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ET/IoT総合技術展 企画イベント
組込みIoTハッカソン2016

組込みIoTハッカソン2016企画WG
（委員長：慶應大学 白坂成功 准教授）

概要
　IoT時代に変わりつつある組込みシステ

ムの新たな可能性と方向性を実感すると

共に、これからの組込みシステム業界を牽

引できる「組込みIoT人材」を発掘・育成す

ることを目指して開催します。

　初開催の昨年はエキジビションで実施し

た組込みIoTハッカソン。今回はオープン競

技として開催いたします。

※ハッカソンとは、ハッカー・マラソンのこ

と。与えられた課題を解決するサービス／

システムを、何時間／何日といった短に実

装して、その発想やアイデア、設計／実現上

の工夫、サービス／システムの出来栄えを

競う競技です。

課題の出題方法
　提示された課題ペルソナに対して、チー

ム毎に抽選で指定されるシチュエーション

（利用状況）において、指定されるエモー

ション（利用者の感情）を提供できるIoT

サービスを、指定されるアトリビューション

（活用するデータ属性）を活用して実現し

ます。

・IoTサービスは、センサー、ネットワーク、
クラウドサービスのすべてを使用すること
が必須の要件になります。
・また、開発したIoTサービスについて、以下

組込み×IoT 総合技術展2016、開幕!!

協会が主催するEmbedded Technology 2016/IoT Technology 2016が
11月16日から3日間、パシフィコ横浜で開催される。協会主催の展示会として、
ET2016は節目となる30回を迎えた。記念開催にふさわしく、出展社数（415
社・団体）小間数（809小間）ともに前回を上回り、規模を拡大しての開催と
なった。新規出展社は80社を超え、日本企業とのパートナーシップを見込んだ
海外企業の出展社も前年比1.5倍となり、華やかさに彩りを添える。
東京大学・坂村健教授が“これからの30年”を展望するET30回記念講演、
JASA会員企業が集合したJASA特設パビリオンなど、特別企画も用意され、
展示会・カンファレンスを盛り上げる。おおいに注目いただきたい。

の設計ドキュメントの提出が求められます。
 -対象とした利用者のペルソナ記述
 -開発したシステムのGSN/D-CASE記述
 ならびにSYS-ML記述
・開発時間： 11月15日（火）の課題発表後
 12：00から11月17日（木）12：00までの
 72時間
＜スケジュール＞
17日（木）会期2日目：審査会/受賞者講演
18日（金）会期3日目：受賞パネル展示
　展示会場JASA特設パビリオンブース

11月17日（木）は、13時～15時、審査会および授賞式が会議センター4階411＋412
にて行われます。どなたもご参加頂けますので、ぜひチームの作品とプレゼンテーション
をお聞きに、足をお運びください。

＜スポンサー＞

今年はET30回記念。規模も拡大され開催
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ET/ IoT Technologyアワードは、組込み業界の発展と国内産業の競
争力向上に寄与する、優れた組込み技術や製品、ソリューション、
サービスに対し表彰するもの。「市場へのインパクトがある」「今年
の市場トレンドにマッチしている」「従来製品と明確な違いがある」
ことをポイントに公募。ET/IoT Technologyアワード審査会の厳選
なる審査により選定した。
（表彰式は11月17日（木）16:30～メインステージで実施）
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● アーム株式会社
「ARM、自律走行車を実現する
 最先端の機能安全プロセッサ Cortex-R52」
機能安全の最高基準を満たす ARM® Cortex®-R52
次世代の自律走行システムに必要な安定したリアルタイム性能を提供
車載、産業、医療アプリケーションの安全認証手続きを簡素化

● NEC

「ARｍKeypad（アームキーパッド）」

腕を仮想キーボード化するスマートグラス用
ユーザーインターフェース

受賞社決定!!

C-49 B-69

● 筑波大学 山際研究室
「ARｍKeypad（アームキーパッド）」
腕を仮想キーボード化するスマートグラス用
ユーザーインターフェース

● インタープラン株式会社
「920MHz特定小電力無線モジュール　IM920シリーズ」
部品感覚で使え、よく飛ぶ920MHｚ帯組込み用無線モジュール

● 株式会社ステップワン
「ワイヤレス温湿度センサ」
温湿度のリアルタイム監視及び長時間記録が可能なセンサシステム

● NextDrive Inc.
「世界最小クラスIoTゲートウェイ：Nextdrive Cube」
積木式IoTソリューション

UI-01

V-15

V-06

D-15-04

● 株式会社ソルティスター 
　 （旧社名：株式会社ジービーエー）

「SaltySter 5.0」
IOT＋エッジコンピューティングを強力にサポート！

● 日本サイプレス株式会社
「CYALKIT-E02 Solar-Powered BLE Sensor 
　Beacon Reference Design Kit」
電池交換、電気配線不要！10円玉サイズの
超小型電池レス無線センサー

