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2 ベンチャーが起こす「産業革命」

AI（人工知能） 世界中の関心を集める最先端技術の担い手は
農業革新

IoT
ロボット
ドローン
モビリティ

有数のアナログ産業がテクノロジーと出会った
モノと人がネットでつながる未来へ
ロボット大国ニッポンで生まれる新ビジネス
測量、インフラ、物流 将来の市場は無限大
移動手段を制する者が未来を制する

米ベンチャーの旗手 イーロン
・マスクはここが すごい
フィンテック
素材

最新テクノロジーで資産運用が変わる
日本発の基礎技術が世界を変える

INTERVIEW│池田 純 ●プラスＪ社長、横浜DeNAベイスターズ前社長

INTERVIEW│起業家育成のプロが 激白 孫 泰蔵 ●ミスルトウ社長兼CEO
Part

3「日常」
を変えるベンチャー

輝きを失った日本のお家芸に新たな挑戦者
ITの仕組みで工場と顧客を直接結び付ける
エネルギー 電気をどこでも誰でも買える仕組みが続々
医療
自宅にいながら診断してもらう時代
インバウンド 一過性のブームで終わらせない
VR
仮想現実をリアルに進化させる技術が続々
教育
子どもの才能を開花させる場を作り出す
家電

アパレル

さらにピックアップ！ 有望ベンチャー62 社リスト
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■ 調達額はリーマンショック前を超す
─ ベンチャー企業の資金調達総額と社数の推移 ─
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ユーグレナ社長

「今度は僕たちが
投資する」

池田 純

59

プラスＪ社長
横浜DeNAベイスターズ前社長

「Tシャツ脱いで
大人と会おう」

孫 泰蔵

ミスルトウ社長兼CEO

「もっとカジュアルに
起業する社会が来る！」
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「裸の王様」と揶揄されるほどに物価上昇率２％の達成を信じ続けるのはなぜか。
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第１特集

ベ
ンチャー企業への投資が活況

を呈している︒
﹁とにかく足

元のパフォーマンスは絶好調︒昨年

組成した5号ファンドでは︑ほとん

ど営業をせずに数カ月で総額160

億円の枠に200億円を超える申し

入れがあった﹂
︵グロービス・キャ

Ｏ︿最高執行責任者﹀
︶
︒

ピタル・パートナーズの今野穣ＣＯ

2014年からの金融緩和によ

り︑多額のマネーがベンチャー投資

にも流入︒政府も﹁日本再興戦略﹂

の中で︑ベンチャー支援策を次々に

打ち出し後押しをしてきた︒

ベンチャー資金調達は
ボトムの２・９倍に

16

ジャパンベンチャーリサーチの北

村彰相談役は︑
﹁ 年のベンチャー

の資金調達額は1800億円超と︑

15

年の1685億円からさらに増え

12

る見通し﹂と話す︒これは︑ボトム

06

だった 年の2・9倍の水準で︑リ

週刊東洋経済 2017.2.18

ーマンショック前の 年を上回る

︵ ㌻図上段︶
︒市場は﹁第4次ベン

チャーブームが来た﹂
と盛り上がる︒

出資を募る側のベンチャーの質と

資金調達ニーズも変わってきてい

る︒
﹁数年前まではスマホのプラッ

トフォーム化に対応したベンチャー

が多く資金用途も広告費などが中心

だったが︑昨年あたりからＶＲ︵仮

想現実︶
︑ＡＩ︵人工知能︶などの

31

32

ベンチャー

東京大学発

ものづくりの才能が一斉に開花した第 次ブームから 年
以上が経過した。今、この国に押し寄せているのは 回目
の大きな波である。ＡＩ、ＶＲ…。最先端技術が既存産業
と結び付く、第４次ブームを担うベンチャーを総まくり。

P. 38

拡大する第 4 次ベンチャーブーム

本誌：秦 卓弥、堀川美行

1

デザイン：熊谷直美 進行管理：下村 恵
イラスト：門川洋子
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日銀総裁

前編

黒

の消費者物価指数︵総合指数︶は
0・3％の下落に終わった。目標達
成時期も五度延期され、現在は 年
度中とする︵左㌻上表︶
。結果とし
て、インフレ目標や量的緩和などの
に有効とする学説の説得力は落ちて

非伝統的金融政策が物価や景気浮揚
いる。
﹁最近は、非伝統的な金融政策を
これ以上拡張しても仕方ないという
見解が一般的になってきている﹂
。
東京大学教授・福田慎一は1月、経
済誌にそう寄稿した。ポール・クル
ーグマン、浜田宏一など、日銀が採
用する政策枠組みの原型を提唱して
説を修正している。

