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● サンタ・クルーズへのお薦めのコースは？

● カンザスで最高のバーベーキューは？

● 今日アマリオでロデオやってる？

● 私たちはどこにいるの？

● グランド・キャニオンはどれだけデカい？

● 歩いて行けるガソリン・スタンドは？

● オリオン座はどんなかたち？

● これ、もう一度できるように覚えておいて。

aka

出典：Apple TV Ad “Road Trip”

序奏：アメリカ横断旅行（CM）



出典：Apple TV Ad “Road Trip”



aka

出典：映画「マイノリティ・リポート」

夢想：失われた未来



aka質問：主役は誰か？

クルマ

コンシューマ

インターネット

モバイル エレクトロニクス

ITS



aka

出典：ホンダ・インターナビ　（円グラフは私見）

命題：使い易いカーナビは不可能

運転
1時間

睡眠
8時間

活動
15時間



aka

出典：アイシン NAVIelite、デンソー NaviCon

命題：クルマ＆ITSはマイノリティ



aka

出典：世界自動車統計年刊2011

世界：自動車産業不振？



aka

出典：財団法人 自動車検査登録情報協会

日本：クルマ離れ？
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aka

出典：週刊ダイアモンド、他

事例：家電メーカの崩壊



aka原因：テレビの終焉



aka

出典：万年自鳴鐘（1851年）Wikipedia

「 ものづくり」の呪縛
● ガラケー
● テレビ
● クルマ（ITS）

● メーカの理論
● ユーザの転身

● ものづくり基盤技術振興基本法
1999年

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%B9%B4%E8%87%AA%E9%B3%B4%E9%90%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E5%B9%B4%E8%87%AA%E9%B3%B4%E9%90%98


aka

出典：Tesla Model S

命題：IT or Die !?



aka

出典：レクサス・ホームページ

情報弱車：ホームページ



aka

出典：レクサス販売店

情報弱車：ディーラ



aka

出典：レクサス・サイド・コンソール

情報弱車：インテリア



aka

出典：レクサス・マニュアル、iPhone 4S マニュアル

情報弱車：マニュアル



aka

出典：レクサス・ナビゲーションシステム

情報弱車：カーナビ



aka

文章の出典：レクサス・ナビゲーションシステム取扱説明書

情報弱車：接続性

iPhone, iPod mini, iPod shuffle, 
iPod photoには互換性がありません。



aka

文章の出典：レクサス・顧客担当者

情報弱車：アップデート

新しいカーナビが搭載されている車両を
お選び頂きます。



aka

出典：レクサス・オーナーズ・サイト

情報弱車：セキュリティ



aka

出典：Apple iPhone, 2007

2007年のコペルニクス的転回
● コンピュータ▶モバイル
● 通信業界▶ネット業界
● 音声通話▶データ通信
● 水平分業▶垂直統合
● 組込機能▶アプリ
● キャリア▶ユーザ
などなど...



aka

出典：Google Finance, 2012.02.26調べ

2001年以降の株価推移
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aka

出典：Wolfram|Alpha, 2012.02.26調べ

時価総額と営業収益/社員
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● 無色透明な環境
多彩なアプリ、バージョン・アップ

● 全身体的な環境
多彩なセンサー、身体に密着

● 全生活的な環境
常時接続、常時起動、常時携帯

● 全世界的な環境
地球規模の情報交換、商取引

aka

出典：David J. Carr | Digital Fragments & Brand Reality

モバイルとは？



aka

出典：ドラクロワ「民衆を導く自由の女神」

モバイル＝世界認識への革命
● コペルニクス　大地▶宇宙
● ダーウィン　　人間▶生物
● フロイト　　　意識▶無意識
● モバイル　　　情報▶実世界　　



aka

出典： Apple ミュージック、Google マップナビ

情報強車：モバイル・アプリ



aka

出典：VW Bulli for iPad

情報強車：ドイツ車？



aka

出典：Benz A-Class

情報強車：Benzの実装
● Siri
● Music
● Internet Radio
● Facebook
● Twitter
● E-mail
● Calendar
● Traffic Info
● POI
● Navi
● Car Finder



aka情報強車：モバイル・フロントエンド



aka

文章の出典：Wikipedia

情報強車：利己的遺伝子
● 情報
● ヒト
● モバイル
● クルマ（ITS）

生物個体は遺伝子が自らのコピーを残すために
一時的に作り出した「乗り物」に過ぎない



出典：Apple TV Ad “Rock God”



ありがとうございました
@akamatsu

http://akamatsu.org/

http://akamatsu.org
http://akamatsu.org