D-23-1 A-45

出展社から応募された多数の新技術・ソリューションより、厳選な審査で選出された受賞社

ET/ IoT Technologyアワード2016 

◀ ▶Embedded Technology優秀賞

◀ ▶IoT Technology優秀賞

◀ ▶特  別  賞

ET30回開催記念として、業界
振興を目的に、特に新規出展や
小中堅企業より、製品技術の優
位性、アイディア、新分野・市場
参入を展開する企業等に対し、
主催者特別賞を設けました。

JASA
特別賞

たこ焼きなら60個、寿司
なら80貫は食べます。

シラと愉快な仲間たち
／ユークエスト株式会社

チームNSKは若さ溢れる
メンバーが集まっていま
す。 時代を切り拓く新しい
発想と新たなサービスでイ
ノベーションを起こします。

チームNSK
／日本システム開発株式会社

メンバーも東京、名古屋
と離れていますが、IoT技
術を駆使して頑張りま
す！

Team IoTSL
／株式会社OTSL

短期決戦ならではの雰囲
気を楽しみつつ、普段とは
違う発想が産まれるよう
自分たちを追い込みます！

7営業日
／エスディーテック株式会社

普段はIoT社会を縁の下
で支えている組み込みの
職人たちが、IoTサービス
の創造に挑戦します！

Re:FReSH
／イーソル株式会社

ショートスリーパーが有
利と思われるハッカソン
ですが、あえて、ロングス
リーパーで挑戦しました。

ロング・スリーパーズ
／株式会社エクスモーション

＜ 参加６チーム紹介 ＞
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【会社概要】
アドバンスド・データ・コントロールズ（ADaC）は、1982年の設立以
来、 「最適なソフトウェア開発環境」を常に追求し、時代を先取りしたベ
ストソリューションをトータルに提供するリーディングカンパニーです。
【出展概要】
本展では、「IoT社会に貢献するEmbedded Solution」をテーマに、
車載インフォテインメント（IVI）や先進運転支援システム（ADAS）な
ど、特に高い安全性・信頼性が求められる自動車分野に向けた最新の
ソリューションをご提案します。
■仮想化技術を利用した信頼性の高い車載システム
車載システム向けハイエンド系SoCにポーティングされたリアルタイ
ムOS上で、LinuxがゲストOSとして安全に動作できる仮想化技術
を、車載インフォテインメント（ナビやビューカメラ）向けのデモでご
紹介。
■ADAS向け障害物領域検出 画像処理デモ
「R-Car V2H」を使用し、リアルタイムOSに障害物領域検出アルゴ
リズムを実装した実機デモを展示。

㈱アドバンスド・データ・コントロールズ
Tel.03-3576-5351　http://www.adac.co.jp/

組込み機器のハードウェア/ソフトウェア/メカニズムの開発・設計
・受託開発
・独自技術の自社商品開発(ODM)
ものづくり
・試作開発から量産化まで対応可能
・数個の試作開発、案件に応じた開発提案
・各分野の様々な部品メーカー、製造業者と協力体制がある

㈱イーアールアイ
Tel.019-648-8566　http://www.erii.co.jp/

D-22

B-67

B-40-1

IIOTは、モバイル機器を中心に他機器との相互接続検証（IOT）に必
要な機材、ツールおよびDBから成る検証基盤を保有し、会員企業へ
の独自ツール開発や市場調査等を通じて検証基盤の価値向上に努め
ております。
会員企業はIIOTの検証基盤を利活用し、ICT関連企業の検証案件を
受託する検証ビジネスを展開しております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
事業紹介
1. スマートデバイスを中心とした検証・認証基盤の構築と提供
2. 検証ツールの開発、検証ナレッジを蓄積活用するためのデータ
　 ベースの構築
3. 海外のIoT標準化団体と連携した国際標準化に向けた取り組み
4. ソフトウェア検証技術者の人材育成
5. スマートデバイス機器等の検証・認証事業による雇用の創出

一般社団法人IIOT
Tel.098-938-0835　http://www.iiot.or.jp

イマジネーションは、世界中の何十億の人々の生活を豊かにする製
品を支えるグローバルテクノロジー・リーディング・カンパニーです。
モバイル、家電、自動車、企業、インフラ、IoTなど組込機器の原動力と
なるSoC（Systems on Chips）設計に欠かせないマルチメディア、
通信、汎用プロセッサのIP(知的財産)を提供してます。独自のソフトウ
ェアやIPシステムソリューションによって、ライセンシーやパートナー
が差別化されたSoCプラットフォーム素早く市場に投入することを可