きた著名経済学者ですら、次々と自
政府の態度も変わった。当初は閣
僚がたびたび日銀の政策決定会合に
出席し、金融緩和を強く要請した

少年期

父の転勤で全国を転々
「偉人伝」
に親しむ
公式的なプロフィールには福岡県
大牟田市出身と記されている。しか
し、本人に九州人としての記憶はほ

ロ％へと政策目標を修正したのだ。

﹁
︵黒田総裁は︶決められた法的な役

ンフレ到来を信じ続けられるのか。

とすぐに母親は、生まれたばかりの

2013年 3月 黒田東彦が日銀総裁に就任

4月 「量的・質的金融緩和」。2年程度で2%の物価上昇率目標
14 年 10月 追加の金融緩和（ハロウィーン緩和）

15 年 4月 2%目標達成時期を「2016年度前半ごろ」に延期（1回目）

2%目標を「16年度前半」から「16年度後半」に延期（2回
10月
目）

12月 「量的・質的金融緩和を補完する諸措置」を導入

2%目標を「16年度後半ごろ」から「17年度前半ごろ」に延
期（3回目）

彼は運動が苦手でね。あるとき、私

た。私は活発な子どもだったけど、

﹁東彦はよく私について歩いてい

残っているという。

姉弟はよく遊び、よい思い出ばかり

思わせた。いじめなどにも遭わず、

姿は、明晰な弟との血のつながりを

記憶を的確にたどりよどみなく話す

歳年上の姉・禹子はそう語る。昔の

のぶ こ

だった﹂
。幼少時の黒田について2

﹁とても穏やかで、おとなしい子

て、次は神戸││ 。

市に移り、すぐにまた横浜に戻っ

た。横浜市に住んだ後、宮城県塩竈

し おが ま

の職業柄、黒田家も各地を転々とし

出ていない。全国区で転勤のある父

の職を奉じた。経済的事情で大学は

た。父・聖三郎は戦後は海上保安官

た。ごく普通の公務員の家庭だっ

うだいの真ん中の長男として生まれ

黒田東彦は1944年、3人きょ

と移っていったからだ。

実家がある疎開先で、戦争が終わる

長期国債の3分の1以上を日銀が保

東彦を連れて、父の勤務する横浜へ

とんどないだろう。大牟田は父方の
﹁新・3本 の 矢﹂ で は﹁金 融 緩 和﹂

割に従っている公務員にすぎない﹂
は、物価の安定を通じて国民経済の

有するようになり、量的緩和に限界
政府の声は弱まり、経済学説とし

健全な発展に貢献すると書いてあ

の存在が陰に隠れ、昨年7月の参議

ても支持を失い、バズーカ砲の弾は

る。決議機関である政策委員会で決

と話す日銀ＯＢもいる。
﹁日銀法に

昨年9月、日銀は政策枠組みを根

切れつつある。異次元緩和の挑戦は

80

された。
本的に切り替えた。
﹁黒田バズーカ﹂

と、理解しているだけだ﹂
。
外れた大胆さや信念の強さには、こ

しかし総裁就任後に見せてきた並
元日銀理事の早

そもそも旧大蔵官僚時分から、黒

のオーソドックスな役人の論理だけ
を 批 判 し た。
﹁本

田は与えられた役割に従うだけの存

川英男は著書で、

当は飛べないと誰

在とは異なっていた。インフレ目標

に収まりきらぬものがある。

もが知っているの

えてきた。彼は決して担がれている

政策はその彼が一官僚時代から取り

様﹄
である﹂︵
﹃金融

だけの存在ではない。これまでの異

に、自分だけが飛

政策の﹁誤解﹂
﹄
︶
。

次元緩和による日銀の戦いは同時

周囲をはばからずに内外にそれを訴

黒田はなぜ、﹁裸

に、彼個人が培った信条を懸けた挑

つかれてきたアイデアであり、時に

の王様﹂と見なさ

戦であったといえる。

いるのは﹃裸の王

れるほど一心にイ

べると思い込んで

こう印象的に黒田

る。

半ば﹂と言い続け

めた物価目標は、それゆえ責任者が

11月

2%目標を「17年度中」から「見通し期間終盤（18年度）
」に
延期（5回目）

終わりだ、とあらゆる環境が示す中

9月 過去の政策を総括検証。量から金利に政策目標を修正

と称され毎年 兆円にまで膨らんだ

7月 ETF（上場投資信託）の購入額を拡大

最善を尽くして達成する義務がある

4月

「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」。マイナス金利
導入を決定

16 年 1月

2%目標を「17年度前半ごろ」から「17年度中」に延期（4回
目）

で、それでも黒田は﹁2％はまだ道

誤算続きの2％物価ターゲット

72

はるひこ

田東彦は、それでも〝敗北〟
を認めていない。
日本銀行の第 代総裁として﹁2

年程度で2％の物価上昇率﹂を掲
げ、量的・質的金融緩和を開始した
のは2013年4月。それからまも
なく4年が経つ。この緩和策は、長
らく続くデフレの脱却を目指す挑戦

月の黒田総裁講演︶でもあっ

の重要性を説く経済学の実践﹂
︵

であると同時に、国を挙げた﹁期待
年
しかし経過は芳しくない。昨 年

た。

13

16

18

黒田東彦

知将 の誤 算
「裸の王様」と揶揄されるほどに物価上昇率２
％の達成を信じ続 け る の は な ぜ か 。 人 間 、 黒
田東彦の信条と、 そ の 戦 い を 検 証 す る 。
本誌：西澤佑介

