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10～20年に一度の大変革期

ガラケーソーシャルアプリ
→ スマートフォン

 
ソーシャルゲーム

ゲーム以外の新サービス
–すべての既存サービスがソーシャル化していく
–さらに、今後、無数の新サービスが生まれる

–Facebook、Twitterのフル活用が大前提

–開発者の変化
•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

1



変化＝ビジネスチャンスは全分野で

ソーシャル
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イノベーションを加速する、  
世界と日本での動き
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PayPal創業者が24人の天才少年少女の
 起業を全面支援

PayPalを創業し、Facebookの立ち上げ期に大き
く関与した投資家Peter Thiel氏

学校を休学することを条件に、2年間で1人当たり
10万ドル（800万円）提供

学校制度に代わって優秀な才能の開花を支援す
るため、専門家を多数動員し24人の起業を支援

情報技術、エネルギー、ファイナンス等の分野で
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出典：

 

http://techwave.jp/archives/51667289.html
http://www.businesswire.com/news/home/20110524007427/en/Peter-Thiel-Announces-Inaugural-Class-20-20

http://techwave.jp/archives/51667289.html
http://www.businesswire.com/news/home/20110524007427/en/Peter-Thiel-Announces-Inaugural-Class-20-20


支援対象者の例
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出典：

 

http://thielfoundation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=19
http://techwave.jp/archives/51667289.htm

Eden Fullさん。19歳のカナダ人女性。特許出願中の太
 陽光エネルギー関連技術を使って起業済み。太陽光の採

 取を効率化する技術で、10ドルの投資で発電効率が40％
 向上。ケニアの村落で実証実験中

James Proudさん。9歳のときにプログラミングを独学。
 10代は学校に通いながら、コカ・コーラやUniversal 

Musicなどの大手企業の開発業務をこなし、高校卒業後
 に音楽ｲﾍﾞﾝﾄに関する情報ｻｰﾋﾞｽに関するﾍﾞﾝﾁｬｰを創業

Faheem Zamanさん。SATと呼ばれる高校生の共通実力
 テストで常に驚異的な成績をおさめている。モバイル決済

 の仕組みで途上国の金融のあり方を変え、経済的繁栄を
 実現したいとしている

David Luanさん。小学校3年生の時に大学入学。
 12歳でコンピューターサイエンスの学位取得。ホー

 ムロボットを開発中

http://thielfoundation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=19
http://techwave.jp/archives/51667289.html


新サービス開発への少額投資が  
すさまじい勢いで増加中
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皆、モバイルサービス、つまり

スマートフォンを注目
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スーパーエンジェル ロン・コンウェイ

ｼﾘｺﾝﾊﾞﾚｰで最も尊敬されるエンジェル

数百社に投資

Google、Facebook、Twitter、
PayPal、RockYou、Foursquare、
Zappos、Y Combinator等に投資
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出典：

 

http://jp.techcrunch.com/archives/20101116ron-conways-crystal-ball-12-startups-to-watch/
http://www.crunchbase.com/person/ron-conway
http://www.businessinsider.com/ron-conway-megatrend-2011-2

毎日5社、1週間に25社会い、1社投資
年間50社投資

ビジネスプランではなく、デモを見て決定

ロン・コンウェイ

http://jp.techcrunch.com/archives/20101116ron-conways-crystal-ball-12-startups-to-watch/
http://www.crunchbase.com/person/ron-conway
http://www.businessinsider.com/ron-conway-megatrend-2011-2


大きな変化は、

Lean Startupが可能に

なったこと
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Lean Startup（お金をかけずにさっさと立ち上げ）

4～5年ほど前から急激に主流になってきた、ビジ
ネス立ち上げのアプローチ（シリコンバレーだけで
はなく、世界中で）

1～3ヶ月程度でさっさとサービスを立ち上げ

費用も数百万円以内（数十万円の場合も）

Facebookの場合は、2004年にザッカーバーグが
1人、数週間で開発

サービス立ち上がり後に会社設立、資金調達
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日本の動きをさらに加速したくて  
学生エンジニアに機会提供
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ブレークスルーキャンプ2011開催

予想を上回る49チーム、160名が応募し、23チーム、74
名の学生エンジニア、プランナー、UIデザイナーを厳選

全国の学生（高校生、大学生、大学院生、高専生、専門
学校生）、留学生＋社会人2年目まで対象

世界を目指すスマートフォンアプリ・サービスを2ヶ月で開
発し、リリース（7月中旬～9月中旬）

神田で開発オフィス・宿泊場所を無料提供、食費補助

地方の場合は、往復交通費提供。食費補助増額

優勝チームは、シリコンバレー4泊6日の先進ｵﾌｨｽﾂｱｰ
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協賛企業、事務局スタッフ絶賛募集中！
http://www.facebook.com/breakthroughcamp
問い合わせメールアドレス：

 
btcamp2011@gmail.com

http://http//www.facebook.com/breakthroughcamp


先輩エンジニアによる、週次のセミナー・懇親会

ビジネスプランコンテストや資金調達ではなく、サービス
開発を通じ、世界のダイナミックさを感じていただく

スローガン株式会社と共催

運営事務局
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代表：

 
早稲田大学3年

遠藤結万（@endoyuma）
副代表： 慶応義塾大学4年
小俣剛貴（@goooooki）

ブレークスルーキャンプ2011開催
協賛パートナー、事務局スタッフ絶賛募集中！



各発表への講評
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木元隆雄さん： 海城高校 2年生
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良かった点

– 思いが熱い

– 非常に勉強している

– 16歳で総理大臣になりたい、というのは立派

問題点・改善点

– 今日の趣旨とは別

– 言い負かすこと、受けねらいよりもっと謙虚に

日本国の起業



藤井陽介さん： 開成高等学校 1年生

良かった点

– すでに作りかけている点

– 新しい発想で取り組んでいる点

問題点・改善点

– もう少し具体的に説明していただけるとイメージ
 が共有できてよかった
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Dayマネジャーアドプラス



三上洋一郎さん： 世田谷学園中学校 2年生

良かった点

– 学生向け部屋の提供、特に空き部屋の有効利
 用の点でよい

– よく研究している。数字も押さえている

– 着眼点がよい

– コンセプトも明確

改善点

– ソーシャルメディアを使った告知が有効

– 学生、部屋以外にも展開可能
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CyberTravel



野村苑未さん： 札幌西高等学校 2年生

良かった点

– 人の名前が覚えられないというニーズが明確

– プレゼンが非常にうまい

問題点・改善点

– どうやって覚えやすくするか、もう少し工夫があ
 ると嬉しい

– ゲーム性を入れる
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Faceカルタ



河田紗弥さん： 東京女学館高等学校 3年生
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良かった点

– 貧困についての分析がしっかりしている

– 夢がある

– プレゼンが非常にうまい

– アクションが具体的

– 今すぐ社長をやってほしい！！！

問題点・改善点

– あんまりないかな！

夢の種を植え、育む―そして、子どもを笑顔に



熱意があって、努力すれば、  
学生でも、世界中で使われる  
サービスを作り出せる時代
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デジタルネイティブが

世界を動かす
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成功の条件をあえて
言えば . . . 
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熱意
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向上心
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柔軟性
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年齢も性別も、

学歴も経験も、国籍も

関係ない世界
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頑張ってください！！
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