトセト
ラ」
近藤 純司 ( 頓智ドット㈱ )

E-3「マイクロペイメントが広げる世
界」
佐々木 賢二( ㈱KITMSP )

B-4 「Angry Bird」
Rovio Entertainment Ltd

C-4 「jQuery Mobileの導入にあたっ
てハマリがちなポイント」
國分 亨(dreamseeker)

D-4 「緊急時対応を支える社会イン
フラとしてのクラウドの課題」
勝見 勉 (IPA 独立行政法人 情報処理推
進機構 )

E-4 「手書き入力が拓く新しいシーン
とは？"7notes with mazec"のご紹
介」
亀井 正樹 ( ㈱MetaMoji )

D-5「実践！Androidアプリをカッコ
良くする」
足立 昌彦(Adamrocker) (バイドゥ株
式会社, Google Developer
Expert(Android)
)
D-6
「nebula 〜 KinectとAndroidで

E-5「RTBを使ったアプリのマネタイ
ズモデルについて」
森嶋 大樹 ( モーションビート㈱ )

D-7 「Androidにおけるテストの役割
に関して〜デバイスをどう選択する
か〜 」
橋本 泰( ㈱Zucks)

Expert(Android) )

C-7 「デザイナーがエンジニアさんと
楽しくデザイン実装の話をするために
〜XMLから読み解くAndroidデザイン
のコツとTips」秋葉ちひろ(バイドゥ
㈱)

E-7 「業務システムを活用する
Androidアプリケーションフレーム
ワーク」
菊地 大介 ( ㈱日立東日本ソリュー
ションズ )

B-8 AndroidとHTML5で変わる組込み
の世界
渡辺 知男

C-8 「HTML5とMonacaで開発するハ
イブリッドアプリ開発について」
久保田光則 (アシアル㈱ )

D-8「Android自動変速自転車」
大鳥 浩史

E-8「スマートフォンと車のこれから
の関係」
津田 芳一 ( 日立オートモティブシス
テムズ㈱ )

15:15-15:45

バザールタイム (C棟)

A-5,A-6 Android 支部長LT

15:45-16:15

日頃、全国の各支部が活動してい

B-5 「クラウド×モバイルのアンデッ
クス㈱の取組み」
高橋 和之(アンデックス㈱)

C-5 「jQuery Mobileバレしないモバ
イルサイトの作り方」
吉川徹(株式会社シーエー・モバイル)

B-6 情報セキュリティの「これまで」
とスマートテクノロジー時代のセ
キュリティの「これから」
高橋洋人(㈱ Sola.com)

C-6 「 AndroidのUI/UXデザイン」
佐藤伸哉 (Secret Lab, Inc.)

る Android に関するユニークなLT
を！

新支部設立の発表も...

16:15-16:45

17:30-18:00

E-6 「東北と世界のビジネスをつな
げるGoogle のマネタイズ ソリュー
ション」
坂本達夫( グーグル㈱ )

休憩

16:45-17:00

17:00-17:30

作るインタラクティブアプリ」
新里 祐教

A-7,A-8 Android LT
sugi2009
曽川義英
尾崎竜二
尾崎慎一
國枝裕介
Umed
伊藤祐司

B-7「Google Androidプログラミング入
門」出張所：Androidでのスレッドの基礎
江川 崇(Smartium㈱, Google Developers

東北大学 B棟, C棟
時間

13:00-13:30

13:30-14:00

メーカー/キャリア

高校生/アカデミック

大学生/アカデミック

震災復興

イノベーション

コミュニティ

会場: F会場(B棟B204)

会場: G会場(B棟B101)

会場: K会場(C棟C203)

会場: H会場(B棟B102)

会場: I会場(B棟B103)

会場: J会場(B棟B104)

H-1「被災地IT企業コンソーシアムによる”ITペ
アリング復興”（東北大学IIS研究センター）と
の連携についてとの連携について」
庄司貞雄, 舘田あゆみ (東北IT新生コンソーシア
ム＋東北大学IIS研究センター)

I-1「震災支援活動でソーシャルネッ
トワークが、どのように活用された
か」平尾清 ( 山形大学 教授 )

J-1「NFCがなぜスゴイ未来なの
か」
杉本 礼彦 ( NFC LAB )

H-2 「東日本大震災アーカイブデータの
利活用について」
柴山明寛 (東北大学災害科学国際研究所)

I-2 「TEDxTohokuとその後の広が
り」
余力悠司 ( 東北大学生, TEDx Tohoku
実行委員長 )

J-2「ちょこっと ＮＦＣ アプリ
アワード」
兼久 信次郎( 日本Androidの会四
国支部)

H-3「路面段差計測アプリBumpRecorderから

見た東北地方の被災状況と復興状況」
牧内 穂高(スマートドライブメーター製作委員)

I-3「これからの効率的なエネルギー
利用の提案」
木川祥一 ( イートス㈱ )

