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アプリアイデア)計算結果を、三択で

表示する電卓。 

暗算も裏側でやっておかないといけ

ない、脳トレ的な、ゲームモードがあ

る。 

 

アプリアイデア)電卓ウォーズ。 

同じ時間に電卓叩いている人同士

がつながって、毎秒のタイピング速

度をきそう。 

 

アプリアイデア>三色オセロ。 

色が三色あって、挟めば裏がえせる

というシンプルルール。3 人オセロが

どんな展開になるのかは、興味深い

所。 

 

アプリアイデア)音声調律。 

声を録音する。ド、の音に変調する。

それで音を自分でも出して覚える。 

 

アプリアイデア)一人ザワザワ。 

三分分の音を記録。そのあとはミキ

シング録音。周囲にザワザワの会話

音が欲しい時に。独り言をずっとして

いると、大人数のザワザワが生じて

いく。ブレストの際につけておくと、

徐々に賑やかしに。 

 

アプリアイデア)ボクノコエ。 

自分の聞いている自分の声は、録音

の声と違う。その人のしゃべりを録音

して、骨伝導音変調して再生。その

人が聞いているその人の声を、皆に

しってもらえる。ーー私の声は、録音

で聞くと自分にとっては、軟弱な声で

好きじゃない。本当の僕声は、これな

んだー、という。 

 

アプリアイデア)パワポ色調計算機。 

三色の色を画面上とスライドで撮影。

色の差分を計算。その差額を元に、

データのほうの色調を変える。 

 

アプリアイデア）「お風呂へ入りなさ

い」 

起動しておくと、予定時刻を 5 分過ぎ

るごとにスヌーズでアラームを鳴らす。

踏ん切りがつかない人同士が、よし

23 時に入ろうぜ、というわけのわか

らない連帯感を、共有でき、カウント

ダウンが始まる。とか。 

 

アプリアイデア)睡眠マネージャー。 

起きる時刻をいれておくと、最適睡

眠開始時刻を提示。そのために、風

呂やメールの返信など。必要な作業

も考えた夜のペースでアラームをな

らす。 

 

アプリアイデア)擬似夕暮れ。 

明け方に眠る人向けに。明け方に眠

るやるせなさを慰めるアプリ。夕暮れ

てひがしずみ、月が輝く。 

 

アプリアイデア)睡眠予報。 

毎日の睡眠時間を計測し、何曜日に

何時間寝ているか、月末と月初では、

どうか、などから、今週良く寝てる日

はいつか、を予想してくれる。スケジ

ューラーに反映されると便利。 

 

アプリアイデア)みちのく新幹線バス

ガイド。 

車窓から見える山や風景をずっとガ

イドしてくれる。復興をしている人々

の姿が挿入されてもいいかも。ご当

地銘菓は、アプリからも買える、と

か。 

 

アプリアイデア)新幹線に落書き。 

新幹線をカメラで覗くと、落書きがさ

れている。自分もかける。東北新幹

線の壁面、寄せ書きを積んで走る。 

 

アプリアイデア)新幹線わきの看板に

AR 広告。 

巨大な AR マーカーが出ていて、思

わず、写してみたくなる。ギークに訴

求したい広告枠。 

 

アプリアイデア)トイレスケジューラ。 

机に座る時に水をもってスタート。一

口のめ、という指示が不定期に出る。

だいたい、九十分に一回、トイレに行

けと、アプリが指示を鳴らす。ユーザ

どうしで相性のいい人が、同じ時刻

に指示がでて、トイレにいくと情報交

換が楽しい。 

 

アプリアイデア)バーチャルハゴイタ。 

二人でログイン。二人の距離は、四

歩ぶん。こん！とうつと、相手は対空

時間を計算してふると、当たる。二人

の距離が、仙台とアメリカでも、四

歩。 

 

アプリアイデア)顔を認識して、喜怒

哀楽のどれかを判定するアプリ。 

アプリを使わずに分かれよ！という

ことで、ますます相手が不愉快にな

ったりして。 

 



アプリアイデア)えん罪ガード。 

満員電車でつかう。それを起動して

指を十本、指定の場所に当てておく。

身の潔白が示せる。 

 

