
>< 1

カウラ(株)の企業戦略と業務提携の発表	
CEO	岡本克司	



><

01�
Market!

•  ブロックチェーン市場を!
どう捉えているのか

•  AIとの連動は必須

•  海外と国内市場動向
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ブロックチェーン市場	
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（出典）IDC Japan 国内ブロックチェーン関連ソリューション市場 支出額予測

国内のブロックチェーン関連ソリューションの市
場規模は急速に拡⼤することが⾒込まれ、2021
年には298億円、2016年から2021年の年	間平均
成⻑率は133%になるとの予測(*)があります。
また産業分野別では、投資と活⽤が先⾏している
⾦融系から、今後はさまざまな分野へ	の拡⼤が
予想されます。		

技術市場規模	 Global	 JAPAN	

2016年	 2億ドル	 ・・・	

2021年	 23億ドル	 3億ドル	

CAGR（年間成⻑率）	 61.5%	 133%	

2016年
ベンチャー	
投資
（⽐率）	

ブロックチェーン	 ⽶国（180）,EU(130)	 1	

AI	 ⽶国（50）,EU(5)	 1	

・完全に出遅れている	
・中国市場データ無し	



><KAULA INC.

Blockchain	Developers	are	in	high	demand.		
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33%

8%
7%11%

41%

open positions for Blockchain Developers. 
N=1383 (Worldwide)

United States
NYC
SF
United Kingdom
Others

US Average Freelancer Rate $117.98 p/hour (18)
UK Average Freelancer Rate £114.25 p/hour (8)

Global Freelancer Rate $73.11 p/hour (38)

One	report	has	identified	that	there	are	currently	5,000	blockchain	
developers	with	a	global	need	for	over	500,000	by	2020.	

5,000
2017

???�
By 2018

+500,000
By 2020

Ref.2017  The Blockchain Academy
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ブロックチェーン技術の展開が有望な事例とその市場規模
67兆円	
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ブロックチェーン技術活⽤のユースケース
（ビットコイン取引ばかりが注⽬されているが・・・）	
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KAULAが注⼒している領域	
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ブロックチェーン技術が社会経済に与えるインパクト	
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Focus Problem!

•  KAULAのフォーカス領域

•  これまでの活動

•  今後の計画
8
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Blockchain Summit 2016 / devcon two in Shanghai�
establish KAULA INC. 2017 Jan�

WanXiang Blockchain Labs 2017.04�

Enterprise Ethereum Alliance　2017.05�
Oxford University Innovation 2017.06
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Shanghai on the bund devcon two@2016 devcon two@hyatt

WanXiang Blockchain Labs Oxford University Innovationconsensus2017@NYC
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Kaula platform strategy

kaula 
project

platform

sharing 
economy

Healthcare

micro-
payment

IoT

Robot 
advisor

Legal Finance

API 
economy
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BusinessとITの両⾯から可能性検討と概念実証
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IoT	

Edge	Heavy	
Computing	

Bigdata
Analytics	

Data	Analytics	

AI	

• Machine	Learning	
• Deep	Learning	

Block
chain	

• Sharing	economy	
• Micro-payment	

Digital	Transformation	

ビジネス戦略	

KAULA	LABs	

可能性検証
概念実証	

• Digital	
• Business	

法務
会計	

• 早稲⽥リーガルコモンズ	
• アークアウトソーシング	

ビジネス
モデル
（MVE）	

Partners	

Business	Transformation	
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Business	Diagram	

Enterprise	Ethereum	Alliance	

Factom	

DevOps	 ・・・	

Blockchain	

Data	Storage	

Apps	
Middleware	 ・・・	

Applications	

・・・	

IoT	

KAULA	/	Connect	

Healthcare	 Manufac
turing	

Fintech
Insurance
Finance	

Supply	chain	Mgmt	

Government	・・・	

12	



><KAULA INC.

動的にバッテリーの残存価値の評価データ、利⽤者の利⽤予測をブロックチェーンに書き込むことによ
り「価値あるIOTデータ」の流通市場の創造を⽬指します	

研究課題
電気⾃動⾞（EV）の	バッテリーライフサイクル管理	

EVにおいてBattery	Packは最も重く、最も⾼価でまた危険物でもあるため当局から⽣産から流通、廃
棄まで厳しく管理されています。	
Battery	Packを効率よく使い、かつ残存価値によって売買する市場が醸成されることにより、さらに
健全なEVあるいはSmart	Cityの発展が⾒込まれます。	

製造

取付

流通

保守
転用

廃棄アリペイ	
Tencent	

アリペイ	
Tencent	 アリババ	

Tencent	

アリペイ	
Tencent	

Block	Chain	

13
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研究課題（Healthcare）
スマートメニューシステムの開発	

