はじめに
JIAA は今年で10周年を迎えました。本協議会はインターネットの発展を視野に設立されま
したが、言うまでもなくこの間にインフラ、ソフト、デバイス、コンテンツといったネットを
取り巻く環境は隔世の変化を遂げました。
10年前、私達は現在のこの状況をどこまで予想していたのでしょうか。そして、これから10
年先はどうなっているのでしょうか。JIAA 10年の節目に過去を見つめながら、未来を予測し
てみよう。そんな思いで今回の論文募集を致しました。
今回の応募は91作品に上りましたが、いずれの作品も日々の革新を直接肌で感じ取っている
JIAA 会員ならではの、先端知が溢れるものであったと思います。
インターネットの最先端を自らの感覚で冷静に分析するとともに、その事実が何を生んで、
何処に向かうのか、大胆に、細心に、且つ野心と危機感をもって予測した作品揃いで、次代の
ビジネスの糧となるヒントが数々含まれているものです。
皆様にも是非ご高覧頂き、今後の一層のインターネットの発展にご尽力頂ければと思います。
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JIAA
設立10周年記念論文集
JIAA は、設立10周年を記念して『10年後のメディア環境
がどうなるのか 〜デジタルテクノロジーが与えるインパ
クト〜』をテーマに懸賞論文募集を行い、2010年 4 月20日
に開催した審査会において受賞作品を決定しました。
メディア、広告、マーケティングに携わる JIAA 会員が、
日々インターネットの最先端のサービスに向き合う中で、
将来のビジネスを大胆かつ細心に考察したもので、応募さ
れた91編の中から、厳正な審査を経て、
「最優秀賞」 1 編、
「優秀賞」 5 編、
「入賞」 4 編を選定しました。
本論文集に収録した受賞作品10編は、JIAA のウェブサイト
（http://www.jiaa.org）にも掲載いたします。
◇経緯
10周年事業特別委員会（長澤秀行委員長）において記念事業の企画・実施を推進。記念事業の内容を理事
会及び会員へのアンケートをもとに検討し、会員参加型の懸賞論文募集を行うこととなった。
◇論文テーマ・主旨
『10年後のメディア環境がどうなるのか 〜デジタルテクノロジーが与えるインパクト〜』
メディア、広告、マーケティングに携わる JIAA 会員が、日ごろ先端のメディアサービスに向き合う中
で、将来のメディア像や新しいメディア環境を自由に考察する。
◇応募資格
JIAA 会員社およびそれに準ずる企業・団体に所属する個人またはグループ
◇募集期間
2009年11月 2 日（月）〜 2010年 2 月 1 日（月）
◇審査
2010年 2 〜 3 月：10周年事業特別委員会により一次審査を行い、通過作品を選出。
2010年 4 月：理事会による二次審査を行い、 4 月20日に開催した最終審査会において各賞を選定。
◇表彰・発表
表彰式は、2010年 6 月 3 日に青山ダイヤモンドホールにおいて行われ、受賞者に賞金と記念品が贈られた。
受賞作品は、本論文集に収録されるほか、JIAA ウェブサイト（http://www.jiaa.org）に掲載される。
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戦略部 兼 テクノロジー営業部
営業部
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40

スーパーバイザー）

スーパーバイザー）

「2020年のメディア・ランドスケープ」
平間

47

和宏（株式会社 電通 デジタル・ビジネス局キャンペーン・プロデュース部 チーフ・プロ
デューサー）

入 賞

コンテンツ視点で考察＆妄想する10年後のビジネスモデル
長岡

入 賞

広晃（株式会社 博報堂DYインターソリューションズ メディア・コンテンツ事業グループ GM）

クラウドネイティブが次代を築く日
寺本

53

59

伸司（株式会社 エヌケービー クロスメディア営業部）
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最優秀賞
『2020年亀谷星楽14歳 中学生日記から垣間見える
新メディア環境とそのビジネスモデルに関する一考察』
株式会社 博報堂 エンゲージメントビジネスユニット
エンゲージメントクリエイティブ局 クリエイティブ二部 制作ディレクター

亀谷

政晃

要旨
2020年、デジタルテクノロジーが与えるインパクトは、どのようなことかを、より具体的に考察
するために、次のような設定を考えた。2020年に14歳になる娘の中学生日記というフレームを設け
た。その理由として、2020年のデジタルテクノロジーを、抽象的に語るのではなく、生活者が実際
に日々の生活の中で、生活に浸透しているものとして描き、考察していくためである。
2020年に14歳の娘が、こんなデジタルテクノロジーによるデジタルメディアや、デジタルデバイ
スに触れていることを、ストーリー性をつけて推測する。そこでの新しいメディア環境や、新しい
ビジネスモデルによる広告業界の可能性を紐解いていく。
「10年後の日本は、国として、国内的にも、海外的にも、成立しているのだろうか。
」
「10年後の広告ビジネスは、果たして、うまく生き延びられているのだろうか。
」
「10年後の自分は、思春期を迎えている娘と、どんな関係が築けているのだろうか。
」
先行きに、多少の不安をかかえる2010年に、本稿を考察することによって、少しでも、2020年へ
の明るい材料となる期待を生むことを目的とする。
2020年へ、日本国民として、広告業界の一員として、子供をもつ親として、ゴール設定をし、そ
こに向かうための10年とするべく、本稿にしたいと考える。

