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なぜ俯瞰学か 

社会、産業の
ニーズ 

俯瞰学 
•環境 
•エネルギー 
•安全・安心 
•少子高齢化 

テクノロジーイノベーション 

ビジネスイノベーション 

ソーシャルイノベーション 

学術論文の爆発 

情報の爆発 “ビックデータ” 



俯瞰学の技法 

• 地政学的俯瞰 

• 書誌学的俯瞰 

• 統計学的俯瞰 

• 時系列的俯瞰 

• 歴史学的俯瞰 

• 比較学的俯瞰 

• ・・・・・・・ 
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地政学的俯瞰：東シナ海 
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尖閣 



地政学的俯瞰：南シナ海 
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太平洋への出口 

X スカボオー礁 



衛星写真の夜間光 アジア経済 



日本のメガポリス 
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ネットワーク分析を用いた書誌学的俯瞰 
データベースからの文献
の書誌情報の入手 

クラスタリングと研究内容分析 可視化 

引用ネットワーク分析 

クラスター内の引用数 
グループ内での影響力 

クラスター全体の引用数 
分野内での影響力 

論文群の研究分野の同定 
最大連結成分の抽出 



ビジネスモデル研究の研究領野 
総論文数 １０６７２ １９８０－２０１０ ＩＳＩデータベース 

品質管理 組織変革 

ベンチャーのBiz-モデル Biz-モデル一般論、IT Ethics 

e-ビジネス,Biz-プロセス 



PETERAF, MAは何処に？ 

ここです！ 
THE CORNERSTONES OF COMPETITIVE 
ADVANTAGE 
 - A RESOURCE-BASED VIEW 
著者： PETERAF, MA 
掲載ジャーナル：  STRATEG MANAGE J  
1993 
被引用数 1065 クラスター内被引用数  38 

クラスター内被引用数2番目 
Value creation in e-business 
著者：Amit, R; Zott, C 
掲載ジャーナル：STRATEG 
MANAGE J  2001 
被引用数 287 クラスター内被引
用数 53 
 



統計学による俯瞰 
多変量分析 

http://ww3.ctt.ne.jp/~seijiham/sangyo/rodo/koyokika/shugyo/multana/multana.html 

民間活力 公的支援 公的支援 

モノづくり 

サービス 

東京 

沖縄 

長野 

山形 
愛知 

青森 

北海道 



時系列で俯瞰：株価 

http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/5075.html 



時系列で俯瞰：為替 

長期的には２００円の円高 

https://vdata.nikk
ei.com/ 

http://www.cms-
forex.com/pointo
fview/usd.html 



時系列で俯瞰：原油価格 

http://www.garbagenews.net/archives/1876659.html 

［東京 １８日 ロイター］ - 今週の外為

市場では、ドル／円の下落トレンドが
再開する可能性がある。１７日にドーハ
で開かれた主要産油国会合で原油価
格押し上げに向けた増産凍結の見送
りが決定され、原油先物価格が急落し
たことを受け、再びリスク回避のセンチ
メントが強まる見通し。 

原油市場は、1月中旬、1バレル当たり25ド

ルの低水準だったが、イラクとナイジェリア
における減産、ならびに米国のシェールオ
イルなど、石油輸出国機構（OPEC）の非加
盟国の減産を背景に、4月は1バレル当た
り40ドルに回復した。主要産油国が提案し
た増産凍結に向けた4月中旬の協議では、
結論が先送りされている。 



時系列で俯瞰：日本人の人口・寿命 

昭和22年（1947)に初めて平均
寿命が50歳を超えた！ 

昭和42年（1967)に人口が
1億人を突破した！ 

http://fkaleidoscope.blog11.fc2.com/blo
g-entry-305.html http://www.garbagenews.net/archives/1

940398.html 



改めて、日本を歴史的に俯瞰して 
現在の日本の立ち位置を認識する 
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日本の独立そして復興へ 
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「サンフランシスコ講和条約」 
1951年（昭和26年）9月8日に全権委
員によって署名され、 