31

が見えてきたことが背景にある。

が、 年に政府が発表した経済政策

12

院選挙では自民党の選挙公約から外

15

国債買い入れの量から、長期金利ゼ

─黒田総裁の金融政策概略─
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撮影：今井康一

なおも２％物価目標達
成を信じ抜く黒田東
彦・日銀総裁。
職責を超
えた何かがそこにある

評伝

黒田東彦 知将の誤算

英語教育︑ＩＣＴ︵情報通信技術︶

は大きく変わる︒ポイントはずばり

指導要領で︑学校教育の現場

020年度から始まる新学習

人材の礎を築くことを狙っている︒

部科学省はグローバルで活躍できる

する力が身に付くよう指導する︒文

語で行い︑
高校では英語で討論・交渉

に変わる︒中学でも英語の授業は英

新学習指導要領を先取りする形で

年度からだ

18

20

24年度から
新学習指導要領対応の大学入試に

学校の変身

ＪＲ大崎駅に近い品川区立芳水小

も採り入れている︒

でマンツーマンの英会話を行う学習

タブレット端末を渡し︑オンライン

さらに一部の中学校では全校生徒に

語の一貫教育も導入しているのだ︒

谷恵子指導課長︶
︒公立の小中で英

いる﹂
︵同区教育委員会事務局・熊

に︑この4技能のテストを実施して

入れ︑9年目︵中学3年生︶の7月

の四つの力を向上させる教育に力を

9年間で読む︑聞く︑話す︑書く︑

なく︑品川区の場合は﹁義務教育の

単に英語に親しみ︑学ぶだけでは

が︑先行実施を検討している︒

焦点は英語

まず英語であいさつをした後︑英語

交互に児童の指導に当たっていた︒

に採用され2年目となる︒
﹁私の役

結実氏︒旅行会社勤務を経て品川区

この授業を担当したＪＴＥは松永

いる︒私語もほとんどなく︑児童は

の音を学ぶ﹁音素体操﹂や﹁小文字

割は単に英語を教えるだけではな

授業をのぞくと︑担任教員とＪＴＥ

書き﹂などを教えていた︒ゲームを

い︒担任の先生と一緒に学級運営に

授業に集中していた︒

織り交ぜながら︑授業で児童の意欲

参画する考えを持たないと︑うまく

で学ぶ手法で︑童話﹁赤ずきん﹂を

だ︒これは︑リズムとジェスチャー

先生が予習している風景もよく見掛

が︑児童と一緒に学んで上達した︒

の先生は最初︑英語が苦手だった

校長の斎藤早苗氏は話す︒
﹁担任

活用して児童がフレーズを暗唱して

ける︒英語科の導入は︑最初の頃は

授業はできない﹂と松永氏は言う︒

発声していた︒意味のある文脈の中

負担が高まるという教員の声もあっ

そ し て 授 業 の メ イ ン の 一 つ が︑

で英語を体得していくことを狙って

﹁ジョイントストーリーテリング﹂

を引き出す工夫がなされている︒

︵英語専科指導員︶が連携しながら

学校︒2月2日︑5年2組の英語の

2020年度、日本の学校は英語・ICT教育の大変革を迫られる。すでに
先行して対策を講じる学校を取材すると同時に、今後の課題を追った。

2/18号̲学校経営
p2̲新学習指導

新指導要領で小・中の教育現場が激変
（注）
※1、
※2 2018 年度から先行実施可、
※3 19 年度から先行実施可
（出所）
文部科学省資料を基に本誌作成

2020 年度を境に、
学校教育の現場も
大きく変わる

２
教育の強化だ︒現在は﹁外国語活
週1コマ英語の授業が導入されてい

動﹂として小学校では5〜6年生に

小・中で英語一貫教育
品川区の教育先進性

るのが︑対象が3年生からとなり︑
5〜6年生は週2コマに増えて正式
英語教育改革に取り組んできたのが
品川区だ︒ 年度から区立小学校の

に教科化され︑評価の対象となる
︵左図︶
︒

1〜6年生に週1コマ程度の﹁英語

書く
聞く
読む

ジャーナリスト● 井上久男
撮影：谷川真紀子

06

日本人が手薄

教育内容も︑これまでは英語に親

話す の4技能を強化

科﹂を導入︒さらに 年度からは5

高校（22 年度から※3）

しむことに主眼が置かれていたもの

●

〜6年生は週2コマ相当に増やす計

小学校（2020 年度から※1）

が︑英語を使ったコミュニケーショ

■ 新学習指導要領の衝撃 ─ 英語力強化のポイント─

画だ︒新指導要領は

英語の授業を英語で行う
●
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英語で発表、討論、交渉する力を重視
●

デジタル
教材を
積極活用

中学校（21年度から※2）

成城学園の授業風
景。ICT の活用に
も注力する

撮影：今井康一

ン力や︑文化多様性の理解力の向上

●

小3から英語教育開始（評価対象外）
小5・小6は英語が評価対象教科に
● 学級担任が専門性を高めて指導

深層リポート
焦点は英語 学校の変身