て遊んだり。言葉をしゃべり出すと、ユーザー同士の通

はじめに

話が無料の「Skype」で、祖父母と何時間も話しをした
り。デジタルネイティブそのものである。

「10年後のメディア環境がどうなっているのか」とい

そんな娘の、日々の生活に直結したデジタルリテラ

うテーマを、10年後の娘の日記を覗き見する設定で、将

シーの高さを観察しながら、10年後、デジタルメディア

来のメディア環境や新しいビジネスチャンスを本稿では

環境は、どうなるのか。デジタルテクノロジーが与える

考察していく。

インパクトは、具体的にどんなことが推測されるのかを

2010年 4 歳の亀谷星楽。著者の実娘である。生まれた

考察していく。

時から、その時代のデジタルメディア環境に、当たり前
のように触れながら育つ。たとえば、赤ん坊の頃から、

ゴールイメージとして

家のパソコンをいじり、動画や写真を見せてくれとせが
ん だ り。 言 葉 も ま まならない頃から、アップ ル 社 の

2010年からの10年の予想として、世界的な景気悪化の

「iPhone」のタッチパネルのアプリケーションをいじっ

スパイラル構造など、厳しい状況や、ネガティブな予想
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は多く見られる。例えば、
「中国の経済成長は、これか

命が世界で起こりはじめるのでは、と推測する。次に20

らも右肩上がりだか、日本は右肩下がりで不安」
。ま

世紀の IT 産業の歴史を振り返る。

た、
「ウェブのテクノロジーも、いよいよ、踊り場で、
今後はあまり期待できない」
。他に、「日本の家電製品
は、韓国や中国に、どんどん追い抜かれている」
。そし
て、
「あらゆる面で日本の注目度が低下している」。

1 ‑ 2 .「20世紀のテクノロジーは消滅・誕生・覇権を繰
り返す」
まずは米国の IT 産業の歴史の流れを簡単にまとめて

そんな先行き不安の多い中、2010年度宝島社のお正月

みる。分かりやすい流れを、引用参考とする。大型汎用

の企業広告は目を引いた。キャッチコピーは『明日に向

機メーカーの消滅→ミニコンメーカーの台頭→パソコン

かって飛ぶ』とある。人々が新鮮な明日へ向かって思わ

メーカーの台頭→マイクロソフトウインドウズの覇権→

ず動き出したくなるような、ポジティブ・パワーを読者

グーグル、アマゾンのクラウド組が誕生し、2010年代を

にもたらすメディアでありたいと、宝島社は主張する。

（注 2 ）
迎えるとある。
古い企業が10年くらいのスパンで硬

最後の締めのタグラインで「日本はうまくいく。と思う

直化し、新規の IT ベンチャーが誕生するという、歴史

（注 1 ）

ことから、日本はうまくいく。」とある。

読んだ人

の繰り返しの中で、テクノロジーのイノベーションが繰

たちみんなで前向きになれるメッセージ広告を目指して

り返される。時系列に並べて見ると、少々、当たり前に

いる。確かに、今の日本はこの視点が欠けていると納得

感じてしまう。それは、テクノロジーのイノベーション

する。前向きに考えることから、明るい未来の実現の第

が、生活に溶け込んでいるからかもしれない。グーグル

一歩とすることが大事である。先のネガティブな予想

で検索したり、地図を見るのは日常であり、グーグルが

を、
「日本はうまくいく。と思うことから、日本はうま

なかった頃、どうしていたかをも忘れている。テクノロ

くいく。
」とポジティブに実現を発想することから、

ジーの消滅と誕生・覇権を繰り返しながら、新しいテク

2020年のメディア環境やビジネスチャンス、広告の可能

ノロジーが、当たり前のように人々の生活の中に溶け込

性を導きだすことを本稿のゴールイメージとする。
（図 1 ）

んでいく歴史である。
次に日本の IT 産業は、米国と比べてどんな歴史をた
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どったのか。分かりやすい記述を引用参考にしながら示
す。日本の IT 産業には、大きく 3 つの世代交代が伺え
るとある。①世代は、70年〜80年設立の IT ベンチャー。
ソフトバンクやアスキーに代表される。当時はまだネッ
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トは普及しておらず、パソコンソフトの流通販売やパソ
コン雑誌の刊行が主なビジネスモデルとなる。②世代
は、90年代後半ネットベンチャーの誕生。日本のネット
環境が世界に先駆ける勢いで整備されることにより、
IT ベンチャーバブルが起こる。楽天、ライブドア、サ
イバーエージェントという 3 大ポータルに代表される。
その他、様々なネットベンチャーが誕生し、ネットサー