J-3「日本Androidの会 福祉部
活動報告」
加藤 和哉 ( 日本Androidの会福
祉部)

H-4「androidを使用したクラウド地震計
と地震波動」
栗元憲一, 小田義也(visualization project)

I-4 「メディアからみた「ICT×復
興」とAndroidの5年振り返り」
菊池 隆裕 ( 日経BP )

J-4「RRMG：無人偵察機による
広域放射線測定プロジェクト」
河野 悦昌( NINJA )

H-5 「ＮＥＣの復興支援への取り組み」
影山 達哉( 日本電気㈱ )

I-5 「Androidが変える組込みシステ
ム」
三浦 雅孝( Open Embedded
Software Foundation )

J-5「Android on Raspberry PI」
太田 昌文
(Japanese Raspberry PI Users
Group)

I-6 「講演タイトル調整中」
会津 泉(ISPP)

J-6 「2012 6末 実行委員長と
Corona Labsに行ってきました」
山本直也 (日本 Coronaの会)

F-1 「12 夏モデル開発における想
い」
白石奈緒樹, 重田大助 ( シャープ㈱ )

G-1「羽ばたけ! 高校生アプリクリ

G-9 「北から踏み出す、ICTの将

エーター」 原 亮 (みやぎモバイル

来」 小泉彌和

ビジネス研究会)

(KLab㈱ 仙台事業所代表 )

F-2「富士通スマートフォンと
ヒューマンセントリック技術の取り
組みについて」
本田 亮 ( 富士通㈱ )

G-2「CoronaSDKクリエーターへ

G-10 「垣商業高校ジオ×モバイルで

の道(１)」中塩成海(石巻工業高校

挑む地域活性化の取り組み」菅原遼

Bootcampチーム)

(岩手県立大学 ソフトウェア情報学部)

14:00-14:15

休憩

14:15-14:45

F-3「ＮＥＣのスマートデバイス戦
略と最新Android端末の動向」
中野 徹 ( 日本電気㈱ )

G-3 「CoronaSDKクリエーターへ

G-11「Android端末による生活音識別

の道(２)」 鈴木志門(石巻工業高校

システムの実現を目指して」

14:45-15:15

F-4「最新情報 Android on Intel(r)
Architecture」
酒本 幹夫 ( インテル㈱ )

Bootcampチーム)

猿舘 朝 (岩手県立大学 大学院)

C-4「Mobilecoreの刺客たち」

G-12「脳波を使った新しいコミュニ

吉居篤弘・千葉三友紀（岐阜県立大垣

ケーションデバイス開発」

商業高校 情報科）

鈴木孝宏／本多達也（はこだて未来
大学）

15:15-15:45

バザールタイム (C棟)

15:45-16:15

F-5「クアルコムが提供する，近傍
ピアツーピア技術: Alljoyn」
臼田昌史( クアルコムジャパン㈱ )

16:15-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30

17:30-18:00

F-6「ミップス・テクノロジーズと
MIPS Android」
和田 信 ( ミップス・テクノロジー
ズ)

G-5「 Next Generation」Satoru Tehu

G-13「あんどぅ研のあんどぅろい

Cho (張 惺)

ど教育利用」 柴洋平＆福谷遼太(宮城教
育大学 安藤研究室)

G-6 「Androidでのセキュリティ機

G-14「Instagramのユーザーの特

構」 矢倉大夢 (灘高校生)

徴分析」松岡 秀樹 (会津大学生)

H-6「宮城県域をカバーする広域地域医療
連携 」
富樫敦( 宮城大学 事業構想学部 )

G-7,G-8 高校生 パネルディスカッ

G-15, G-16 大学生パネルディス
カッション

H-7「災害時聴覚障害者支援システム」
伊藤篤( ㈱KDDI )

I-7 「セーブ・ザ・メモリー 〜クラ
ウドを利用した心の震災復興支援事
業〜」
佐藤健(リコーITソリューションズ
㈱)

J-7 「だからここでは電話ができ
ない〜なら近距離通信だよ
ね〜」
北川暢夫 (iiizs.com)

H-8「スマートフォンとクラウドを活用し
た放射線量測定システム」
西田 雅紀 ( ㈱ウェブテクノロジ )

I-8 「Coﬀee Meetingで広がる世
界」
山本 大策(株式会社レレレ)

J-8「世界一簡単なAndroidアプ
リ作り」
多田 丈晃 (日本App Inventor
ユーザー会 )

休憩
F-7 「現場ニーズに基づいたAnｄｒ
ｏｉｄタブレットの活用事例 〜復
興新生支援活動からの発見〜」
山田 広之 ( ㈱ エヌ・ティ・ティ・
ドコモ )