・消費者が登録した体質・医療・健康情報に応じて安全なレシピを分析したり保健に適したメ
ニューを分析したりできる⼈⼯知能の開発。 	

・「安全・健康メニューオーダー⼈⼯知能」を搭載した電⼦メニューで、消費者の飲⾷事故を
未然に防いだり、消費者の保健に適したメニューをお勧めできたりでき、また、飲⾷店におけ
る会計処理を消費者のスマートフォンやタブレット端末上で代⾏できるシステムの開発。	

・世界中の飲⾷店のメニューとレシピ情報を集積するプラットフォームで、飲⾷店は第三者に
公開することなくメニューやそのレシピ情報を登録でき、選択的に公開させることもできる
データベースでブロックチェーン技術を応⽤することで第三者が決して改ざんしたり不正に利
⽤したりできない機能を備え、⼤規模なデータやアクセスにも⾼速で処理できる⾼性能プラッ
トフォームの構築。	

14	

詳細は近⽇発表予定	
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Alliance!

•  Blockchain
•  AI
•  IoT15
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Enterprise	Ethereum	Alliance	
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Build unstoppable applications 
Ethereum is a  decentralized platform that runs smart contracts: applications that run exactly as programmed without any 
possibility of downtime, censorship, fraud or third party interference. 

These apps run on a custom built  blockchain, an enormously powerful shared global infrastructure that can move value around and represent 
the ownership of property. This enables developers to create markets, store registries of debts or promises, move funds in accordance with 
instructions given long in the past (like a will or a futures contract) and many other things that have not been invented yet, all without a middle 
man or counterparty risk. 
The project was bootstrapped via an ether pre-sale during August 2014 by fans all around the world. It is developed by the
  Ethereum Foundation, a Swiss nonprofit, with contributions from great minds across the globe. 

◆EEA(Enterprise Ethereum Alliance エンタープライズ イーサリアム アライアンス)とは
Ethereum(ブロックチェーン技術を利用した分散アプリケーションのプラットフォーム）をもとに、より企業の要望に特化した「Enterprise 
Ethereum」（エンタープライズ イーサリアム）を開発しようというプロジェクトです。世界中の先進的企業が参加しています。

Enterprise Ethereum Alliance Launch Members
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Working	Group	approved	by	EEA	

•  Advertising	Industry	WG		
•  Banking	WG		
•  Healthcare	WG		
•  Insurance	WG		
•  Legal	Industry	WG		
•  Supply	Chain	WG		
•  Token	WG	

17	

•  Consensus	Algorithms	WG		
•  Digital	Identity	WG	
•  Integration	and	Tools	WG	
•  Quorum	WG	
•  Python	WG	

Members only
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未承認WG	
•  Access	Control	WG					
•  Devices	and	IoT	WG					
•  Documentation	and	Specifications	WG	
•  Energy	WG	
•  Mobile	WG	
•  Privacy	and	Confidentiality	WG	

18	
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IoT	Alliance	
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デバイス＆システム・プラットフォーム開発センター	
Device	&	System	Platform	Development	Center	

DSPCは、⾃⽴電源化（電池フリー）を⽬指したエネルギーハーベスティ
ング（環境発電）技術、超低消費電⼒なデバイス・回路技術などの重要
な要素技術を開発し、これらを統合して多種多様なアプリケーションに
適合したデータ収集システムの社会実装を推進することで、IoT市場への
普及・拡⼤を図って⾏きます。	

・ブロックチェーンとIoTの具体的取り組みを開始	
・Edge	Platform	Consortium参画
・ビジネスマッチング	
・ブロックチェーン技術の適応可能性	

【課題】
1.接続のコスト	⼤きなB2Bビジネスの場合は⻑期のサポート契約を結ぶのが普通であるがIoTでは数年間のサポート契約をする⼗分な
マージンが無い。

2.インターネットに対する信⽤	現在のソリューションでは、データを集めて解析し、デバイスをコントロールする権利をどこかのサーバ
が握っていることがほとんどである。オープンソースによる”透過性の⾼いセキュリティ”に変わるべきである。

3.⻑期間使⽤される	IoTはスマートフォンやPCと異なり⻑期間使⽤される。⾞は10年、家は39年、鉄道や航空システムは50年以上使⽤
されている。⻑期間のソフトウェアメンテナンス作業はバランスシートに⼤きなインパクトを与える。