第 1 章；20世紀の歴史から探る
2010年代の可能性

ビスビジネスモデルが本格化していく。③世代は、現在
もつづく、クラウドコンピューティング環境によるグー
グル、アマゾンのような新たなテクノロジーパワーの出

1 ‑ 1 .「2010年代は21世紀本格始動」

（注 3 ）
現とある。
日本も、先の米国と同じように、消滅と

まずは、歴史の流れを振り返る。20世紀の1910年代と

誕生を繰り返しながら、テクノロジーが生活に浸透し、

は。1905年の日露戦争で始まった「血の日曜日事件」は

ビジネスモデル化が進むという歴史であることが分か

1910年代にロシア革命に発展した。日本が韓国を植民地

る。2010年代は、21世紀の礎となるようなテクノロジー

支配に乗り出した日韓併合も1910年。1911年には、辛亥

の革命が起こり、新たな誕生・覇権があると予想する。

革命が起こり、1912年アジアでも初めての共和国国家、

それでは、未来の娘の日記を垣間見る。

中華民国の誕生。1912年明治天皇が死去。20世紀の1910
年代は20世紀の中では、世界的に様々な大革命の年代で
あった。1910年代は、20世紀の大きなピクチャーで見る

第 2 章；21世紀の礎となる革命の可能性
その①

と、世界の歴史が本格的に始動しはじめた10年であっ
た。歴史は繰り返されることが前提ではあるが、21世紀
の2010年代も、21世紀が本格的にはじまる10年かもしれ
ない。21世紀の土台となる礎が築かれるような大きな革

「星楽の中学生日記・2020年元旦」

パパのお仕事の関係で、ここ上海に移り住んで、もう
3 年。早いなあ。星楽も上海付属フェリス中等女学院
5
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の、来年は 3 年生。がんばらなきゃなあ。年末、メタ
バース空間「紀伊倉屋メタバース書店」で、立ち読みし
ていたら、東京に出張のパパのアバターに、ばったり
会って、これ読んでって渡されたけど、全く興味なし。
『ニッポンの崩壊を広告から建て直す』パパの会社のこ
とかもしれないけど、ついでに買ってもらった『ウェブ
ゴーグルの便利な使い方』を冬休みに読むのが楽しみ。
2 学期の成績も上がったし、 2 月の誕生日には、ウェブ
ゴーグル、買ってもらう！あ、「JTC 世界旅行メタバー
ス」で、仮想観光体験をすることを忘れていた！冬休み
に、家族で過ごすバリ島の仮想観光体験を、事前にママ
と一済ませとかなきゃ！もう、こんな時間！「メタバー
ス河井塾」にアクセスする時間！元旦特訓数学クラスへ
出席しなきゃ！和也くんも出席するから、アバターは、
ちょっとオシャレしなきゃ！実際の星楽は、今日ずっと
寝巻きのままだけど。アバターには、クリスマスに買っ
てもらったシャネルのバッグをコーディネイトしよっ
と！

の地に付属の学校をつくるという予想である。その大き
な変革のストリームの中で、2020年、娘は上海付属フェ
リス女学院の設定となっている。
10年でここまで大きく変化するのか、という疑問もあ
る。しかし、 1 ‑ 1 でも述べたように、2010年代は1910
年代と同じように、かなり大きな変革が起こることが予
想される。詳細は別の機会に廻したいが、著者は上海支
社に数年赴任した経験がある。上海で仕事をし、生活し
て、上海に集まる世界中の人々と交わりながら得られ
た、肌感覚による経験値の推測でもある。また、2009年
暮れの小沢幹事長の中国訪問は記憶に新しい。政治の流
れでも、その兆しは見られるのかもしれない。
2 ‑ 2 .「マルチ・メタバース時代の到来へ」
次の日記の内容にうつる。メタバース空間「紀伊倉屋
メタバース書店」で、東京に出張中のパパのアバターと
ばったり会う、とある。これについてのキーワードは、
「マルチメタバース空間」である。2010年代に、ネット
回線環境、並びにパソコンのスペックが進化し、ウェブ

