別紙２

「ＩＣＴフェア in 東北 ２０１６」

展示コーナー

会

場：せんだいメディアテーク

１階「オープンスクエア」

日

時：平成２８年６月１４日（火)

１０：００～１７：００

平成２８年６月１５日（水)

１０：００～１６：３０

◆ Ｉｏ Ｔが生 み出す 新た な社会
ＩｏＴ関 連技 術を活 用した 新たなサ ービ ス等を 紹介し ます。
【展示機 器等 】
・ 海洋デー タ利 用によ る漁業 支援（松 島湾近 海にお ける「水産×ICT」） ［ア ンデッ クス株式 会社］
・ IoT を駆使 した「がん ばら ない介護 」

［ 株 式会社 Z-Works］

・ ICT による 最適な エネル ギ ーマネー ジメ ント
・ 産業機器（ 工場 ）の 問題を 早期発見

［ 東北エ ネルギ ーサ ービス株 式会 社］
［ルネ サスエ レクト ロ ニクス株 式会 社］

・ NICT 総合テ ストベ ッド

［国 立研究開 発法 人情報 通信研 究機構（NICT）］

● 次世代 放送サ ービス
４Ｋ・８Ｋ次世代放送サービスを紹介します。
【展示機器等】
・ ８Ｋスー パー ハイビ ジョン

[日本放送協会（NHK）仙台放送局]

・ ケーブル ４Ｋ

[株式会社ジェイコムイースト仙台キャベツ局]

◆ ＩＣＴに よる 災害に 強い街 づくり
● 災害に 強い情 報通信 技 術の研究 開発 成果等
災害時の 情報 伝達を 確実に 行うため の最 新のシ ステム や情報通 信技 術を紹 介しま す。
【展示機 器等 】
・ 可搬型 ICT ユ ニット
・ スマホ de リレ ー
・ ワイヤレ スメ ッシュ ネット ワーク

［NTT 未来 ねっと 研究所 、 東北大学 電気 通信研 究機構 、
NICT 耐災害 ICT 研 究セ ンタ ー］によ る合 同企画
（東北大 学防 災訓練 で実証 したシス テム を展示 ）

・ 多様な受 信者 におい て判読 可能な情 報伝 達技術

［ 株式会 社 NTT ドコモ］

・ 対災害 SNS 情 報分析 システ ム（DISAANA）
[国立研 究開 発法人 情報通 信研究機 構（NICT） 耐災害 ＩＣＴ研 究セ ンター]
● 電気通 信事業 者事業 者 が提供す る災 害時サ ービス
災害時の 情報 伝達を 確実に 行うため の電 気通信 事業者 による災 害時 サービ ス等を 紹介しま す。
【展示機 器等 】
・ ドコモが お届 けする 災害時 の安心・安全
・ 災害時に おけ る通信 確保の ご紹介
・ 災害時情 報提 供とサ ービス
・ 災害時の 安否 確認と 通信の 確保

［株式 会社 ＮＴＴ ドコモ東 北支 社］
［Ｋ ＤＤＩ 株式会 社東北総 支社］
［ソ フトバ ンク株式 会社］
［東 日本電 信電話 株式会 社宮城事 業部］

◆ 防災と暮 らし に役立 つ情報 システム
災害時の 情報 伝達や 暮らし に役立つ 最新 の情報 システ ムを紹介 しま す。
【展示機 器等 】
・ 災害に強 いＭ ＣＡ無 線シス テム

［一般 財団法人 移動 無線セ ンター 東北セン ター］

・ スカイト ラン シーバ ー
・ 可搬型 IP-PBX

［NEC ネ ッツ エス アイ株式 会社 ］

LEGASiP ソ リューシ ョン

［日 東通信株 式会 社］

・ 4.9GHz 帯に対 応した アンテ ナ一体型 無線 LAN

［日 本無線株 式会 社］

・ 地域の安 心・ 安全の 向上、 活性化に 向け た「デ ジタル 地域振興 用無 線シス テム」
[株式会社 JVC ケン ウッド ・総務省 東北 総合通 信局]

◆ ＩＣＴに よる 元気な 街づく り
● 多言語 音声翻 訳シス テ ム、聴覚 障が い者支 援シス テム
訪日外国人及び聴覚障がい者に役立つ最新の情報通信システムを紹介します。
【展示機器等】
・ インバウ ンド 対応タ クシー 自動翻訳 シス テム

［ ＫＤＤＩ株式会社東北総支社］

・ なぞって 翻訳 ！（ 病院内 案 内表示を その 場で翻 訳）

［株式会社富士通研究所］

・ 多言語音 声翻 訳アプ リ「VoiceTra」、聴覚 障がい 者支 援アプリ 「こ えとら」「SpeechCanvas」
[国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)]
● 暮らし と宇宙×Ｉ ＣＴ
宇宙開発 現場 におけ る情報 通信技術 の活 用を紹 介しま す。
【展示機 器等 】
・ 私たちの 暮ら しと宇 宙×Ｉ ＣＴ
[国立研 究開発 法人宇 宙航 空研究開 発機 構（JAXA）角 田宇宙セ ンタ ー]
● 地域の 魅力×ＩＣ Ｔ
利用者が楽しみながらコンテンツを閲覧できるアプリケーション基盤を紹介します。
【展示機器等】
・ 日本酒ラ ベル コレク ション アプリ「 クラ カラ」
[株式会社富士通アドバンストエンジニアリング]

◆ 船舶の航 行の 安全を 支える 通信シス テム
国の関係 機関 で構成 する「 東北地区 漁船 海難防 止連絡 会」の取 り組 みと 小 型船舶 の安全航 行を 支援す
る無線機 器を 紹介し ます。
【展示機 器等 】
・ 海難事故 防止 のため の機器 （小型船 舶用 簡易型 AIS シ ステム、 船舶 共通通 信シス テム）
[東北地 区漁船 海難防 止連 絡会、ア イコ ム株式 会社、 株式会社 ゼニ ライト ブイ、
古野電気 株式 会社、 八重洲 無線株式 会社]

◆ 「電子申 請・ 届出シ ステム 」説明・ 体験
アマチュ ア無 線の電 子申請 を体験で きま す。
【展示機 器等 】
・ 電子申請 ・届 出シス テム

[総務省東北総合通信局]

※展示プ ログ ラムに ついて は、変更 にな る場合 があり ます。最 新情 報は当 局ＨＰ でご確認 下さ い。