同日、日本国とアメリカ合衆国との間
の安全保障条約も署名された。翌年
の1952年（昭和27年）4月28日に発効
する。 

ソビエト連邦をはじめとする東側諸国、
「中国」は調印せず。 
 
 
東西冷戦で日本は救われた！ http://matome.naver.jp/odai/2134863009521091401 

ウキペディア日本国との平和条約 



日本経済の３フェーズ 
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社会実情データ図録 

フェーズ３ 

フェーズ２ 

フェーズ１ 



フェーズ１ 
世界銀行の融資で日本は新生した 

http://momocan1215.tumblr.com/post/15380511391/31 
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1 1953/10/15 関西電力 関西電力 多奈川火力発電 
2 1953/10/15 九州電力 九州電力 苅田火力発電 
3 1953/10/15 中部電力 中部電力 四日市火力発電 
4 1955/10/25 八幡製鉄 八幡製鉄 厚板圧延設備 
5 1956/02/21 日本鋼管 
トヨタ自動車 
石川島重工 
三菱造船 日本鋼管 継ぎ目なし中継管製造整備 
トヨタ自動車 挙母工場  
石川島重工 東京工場  
三菱造船 長崎造船所 
6 1956/12/19 川崎製鉄 川崎製鉄 千葉工場 
7 1956/12/19 農地開発機械公団 農地開発機械公団 上北根川地区開墾事業 
8 1957/08/09 愛知用水公団 愛知用水公団 愛知用水事業 
9 1958/01/29 川崎製鉄（2次） 川崎製鉄 千葉工場 
10 1958/06/13 関西電力（2次） 関西電力 黒部第四水力発電 
11 1958/06/27 北陸電力 北陸電力 有峰水力発電 
12 1958/07/11 住友金属 住友金属 和歌山工場 
13 1958/08/18 神戸製鋼 神戸製鋼 灘浜工場 
14 1958/09/10 中部電力（2次） 中部電力 畑薙第一・第二水力発電 
15 1958/09/10 日本鋼管（2次） 日本鋼管 水江工場 
16 1959/02/17 電源開発 電源開発 御母衣発電所 
17 1959/11/12 富士製鉄 富士製鉄 広畑工場 
18 1959/11/12 八幡製鉄（2次） 八幡製鉄 戸畑工場 
19 1960/03/17 日本道路公団 日本道路公団 高速道路（尼崎－栗東間） 
20 1960/12/20 川崎製鉄（3次） 川崎製鉄 千葉工場 
21 1960/12/20 住友金属（2次） 住友金属 和歌山工場 
22 1961/03/16 九州電力（2次） 九州電力 新小倉火力発電 
23 1961/05/02 日本国有鉄道 日本国有鉄道 東海道新幹線 
24 1961/11/29 日本道路公団（2次） 日本道路公団 高速道路（一宮－栗東、尼崎－西宮間） 
25 1963/09/27 日本道路公団（3次） 日本道路公団 東名高速道路（東京－静岡間） 
26 1964/04/22 日本道路公団（4次） 日本道路公団 東名高速道路（豊川－小牧間） 
27 1964/12/23 首都高速道路公団 首都高速道路公団 高速道路（羽田－横浜間） 
28 1965/01/13 電源開発 電源開発 九頭竜川水系長野及び湯上発電 
29 1965/05/26 日本道路公団（5次） 日本道路公団 東名高速道路（静岡－豊川間） 
30 1965/09/10 阪神高速道路公団 阪神高速道路公団 神戸市高速道路1号 
31 1966/07/29 日本道路公団（6次） 日本道路公団 東名高速道路（東京－静岡間） 

1953 関西電力      多奈川火力発電 
1953 九州電力      苅田火力発電 
1953 中部電力      四日市火力発電 
1955 八幡製鉄      厚板圧延設備 
1956 日本鋼管             継目無中継管製造整備 
1956 トヨタ自動車         挙母工場  
1956 石川島重工          東京工場  
1956 三菱造船                     長崎造船所 
1956 川崎製鉄      千葉工場 
1956 農地開発機械公団 上北根川地区開墾事業 
1957 愛知用水公団        愛知用水事業 
1958 川崎製鉄       千葉工場 
1958 関西電力       黒部第四水力発電 
1958 北陸電力       有峰水力発電 
1958 住友金属       和歌山工場 
1958 神戸製鋼       灘浜工場 
1958 中部電力       畑薙第一・第二水力発電 

1958 日本鋼管       水江工場 
1959 電源開発       御母衣発電所 
1959 富士製鉄       広畑工場 
1959 八幡製鉄       戸畑工場 
1960 日本道路公団             高速道路（尼崎－栗東間） 
1960 川崎製鉄       千葉工場 
1960 住友金属       和歌山工場 
1961 九州電力       新小倉火力発電 
1961 日本国有鉄道             東海道新幹線 
1961 日本道路公団             東名高速道路（東京－静岡間） 
1964 日本道路公団          東名高速道路（豊川－小牧間） 
1964 首都高速道路公団   高速道路（羽田－横浜間） 
1965 電源開発      九頭竜川水系長野及び湯上発電 
1965 日本道路公団            東名高速道路（静岡－豊川間） 
1965 阪神高速道路公団   神戸市高速道路1号 
1966 日本道路公団            東名高速道路（東京－静岡間） 