2 ‑ 1 .「日本の生き残りを賭けた海外戦略」

環境が 2 次元から 3 次元空間への移行がはじまると予想

まず、日記で娘は、上海付属フェリス中等女学院とあ

する。リンデンラボ社の『セカンドライフ』に代表され

る。これについてキーワードは、
「フラット化＆生き残

る 3 次元空間の一般化が進むと推測する。参考資料とし

り」である。ネットの回線環境は、次の10年でかなり飛

て、株式会社野村総合研究所が発表した、「2012年まで

躍し、世界のフラット化がより一層進む。世界中の労働

の三次元仮想世界の進展を予測した IT ロードマップ」

形態がフラット化し、世界中の住居形態もフラット化し

（2007年 5 月発表）〈表 1 〉では、2010年以降は「マルチ

ていく。世界中どこで働こうが、どこに住もうが、ネッ
ト環境にアクセスできるデバイスさえあれば、自由に選
べる時代の幕開けである。

（注 4 ）
メタバース」時代が到来すると予測している。

その一例として、「紀伊倉屋メタバース書店」であ
る。本屋さんのリアル店舗が、メタバース空間となり、

日本語という稀な言語を使い、携帯電話のテクノロ

自分のアバターで本を立ち読みしながら、気に入れば書

ジー進化もガラパゴスと呼ばれる日本のフラット化とは

籍をダウンロードして購入できるビジネスモデルであ

どうなるのか。それは国として、経済として生き残りを

る。東京でも上海でも世界中どこからもアクセス可能で

賭けて、海外進出をせざるを得なくなる状況と考える。

ある。また、 2 次元のウェブが 3 次元空間になることに

人口の少子化と高齢化が急速に進み、デフレ環境でモノ

よって、広告の可能性も飛躍する。たとえば、メタバー

は売れず、労働環境も悪化するという、すべて連鎖を生

ス空間の本屋さんそのものが、メディア化する。旅行書

むスパイラル構造から抜け出せなくなる。そのとき、数

籍・雑誌のコーナーの空間には、旅行に関する様々な連

年前の韓国と同じように、海外に市場を求めざるを得な

動広告が可能となる。

いといった状況である。過去の日本の海外戦略は、中国

類似例として、「JTC 世界旅行メタバース」である。

やアジア諸国で、安く製品を生産して、国内で売ること

たとえばバリ島に旅行する場合は、事前にバリ島空間に

であった。そんな島国的な海外戦略からの、いい意味で

自分のアバターで仮想観光旅行体験して、細かい予定の

の脱却である。海外で生産して、海外で売ることに、

アポイントを入れる。まずはホテルの部屋から見える

やっと本腰を入れ始める。それに伴い日本企業の本当の

シーサイドの景色を事前に体験して予約を入れることが

意味での海外進出に拍車がかかると推測する。

可能となる。近年、都内高層マンション販売の際に、そ

そこで上海である。羽田空港から、上海国内線ホン

の部屋からの眺めが、事前に 2 D で体験できるといった

チャオ空港にアクセスできる環境から、日帰りも可能に

サービスが、メタバース空間では一連で 3 D 化となる。

なった上海への生き残りを賭けた進出である。中国13億

ホテルを決めた後、ビーチでのパラグライダー体験など

人市場へ向けた、日本のビジネスチャンスの拡大であ

のサービスも、事前に自分のアバターで体験して、日時

る。「第 2 の東京＝上海」をスローガンとした革命かも

や人数を予約する。夕方からのディナーも、いくつかの

しれない。それに伴い日本企業の上海第 2 の本社化が進

3 D 空間のレストランの席から見える景色やコース料理

み、上海移住化の進んだ結果、教育産業までもが、上海

の内容をチェックして予約を入れる。次の日はショッピ
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〈表 1

野村総合研究所様が予測した「三次元仮想世界のロードマップ」
（2007年 5 月発表）

ングするお店や、バリダンスをするなど、事前にアバ
ターで体験して、細かく予定を決め込める。今までは 2
次元のウェブ情報だったが、 3 次元になることによっ

第 3 章；21世紀の礎となる革命の可能性
その②

て、自分のアバターで仮想体験をして、良し悪しを検討
しながら、決定するのである。
最後の例は、
「メタバース河井空間塾」である。リア
ルで存在していた受験産業そのものが、 3 D 空間へのビ
ジネス転換の予想である。少子化で子供が少なくなる逆
風のなか、 3 D 空間からの受験教育は、不動産ビルを所
有する必要もなく、コストは軽減される。また、2009年
の新型インフルエンザの流行によるパンデミック対策に
も有効である。受験前にインフルエンザに感染する、と
いった心配も解消される。2009年新型インフルエンザが
流行した際に、就職説明会を 3 D 空間で行ったことは記
憶に新しいが、その延長にあるビジネスモデルと考え
る。また、当の生徒たちは、自分のアバターへのこだわ
りをもつと考える。シャネルのバッグをアバター課金で
購入するなど、洋服、アクセサリー、靴、髪型など様々
な課金ビジネスが予想される。
以上、様々な 3 D メタバース空間サービスの誕生によ
る、マルチメタバース時代の到来を推測する。現在の
メールアドレス ID が、アバターID となることが想像し
やすい未来かもしれない。コミュニケーションは、
「自
分ごと」で成功する（注 5 ） とあるが、仮想体験できるメ
タバースの登場によって、広告自体も仮想体験キャン
ペーンなど、新しい「自分ごと」化へと、進化していく
と考える。

