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ブレークスルーパートナーズは

「日本発の世界的ベンチャー」を1社でも多
く生み出し、日本をもう一度元気にしたい

ただし、国籍はどこの方とも

ベンチャー共同創業、徹底した経営支援

Facebookアプリ、ソーシャルメディア、ガ
ラケーソーシャルアプリ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘ、
企業・特許情報ｻｰﾋﾞｽ、TCPIP電気自動
車等. . Facebookには2008年から注目
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内 容

1. Facebook、Twitterの最新状況

2. Facebook、Twitter等ソーシャルプラット
 フォームとは何か

3. 注目すべきウェブサービス・アプリケーション

4. ソーシャルメディア時代のビジネスチャンス
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1. Facebook、Twitter 
の最新状況
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Facebookの国内での伸び

2月のMAU*250万人 → 315万人（4/18現在）

ユニークビジター2月600万人 → 3月766万人
（ただし、PCのみ。ニールセン調査）

震災時に活発に利用された

– Facebook「グループ」機能による業務連絡

– 外国の友人からの見舞い、激励

– ダウンなし。重くなることもなし

ｖｓ
 

携帯は使用不可能に。携帯メールも遅延

出典：

 
http://blogs.itmedia.co.jp/saito/2011/04/mixi-twitter-fa-0f8b.html

* MAU：Monthly Active User （その日から過去30日間にログインしたユーザー総数）

http://blogs.itmedia.co.jp/saito/2011/04/mixi-twitter-fa-0f8b.html
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ソーシャルコマースの売上は  2015年までに世界で6倍に

出典：

 
http://blog.nexpas.co.jp/?p=588

2.4兆円

6倍

（1ドル=80円の場合）

http://blog.nexpas.co.jp/?p=588
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Twitterの国内での普及

震災時に圧倒的な威力を発揮

サービス停止がいっさいなく、完璧だった
公共機関の運行・混雑状況、地震・原発速報

一体感、コミュニティ意識の高まり

– 支援要請とリツイート（ホリエモン等）

– Pray for Japan他の激励メッセージ

– 「枝野寝ろ」の社会現象化

リツイートへの慣れ、普及 → バイラル強化
公式・非公式RTの理解、使いわけ定着
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2. Facebook、Twitter等
ソーシャルプラットフォーム  

とは何か
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ソーシャルプラットフォーム

700万ﾕｰｻﾞｰ突破（1ヶ月で100万人増）
3億8100万回チェックイン
foursquare APIを使った数百のｻｰﾋﾞｽ

出典：

 

http://www.huffingtonpost.com/2011/03/14/twitter-user-statistics_n_835581.html
http://www.insidefacebook.com/2011/04/21/find-friends-iphone-android/
http://jp.blogherald.com/2010/09/06/twitter-reaches-125-million-users-300-thousand-apps/
http://jp.techcrunch.com/archives/20110221foursquare-closing-in-on-7-million-users/
http://techwave.jp/archives/51489953.html、

 

https://ja.foursquare.com/apps/
http://www.ibm.com/developerworks/jp/opensource/library/os-foursquare/?cmp=dw&cpb=dwope&ct=dwrss&cr=dwrss&ccy=jp&csr=121010

MAU6億人
モバイルユーザー2.5億人以上
iPhone DAU 3950万人
Android DAU 2370万人

早くAPIを. . . 

DAU1億4000万人（2月の平均）
10億ツイート/週
数十万アプリ

ユーザー特性、行動を
 APIで提供してくれる

ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

http://www.huffingtonpost.com/2011/03/14/twitter-user-statistics_n_835581.html
http://www.insidefacebook.com/2011/04/21/find-friends-iphone-android/
http://jp.blogherald.com/2010/09/06/twitter-reaches-125-million-users-300-thousand-apps/
http://jp.techcrunch.com/archives/20110221foursquare-closing-in-on-7-million-users/
http://techwave.jp/archives/51489953.html
https://ja.foursquare.com/apps/
http://www.ibm.com/developerworks/jp/opensource/library/os-foursquare/?cmp=dw&cpb=dwope&ct=dwrss&cr=dwrss&ccy=jp&csr=121010
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3. 注目すべきウェブサー  
ビス・アプリケーション
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映画ファンの巨大SNS

