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Agile Cat を ご存知でしょうか？ 

  クラウド･ニュースを翻訳して提供 

  累計ポスト数 ： 1,500 + 

  累計 PV 数 ： 980,000 

  １日あたり： 1,800 PV（平日） 
 

  情報の守備範囲は？ 

  クラウド･トップ･プロバイダー動向 

  OSS、Big Data、API などの情報 

  標準化や、データセンターなどの情報 

 

http://agilecat.wordpress.com/ 
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1: 広がるモバイル利用 



2010 秋の予測_1 

Gartner 2010/09 
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2010 秋の予測_2 

Morgan Stanley 2010/10 
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iPhone の独り勝ち状況 

  2011年 Q4 の純益 
 

  Google が Office に迫る 

  iPad が Windows に迫る 

 



お気に入りモバイ･アプリ 



ニュース･リーダー 

  Offline と Swipe がポイント？ 

http://wp.me/pwo1E-3Om  
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各プラットフォーム上のアプリ 

 

http://wp.me/pwo1E-2B6  

× 

× 

× 

http://wp.me/pwo1E-3Mz  
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Kindle Fire の驚異的な伸び 

   2011年のクリスマス休暇に急伸 

http://wp.me/pwo1E-3O3  
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それぞれのモバイル･ビジネス･モデル 

  Microsoft 

  ライセンスを売る 
 

  Apple 

  デバイスを売る 
 

  Google 

  広告を売る 

2012年10月13日に提示された Google の財務諸表から、 すでに 
Android は$2,5B／年というキャッシュをモバイル･ユーザーから集め、
その金額は、これまでの 12ヶ月において 2.5 倍に上昇していることが
分かる。さらに言えば、今後の 12ヶ月において、それが 2倍の $5 
billion にいたっても、驚くには値しない。http://wp.me/pwo1E-3C3  
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２: Post - PC について 



iPad が作り出す新しい世界 

 United 航空が iPad を 11,000 枚  

 1600万枚／年のペーパーが節約される 

 1900本以上の森林伐採に値する 

 326,000ガロン／年の、ジェット燃料の節約 

 3,208 トンの温室効果ガスが削減 

http://wp.me/pwo1E-3i1  
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 Nail Design for iPad 

 多彩なネイル･ポリッシュ  

 Regular／Magnetic／Shatter／Glitter 

 Facebook でデザインを共有・評価  
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この世で いちばん不公平な比較 

30年間で、どれだけ デバイスは進化したのか？ 

http://wp.me/pwo1E-48i 
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止まらない CPU の進化 

 Tegra 3 の Quad Core と アトムサイズの半導体 

http://wp.me/pwo1E-3X7 http://wp.me/pwo1E-3Z7 
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仮想デスクトップとタブレット 

  もう PC は、DC に居てくれれば良い 

http://wp.me/pwo1E-4aY 
http://wp.me/pwo1E-46d 
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iPad に Office を提供するアプリ 

OnLive Desktop という Win 7 ホスティング 

http://wp.me/pwo1E-3Od  

2 GBまでフリー 
MS Office を提供 
 
Pro は $9,99／月 
アプリの追加も可能 
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iPhone の利益率 

 時間軸は 07/09～ 11/12 
 

 Google の広告利益は、iPhone 
の後に続いて Windows に追い
ついた。間もなく、iPad も追い
つくかもしれない 
 

 Microsoft Business（Office）
と Server and Tools は、
Windows よりも速いペースで
成長している 
 

 ハードウェア指向である Apple 
の営業利益率は 37% となり、
Google の 33％ を超え、
Microsoft の 38％ に等しくなっ
てきた 

http://wp.me/pwo1E-3Wp 
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Android のアクティベーション数 

 Google 提供のデータ 
 

 調査会社のデータ 
 

 2012/08までに、100万／日
のアクティベーション･レート
に推移 
 

  Android が、いまの加速レー
トを維持し続けるなら、5年で
10億ユーザーに達するだろう 
 

 アクティベーション数は、
2013/11までに10億を超える
と予測される  

http://wp.me/pwo1E-416 
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Chrome が IE を抜いて、世界 No.1 に 

 

http://wp.me/pwo1E-4eN 
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アップデート･サイクル 

  たとえば、、、Web ブラウザの場合 

http://wp.me/pwo1E-3UF  
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Windows 8 への移行は？ 

XP ⇒ Win 7 への移行で苦労している現状 

http://wp.me/pwo1E-3UF  
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Azure に期待したい バックエンド･サービス 
 プッシュ通知／ソーシャル統合／共有／ロケーションなど … 

Mobile BaaS とは？ 

http://wp.me/pwo1E-3Vx  
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3: Social Media について 



ソーシャル全体における Facebook  

  圧倒的な、日々のビジター数 

http://wp.me/pwo1E-2YB 
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Facebook 国の人口は 

  現時点では、すでに 9億人を超えている 

http://wp.me/pwo1E-3tq  
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Facebook の規模 