「星楽の中学生日記・2020年02月04日」

ヤッホ〜！ニ〜ハオ〜！昨日は、星楽の14回目の誕生
日。約束通り「ウェブゴーグル」を買ってもらって、
朝、学校へ着けて行った！ヘッドセット型を頭につけ
て、右目だけにゴーグルをつける。左目はそのまま何も
つけないから、普通に歩けてらくちん。アイフォンの進
化系は、やっぱり使いやすいし、お洒落！マンションを
出て、上を向いたら、ビックリ！ビルや、道路に、空
に、いろんな情報の風船が浮かんでいた。右目で見てい
る画面は、大画面だから迫力が凄かったよ！お店のセー
ル情報や、レストランのお得なクーポンや、はたまた、
いろんなつぶやきも浮かんでいた。そのとき、ちょう
ど、星楽の好きな洋服ブランドのクーポン券が目の前に
現れた。今度は、欲しいと思っていたテニスラケットの
割引セール情報が来た。欲しい！欲しい！けど、この
ウェブゴーグル買ってもらったばっかりだし。と、思っ
ていたら、忘れた！テレビ番組の録画の予約！アメリカ
の音楽番組『Music Cross Vision』は、上海のお昼の時
間だ。ウェブゴーグルで、おうちのネット回線にアクセ
スして、番組録画レコーダから、予約をセットできた！
よかった！ついでに、隣のデジタルビデオカムを呼び出
して、昨日の星楽のお誕生日パーティーの映像をチェッ
ク。パパ酔っ払いすぎ！ 映像をちら見して、接続を切
ろうと思っていたら、冷蔵庫のドアの掲示板に「誕生日
ケーキの賞味期限が今日の18時まで」だって。じゃあ、
帰りに小李と圭子を誘って食べよ！アレ？エアコン、マ
7
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マ消し忘れている？つけっぱなしの暖房をオフにした。
ちょっと、パパの PC 覗いてみようかと思ったけど、リ
ニアが駅のホームに来たから、今度にしといてやろっと。

＆ IT 産業の標準化」である。日本の家電メーカーのデ
ジタルネットワーク家電化の予想である。たとえば、こ
んな記述も、最近ではよく見られる。自宅にあるデジタ
ル家電製品は、家庭内無線 LAN でネットワークされ、

