
スマホの次は？ 

ＭＣＣ研修資料 

２０１３年１０月１８日 



９月２０日ｉＰｈｏｎｅ５Ｓ／Ｃ発売開始 



何となく熱気が感じられない 

表参道ソフトバンク店 銀座アップルストア 



キャリヤ３社の三つ巴のシェア争い 



ＩＰｈｏｎｅ5Ｓ／Ｃ の人気はイマイチか？ 

 発売日から余裕で買える 
 ↓ 
 発売直後から在庫が積み上がる 
 ↓ 
 来月には販促費が追加で出て店頭での一括 

 価格が下がり始める 
 ↓ 
 ３キャリア競争もあって年末には早くも一括ゼ 

 ロ円で売られる？？ 



スマホは早くも成熟末期か・・・・・ 



家の中はユビュキタス・コンピューティング 



そしてウエアラブル の時代が来た！？ 



 
「持つ」から「身に着ける」へ 

 



 
９月２５日販売スタートした 
サムスン「GALAXY Gear」 

 



そのまま時計としても使えますが 



サムスンが展開している「Galaxy」シリーズのスマートフォンやタ
ブレットと連携可能なプレミアムアクセサリーという位置付け。 

 



ベルト部分にカメラが内蔵されています 



スピーカーはバックル部分に内蔵 



開発者はプラナフ・ミストリ 
ＭＩＴ出身の若き天才インド人がサムスンの開発責任者 



スマートウォッチは花盛り 
世界のスマートウォッチ市場は2018年までに 

出荷台数3600万台の規模にまで成長する見通し 



こんな予測も・・・ 



ソニーが先鞭を付けた 



Qualcomm Toq（クアルコム トーク） 
2014年1月～3月（2013年度第4四半期）に発売される予定。 

価格やそのほか販売地域については追って発表 



アップルが2011年8月に申請した 
腕時計型携帯端末 



 
アップルはなんでもカッケー！・・・・が？？ 

 



テザリングが付き纏うのではねぇ？？ 

スマートフォンなどの単体で通信可能なコン
ピューター端末を、パソコンなどの他の機器と
接続して外付けのモデム（正確にはネットワー
クアダプタ/ブリッジとして振る舞う）のように扱
い、それを経由してWWANへ接続する 

 
註：tetheringとは、通信端末を内蔵したモバイルコンピューター
（携帯電話回線に接続されたスマートフォンなど）を外付けモデ
ムのように用いて、他のコンピューター等をインターネットに接
続することである 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/WWAN
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88


今断然話題になっているのは・・ 



Google Glass（単にGLASS）とは 

• GoogleがProject Glassという研究開発プロ

ジェクトで開発しているヘッドマウントディスプ
レイ(HMD)方式の拡張現実ウェアラブルコン
ピュータである。 

• ユビキタスコンピューティングに向かってさら
に一歩前進するために手に持つこと無くどこ
でもどんな時でもインターネットとコンピュータ
にアクセスできるようになっている 

http://ja.wikipedia.org/wiki/Google
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%96%8B%E7%99%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E7%8F%BE%E5%AE%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%93%E3%82%AD%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0


テクノロジーの集結 



ハシリは２０１１年１１月発売された 
Ｅｐｓｏｎ Ｍｏｖｅｒｉｏ 



要するに何時でも何処でも・・・ 



様々な試行錯誤が為された結果 



グーグル会長のセルゲイ・ブリンは 

• 「スマホを使うと、みんな下を向いたまま立ち止
まったり歩きまわっている。これが人や情報とコ
ミュニケートする将来なのかい？」と言っていま
す。 

• もしグーグルグラスを使えば、もっと前を向き動
きながら人や情報とつながる手段が生まれるか
もしれないし、人の生活も変えてしまうかもしれ
ません。 

• そんな可能性をグーグルグラスには感
じます。 



2012年11月、Glassはタイム誌による 
「Best Inventions of the Year 2012」の1つに選出された 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0_(%E9%9B%91%E8%AA%8C)




開発者はＴｈｕｄ Ｓｔａｒｎｅｒ 
ジョージア工科大のサイボーグ教授 



ドコモが次世代ツールとして出品 
未だ完成品とは云い難い 



早くも真似っこ中国産ＢａｉｄｕＥｙｅ 

• LCDディスプレイ、音声コ

ントロール、画像認識
等々の機能が組み込ま
れています。Baidu Eyeは

オープンプラットフォーム
で、開発者が独自のアプ
リを作ることが可能。製
造はFoxconnだということ

です。バッテリーは
Qualcommで12時間持続。 
 



こんな機能が考えられている 

機能 音声入力 

ビデオ撮影 "ok, glass, record a video." 

写真撮影 "ok, glass, take a picture." 

Google+ハングアウトの開始 "ok, glass, hang out with [person/circle]." 

検索 "ok, glass, google [search query]." 

画像検索 
"ok, glass, google photos of [search 
query]." 

翻訳 "ok, glass, say [text] in [language]." 