50以上の映画の好みをインプットすることで
確度の高いリコメンデーションをしてくれる

映画ファン同士でのコミュニケーション

数千万人以上が登録、月間ユニークユー
ザーが1000万人以上

アドレス帳全員への招待などでスパムとも

ソーシャルグラフにインタレストグラフを重ねる
出典：

 

http://japan.internet.com/column/wmnews/20090323/8.html
http://japan.internet.com/wmnews/20090330/8.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Flixster

http://japan.internet.com/column/wmnews/20090323/8.html
http://japan.internet.com/wmnews/20090330/8.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Flixster
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ソーシャルリコメンデーション

自分の好きな番組、映画、本などにチェック
インし、今友達が何を楽しんでいるかをリア
ルタイムで知る

2000万の映画、本、アルバムの格付け済み

100万ユーザー、1億データポイント（いい
ね！、コメント、チェックイン等々）

インタレストグラフ、テイストグラフを形成

出典：

 

http://jp.techcrunch.com/archives/20110413getglue-passes-1m-users-100m-data-points/
http://hiromikubota.tumblr.com/post/4251149383/getglue-1
http://hiromikubota.tumblr.com/post/4259727083/getglue-2

http://jp.techcrunch.com/archives/20110413getglue-passes-1m-users-100m-data-points/
http://hiromikubota.tumblr.com/post/4251149383/getglue-1
http://hiromikubota.tumblr.com/post/4259727083/getglue-2
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自分の好みを1クリックでインプット
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Facebook、Twitter、
Foursquare等のス
トリームからインタ
レストグラフを作る

Twitterの会話的
データが比較的正確
なベースを提供

ソーシャルコマース
への重要なインプット

出典：

 

http://jp.techcrunch.com/archives/20101013gravity-regroups-for-round-two-the-personalization-war/
http://jp.techcrunch.com/archives/20101116twinterest-gravity-analyzes-your-twitter-stream-tells-you-what-you-love/

Gravity: インタレストグラフ形成

http://jp.techcrunch.com/archives/20101013gravity-regroups-for-round-two-the-personalization-war/
http://jp.techcrunch.com/archives/20101116twinterest-gravity-analyzes-your-twitter-stream-tells-you-what-you-love/
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写真共有サービス Color

3月下旬、iPhone、Androidアプリリリース

リリース前に33億円調達して話題に

近くにいる人（30m以内）と写真を共有

友達申請、承認なし。公開、非公開もなし

ソーシャルグラフの概念を大幅に拡張

「ソーシャルグラフ」の自動調整

出典：

 

http://http://jp.techcrunch.com/archives/20110323color-looks-to-reinvent-social-interaction-with-its-mobile-photo-app-and-41-million-in-funding/
http://techwave.jp/archives/51641317.html

http://http//jp.techcrunch.com/archives/20110323color-looks-to-reinvent-social-interaction-with-its-mobile-photo-app-and-41-million-in-funding/
http://techwave.jp/archives/51641317.html
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そのジャンルの専門家、
 驚くほどのキーパーソンが答  えてくれるQ&Aサイト

2010年1月サービス開始

カテゴリー、質問、回答者をフォローできる

回答の質を担保するガイドライン、ユーザー
相互レビュー、フィードバック

え？こんな人が答えてくれるの？ という驚き

今は非常に役立つ。今後の質の維持が課題
出典：

 

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1702
http://jp.techcrunch.com/archives/20100621quoras-highly-praised-qa-service-launches-to-the-public-and-the-real-test-begins/

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1702
http://jp.techcrunch.com/archives/20100621quoras-highly-praised-qa-service-launches-to-the-public-and-the-real-test-begins/
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気になる異性についてコメント
 

LikeaLittle

2010年11月リリース

6週間で2000万PV

気になる相手について匿
名でコメント、それがきっ
かけで出会える場合も

ソーシャル性が非常に強
い出会い系

全米の大学で話題沸騰

学校ごとにリリース

出典：

 
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1900

可愛い子がいてね…

図書館が閉まってたら

 いいなと思ってた…

ちょっと気になってて…

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/1900
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学校ごとにLikeaLittleの掲示板

出典：

 
http://lal.com/doooood

http://lal.com/doooood
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Twitterのタイムラインを編集：paper.li

x

出典：

 

http://paper.li/YujiAkaba#

http://paper.li/YujiAkaba
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日本の商品を世界へ：フラッタースケープ

出典：

 
http://www.flutterscape.com/category/toys

http://www.flutterscape.com/category/toys
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2010年5月運営開始