3 ‑ 1 .「ロボット型・デジタルデバイス時代の到来へ」

外にいても自由自在に接続が可能となる。家庭内のすべ

まずは、日記にある、2020年14歳の誕生日プレゼント

ての家電を結びつけて、インターネットでつなぐ、とあ

「ウェブゴーグル」である。近未来のデジタルデバイス

（注 8 ）
る。
2 ‑ 1 で示した日本企業の上海進出の先頭にな

の予想として、
「ウェブゴーグル」の内容紹介を引用す

るのが、日本の家電メーカーではないかと推測する。世

る。ウェブゴーグルをかけて個人の家を見ると、ウェブ

界初のデジタルネットワーク家電を上海の地から中国へ、

で公開されている範囲で、家族の名前、顔写真、年齢も

アジアへ、世界へと、新しい市場を開拓するといった青

出てくるとある。また、ウェブゴーグルの姉妹版とし

写真である。そんな家電製品と共に、家電のネットワー

て、ウェブコンタクトレンズの登場。まわりの人は、あ

ク化をはかる IT 産業も、やっと日本企業が先駆けとな

なたがウェブ上の全情報を駆使して世界を見ているとは

る世界標準化がはじまると考える。携帯電話のテクノロ

（注 6 ）
全く気づかない、とある。
これについてのキーワー

ジーが「ガラパゴス」と世界から冷たい目で見られたこ

ドは、
「人間のロボット化」である。Augmented Reality

とからの脱却である。第二の東京・上海から、標準化 IT

（拡張現実）のテクノロジーや、スマートフォンなどの

家電ネットワークサービスを世界に向けて発信する時代

携帯電話と、ヘッドマウンテッドディスプレイの発展上

の到来である。

に「ウェブゴーグル」があると考える。2008年10月、株

広告の可能性としては、あらゆる家電製品の、広告メ

式会社ニコンから発売されたヘッドマウンテッドディス

ディア化である。日記では、冷蔵庫にディスプレイが装

プレイ「UP300」は、動画や音楽を再生、インターネッ

着され、冷蔵庫内の IC タグの埋め込まれた商品の賞味

トに接続できるヘッドホン型映像再生装置。この製品

期限の告知ができる設定である。同時に冷蔵庫のディス

は、ディスプレイ、ヘッドホン、モバイル AV プレー

プレイは、商品情報や広告などがインターネット経由で

ヤー、Wi‑Fi 通信機能などの機能を一体化した世界初の

配信される。ディスプレイがはまりやすい、比較的大型

（注 7 ）

日記の想定は、アップル社の iPhone

家電の洗濯機なども同様に可能である。家電のデジタル

のアプリケーションであるトンチドット社の「セカイカ

ネットワーク化は、それぞれの家電の機能に、PC 機能

メラ」の AR（拡張現実）が、この「ヘッドマウンテッ

が搭載されていく、と考えると分かりやすいのかもしれ

ドディスプレイ」に装備されている設定である。乱暴な

ない。家電自体の PC 化と、そのディスプレイのデジタ

製品とある。

言い方をすると、「iPhone」というスマートフォン自体

ルサイネージ化が進むと推測する。テレビやラジオ CM

が「ヘッドマウンテッドディスプレイ」化した未来のデ

だけでなく、冷蔵庫や洗濯機からの CM まで、広告の可

バイスが「ウェブゴーグル」と考える。日記にあるよう

能性は広がるだろう。その場合、より生活者の行動履歴

に、ビルやお店やその街並みの情報がエアタグとして拡

に即した、興味のあることや、役立つ情報が必要不可欠

張現実されている。また、娘が好きな洋服のブランド

である。参考文献のタイトルそのものであるが、
『使っ

や、趣味志向にあった情報は、個人の行動履歴に即した

てもらえる広告』が重要な要素となる。引用すると、

広告として配信される。これによって、広告配信の動線

「使ってもらう広告」とは、人びとが商品を買ってくれ

が拡大し、より立体的な広告キャンペーンやイベントが

やすくなるような便利なサービスや仕組みのこととあ

実装できる。現在の携帯電話が手放せない状態から、

（注 9 ）
る。
このことは、新しいデジタルネットワーク家電

ウェブゴーグル装着なしでは考えられない未来へと向か

のメディアに限らず、近未来のデジタルメディアからの

い、人間そのものの拡張現実化が進むと考える。アニメ

広告すべてにあてはまることである。

や映画の世界のような、人間自体のロボット化が、少し
ずつ現実化していく時代の到来である。ただ、2020年
は、まだその兆しであり、
「ウェブゴーグル」が一般化

第 4 章；21世紀の礎となる革命と
人間本来の欲求

して、生活に浸透するのは、もう少し先と考える。

「星楽の中学生日記・2020年06月06日」
3 ‑ 2 .「日本メーカー発・デジタルネットワーク家電の
到来へ」
次の日記の内容にうつる。ウェブゴーグルから、自宅
のネット回線にアクセスして、テレビ番組の録画をセッ
トしたり、デジタルカメラや冷蔵庫、エアコンを操作す
るくだりである。キーワードは「新ネットワーク家電
8

ハッピーバースデイ！ママ！そして、パパのバカ！な
んで、こんな大切な日にパパはドタキャンなの！せっか
く星楽がママのために最高のお誕生日会を企画したの
に！パパは、この週末にでも予定をずらそうって言うけ
ど、毎年、ママの誕生日、この日しかないでしょ！意味
わかんない！そしたら、パパは、メタバース・レストラ
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ン・ガストスで、みんなで夕食の時間集まろうって、そ
んなの論外じゃん！ママの誕生日は、きょうしかなく
て、ちゃんと顔を見てお祝いすることが大切なのに！分
かってない！思いやりがない！ママは、パパは今年の夏
に開かれる東京オリンピックで、大変だから、しょうが
ないって言うけど。怒りがおさまらないから、パパから
正月に読んだらって、言われてた本、消してやる！どれ
だっけ、これ、『ニッポンの崩壊を広告から建て直す』
だってさあ。アレ？え？著者って、パパじゃん。あら？
なんか星楽のことも書いてある？え？なんで星楽の日記
が出てくるの？私が書いた日記じゃないし。まあ、消し
てしまえ！ でも、ちょっと読んでからにするか。

ロジーが、イノベイティブな変化を起こし、新しいデジ

4 ‑ 1 .「人間の真ん中のコミュニケーションの見直し」

ど、新しいグローバル市場開拓の飛躍が、オリンピック

タルデバイスメディアが誕生して、ビジネスの拡大につ
ながっても、人間の真ん中にあるものを、見落とさない
で、コミュニケーションを考えることが、より重要とな
る。
4 ‑ 2 .「2020年東京オリンピック開催」
日記の記述に、「2020年夏の東京オリンピック」とあ
る。2009年に2016年の夏のオリンピック開催地で、リオ
デジャネイロに東京は惜敗した。そのリベンジとして、
2013年のオリンピック候補地決定の際に、めでたく2020
年の夏の開催地に東京が選ばれるという設定である。
2 ‑ 1 や 3 ‑ 1 で示したように、日本企業の上海進出な