世界銀行融資３１プロジェクト 

 借款の完済は1990年7月（世界唯一の完済国） 



フェーズ２ 

円高という経済大国への道筋 
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円高200円 

バブル崩壊 

リーマン
ショック 

社会実情データ図録 

この時代30-55歳で頑張った人は
今65-90歳 
 

オイルショッ
ク 

フェーズ２ 



中国も第2フェーズに移行 
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2015 
中国 6.76 
日本 1.04 

世界経済のネタ帳 ツール 



日本経済はフェーズ３ 
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オイル
ショック バブル崩壊 

リーマン
ショック 

第2次オイル
ショック 

社会実情データ図録 

フェーズ1 
作れば売れる時代 

フェーズ２ 

個客のニーズを探し、差
別化とCRMの時代 

フェーズ３ 

社会的課題解決
の時代 オリンピック 

大阪万博 



バブル崩壊から25年、世代間ギャップ 

この時22歳（大学生）の人今46歳 
この時13歳（中学生）の人今38歳 
“失われた20年”はシニアの感傷 
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http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/5075.html 



• 阪神淡路大地震 
• オオムサリン事件 
• 村山富市首相 
 そして羽田、細川、安倍、福田、麻生、鳩山、菅 
• 青島幸男東京都知事 横山ノック大阪府知事 
• 三菱銀行と東京銀行が合併 金融破綻 
• 生産年齢人口は87,261千人でピーク 
• WTO設立 グローバル経済へ 
• 野茂大リーグで新人賞 
• Windows 95発売（デジタルエコノミーの始まり） 
• Amazon創立（1997年上場 現時価総額 約33兆円） 

20年前の1995年という年 
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混迷する日本、新しい世界の胎動 



日本だけが低成長ではない 
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1990-2014 成長率日米比較 
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アメリカ ２．２％ 

日本   １．１％   

１．１％の差が実は大きい 

世界経済のネタ帳 ツール 



成長できない日本経済 
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鄧小平 1992年
「南巡講話」 北京オリンピック

2008年 

近未来で中国が米
国を抜くことはない 

相対的に中国の半分、米国の三分の一以下に 

世界経済のネタ帳 ツール 



今も日本は、世界第２位の金融大国 
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中国本土A株は含まれていない（MSCI）ベース 

米国   19.73兆ドル（2450兆円） 
日本  3.0兆ドル 
英国  2.68兆ドル 
仏     1.31兆ドル 
スイス  1.28兆ドル 
独     1.19兆ドル 
カナダ 1.16兆ドル 
 
中国  0.89兆ドル 

（出所：MarketWatch via Bank Of America） 

中国 



起きている創造的破壊 
 

全ての産業に迫る大津波！ 
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見えている日本の未来 高齢化社会！ 
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2020年に団塊世代が後期高齢者に入り、本格的な高度高齢化社会になる！ 

2020年日本人平均年齢50歳！ 

2020年75歳以上の
ほうが多くなる 



見えている世界の未来 環境！ 
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地球の温暖化は着実に進み、世界各地で干ばつ、洪水、ハリケーンが激しくな
り、一方北極海航路が実現してアジア―ヨーロッパの物流は冬季を除けばスエ
ズ運河を経由しなくなるかもしれない。 
2度以上の高温化で地球上の社会は滅亡といわれている。今からなら1.5度の
線を守れるとも。 



GAFMAの脅威 
「GAFMA（Google，Amazon，Facebook，Microsoft，Apple」 

1位:アップル/2,055億ドル(約24.7兆円) 
 
2位:マイクロソフト/1,079億ドル(約12.9兆円) 
 
3位:アルファベット/674億ドル(約8.1兆円) 
 
4位:シスコ/615億ドル(約7.4兆円) 
 
5位:オラクル/544億ドル(約6.5兆円) 
 
6位:ヤフー/339億ドル(約4.1兆円) 
 
7位:クアルコム/315億ドル(約3.8兆円) 
 
8位:EMC/150億ドル(約1.8兆円) 
 
9位:イーベイ/137億ドル(約1.6兆円) 
 
10位:フェイスブック/112億ドル(約1.3兆円) 