イマジネーションテクノロジーズ
Tel.03-5795-4648　http://www.imgtec.com/jp

組込みシステムの開発に欠かせないソフトウェアの統合開発環境とツ
ールチェーンの世界的リーディングカンパニーであるIARシステムズ
は、主力製品のIAR Embedded Workbenchの使用シーンを次の
４つのテーマにフォーカスして展示します。 (1)IoTを実現する無線ソ
リューションとリファレンス開発ツール (2)ARM Cortex-Aでも
IAREmbedded Workbench for ARM (EWARM)での開発が有
利(3)産業イーサネットソリューションの低価格導入ソリューション
(4)マルチコア対応の並列処理コンパイラによる高速処理の実現ブー
スプレゼンテーションではIoTをメインテーマに、半導体メーカーやソ
リューションパートナーからのオススメ最新製品の紹介もあります。ブ
ース来場者には素敵なプレゼントやスウェーデン産のコーヒーなどを
用意しておりますので、ぜひいらして下さい。

IARシステムズ㈱
Tel.03-5298-4800　http://www.iar.com/jp

C-46

当協会はＩＴ検証サービスに関する企業・団体・個人が集い、よりよ
いＩＴ検証サービスを目指し、業界の健全なる発展を促進するととも
に、産業として確立させ、わが国の社会・経済の発展に寄与すること
を目的としております。
活動内容
　検証（テスト・評価）業界の認知度向上
　検証（テスト・評価）技術力の向上
　検証（テスト・評価）標準化（体系、用語等）
　検証（テスト・評価）技術者の創出・育成・認定
　検証（テスト・評価）情報の交換および提供 
　産官学の連携

一般社団法人 IT検証産業協会
Tel.03-3845-4781　http://www.ivia.or.jp

A-36

36年に亘る様々なシステム開発実績と高度な技術力、長年蓄積して
きたノウハウをベースに、組込みシステムから制御系システムまで、幅
広いお客様に最適なＩＴシステムをご提供いたします。
【展示製品】
弊社ブースでは、開発事例の紹介を中心に、対応分野および摘要技
術をご紹介いたします。
◆医療
検査機器・診断機器からセントラルモニタ、生体情報システムから
地域医療連携、ヘルスケアサービスに至るまで、多岐にわたる開発
事例をご紹介します。
◆車載
自動車向けECUの開発や走行安全に向けた開発まで、様々な車載
組込みシステムの開発事例をご紹介します。
◆社会インフラ
IoT/M2M技術を利用し、多岐にわたる社会インフラシステムの開
発事例をご紹介します。

アートシステム㈱
Tel.03-5956-7422　http://www.artsys.co.jp

D-41

D-05

出展会員企業紹介 ＊50音順

沖縄パビリオン

TOHOKUパビリオン
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エーアイコーポレーションは、オープンソースを中心としたRTOS、各
種組込みソフトウェア部品から品質向上支援・テストツール、BIOSな
ど、組込み開発をトータルにサポートいたします。
■TOPPERSソリューション
RTOSとLinux/Androidを同一CPU上で安全かつ簡便に共存させ
るSafeG、ITRON上で動的にモジュール更新可能なRLL、その他マル
チコア対応他
■品質向上支援ツール
マルチスレッド、割り込み干渉不具合が検出可能な高精度静的解析ツ
ール、要求仕様、シミュレーション、検証ツール
■IoT関連
医用機器をつなぐIoTソリューション「コンティニュア」、IED/RTUをつ
なぐ「プロトコルゲートウェイ」他、機器間をつなぐ通信ソフトウェア　
「NFC、Blue too th」他、デバイスマネジメント用プロトコル
「LWM2M、OMA-DA」他、産業IoTのデータ交換規格「OPC UA」他 

㈱エーアイコーポレーション
Tel.03-3493-7981　http://www.aicp.co.jp

エクスモーションでは、組込みシステム開発の生産性と品質を向上さ
せることを目的としたソリューションをご用意しています。
◆品質と生産性向上を目的としたフロントローディング開発支援
　・システムアーキテクチャ設計　・USDMによる要求の仕様化
　・モデルベース開発
　・機能安全の導入と安全設計による開発
◆品質改善を目的とした支援
　・リファクタリング
　・プロセス改善
　（継続的インテグレーション・テスト駆動開発の導入）
◆派生開発・バリエーション開発における生産性向上
　・XDDP派生開発　　・SPL開発
開発における品質と生産性の悩みがございましたら、ぜひ、当社ブース
にお越しいただき、具体的に相談してください。