アプリアイデア)歯医者さん、痛いで

す。 

アプリに、二つのぼたん。ちょっと痛

いです。かなり痛いです！の二つ。

痛いって言えないはずの状況で役に

立ちます。 

 

アプリアイデア)雑談メモボード。 

アイデアを書いたら、五分とかで

徐々に新しいレイヤーがでてきて白

に戻る。また書く。また薄くなる。した

にあるスライドを動かすと昔のレイヤ

ーに戻れるし、そこにも書き込める。

白になったあとしばらく入力が無いと

レイヤーの奥のものをランダムに出

現さす。 

 

アプリアイデア)Don't disturb。 

起こさないで下さい、干渉しないで下

さい、清掃は不要です。というのを表

示するだけのアプリ。経理の計算中

とか、コーディング中とかに。 

 

アプリアイデア)スーパークールビズ

判定機。 

きているもの、履いているもの、を、

ダイヤルで回して選んで判定ボタン

を押す。78%とか、クールビズ度合

いが、デジタルにわかる。上は裸で、

海パン、サンダル、みたいなアウトの

場合は、どう判定しよう。 

 

アプリアイデア)目的地レーダー。 

ルートマップを示すのではなく、単に、

矢印がくるりっと目的地の方向を指

すだけのシンプル機能。 

 

アプリアイデア)手振り身振りトーカ

ー。 

カメラで人の身振りを認識して、「や

れやれだぜ」とか「うふふ」とか、「あ

れ、髪切った？」とか、適当な言葉を

出現させる。ホットペッパーの CM に

近いテイストで。ーー手話の言語要

素との相関性で、とかも、いいかも。 

 

アプリアイデア)八人がけのラプソデ

ィ。 

電車内で八人がけの席に座る人をカ

メラで除くと、座高の高さで、音程が

でき、きている服の色で、音色がアレ

ンジされる。車内を端から端まで取

ると、楽曲が自動でできる、とか。オ

ルゴールのクシバのアナロジーでも

いいかも。 

 

アプリアイデア)ジャガリコガリガリ。 

画面の中に出現するジャがリコを親

指と人差し指で、ばりばりたべる。な

んとなく、スナックを口にしたくなった

ら。無心でバリバリ、バリバリ。 

 

アプリアイデア)ゴイン。 

普段滅多に使わない語彙を三つ出

現させる。その語彙をつかってツイ

ートをする。正しく使えていないと、リ

プライで他の人が教えてくれる。多分、

若者を密かにフォローしている上司

か父親が、ついつい、リプライしちゃ

う？ 

 

アプリアイデア)旅先さんぽ。 

旅先の街の観光名所や生活の見え

る場所など、街の中を一筆書きした

ルートで、散歩道を生成してくれる。 

 

アプリアイデア)次おりますボタン。 

電車に乗っていて次おります、ボタン

をアプリの中でおす。他のユーザー

が先に押すと押せない。バスのノス

タルジーを遊ぶ。 

 

アプリアイデア)ドレスコードマップ。 

様々な服装のマネキンの写真が二

次元平面上に配置されている。具体

的にこのあたりが、想定される服装

ですよー、というものをヒートマップ的

に可視化する。服装自由、という場

に行ったら、自分だけラフだったとか、

逆に自分だけフォーマルすぎた、を

回避 

 

アプリアイデア)風船膨らまし。 

マイクに向かって、ふーふー。小さい

のはすぐにできるが、でっかいのは

大変。気球なんていうのもあって、一

応可能だけれど、二年ぐらいかかる。

とか。 
 

アプリアイデア)モノマネマスター。 

真似したい芸能人のセリフを録音。

真似してしゃべる。両方を同時再生。

傾けると再生音のバランスを変えて

くれる。ーーもう一歩、面白い機能が

欲しい。。（→ @endo_shin: 「こんと

んじょのいこ」と言うとえなりかずきが

“簡単じゃないか”って言ったように

聞こえるそうです。そういうコツを表

示） 

 



アプリアイデア)うたたねアプリ。 

どう考えても睡眠導入剤にしか思え

ない先生の講義が再生される。 

 

