
 

 

 

 

 

 

 

ＭＣＣ研修資料 

２０１６－８－１９ 



ポケモンＧＯのギネスレコード 

• 最初の1ヶ月で最も稼いだモバイルゲーム 

• 最初の1ヶ月で最もダウンロードされたモバイル
ゲーム 

• 最初の1ヶ月で世界中のダウンロード1位に最も
輝いたモバイルゲーム 

• 最初の1ヶ月で世界中の売上1位に最も輝いたモ
バイルゲーム 

• 全モバイルゲームのなかで1億ドルの売上を最
も早く稼いだゲーム 

 



２０１６年７月２２日待望の・・・ 



先ずマンハッタンの騒ぎ 



夜のセントラルパークも混雑 



レアなポケモンの出た場所には 



もはや社会現象と云われる・・ 



ウィーンでもこんな状態 





世界各地で次々にサービス開始 

• 3月29日 - 日本でフィールドテスト開始。 
• 7月6日 - オーストラリア、ニュージーランド、アメリカで先行サービス開始。 
• 7月13日 - ドイツでサービス開始。 
• 7月14日 - イギリスでサービス開始。 
• 7月15日 - イタリア、スペイン、ポルトガルでサービス開始。 
• 7月16日 - フランスを除くヨーロッパ25か国でサービス開始。 
• 7月17日 - カナダでサービス開始。 
• 7月22日 - 日本でサービス開始。 
• 7月24日 - フランスでサービス開始。 
• 7月25日 - 香港でサービス開始。 
• 8月3日 - ブラジル、メキシコなど中南米諸国でサービス開始。 
• 8月6日 - ASEAN加盟国(ミャンマーを除く)及び台湾、パプアニューギニア、
ソロモン諸島、フィジー、ミクロネシア連邦の15か国でサービス開始[ 
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現在配信されている地域は 



先ず、ポケモン（Pokémon）とは 

• この世界に住むふしぎな生き物、動物図鑑に
はのっていない、『ポケットモンスター』縮めて
『ポケモン』 

• 開発･ゲームフリーク、発売･株式会社ポケモ
ン、販売･任天堂の携帯ゲーム。およびそれ
らに登場する架空の生物の総称である。 

• ＲＰＧをベースに「交換・収集・対戦」の要素を
加えた世界最大のゲームである。 

http://dic.nicovideo.jp/a/Pok%C3%A9mon


１９９６年２月初代ポケモン 



ゲーム機もソフトも素朴なもの 



１９９８年９月ピカチュウ登場 
ポケモン＝ピカチュウの感じ・・・・・ 



２５世代まで次第に洗練されて行く 



ポケモンの種類は無数・・・ 



どれも可愛いらしい！！ 



ポケモンは日本原産なのだ 

• 1983年、田尻智がひとりで作ったゲーム攻略ミ
ニコミ誌「ゲームフリーク」が口コミで大ヒット。 

• 田尻はこれで知り合った仲間たちとともに、開発
機材からＲＯＭまで全て自作によるFCソフト『クイ
ンティ』を開発、ナムコに持ち込んで発売にこぎ
着ける。これが20万本のヒット作となり、手に入
れた印税で設立されたのが現在のゲームフリー
クである。 

• 6年かけて開発した『ポケットモンスター 赤・緑』
が全世界的大ヒット作になった 

http://dic.nicovideo.jp/a/1983%E5%B9%B4
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http://dic.nicovideo.jp/a/%E8%B5%A4%E3%83%BB%E7%B7%91


ポケモンノ生みの親・田尻智 

• 生年月日：1965年8月
28日 (50歳) 

• 出身地：世田谷区 

• ゲームクリエイター。株
式会社ゲームフリーク
の代表取締役社長であ
り、『ポケットモンス
ター』の生みの親として
知られる。 



ポケモンは世界一のゲームだ 

• 2016年現在でポケモンゲームソフトの販売本
数は、全世界で2億7900万本以上に達する。 

• これはRPGシリーズとしては世界一の販売本
数である。 

• 1996年のソフト発売以来、ゲームを含めた関

連市場（いわゆるポケモン市場）の誕生から
の累計総売上は国内約1.8兆円、海外約2.2
兆円、世界累計約4兆円という報告がある 



ゲームの発想は昆虫採集の感覚 



今回の「ポケモンＧＯ」を作り出した男 
ジョン・ハンケ(４９歳） 



ナイアンティックの由来は 
ゴールドラッシュ時代の船名 



• テキサス州のクロス・プレインズという、人口
1,000人の田舎町で育った。 

• 幼少の頃からゲーム好きで、アタリ400を使って
自分でプログラミングを習得した。 

• テキサス大学オースティン校を卒業後、カリフォ
ルニア大学バークレー校でMBAを取得。 

• 以前からゲーム会社の設立を夢見ていた彼は、
同級生が立ち上げた「Archetype Interactive」とい
うゲーム会社に参画。同社が開発した唯一の
ゲーム「Meridian 59」は、最初の3Dグラフィック
によるMMORPGとされている。 