4.価値ある機能の⽋如	ただ単にデバイスを繋いだだけでは価値は⽣まれない。

5.新しいビジネスモデル	データの宣伝や売買の限界費⽤はゼロなので、市場原理によると価格はゼロになる。実際に売り上げをあげれる
チャンスがあるのは、データを⼤量に持っていて統合する者に限られる。スマートデバイスの製造者はIoTのエコシステムでマネタイズ
の⽅法を⾒つけられていない。	
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EPFC（Edge	Platform	Consortium）活動	
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エッジプラットフォームコンソーシアムでは、クラウドシステムによるIoTシステムの構築を俯瞰しつつ現場の各種課
題を解決する次世代エッジシステムの基盤となる「エッジプラットフォーム」の要件を定義・構築することを⽬的とし
ています。	
これにより、技術を提供・供給するシーズ側は、各種技術の横展開が容易となります。課題を持つニーズ側は、現場の
課題解決のための実⽤的な「次世代エッジシステム」の実現・導⼊が容易となり、その拡⼤が期待できます。	

20	

インフラ・交通	農林業・防災	⼯場・建物	家庭・⼈	 ⾞・モビリティー	ヘルスケア	 物流	
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ

ス
に
よ
る
検
証	

個別エッジシステム	
（アプリに応じたコンポーネント、ソフト、アルゴリズム、AI、セキュリティ等）	

エッジシステムの仕様要件、アプリ開発仕様	

コンポーネント群（発電/蓄電/電源、CPU、センサ、通信等）	

エッジプラットフォーム	
コンポーネントの性能/接続仕様	

 【期待される効果】	
! 開発期間の短縮	
! システムの低価格化	
! セキュリティ強化	
! リアルタイム性担保	
! 通信トラフィック削減	
! クラウド接続容易性	

※シーズ、ニーズを持った各種36企業・団体が参加（2017年7⽉31⽇現在）	

KAULA及びDSPCは	
EPFCのメンバー	

他の団体との連携	
・ロボット⾰命イニシアティブ	
 協議会	
・横浜ITクラスター交流会	
・トリリオンノード研究会	

エッジシステムのプラットフォーム化により多種多様な現場の課題を解決	
（シーズ技術のベストミックスを構築する基盤を実現）	
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アライアンス as	of	2017.07	

分野	 企業・団体	 概要	
Blockchain	

EEA	 ethereumの企業向け基盤	

BigchainDB	 ブロックチェーンの基本特性を備えた次世代
データベース	

IoT	

EPFC	 エッジプラットフォーム標準化	

IOTA	 IOTシステムの課⾦問題を解決
電⼒市場	

交渉中	 Hi-Performance	Computing	on	Edge	Devices	

Healthcare	 ⾮公開	 公開準備中	

AI/DL	 ⾮公開	 Academia	/	Automotive	

Business	Japan	

KAHM	 海外市場調査	

attris	 官公庁・⾃治体向けソリューション	

Xcat	 ブロックチェーン⼈材育成、チャネル共同開拓	
仮想通貨発⾏の法務研究	

早稲⽥リーガルコモンズ	 法務、契約書スマートコントラクト適応の共同
研究	

アークアウトソーシング	 Kraken社の⽇本現地法⼈の税務顧問
ブロックチェーン会計の共同研究	

Business	Oversea	
Oxford	University	Innovation	 グローバル特定市場調査・研究	

China	/	U.S.A	 グローバル特定市場調査・研究	

21	
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Team KAULA!

•  Oxford University 
Innovation

•  KAHM
•  KAULA executives

22
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•  OUI（オーユーアイ）はオックスフォード⼤学全額出資による、知財管理・技術移
転会社です。	
•  約100名のスタッフに加え、専⾨分野により指名を受けたオックスフォード⼤学の
研究者が案件を直接担当、⽇本を含む世界中のクライアントにさまざまなサービスを提
供しています。事業利益はすべて、⼤学と担当した研究者に還元されます。	

Oxford	University	Innovation	

OUI	が提供する*サービスの例	

政府機関	 •  技術移転政策の提案、技術移転システムの構築	

企業	
•  オックスフォード⼤学発の知財のご紹介	
•  欧州を中⼼とした知財のシーズとニーズのマッチン	グ	
•  イノベーションマネジメント（テクノロジースカウティングサービス）	
•  海外市場マーケティング	

研究機関及び⼤学	 •  技術移転研修パートナーシッププログラム	

研究⽀援・助成組織	 •  技術移転関連助成⾦のインパクトレビュー	

投資家（エンジェルやVC等）	 •  技術の商業化ポテンシャルの調査など	

*提携先KAHM社との共同サービス	

23	
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KAULA	WEST	TEAM	/	KAHM	

24	

Osaka Chamber of Commerce & Industry

UK, EU, USA

Team JAPAN

UK Department for 
International Trade
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Katsuji Okamoto!
CEO!

サンマイクロシステムズ、ピープルソフト、
EMC、コグノスなど外資企業で要職を歴任。
2008 年にデータベースソフトウェアのベ
ンチャー起業を立ち上げ「神奈川県次世代
を支える企業」に認定、2016年「国立研究
開発法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構（NEDO）」委託事業“IoT 推進のため
の横断技術開発プロジェクト”採択実績あ
り。

所属団体等!
日本BPM 協会設立委員!
電子情報通信学会データ工学会員!
ACM SIGMOD データベース部会会員 !
OSGi Japan 会員
Edge Platform Consortium 会員

Hiroyasu Nohata!
CIO!