生まれたときからデジタルネイティブの娘の世代に

開催国としての決定要因のひとつと考える。オリンピッ

は、テクノロジーによるデバイスに任せていいことと、

ク景気として、日本の景気は急激に回復し、日本企業や

ダメなことが本能的に分かっているのではないかと考え

広告会社も利益を獲得する。新しいニッポンの存在価値

る。家族が顔を見合わせる温もりの大事さが、テクノロ

の、世界へ向けたアピールが華々しくスタートするので

ジーが進めば進むほど、見直されはじめる。マルチメタ

ある。

バース空間や、様々な新しいデジタルデバイスの到来と
比例して、人間の温もりを肌で感じたい欲求が高まると

おわりに

推測する。
2010年 1 月現在、日本の Twitter は、今までのソー

以上、
「10年後のメディア環境がどうなっているの

シャルネットワークに、その辺りの欲求が少し加味され

か」というテーマで、述べてきたことをまとめる。第 1

はじめているのかもしれない。現在、Twitter に関する

章では、20世紀を振り返りながら、歴史のマクロ的視点

書 籍 や 雑 誌 の 特 集 が 多 い 中 で こ ん な 記 述 が あ る。

と、テクノロジー的な視点で、2010年代は、21世紀が本

Twitter の一番の楽しさは、自分が好きな人の他愛もな

格的に始動し、大きな革命が起こる10年になることを述

いつぶやきを見て笑ったり、共感したり、ときには噛み

べた。第 2 章では、その大きな革命のひとつとして、世

付いたりして、その人のことをより好きになっていくと

界のフラット化が進み、日本が生き残りをかけて、世界

（注10）

ある。

著者も Twitter をやっていると、今までの知

市場で本格的に市場開拓にのり出すこと。また、ウェブ

り合いと、よりリアルで話す機会が増えたり、新しく知

環境の革命として、今の 2 次元から 3 次元メタバース空

り合った人と、ツイッター飲み会「ツイノミ」などを通

間が一般化し、様々な新しい体験型サービスが誕生する

じて、実際に顔を見合わして話す機会が増えはじめてい

ことを述べた。第 3 章では、新しいテクノロジーの革命

る。そのような機会を通じて、人間の温もりを肌で感じ

として、
「ウェブゴーグル」のような人間をロボット化

る経験をすることがある。

するデバイスが誕生すること。また、日本企業の世界標

時代は変われども、むかしから人間にはそのような欲

準化としての、デジタルネットワーク家電の可能性を述

求が真ん中にある。1982年西武百貨店のお中元の広告を

べた。第 4 章では、テクノロジーが進化して、それに伴

引用する。キャッチコピー『会う、贅沢。』ボディコ

う新しいビジネスチャンスも拡大するが、広告会社は、

ピー；「人に会う。時間を作って、会う。おしゃれをし

人間の肌の温もりのコミュニケーションを、決して忘れ

たり、ご馳走を用意したり、一日がかりで故郷に帰っ

てはならないことを述べた。最後に、冒頭で述べたゴー

て、会う。ひとりの人に会うために、その人の笑顔を見

ルイメージの図解を完成させる。
（図 2 ）

るために、ホントに私たち、いっぱい努力をしているん

ある意味、夢のような明るいテクノロジーの未来と、

ですね。会うって、ぜい沢。人と人の間の、いちばんの

ビジネスチャンスの拡大を論じてきた。冒頭での本稿の

ぜい沢。この気持ち、この情熱があれば、贈り物は素敵

スタンスとして、ポジティブに考えて実現の第一歩にす

にならないはずはない、そんな気がする、人なつかしい

ることに即している。それは、広告会社が、そして自分

（注11）

テクノロジーがいくら進んでも、人間の

自身が、積極的にその実現に向けて切磋琢磨していく

真ん中にあるものは、いつの時代も変わらない。そのよ

ゴールイメージとして描いた10年後でもある。そのゴー

うな人間の真ん中にある肌の温もりを大切にしたコミュ

ルイメージを抱きながら、日々の仕事を通じて広告会社

ニケーション時代の見直しである。広告会社は、テクノ

の新しいビジネス分野を開拓していくことに努めていく

夏です。
」
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ことを誓いたい。
ぬいぐるみを抱きしめながら眠る、現在は 4 歳の娘の

引用・参考文献

寝顔を見ながら、10年後の娘と、日本の輝かしい広告業

注 1 ）2010年朝日新聞 1 月 4 日朝刊掲載

界の実現を願い描きながら、筆を擱くとする。

宝島社企業サイト内 広告意図 http://tkj.jp/koukoku/
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〜その形態と社会的価値〜
株式会社 日経 BP

広告マーケティング調査部

今田

次長

純

要旨
デジタル化の進展に伴って情報流通量が過剰になりメディアが爆発的に多様化する中、新聞業界
が苦境に立たされている。販売・広告ともに減収に陥り、永年続けてきたビジネスモデルそのもの
に変革への圧力が強くかけられている。
新聞は単にメディアの一つというだけでなく、強い社会性・公共性を帯びている。そのあまりの
弱体化は信頼に足る一次情報源の衰退をもたらし、社会的な損失および市民生活への不利益にもつ
ながりかねない。淘汰や縮小はやむをえないものの、全滅だけは何としても避けなければならな
い。
本稿では新聞の電子化は不可避であることを前提としている。10年後の新聞はデジタルで届けら
れているという社会環境を所与のものと想定した。デジタル化の過渡期において、どのような課題
が派生しどのように解決を試みるべきかを、バックキャストにより考察を試みた。形態として印刷
物であることよりも、信頼できる情報提供者としての使命を重要視し、ビジネスとしての拡大や成
長よりも社会のために生存することを目指し、その解の一つを電子化に求めて議論を展開してい
る。
新聞の存在意義についての歴史の俯瞰から入り、現代にいたる情報ニーズの根本を社会学的な視
点から考察。認知心理学・社会心理学の視点も用い、受け手すなわち市民の側から新聞がいかなる
存在であるかを視座において分析を試みた。
新聞社はあらゆる権力や財力から独立した報道機関でなければならないのは当然であるが、同時
に民間企業でもある。経済原則に則った、自立した経営を実現しなければならない。情報の独占者
として既得権益を永年にわたり謳歌してきたため、十分な経営ノウハウが蓄積されているとは言い
がたい側面がある。今だからこそ求められる真の経営努力に向けたエールを以って結論とした。