ション

東北大学学, 宮城教育大学 , 岩手県立
石巻工業生, 大垣商業生, 灘高校生, 垣商
業高校

大学, はこだて未来大学, 会津大学

バザール C棟, 萩ホール
ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱

カイト㈱

タオソフトウェア㈱

㈱YAZ

㈱セラク

最新Xperiaのタッチアンドトライ

Androidアプリのマネタイズをサポー

TAO Risk Finder

タブレットアプリもここまでき

Androidを搭載した鏡型情報端末

た。これがアプリ開発の最前線。

「スマート洗面台」

富士通㈱

motionbeat㈱

ARROWSラインナップの展示、公

RTB広告＋アドネットワークの最

開APIのデモンストレーション

適配信でマネタイズ、『AdStir』

トする「appC＜アプシー＞」のご紹
介とOEMでの有効な活用方法。

マインドフリー㈱

インテル㈱

㈱MetaMoJi
驚きの手書き文字認識入力をあなたの

Android用ブラウザアプリ
「Smoozy」＆

最新！

Android on IA

リアルタイム

文字入力システム＋手書きメモアプリ
『7notes with mazec』をご紹介

Blog「Tech Release」
JCROM Project

androidに。様々なアプリで使える手書き

仙台もくもく勉強会

日本Androidの会

日本Androidの会

福祉部

横浜ビジネス支部
JCROM（Japanese custom rom）

仙台もくもく勉強会の活動紹介

の紹介

Flag Base
with 宮城教育大学 安藤研究室

日本Androidの会福祉部事例発表
ハイクオリティなオーディオ、ビ

Androidを用いた教育支援システム

ジュアルとAndroid

の紹介

工学院大学金丸研究室

スマートドライブメーター製作委員会

sugi2009

KDDI㈱

合同会社はねまん

スマートフォンと回路を連携した

自動車運転中の道路の凸凹を計

NFCによる被災観光地域の支援

災害時聴覚障害者支援システム、

ガッチャンコシステム

スマート白杖

測・お知らせするスマートフォン

他

−三位一体いいとこどり−

すくすくスクラム仙台

モトローラ・モビリティ・ジャパン㈱

㈱シーエー

すくすくスクラム仙台 join us!!!

モトローラの最新スマートフォン

Android連携ハードウェア(オープ

アプリ「BumpRecorder」
日本Androidの会 秋葉原支部

日本Androidの会

秋葉原支部

アクセサリ部

ロボット部

NFCとピカピカアクセサリ

来てください。部員募集中！月1回ペース

成果物を展示します、ぜひ作品に触れに
で、秋葉原で勉強会をしています。

ンソース)

バザール C棟, 萩ホール
㈱GClue

日本Androidの会

HTML5アプリの開発環境

四国支部プレゼンツ

CloudBOXとAndroid連携ハード

四国支部
Android

玉川エンジニアリング㈱

クアルコムジャパン㈱

アシアル㈱

Android端末を使用した環境放射

クアルコムが提供する，アンドロイド

モバイルアプリ開発プラット

アプリケーション開発ソリューション

グッズの販売

線量データ自動送信装置

東北大学 T-Semi

㈱パソナテック 仙台支社

㈱デザイニウム

NINJA

Mobile Creators Summit

ロボットを体験しよう！

アプリ紹介

KINECTを活用したインタラクティ

Androidを使ったり使わなかった

東北復興ビジネスプランコンテス

ブアプリの紹介

りする放射線計測の試み

トに関する展示

東北IT新生コンソーシアム

㈱ウェブテクノロジ

ＮＥＣソフトウェア東北㈱

東杜シーテック㈱

（株）NTTドコモ

東北IT新生コンソーシアムの活動

アNo1の、画像減色/圧縮ツール「OPTPiX

安否確認・情報配信システム

三次元温度計測システム

現場ニーズに基づいたAnｄｒｏｉ

ウェア

〜拡張現実とピアツーピア〜

フォームMonacaの紹介

コンシューマゲームの製作現場にてシェ

と東北の復興に貢献するサービス
の提案
シャープビジネスコンピュータソ

imseta」のウェブテクノロジが、弊社最

ｄタブレットの活用事例

新商品をご紹介します。

〜復興新生支援活動からの発見〜

三宅理(DropCart)

イートス株式会社

Fandroid EAST JAPAN

みやぎモバイルビジネス研究会

DropCart

冷凍・冷蔵・空調コストの削減と見

Fandroidアプリ＆活動紹介

仙台宮城から展開するビジネス機

フトウェア株式会社
法人向けソリューションとスマー
トフォン向けアプリケーションの

株式会社富士通システムズ・
イースト

S.O.IT

NECビッグローブ（株）

仙台スマート勉強会

「ついっぷるスポット」のご紹介

仙台スマート勉強会の活動の紹介

スマートフォン＆タブレットを使

リモートセンシング技術を活用した農産物の

フィンランド・オウル市とICTビジ

用したクラウドビジネスソリュー

品質解析 と 地域の埋もれた魅力を浮上させる

ネス交流を行うコミュニティで

ション

会創出へのコミュニティ活動

エネ、省コスト提案のご紹介。

ご紹介
アンデックス株式会社

える化をクラウドで実現。その他省

観光クラウド

す。メンバー募集中です。