GAFMAの手持ち現金 ４７兆円！ 
トヨタ 約5兆円 



時価総額のランキング 
01 Apple  513.45  アメリカ 約52兆円 
02 Alphabet  482.11  アメリカ 約50兆円 
03 Microsoft  392.00   アメリカ 約41兆円 
04 Exxon Mobil  367.10   アメリカ 
05 Berkshire Hathaway 359.27  アメリカ 
06 Facebook  336.31   アメリカ 約3５兆円 
07 Amazon.com  311.21  アメリカ 約33兆円 
08 Johnson & Johnson 309.27  アメリカ 
09 General Electric 286.92  アメリカ 
10 Wells Fargo  253.73  アメリカ 
11 AT&T   238.78  アメリカ 
12 Nestle  237.64  スイス 
13 China Mobile  235.55  香港 
14 JPMorgan Chase 231.10  アメリカ 
15 Roche Holding  217.34  スイス 
 
28 Toyota Motor     160.02  日本  約18兆円 
34 Samsung Electronics 158.71   韓国 
41 Intel   143.04   アメリカ 
42 IBM   140.10  アメリカ 
43 Cisco Systems  138.33  アメリカ 

http://www.180.co.jp/world_etf_adr/adr/ranking.htm 

211兆円 



IBM株価推移 



Googleが180個の人工衛星を使って全世界
のどこでもネットを可能に 
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http://gigazine.net/news/20150209-isro-google-satellite/ 



「Google マップ」が無かった時代を 
覚えてますか？サービス開始10周年！ 
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現実化する自動運転車 

自動運転でグーグルとフィアット・
クライスラー提携 
Pacificaというミニバンを使う 

たとえば目や耳、体が不自由な
人々も車を活用できるようになる
社会の実現です。ミニバンであれ
ば、車椅子などの乗降も容易にで
きる 

米グーグルや米フォードモーターな
どの5社は4月26日、米国における
自動運転車の実用化に向けて 
「Self-Driving Coalition for Safer 
Streetsを設立 

メンバーはグーグル、フォードのほ
か、配車サービスの米ウーバーテ
クノロジーズ、米リフト、ボルボカー
ズが加わっている。 



グーグルはボストン・ダイナミックス社をはじめ 
世界中のロボット技術会社を買収 
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ロボット国際競技会で日本惨敗 優勝は韓国チー
ムだが、敗因はグーグルだった…予選で１位だっ

た日本のベンチャー企業が米グーグルに買収され、
決勝戦に「エース」を送り込めなかった 

https://youtu.be/NwrjAa1SgjQ 
https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2015/02/vb34dw.gif?w=480&h=270 

ボストン・ダイナミクス（英語: Boston 
Dynamics）は、ロボットの研究開発を手

がけるアメリカ合衆国の企業。国防高
等研究計画局 (DARPA) の支援の下開

発した四足歩行ロボットビッグドッグ[2]や、
人間のシミュレーションを行うCOTSソフ
トウェアDI-Guyといった製品を開発して
いる。 

https://youtu.be/NwrjAa1SgjQ
https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2015/02/vb34dw.gif?w=480&h=270
https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2015/02/vb34dw.gif?w=480&h=270
https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2015/02/vb34dw.gif?w=480&h=270
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%81%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%98%B2%E9%AB%98%E7%AD%89%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%A8%88%E7%94%BB%E5%B1%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%98%B2%E9%AB%98%E7%AD%89%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%A8%88%E7%94%BB%E5%B1%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%82%AF%E3%82%B9#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2


Google 創業者の新たな挑戦  
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新たに持株会社「Alphabet」を
設立し、その傘下にGoogleなど

がぶら下がる組織形態に変更さ
れる。 
Googleは、創業から16年がたち
Googleマップ、Gmail、YouTube、
Androidなどだけでなく、Google

グラスや自動運転カーを開発す
るGoogle Xや遺伝子解析サー
ビス23andMeなど、広がり続け

るサービスと部門の組織を再編
するために 
。 

AlphabetのCEOにはGoogleの共同創業者であるラリー・ペイジ氏が、
社長にはおなじくGoogle共同創業者のセルゲイ・ブリン氏が、会長に
はエリック・シュミット氏が就任 

社訓 Not be devil 
→Should do the right thing 

http://gigazine.net/news/20140416-the-truth-about-google-x/
http://gigazine.net/news/20150316-google-dna-data-into-drugs/


Alphabet社の設立後はじめての会社は、
Google Xからライフサイエンス分野に決定 
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グーグルのlife sciences teamは受動的なヘル