• 2000年「Keyhole」という、地球上のあらゆる場所
の衛星画像を閲覧できるソフトを提供する企業
を立ち上げた。 

• この会社が地図サービスの開発を進めていた
グーグル幹部の目にとまり、グーグルはIPO直後
の2004年、Keyholeを3,500万ドルで買収した。 

• 2005年にグーグルアースを立ち上げ、スティー
ブ・ジョブスを説き伏せて初代iPhoneにグーグル
マップを搭載させることに成功した。 
 



• ハンケは、ポケモン社CEOの石原恒和と2014年5
月に面談。任天堂の前社長、故岩田聡の協力も
受けて、2014年夏にポケモンGOの開発に着手し
た。 

• ゲーム収益は、ナイアンティック、ポケモン社、任
天堂の3社で分配することで合意した。 

• 最終的にハンケはグーグル、任天堂、ポケモン
社、エンジェル投資家などから1億7,500万ドルの
評価額で3,500万ドルを調達することに成功した。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から、ゲームフリーク ディレクターの増田順一氏、ポケモン代表取締役社長の石
原恒和氏、Niantic CEOのJohn Hanke（ジョン・ハンケ）氏、任天堂代表取締役専務の
宮本茂氏  





ポケモンＧＯは正にイノヴェーション 



新結合 
任天堂・ポケモン+グーグルマップ+スマホ＝ポケモンＧＯ 





どこが儲かる仕組みなのか？ 



京都・任天堂本社 
まるでシリコンバレーにあるような感じ 



 
１９５６年にはこんな会社だった 

 



つまり花札のメーカー 



１９８０年代以降は電子機器でのゲーム機を 



ソフトでも大ヒットを連発した 



ポケモンＧＯでは 
任天堂の実入りは意外に少ない 



株価は一旦は急騰したが、 
もはや天井を打ったか？ 





ハードウェアについては 

• スマートフォンに最適化されており、タブレット
端末には最適化されていません（タブレット端
末=iPad向けには最適化されていない） 

• 正確な位置情報を取得するために、ネット
ワークにつながった状態でプレイすることを推
奨しますGPSが利用できない端末や、Wi-Fiに

しか接続できない端末での利用（対応）は保
証しません 

• 4S以前のiPhoneは、非対応端末 

 



ＡＲ: Augmented Reality 
拡張現実とはこう云うものだ 



ポケモンが現実に現れるかの如く 



戸外を歩くというのが特徴 



ポケモンＧＯはこんな画面 

最初にウィロー博士が出て来る これがプレー開始の図 



チュートリアルの開始 ポケモンが現れる 



自分はトレーナーとなる ポケモン狩りの旅 

•     



ポケストップは徒歩で訪れねばならない 



我が家の周辺のポケストップ 



渋谷駅周辺のポケストップ 



日本一の銀座周辺ポケストップ 



マクドナルドの店がポケストップに 



ポケモンを捕まえる方法 



ＡＲモードにすると・・・ ボールをスワイプして捕まえる 



ゲットしたポケモンの得点 ゲットしたポケモンの仕様 



捉えたモンスターは図鑑になる 



ゲットしたポケモンの図鑑 履歴は克明に記録される 



様々なデータは何時でも見れる 



時速10ＫＭ以上ではダメ 
車でポケモンは出来ない 



ＲＰＧの魅力はここにある 







何処までやるか・・・・・？？？ 



ゲームそのものは無料だが・・・ 



様々な道具が欲しくなって来る 



そこでコインを買ってしまう仕掛け 



ジムバトルも遊びの一つ 



これを始めると限が無いが・・・ 



ポケモンＧＯ 楽しかったですか？ 



くれぐれも足許ご注意 



お上のお達しもあった 



 
ARと現実の融合では 

2016-7-24題名のない音楽会に 
 



初音ミク登場の場面があった 



内村もポケモンのやり過ぎ！？ 



外人記者にも捕まった 



結果オーライでよかった！ 



様々な怪しいサイトも出始めている 
くれぐれもご用心を！ 



 
因みに私の記録は 

まだまだ初心者レベル（2016-8-20、21：00現在） 
 

  ３週間で歩いたのは１6.4㎞ データ 
 

• レベル       １０ 
• ジョギング   １６．４㎞ 
 コレクター     １５３ 
 （捕まえたポケモン数） 
• カントー        ３０ 
 （捕まえたポケモンの種類）    
• バックパッカー  ２６９ 
• （ポケストップ訪問回数） 
• 課金         ０ 

 
 
 

  
  

 
  