直近ではＩＣＴコンサルタントとして、ス
タートアップ企業などの製品・サービスの
開発、ビジネス開発の支援を実施。
2000年からはインターネット電話サービス
会社（代表取締役）にてVoIPの普及を推進。
それ以前は、DEC、サイベース、サン・マ
イクロシステムズなどで製品ベンダーとし
て、また千代田化工建設ではエンドユーザ
として、ソフトウェア製品またはシステム
の開発、運用、サポート、及び開発プロ
ジェクトのマネージメントを担当。また、
大学にて研究・教育に従事。

Junichi Otsuka!
CTO!

日本アイ・ビー・エム株式会社にＳＥとし
て入社、以後35 年間システムのご提案
（販売支援）、構築導入支援、運用支援を
一貫して担当。2000 年からITS 部門に異動
しBC&RS(事業継続&レジリエンシーサービ
ス)多くのプロジェクトのITインフラ・リー
ダーとして活動。2007 年からはIT インフ
ラストラクチャー領域における日本アイ・
ビー・エムで最初のコンサルタントとして
認定され事業継続計画策定の前提となる戦
略構想策定支援を実施。得意な領域として、
経営に対するITリスク分析およびビジネス
影響評価、災害対策の基本方針の立案、IT
視点でのBCP 構築計画の立案。

所属団体等!
NPO 事業継続推進機構 （BCAO）幹事!
一般財団法人DRIジャパン(DRI-Japan)会員!
NPO日本システム監査人協会(SAAJ)会員

Board Member

20歳代で2社の会社を立ち上げ、その後、
株式会社ソピアを設立、2008年株式会社ア
クセンチュアに全株譲渡。

所属団体等
一般社団法人日本工業倶楽部

Kazumi Maruyama!
Advisor!

25
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Key	Members	
並⽊幸久（フェロー）
Yukihisa	Namiki	|	fellow	

プロファイル
・医療・健康系事業及びビックデータ分析の国際的な専⾨家。
 国際的な産学官連携事業において職務を持つ。

学歴	
・南カリフォルニア⼤学バイオメディカル電⼦⼯学部卒業
・南カリフォルニア⼤学⼤学院⼯学研究科バイオメディカル⼯学専攻卒業

・九州⼤学⼤学院⼯学府エネルギー量⼦⼯学専攻博⼠後期課程修了・卒業

加盟団体
・駐⽇英国⼤使館/英国国際通商省(DIT(旧UKTI))	
 ライフサイエンス/⽇本市場専⾨官
・国⽴⼤学法⼈九州⼤学	客員教授
・国⽴⼤学法⼈⼭⼝⼤学	客員教授
・国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学	招聘研究員
・国⽴⼤学法⼈琉球⼤学 アドバイザー
・公益財団法⼈実験動物中央研究所（実中研）	顧問
・公益財団法⼈川崎市産業振興財団ナノ医療イノベーションセンタ(iCONM)	顧問
・株式会社ブラケアジェネティクス	代表取締役社⻑（⼭⼝⼤学発バイオ/ヘルスケ
アベンチャ）
・株式会社国際総合知財ホールディングス	代表取締役社⻑	

永井郁敏（エグゼクティブパートナ）
Ikutoshi	Nagai	|	executive	partner	

資格	

•  ⼀般社団法⼈経営倫理実践研究センター	フェロー	

•  ⽇本産業カウンセラー協会 産業カウンセラー	

•  NPO法⼈ ⽇本アクションラーニング協会	ALコーチ	

•  Situational	Leadership（SL:状況対応リーダーシップ）コーチ	

•  International	Coaching	Community（ICC）公認	Executive	Coach/	Corporate	Coach/	

•  Leadership	Coach/Team	Coach	

•  NPO	⽇本コーチ協会	神奈川チャプター執⾏委員	
•  通産省	統計官統計主事資格	

加盟団体	

•  ⽇本倫理学会正会員	
•  ⽇本経営倫理学会正会員	
•  アカデミック・コーチング学会正会員横浜商⼯会議所会員	

書 籍	
• 我が社が危ない ダイヤモンド社（IRMSJ:共著）	
• 会社の危機管理 ⽇本能率協会マネジメントセンター（IRMSJ:共著	

26	
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まとめ	
•  グローバルでブロックチェーンビジネスと
システムをデザインする	

•  ミッシングピースを埋める
Minimum	Viable	Ecosystemを推進する	

27	

Ref. https://smartorg.com/innovating-to-create-an-ecosystem/
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www.kaula.jp	
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