スケアから能動的なヘルスケアへ移行してい
くことに注力していきます。生物学、化学、物
理学、薬学、電子工学、コンピューターサイエ
ンスのそれぞれの分野の専門家たちが集結
することで、我々は日常生活に組み入れるこ
とができ、病気の発見・防止・管理に変革をも
たらす新技術の医療ツールを開発中です。小
型のグルコースセンサーが搭載されたスマー
トコンタクトレンズ、病気の早期発見を助ける
nanodiagnosticsプラットフォーム、身体に震え
が出る人のためのツールLiftwareを含むプロ
ジェクトが現在開発段階にあります。 Google 

Baseline Study 

By Ben Mortimer 

Googleが目の中に液体コンピュータを注入す
る「眼球内デバイス」の特許を申請 



直観力も学習できる！ 
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http://www.asahi.com/articles/ASJ3D6R5LJ3DUHBI02J.html 

１９９７年にチェスの世界王者を破っ
たＩＢＭのコンピューター「ディープブ
ルー」との違いも。「ディープブルー
は膨大な情報を処理したが、アル
ファ碁は選択した少数の情報だけを
処理している。人間が直感で状況
判断するように」 

 ＡＩにはこれまで、コンピューターの
計算性能の向上を生かした「力業」
で、先を読む方法が使われてきた。
ある局面から終局までの手を多数
計算し、勝率が高い手を選ぶ。だが、
囲碁は終局までの手順が多く、計算
が追いつかない。 



Amazon の怖さ、凄さ 
ジェフ・ベゾスの姿勢は一貫 
あくまでイノベーションを追求！ 
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2.5 兆円 

現在の利益を追わず！ 
未来を信ずる 
市場も同意？ 



圧倒的なクラウドシェア 
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2015年1月～3月で売上が約1850億円、利益は300億円超 

Amazon 

Google 

IBM 

Microsoft 

Salesforce 

Amazon 



「ドローンハイウェイ」をAmazonが提案 
高度61m～122mを時速111kmで飛行 
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ドローンに「交通管制」、NASAがシス
テム構築へ、AmazonやGoogleとも連
携 
米航空宇宙局（NASA）が2015年8月下旬

から、無人航空機いわゆる「ドローン」の航
空管制システムである「UTM（UAV Traffic 
Management）」のテストを開始する。 
 

世界初ドローン宅配は千葉で？特区
指定、アマゾン参入へ 
国家戦略特区に千葉市を指定し、小型無
人飛行機（ドローン）を使った宅配ができる
ようにすると発表した。 
 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column
/15/061500148/080400016/ 
http://www.asahi.com/articles/ASHD
H2SWLHDHULFA005.html 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/061500148/080400016/
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/061500148/080400016/
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/061500148/080400016/


何でもやってみるAmazon 
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Amazon、一般人に配達を委託する
「Amazon Flex」をシアトルで開始 
報酬は1時間あたり18ドル〜25ドル 
「Amazon Flex」は、自分の車とスマートフォン
（当初はAndroid）を所有していれば、Amazon
が提供する「Amazon Prime Now」の配達の仕

事を請けることができる登録制のサービス。審
査があり、21歳以上であることが条件となってい
る。 

アマゾンは新サービス「Amazon
パントリー」を開始 
食料品や日用品などの低価格なもの
をまとめて購入できる 
ダンボール1箱290円の取り扱い手数

料で、食品や飲料、日用品などの低
価格商品を1個から購入できる、ダン
ボールの大きさは52x28x36cm、12kg
まで 

Amazonリフォームストア 
Amazon上で気になる仕様のキッチンやトイレ、

風呂といったリフォームの仕様を選択し発注す
る。すると提携するハウスメーカー（積水とダイ
ワ）の関連会社が注文者の家に行き現況調査、
工事費を算定し見積もりを提示。改めて契約と
いう流れである。 
“ネット上で価格を堂々と表示している” しかもト

イレやお風呂の本体価格だけでなく、“工事費ま
で含めた総額”を表示。 
“レビューによって比較される”  



メディ業界を襲うデジタル革命 
定額で映画、ビデオ視放題！テレビ放送も観れます。” 
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Amazonは2014年度でプライム・ビデオ
のコンテンツに世界で13億ドル（約
1,572億円）の投資を実施した。 
この第3四半期でのオリジナルコンテ
ンツ制作には、1億ドルを投入すること
を公言している。 

Netflixは、2014年度においてコンテン
ツに32億ドル（約3800億円）を費やし
た。 
ソフトバンクとNETFLIXが業務提携 
etflixの申し込み受け付けから請求ま

