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プロジェクト概要 Project Outline

近年，スマートフォンの普及に伴って，スマートフォン向けアプリケーション市場が拡大している．本プロジェクトではこのような背景を
受けて，従来のアプリケーションとの差別化を図るために，機能面を充実させた”近未来的なスマートフォンアプリケーション“の提案・開発
，アプリケーションに関する市場調査，およびビジネスモデルの提案を，公立はこだて未来大学，神奈川工科大学，長崎大学が共同で行っ
ている．本年度は「CoolJapanimation」と「Rhyth/Walk」の 2つのアプリケーションを開発する．また，本プロジェクトは多数の企業の方
の支援，指導を受けて活動している．
As the smart phones become more and more popular, the market of smart phone-oriented applications is continuously expanding. The main purpose of this project 

is to develop ”new smart phone applications for near future” with enriched functionalities. The business models and marketing issues of then applications 

will be also explored in this project. This project is jointly conducted by Future University Hakodate, Kanagawa Institute of  Technology and  Nagasaki University, and 

this project is also partially supported by Two applications, namely “Cool Japanimation”, “Rhyth/Walk”, will be developed  in this project.

スケジュール Schedule 活動 Activities

本プロジェクトでは，3大学(未来大学，神奈川工，長崎大)でアプリ開発，仕様書作成を共同で
行うために，wikiやメーリングリストを活用，Skype会議，年2回の合同合宿を行い情報共有
を行っている．Skype会議は毎週水曜日に3大学で行い，各大学の進捗報告・意見交換を
行っている．アプリ開発は，Android，iOS， HTML5の3つのプラットフォームで行っている．
また，未来大学と長崎大学では，独自にアプリ開発用サーバを立ち上げて技術習得を行って
いる．さらに，開発しているアプリのビジネスモデルを提案するために3大学共同で調査
している．

For the joint application development, students from

 the three Universities(Future University Hakodate, 

Kanagawa Institute of Technology and Nagsaki University) conduct 

frequent idea exchange throughweekly Skype meeting, home 

page infomatiou sharing and lodging together. Students from the 

three Universities conduct progress report and idea exchange in 

Skype meeting every Wednesday. Application development on 

three platform of Android, iOS, HTML5.  So, in Future University Ha-

kodate and Nagsaki University, we have been learning technology 

by starting up the server forapplication development. Three uni-

versity's students research a business model in order to propose it 

of the application we  are developing. 
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6月

5月
アイデア検討

第1回合同合宿

要求・要件定義書作成

サービス仕様書作成

中間発表

詳細仕様書作成

オープンキャンパス

開発期間

アカデミックリンク

第2回合同合宿

キャンパスベンチャーグランプリ

最終発表

発表会
企業報告会

Examination of the idea

First lodging together

Preparation for detailed specifications

Preparation for requirement-
definition document

Middle presentation

Preparation for service specifications

Open campus

Development time

Academic Link

Second Lodging together

Campus Venture Grand prize

Final presentation

Presentation
Briefing session

合同合宿
Lodging together

合同合宿は3校1つの場所に集まり、Face to Faceで会議を行った．
全2回行い, いずれも企業やOB・OGの方々に参加していただき，1
回目ではアプリを2つに決め, 2回目では、進捗確認を行い，意識共
有をした．
Lodging together meeting gathered in three schools in one place, This 
regard a meeting in Face to Face. Performs all twice, it was a good chance to 
receive valuable comments from industrial people and also members of OB/OG 
of project. In the first times I decided two apps. The second time was carried 
out to check the progress, was aware shared.

協力企業 Collaboration Companies