2004年当時のインターネット全体に匹敵する 

http://wp.me/pwo1E-3tq  

Facebook アクティブ･ユーザーの比較 
 
2.5x ：United States の人口に対して 
3.9x ： Brazil の人口に対して 
5.8x ： Russia の人口に対して 
6.3x ： Japan の人口に対して 
9.7x ： Germany の人口に対して 
12.4x ： France の人口に対して 
13.0x ： UK の人口に対して 
13.8x ： Italy の人口に対して 
19.7x ： Spain の人口に対して 
23.5x ： Canada の人口に対して 
36.6x ： Australia の人口に対して 
76.7x ： Belgium の人口に対して 
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ニールセンのソーシャル調査 

 Facebook が圧勝 

http://wp.me/pwo1E-3m0  
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Agile_Cat とソーシャル 

 



iGoogle で情報を取得 

  Google が提供する RSS サービス 



Evernote でドキュメントを整理 

  クラウドと手元のクライアントで情報を管理 



Facebook での情報共有 

  Facebook ページで読み手との意見交換を 

https://www.facebook.com/agilecat.fan 

https://www.facebook.com/agilecat.fan


ユーザーのアクセスをリアルタムで把握 

Agile_Cat @ Facebook 



イイネの分布 

Agile_Cat @ Facebook 

 



Reach の分布 

Agile_Cat @ Facebook 

 



Reach と 頻度 

Agile_Cat @ Facebook 

 



Agile_Cat Facebook の広告_1  

Agile_Cat @ Facebook 

 



Agile_Cat Facebook の広告_2 

 Agile_Cat @ Facebook 

 



Agile_Cat のトップページ 



Agile_Cat のページビュー 



CNJ のトップページ 



CNJ のページビュー 



4: 電子出版について 



Google Music からの挑戦 

音楽出版社の存在を無意味にものにする 

楽曲は Android Market を介して提供される 
 
すべての購入楽曲はクラウドにストアされる 
 
再ダウンロードを新たにサポート 
 
アーティストによる自費出版も可能 
 
T-Mobile カスタマは料金プランに楽曲代を 
含むことが可能 

http://wp.me/pwo1E-3zu  
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Washington Post @ Facebook 

  TimeLine サービスと共に登場 



WordPress の VIP たち 

  大手パブリッシャーも利用 

http://vip.wordpress.com/clients/ 

http://vip.wordpress.com/clients/


フリーミアム 

広告を受け入れるか？ 対価を支払うか？ 



Sky.FM の事例 

 ＄5／月で、音質が良くなり、広告が消える 



フリーミアムの有名どころ 

 機能面でのグレードと、広告の有無で差別化 



5: Cloud について 



プラットフォーム 

クローズドとオープン 



NIST によるクラウド定義 

  プロバイダーだけではない登場人物 

http://wp.me/pwo1E-4f3  
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IssS／PaaS／SaaS とセキュリティ 

  責任の分担が変化する 

http://wp.me/pwo1E-3tt  
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AWS S3 にストアされる Object が１兆  

クラウドのスケール感は こんな感じ 

http://wp.me/pwo1E-484  
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2010 年における 米 DC 構築 

http://wp.me/pwo1E-44m  

 
Zynga                 9.00 MW     Santa Clara,CA 
Twitter               8.00 MW     Atlanta,GA 
RackSpace         7.90 MW    Elk Grove Village,IL 
Telx                     6.00 MW    Santa Clara,CA 
Savvis                 4.50 MW    Santa Clara,CA 
Equinix               4.50 MW    Seattle,WA 
Softlayer            3.40 MW    Santa Clara,CA 
Server Central   3.00 MW    Elk Grove Village,IL 
Salesforce          2.60 MW    Elk Grove Village,IL 
Apple                  2.28 MW    Santa Clara,CA 
Salesforce          2.27 MW    Ashburn,VA 
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Facebook の データセンター 

 Oregon を 2011年4月にオープン、第2棟目を建設中 

 150,000 square foot ＝ 14,000 平米 を 2棟 
 

 North Carolina にも建設中 

 300,000 square foot ＝ 28,000 平米  

http://wp.me/pwo1E-32v  http://wp.me/pwo1E-2S8  

Oregon North Carolina  
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大規模 DC が必要な理由 

 Facebook には 9億人のユーザーがいるが・・・ 
 

 Facebook は Billion 単位のメッセージを処理していく 
 

 Facebook は、毎月 1350億 メッセージを処理する！  
 

 Facebook における 1300万／秒 クエリーの秘密  
 

 Facebook は 20分間で、2.7M Photos／10.2M Comments／
4.6M Messages を処理する！  
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サーバーの効率を見直す 

 たとえば、ほんとうに DC で使いたいサーバーは？ 

http://wp.me/pwo1E-3wT  

http://wp.me/pwo1E-3wT
http://wp.me/pwo1E-3wT
http://wp.me/pwo1E-3wT


Open Compute の経済 

 OCP エコシステム v.s. 従来からのサプライチェーン 

? 

価値の変換 

サービス コンピューティング･リソース 

Pressure  

Pressure  



プラットフォーム 

クローズドとオープン 



End 