でまとめて提供できるのはソフトバンク
だけ、今後オリジナルコンテンツの共
同制作も検討 

TV放送業界はどうする 
テレビを持っていない世帯からもNHKが受信料を取る 



Facebookの収益モデル 
実名でつながる世界最大のSNS、それがFacebook。 
世界中に、2013年の時点で約11億9000万人のユーザー、日本でも会員
数は2400万人 
アメリカではインターネットユーザーの71％がFacebookを利用している。 
Facebookは、ネットを個人が友人などと、さまざまな情報、体験、感情を
共有する場と捉え、その共有のためにFacebook上に個人の情報を登録
することを促す形でFacebook側にも情報が得られるような仕組みで、そ
の情報を元に、Facebookは広告を送るという広告モデル 

広告収入の伸び！ 

株価の高成長！ 



クラウドに再起をかけるMS 
Microsoftの3つの野心 
• プロダクティビリティとビジネスプ
ロセスの改革 

• インテリジェントなクラウドプラッ
トフォームの構築 

• パーソナルコンピューティング 

 

Windows 10を搭載した端末が
世界で3億台に達した！ 



Microsoft クラウドベースの 
機械学習プラットフォーム正式リリース 
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無印良品などを手がける良品計画は、オン
ラインストアやスマートフォンアプリ、公式
Twitterなどから日々集まるデータを分析・

活用する基盤として、日本マイクロソフトの
「Microsoft Azure」と「Microsoft Power BI」
を採用した。 
これまで約5分かかっていたレポートの表示
を約10秒で。 Excelで誰でも最新かつ大量

のデータを自由に加工して分析できるよう
になった。 

ビックデータ、機械学習は一般企業でも手軽に利用可能な時代に！ 



Appleという怪物 
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• 米アップルの時価総額が世界で初めて7000億ドル（約83兆6000億円）を
突破 2015/02/ 

• Apple 2014年の売上1,827億9500万ドル(18兆2,795億円)純利益395億
1,000万ドル（3兆9,510億円）純利益率21.6％ 

• 2015年第1四半期には、世界の主要スマートフォンメーカー8社の総営業
利益の92パーセントをアップルが得た。 

• Appleの保有現金は2,028億ドル(約24.3兆円)に 2015/07/ 



米国の腕時計（高級時計）の売れ
行き、7年ぶりに落ち込み 
 
スイスの時計業界に2,300億円の
打撃を与える 

 
source Bloomberg 
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-
NSPIVO6JTSEG01.html 
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http://matome.naver.jp/odai/2141031827063586701 

「アップルウォッチは、ただiPhoneを小さくした

だけではない」「ただ正確に時を刻むだけでは
ありません。あなたにとって最も意味 のある、
最も役に立つ時間の使い方ができるようにしま
す。」 
 

Apple Watch 「新たな章の始まり」  

http://iphone-mania.jp/news-75499/ 



Apple Pay利用範囲拡大中 
米クレジットカード取引90％を占めるカードに対応 

これをどう生かすか、新ビジネス 
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http://japan.cnet.com/news/service/35057992/ 
http://japan.cnet.com/news/service/35075184/ 

• Starbucksで利用可能 
• 地下鉄もiPhoneで 
• 英国でApple Payがサービス開始 
• China UnionPay（中国銀聯）と提携し、中国の

Apple Payユーザーがクレジットカードやデビット
カードを同モバイル決済サービスに加えられる 

• Apple PayでiPhoneユーザー間での決済が可能
になる 

• 非対面の決済こそがApple Payの最大の活用の
場となり、オンライン決済、ネット上の決済が革新
的に変わっていく 

• Appleの取り分は決済総額の0.15% 
• サムスンのモバイル決済LoopPay、利用可能店
舗はすでにApple Payより多い？ 

クレジットカード利用高  
日本 50兆円 
世界 2兆ドル 

http://japan.cnet.com/news/service/35057992/
http://japan.cnet.com/news/service/35057992/


Apple Car 2020年にも発売？ 
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•  ティム・クックCEOがBMWを訪問、「BMW i3」
のカーボンファイバーの車体を使用か 

• 電気自動車プロジェクト「タイタン」がトヨタ・
日産などで品質管理を歴任した人材を雇用
した 

• アップル、自動走行車技術やシステム開発
の経歴のある少なくとも６人を採用 

• アップル、自動運転車の試験走行に向
け準備か 

http://www.cultofmac.com/379706/apple-brings-innovation-and-competition-to-auto-
industry-ford-says/ 
http://www.businessnewsline.com/news/201502141231240000.html 
 

アップルやGoogleの参入が競争環境や技術革新が自動車業界にもたらされる。 
アップルがApple Carで自動車業界に参入した時に、フォードは、これまでのPCメーカーや携帯電話
メーカーのような、薄利の製造メーカーにはなりたくはない。 フォードCEO 
 