㈱エクスモーション
Tel.03-6722-5067　http://www.exmotion.co.jp

SRAは、創立49年目を迎える、約1,000名のエンジニアを擁する技
術者集団です。
車載、医療、産業機器、プリンタ、半導体、防衛等の様々な分野で60か
国、7,000社以上の実績を持つクロスプラットフォームHMIアプリケ
ーションフレームワーク"Qt"のプロフェッショナルチームと、100名以

㈱SRA
Tel.03-5979-2800　http://www.sra.co.jp/qt/

株式会社ヴィッツでは自動運転実現に貢献できるサービスとして、車
載セキュリティサービス、ADASサービス、支援ツールサービスを出展
致します。車載セキュリティサービスでは迫るセキュリティ脅威から守
る技術として車載セキュリティ導入支援ソリューション及び車載セキ
ュリティ教育ソリューションのご紹介を致します。ADASサービスでは
画像認識/センシング検証向け3Dアニメーション環境を用いて白線
認識、障害物認識システム検証コスト低減を実現する仮想空間検証
環ソリューションのご紹介を致します。支援ツールサービスでは車載
セキュリティ開発プロセスを支援するツールのご紹介を致します。 

㈱ヴィッツ
Tel.052-220-1218　http://www.witz-inc.co.jp

D-39

B-64

B-02

D-02

★「farmoni（ファーモニ）クラウドサービス」は各種センサーからの情
報を取得・蓄積し「見える化」するシステムです。
①僅かな時間を利用してお手持ちのスマートフォン等から農地の様
子を確認できます。
②期間を指定してデータを確認することができます。また、指定した期
間の最高値・最低値・平均値も合わせて確認することができます。
③データをダウンロードすることで、月毎・年毎の比較が、お手持ちの
表計算ソフト等で簡単にできるようになります。
④ご自身のホームページに掲載することで、広く「安全・安心」をお客
様（消費者さま、お取引先さま）へ伝えることができます。
★経済産業省平成28年度　商業・サービス競争の強化連携支援事
業に関わる「見える化システム」のデモ展示を行います。
　トマト、キュウリ等の「美味しさ」が、お手持ちのスマートフォンで判
る画期的なシステムです。 

㈱ＳＪＣ
Tel.022-284-0290　http://www.sjc-sendai.co.jp

B-40

TOPPERS/SESSAMEパビリオン

TOHOKUパビリオン

株式会社NCEは、コンピュータシステムに関する技術開発を行う企
業として、時代を切り開く新しい会社の形を目指すとともに、「顧客第
一主義」をモットーに社員一丸となって業務に取り組んでいます。
弊社は農業向けに、周辺環境のデータを収集するセンサーの開発を
行いました。このセンサーは「温度・湿度・照度・圧力・CO2」の情報を
随時収集し、その情報を画面上に表示します。センサーを温室等に複
数台設置することにより、一つの温室内で多点観測が可能となりま
す。これにより、より正確な情報を取得することができ、より的確に作
業を行うことができます。センサーの場所は情報表示画面とリンクさ
せることが可能なので、簡単にデータと場所とを結びつけることがで
きます。計測項目はグラフでの表示も可能なので、過去のデータと比
較してみることができます。また、センサーからのデータでアラートの
表示が可能です。このアラートの条件はユーザー側で設定でき、計測
項目全てに対応しています。
このセンサーの将来機能として、東京大学と共同研究により土壌成分
のデータ収集も可能となる予定です。土壌の成分は「窒素・リン酸・カ
リウム」の計測を予定しています。これにより、土壌で今必要としている
養分が何かが判るようになり、従来のような大量の肥料散布で無駄
なコストがかかることなく、適切なタイミングで適切な量の肥料を与
えることが可能となり、コスト削減につながります。 

㈱NCE
Tel.024-937-1050　http://www.nce.co.jp
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STマイクロエレクトロニクスは、私たちの暮らしに欠かすことのできな
いエレクトロニクス機器に、優れた性能と高い電力効率を特徴とした
半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。あらゆるシーン
で活躍するSTの製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機
器の他、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にしま
す。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」
の実現に取り組んでいます。 

STマイクロエレクトロニクス㈱
Tel.03-5783-8310　http://www.st.com
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能にします。半導体メーカー、ネットワークオペレータ、OEMやODM
など多くの世界的な先端企業がイマジネーションのお客様で、革新
的な製品を世界各地で創り続けています。

上のQtエンジニアにより、受託開発、トレーニング、ポーティング、性能
改善等のコンサルティング、サポートまでをワンストップで提供します。
今回、Qtの最新のデモを開発元であるThe Qt Companyと共に展
示致します。
また、SRAが国内初のディストリビュータであるIoT向けソリューショ
ン"Red Hat Embedded Program"をご紹介致します。
