日本の商品を世界の日本ファンに販売

Facebook上で日本ファンコミュニティ23万名

モノを通じて世界の人とつながる、会話する

コミュニティ、ソーシャルグラフの新しい作り方

日本の次は、世界中の商品を

出典：

 
http://www.facebook.com/flutterscape

日本の商品を世界へ：フラッタースケープ

http://www.facebook.com/flutterscape
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元はてな副社長川崎さんが創業

2010年12月サービス開始

ユーザーは「もっているもの」「欲しいもの」「あ
げたいもの」を登録

モノのやり取りの中で生じるソーシャルグラフ

Ｔｗｉｔｔｅｒのフォロー、フォロワーをベースにし
た、新しいソーシャルグラフ形成の可能性

出典：

 
http://nanapi.jp/12797/
http://techwave.jp/archives/51532692.html

Twitterを通じてあげる、もらう

http://nanapi.jp/12797/
http://techwave.jp/archives/51532692.html
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4. ソーシャルメディア時代の  
ビジネスチャンス
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新たなビジネスチャンス

Facebook、Twitterのフル活用が大前提

すべての既存サービスがソーシャル化

今後、無数の新サービスが生まれる

自分が作らなければ誰か他の人が作る

最初から世界が対象←孫さんの言う通り！
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対象は全分野

ソーシャル

ウェブ
メディア
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
広告
ﾘｺﾒﾝﾃﾞｰｼｮﾝ
コマース
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
決済

ゲーム
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
動画
電子書籍
電子出版
ﾐｭｰｼﾞｯｸ
ラジオ
テレビ
映画
・
・
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英語の重要性

Facebook、Twitter、スマートフォンが普及し
たソーシャルメディア時代に新サービスを立ち
上げるには、海外、特に米国の最新状況を知
ることが非常に重要になってきた

次ページの有力ブログ等を日本語の70％くら
いのスピードで読めるかどうかで情報量が決
定的に変わってくる

チームに最低一人、ネイティブ並の人を確保
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ぜひ見ていただきたいブログ

TechCrunch Japan http://jp.techcrunch.com/

TechCrunch  http://techcrunch.com/

Mashable  http://mashable.com/

Inside Facebook  http://www.insidefacebook.com/

VentureBeat  http://venturebeat.com/

ReadWriteWeb  http://www.readwriteweb.com/

必須

できれば

http://jp.techcrunch.com/
http://techcrunch.com/
http://mashable.com/
http://www.insidefacebook.com/
http://venturebeat.com/
http://www.readwriteweb.com/
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最後に

経験より、熱意、アグレッシブさ、感度、人
への好奇心、細部へのこだわりが鍵

2～3ヶ月でサービスリリースする、スピード
感とフットワーク

世界をねらうｻｰﾋﾞｽ・ｱﾌﾟﾘをぜひ一緒に！
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いつでもご相談ください

24時間365日サポート

ブレークスルーパートナーズ株式会社
マネージングディレクター

赤羽 雄二

akaba@b-t-partners.com
www.b-t-partners.com

日本発の世界的ベンチャーを！

mailto:akaba@b-t-partners.com
http://www.b-t-partners.com/
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略歴：
 

赤羽 雄二
東京大学工学部を1978年3月に卒業後、小松製作所で建設現場用

 の超大型ダンプトラックの設計・開発

1983～1985年、スタンフォード大学
 

大学院に留学

1986年、マッキンゼー入社。経営戦略、組織設計、マーケティング、
 新事業立ち上げなどのプロジェクト多数を14年間にわたりリード

シリコンバレーのベンチャーキャピタルをへて、2002年、創業前、創
 業当初からの非常にきめ細かな支援を特徴とするブレークスルー

 パートナーズ株式会社を森廣弘司と共同創業し「日本発の世界的ベ
 ンチャー」を生み出すべく活動。ベンチャーの共同創業、経営支援

経済産業省「産業競争力と知的財産を考える研究会」、総務省「ＩＴベ
 ンチャー研究会」委員、「ICTベンチャーの人材確保の在り方に関す

 る研究会」委員、
 

「事業計画作成支援コース」の企画立案および講
 師、「事業計画作成とベンチャー経営の手引き」著者

東京大学工学部「産業総論」講師、北陸先端科学技術大学講師

ソーシャルアプリ、ソーシャルメディア、電気自動車等への取り組み
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