AppleやGoogleとの「違ったタイプの」共同事業に前向きな姿勢、一方で、巨大IT企業の下請けに
なるつもりはない。 ダイムラー社のCEO Dieter Zetsch  

http://www.cultofmac.com/379706/apple-brings-innovation-and-competition-to-auto-industry-ford-says/
http://www.cultofmac.com/379706/apple-brings-innovation-and-competition-to-auto-industry-ford-says/
http://www.cultofmac.com/379706/apple-brings-innovation-and-competition-to-auto-industry-ford-says/
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http://www.cultofmac.com/379706/apple-brings-innovation-and-competition-to-auto-industry-ford-says/
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http://www.cultofmac.com/379706/apple-brings-innovation-and-competition-to-auto-industry-ford-says/
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http://www.cultofmac.com/379706/apple-brings-innovation-and-competition-to-auto-industry-ford-says/


Apple もストリートビュー！ 
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Google  

Apple  

Apple Maps vehicles 
http://maps.apple.com/vehicles/ 



Apple Musicは音楽メディアの世界を変える？ 
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月額9.99ドルで 
Apple Musicライブラリにある数百万曲が聴き放題 
Apple Musicの曲を自分のライブラリに追加 
Apple Musicの数百万曲から好きな曲をダウンロード 



Appleに忍び寄る影 
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• アップル、1─3月は13年ぶりの
減収 ｉＰｈｏｎｅ販売減は初 

• アップル、日本を除く全世界で
売上減少 ｉＰｈｏｎｅは中国でも
不振 

• アップル失速、iPhone初の前年

割れの衝撃 「部品製造」日本
企業にも押し寄せる荒波 

インドスマホシェア 



テスラモーターズ高級EV好調 
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AWDデュアルモーター 
自動運転 

  

• テスラの新型EV モデル3、予約受注ほ
ぼ40万台…発表3週間で 
 

• すでに販売されている一部の車種には、
カメラやセンサーがあらかじめ装備され
ていて、搭載された通信装置を活用し
インターネットを通じてソフトウエアを更
新すると、高速道路での自動運転の機
能が追加される 
 

• 自動運転機能は、主に高速道路と自動
車専用道路で自動運転が可能な「オー
トパイロット」、ウインカーを出せば自動
的に車線を変更する「オートレーンチェ
ンジ」、縦列と直角の駐車が可能な
「オートパーク」の3つの機能 



迫りくる破壊的イノベーション 
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ハイブリッド   

EV   



TSLA の電池工場、2016年量産開始 
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http://www.teslamotors.com/jp/gigafactory 
http://jp.reuters.com/article/2015/06/08/pana-idJPKBN0OO0FX20150608?rpc=102 

• パナソニック、米テスラ電池工場に数百人規模を派遣へ 
• マスクCEOは、先日発表した蓄電池システムへの需要が非常に強いとし、同社にとって
将来蓄電池事業が自動車販売を上回るビジネスとなる可能性を指摘した。 

• 1年間で生産されるリチウムイオン電池の数は、2013年に全世界で生産されたバッテリー
の合計数を上回る 

• 「年産50万台を達成するには全世界で生産されるリチウムイオンを使い果たす」 

再生エネルギーですべて賄う 



時価総額5兆円のユニコーン 
シェアリングエコノミーは「提供者が所有するモノ、サー
ビスを、利用者が共有することにより成り立つ市場経済
の仕組み」所有者が使用していないときにモノやサービ
スを貸し出すことで、所有者・利用者の双方にメリットが
生まれる。 

デザイナー高橋博伸氏作成 



Airbnbは１兆円企業 

http://zerotsuku.hatenablog.com/entry/2014/09/22/162549 

使っていない資源、部屋を金に換える！ 
ホストとゲストの信頼関係！ 
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http://www.garbagenews.net/archives/1876659.html 

高度成長期に続く、黄金の８０年代、そしてバブル以降の混迷… 
９０年代は何だったのか？９３年以降の政治の不在が痛い！ 

２０００年以降、日本企業は体質改善が進んだが、世界の変化に追随出来
きているのか。 
虚構で終わったBRICｓ、中国も第２フェーズ。 
収拾の目途がない中近東情勢、難民がEUへ大量移入、新冷戦状態、 
シリコンバレーで進む創造的破壊、ディジタル革命で巨大企業の勃興。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
そして目前の、 

TPP、AIIB、FRBの利上げ、資源価格の暴落、VW、東芝の不正、シャープ
の行く末・・・・・・ 

 