道案内 
"ok, glass, give directions to [search 
query]." 

Google Nowの使用 "ok, glass, [question]." 

メッセージ送信 "ok, glass, send a message to [name]." 

天気予報表示 不明 

http://ja.wikipedia.org/wiki/Google+
http://ja.wikipedia.org/wiki/Google_Now


2013-4-16遂に公開されたＳｐｅｃ 
 フレーム 
 調整可能鼻パッド。どんな顔にもフィットする丈夫なフレーム。 2サイズ展開で、追加鼻パッドあり。 

 ディスプレイ 
 高画質ディスプレイは、8フィート（約2.4メートル）離れたところから見る25インチHDスクリーンと同レベル。 

 カメラ 
 写真：5メガピクセル、動画：720p 

 オーディオ 
 骨伝導変換器 

 ネットワーク 
 WiFi：802.11b/g 
 Bluetooth 

 容量 
 16GB、使用できるのは12GBのみ。グーグルクラウドと同期 

 バッテリー 
 通常使用で1日（Hangoutsや動画撮影はバッテリーの喰いが大きい） 

 充電器 
 マイクロUSBケーブル 

 互換性 
 Bluetooth接続可能な電話機 
 アプリは、Android 4.0.3（Ice Cream Sandwich）以上対応のもののみ 
 GPS、SMSメッセージ対応 

 









始めの頃のＨＭＤは 

 

 

 

 

 

 

 

註：ＨＭＤ＝Head Mounted Display 

 



軍事用に開発されたＨＭＤ 

陸軍戦車兵 Ｆ35戦闘機パイロット 



この予測は急変する可能性？？ 



• 2013年の出荷台数は45万台が見込まれるが、
市場規模は依然として小さい。2014年の第4
四半期以降、IT企業、スマートフォンメーカー

などスマートグラスに参入する企業の増加が
見込まれることから、2015年の世界の出荷台
数は700万台、2016年は1,000万台を予測す
る。 



まだまだ課題が多い・・・ 

• 着用に適したハードウェア 

• ヘッドマウントディスプレイの小型化 

• 入力装置 

• 消費電力の少ないCPU 

• 軽量小型で長時間動作可能なバッテリーの
開発 

• テザリングの不可避性 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E5%8A%9B%E8%A3%85%E7%BD%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/CPU


3つの利用方法が提案されている 

1）利用者に対するリアルタイムの情報提供 

  道案内、顔の画像認識による人についての 

  メモ、周辺情報など 

2）利用者の状態の記録 

  行動記録、健康管理 

3）外部のコンピュータとの連携 

  ワークステーションの環境を目の前にいる利用 
者にあわせて切り替えたり、建物内のどこに誰が
いるのかを監視するシステムなど 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3


日本のテレパシーワン 
2013年冬（クリスマスシーズン）発売の予定。価格は

Google Glassを下回ると予想されている 



セサミリング（Sesame Ring） 
ボストンの地下鉄やバスに乗れるICカード乗車券「チャーリーカード」

のウエアラブル版として現在稼働中です。 



Heapsylon 
ジョギング用のデータレコーダー 

 



Ｎｉｋｅ Ｆｕｅｌ 
ブレスレット型デバイスで、時間や運動量、カロリー消費量、歩数などが記録される 



世間一般の関心は未だしだが・・ 



既に禁止条例案も出始めている？ 

 

 

 

 

 

 

 
ウェストバージニア州は、運転中の利用は違法で100ドル
の罰金という法案を提出。 



 
 

Japanese mobile boss claims he's 
already patented the tech inside 

Google Glass  
By Sharif Sakr posted Apr 10th, 2013 at 4:27 AM 

 
 
• これは明らかに誤報 

• 先ずパテントはソフトバン
ク・モバイルが申請してい
るもので、孫個人でない。 

 

• 別にクレームしていると
いう事実も無い。 

http://www.engadget.com/about/editors/sharif-sakr/
http://www.engadget.com/about/editors/sharif-sakr/


次世代ＰＣは超小型PCが主流になる 
• ハードディスクのないメモリだけの超高性能PCで超高速通信
ができる機能のついた端末であればよい。 

 
• クラウドの進化と通信速度の格段の発達はPCにハードディス
ク（またはSSD）の搭載の必要性を低くする 

 

• キーボードは無くなり、音声入力や、タッチパネルで用は足り
る。 

 

• モニターはＴＶも利用出来るし、超小型プロジェクターがあれ
ば白地のノートや壁など自由なサイズのモニターが使えるよ
うになる。 

 
• マイクとイヤホンを使ってPCの操作、メールの送信、電話機
能が利用できるようになるだろう。 
 
 
 
 





パソコンが出現してから・・ 

まだ２０余年しか経っていないが、 どこまで微小化出
来るのか？？ 

？ 



ウエアラブル機器で日本は勝って欲しい！！ 



ボンドの秘密兵器を作ったＱも 
天国で驚いていることだろう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ＝Quartermaster（需品係将校） 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quartermaster