アプリアイデア)自転体感アプリ。 

アプリを起動した瞬間から、地球上

の自転についていかなくなる。仮想

的に。仙台から、山形、北朝鮮、中

国、イラン、アルジェリア、米国、へと、

マーカーが移動する。二十四時間で、

仙台に戻る。恐ろしい速度でマーカ

ーが移動するの見て楽しむ。 

 

アプリアイデア)会場投票アプリ。 

iPhone に、三択の画面が出るアプリ。

その画面をステージにむけて掲げる。

ステージ上からカメラで覗くと各選択

肢の投票数が、画像から検出され

る。 

 

アプリアイデア)酔っ払い判定機。 

酔ってくると達成しにくい課題が出現。

たとえば、目を閉じて片足立ち。たと

えば、目を閉じて二十秒でボタンを

押す、とか。例えば、スマフォの水平

移動、など。宴会用途。 

 

アプリアイデア)猫練習。 

にゃーん、という音を聞いて、声を真

似する。相関度でランクが出る。多

分猫好きはうまい。 

 

アプリアイデア)猫あて。 

にゃーん、という鳴き声。三匹の猫の

画像。どれの鳴き声かあてる。ひた

すらそれ。ーーー疲れて独りでアパ

ートで夜中に遊んでもらいたい。ーー

バス停でやると猫がよってきちゃうか

も。 

 

アプリアイデア)子犬とクローバー。 

犬の子になってクローバーの中を走

り回って、四つ葉を探す。四つ葉を

探すパズルゲーム感と、子犬を草原

で走らせる楽しさで、子供受けを狙

いたく。 

 

アプリアイデア)別世界。 

自分の最も使わない単語を使うユー

ザーのツイートを、見せてくれる。 

 

アプリアイデア)ピットイン。 

同じ会社の気の合う人どうしで使うア

プリ。コーヒータイムを示してくれ同じ

時間に会話できたり、今晩は○○で

夕飯がオススメ、など、同じ場所を示

してくれて、ふらっとのみにいくと、高

い確率で会えたりする。 

 

アプリアイデア)空想のスパゲッティ。 

村上春樹さんのエッセイか小説に、

望まない電話のあいてには、いまス

パゲッティを茹でているんだ、と返す

くだりから。アプリを起動すると鍋に

沸騰したらオリーブ油と塩。パスタを

投入した所から始まる。かき混ぜる。

吹きこぼれとか音が派手に出る。 

 

アプリアイデア)君の道。 

君をカメラでのぞくと、君が歩いたあ

とに道ができるんだ。 

 

アプリアイデア)あだなジェネレーター。 

顔を写す、にている画像を検索して、

その単語のさいごに、っち、をつける。

マンホールッチ、とか、弁当ばこっち、

という感じ。 

 

アプリアイデア)Jazz ノート。 

キーボードをうつと、ジャズの曲が弾

ける。waltz for debby とかが、しっと

りと流れ始める、続きが聞きたくてつ

いつい駄文でもいいからタイピング。

とにかく書き出すこと、と実践さす。 

 

アプリアイデア)砂時計プラス。 

同じ時刻に起動したユーザの数だけ

画面上に光の玉が見える。途中で飽

きて別のアプリにすると、光が消える。

最後までおれはやるぞ！という、遊

びテイスト。 

 

アプリアイデア)分解くん。 

目覚まし時計とかを、どんどん分解

できる。はめ殺しのところは、腕力で

ぶっ壊す！的な。小学生の頃、目覚

まし時計を 30 台分解して、全てのベ

ルを取り出して組み立てたら、五台

は正常に戻った。はめ殺しも何度か

壊すと正しい破壊法が分かる。それ

的な。（→ 、車とか、マグロとかも、） 

 

アプリアイデア)ナンバープレートマ

スター。 

車番を撮影。仙台、とか、尾張小牧

とかを認識。全部を何日間で集めら

れるか。車台数がすくないプレートに

は、レア度をつけてもいいかも。 

 

アプリアイデア)前の電気を消して下

さいアプリ。 

講演中に会場係りの方に、効果的に

合図を送る、という超ニッチ用途アプ

リ。どう示すのがいいだろう。 

 