日本人・企業の現状認識は？ 
 



イノベーションを阻害するもの 

なぜ日本でイノベーションが起きないか 
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時代感覚のズレ！ 
陳腐化した「事業の定義」 

先端
技術 

高機能
製品 

高付加
価値 ブランド収益 

モノづくりの時代 

人、モノの繋りの時代 ex SNS、スマホ・・ 

マネタイ
ズ ブランド収益 
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時代
感覚 

新たな
顧客 
価値 



時代に同期出来なかった任天堂 
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1.8兆円 

6000億円 
ゲーム機 

スマホ 



構想力が小さい！弱い！ 
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１コンテナ 
１４００台のサーバ 
２８００個のプロセッサ 
１万１２００個のコア 
７ ペタバイトのストレージ 

マイクロソフトシカゴデータセンタ 

２２０個のコンテナｘ１４００のサーバ＝３０万８０００台サーバ 

日本の現状 

２００７年度のサーバ出荷台数      ５５万３００台 

構想力！！ 

コンテナ型サーバーは2006年にサン・マイクロシステムズが発表した「Project Blackbox」（現在の
Sun Modular Datacenter）がコンテナ型データセンターの先駆けとされたが、実際にはそれ以前の

2005年にGoogleがコンテナ型データセンターを実用化していた。wikipedia 

およそ日本の約1年分を1センターで 



コンテナ型サーバーモジュール 
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サーバ1台1台が、それぞれ12Vのバッテリを備えていて、メイン電源に
問題がある場合には電力を供給する 

Google ２００５ コンテナ型サーバーを開発、エンジニア1人で！ 



ビジネスプランという呪縛！ 
リスクを取らないマネージメント 
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売上 

テール 

イノベイティブなビジネスは
テールから始まるが、 

“ヘッド”のビジネスプラン
を要求！ 
 

ヘッド 

既存のビジネス 

イノベイティブなビジネス 

ビジネスプラン 



選択と集中？未来が見えていない！ 
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出井伸之会長は2004年の経営会議でロボット
事業からの撤退を命令、2005年に就任したス
トリンガーCEOによるエレクトロニクス機器部門
のリストラ策として生産終了となった 
 

「ソニーの中核事業は、エレクトロニクスやゲー
ム、エンターテインメント分野だが、中でも採算
性が高く、戦略的な成長が見込めるものに重
きを置いている。こうした観点から、AIBOの製
造中止を決めた」 
 
故障したAIBOの飼い主の駆け込み寺、元ソ

ニーのエンジニア集団が所属する修理会社
「ア・ファン」だ。古き良きソニーの心意気が、こ
こに残っていた。 
 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E4%BA%95%E4%BC%B8%E4%B9%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/CEO
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9


既存の事業モデルに拘泥！ 
 

ブランド 

サービス 

子会社 
生産 

製品 

技術 

販売 

コンテンツ 

情報 

顧客 
セグメント 

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー 

顧
客
価
値 

顧客 
セグメント 

顧客 
セグメント 

全てのモジュールとその連携を創造破壊的に見直せ！ 

市場、顧客、競合は変
化している！ 
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企業内の利権集団を創造破壊せよ！ 
ヒット商品の成功体験を共有する企業内の利権集団 
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ブランド 

サービス 

子会社 
生産 

製品 

技術 

販売 

コンテンツ 

情報 

顧客 
セグメント 

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー 

顧
客
価
値 

顧客 
セグメント 

顧客 
セグメント 



ポジティブリストの規制！ 

• ネガティブリスト：原則として制限を設けずに、
例外として禁止するものの一覧を作成して制
限する方式や制度のこと。 

• ポジティブリスト：原則としてすべてを禁止し、
制限しないものの一覧を作成する方式や制度
のこと。 

• 日本はポジティブリストの規制！ 

• 米国はネガティブリストの規制！ 
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有言実行？ 

• 「言ったコトはやれ！」 

  → 出来るコトだけ提案する。 

  →これでイノベーションが出てくる？ 

“ゴーン改革” 

 着任直後にクロスファンクションチームを複数
立ち上げ、 

「何を今すべきか教えてくれ、但し、言ったことは
あなた達は実行する必要はない！」 
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「事業の定義」を見直せ！ 
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既
に
起
き
て
い
る
未
来 

環境・使命・強み 
 

事業の再定義 
 

ビジョン 
 

戦略 
 

イノベーション！ 
 
 

時間 

陳腐化を見ぬき変革に挑む  
企業永続の理論 P.F.ドラッカー 

 2015 2020 



http://www.fukan.jp/ 
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