はじめに

情報環境と生活者

メディアは受け手が居て初めて成立する。10年後のメ

情報量の過剰な流通はとどまるところをしらない。

ディア環境を考えるにあたり、まずその時代の社会的情

フェイスブック、ツイッターなどの流行に象徴される一

報ニーズ、すなわちどのようなコンテンツがどのような

般生活者によるコンテンツ生成は、今後さらに加速する

社会心理に基づき存在しているかを予測する。その上

だろう。過去10年間（1996〜2006年）で500倍に膨れ上

で、描かれた未来図に対応していくには既存のメディア

がった選択可能情報量は、さらに幾何級数的に増加して

カンパニーがどのようなビジネスモデルを構築していく

いくと思われる。

かを、バックキャスト方式で考察する。

人間の情報処理能力には当然ながら限界がある。日本
国民の一日平均の消費情報量は2005年の試算で89テラ
11
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ワード、すなわち老若男女すべて含めて 1 分あたりワー

なることが確実視されている。

プロ文書約 3 枚という数字が示されている。1995年比で

新聞の存在意義

既に 2 倍に増えており、今後それほど増加するとは考え
られない。むしろ人口減少・少子高齢化により減少に向
かう可能性も十分にある。

しかし、社会の動きを伝える信頼できる情報源とし

情報大氾濫の中で、生活者の求める情報ニーズとはど

て、新聞は社会に欠かせない存在である。信頼できる情

のようなものであろうか。人間には Cognitive Miser、

報源が断たれた社会を想像してみれば、誰しもその存在

すなわち情報処理資源をできるだけ節約したい本性があ

意義を認めざるを得ないだろう。もちろん、既存の新聞

る。従って、処理するに足ると評価される情報のみが選

社に代わる情報源が登場しても社会的付託に答え得るの

択・消費されることになるだろう。選択の基準には 2 つ

でさえあれば問題はないが、信頼性は一朝一夕に構築で

の方向性が考えられる。

きるものではない。まして小泉構造改革に見られるよう

①

自らの嗜好に適合する

な過度な自由競争主義経済の下、また四半期ごとの業績

②

知っておく必要がある

発表が求められるなど企業経営がファストサイクル化し

本稿では②「知っておく必要がある」情報ニーズに絞

ている中で、信頼に足るメディアカンパニーをじっくり

り、議論を展開する。

育てていくことは困難と言わざるを得ない。既存の新聞
社が、紡ぎ上げてきた信頼性という資産を担保しつつ、

新聞の歴史と現状

企業体として存続できるビジネスモデルを構築すること
は、単に一企業の事情にとどまらず、社会的な必要性が

「知っておく必要がある」と生活者が感じる情報の代

極めて高い。

表的なものは、社会の動きである。地域コミュニティの

筆者は新聞社系列の出版社に勤務する者として、デジ

話題から世界情勢まで、知りたい範囲は人それぞれだ

タル化の進む情報環境において新聞が10年後にどうなっ

が、自分を取り巻く社会で何が起こっており、それはな

ているか、またどうあるべきかについて考察を加える。

ぜか、また今後どうなるのかという情報がないことに
は、またその情報が信頼できるものでなければ、社会生

10年後の新聞像

活そのものが成り立たない。社会の動きに対する情報
ニーズは、おそらく人類史とほぼ重なるほどに根源的な
欲求であろう。

情報社会全体のデジタル化は、不可逆かつ絶対的な流
れである。その中でも新聞は、Newspapers と言われる

社会の動きについての信頼できる情報を伝える代表的

とおりニュースを伝える本性を持っている以上、スピー

なツールが新聞である。紀元前 1 世紀、ローマの acta

ドの面からもより積極的にデジタル化に取り組まなけれ

populi の時代から、社会の動きすなわちニュースを伝え

ばならない。10年後の新聞は、パソコン・ケータイ・ス

る報道機関としての新聞は存在している。日本でも17世

マートフォン・iPad などデバイスは何であるにせよ、

紀、すでに大坂夏の陣を報じた瓦版の記録が残されてい

デジタルデータでの情報提供が主流になっていることは

る。赤本・黄表紙などと異なり、瓦版は情報の信頼性と

確実である。また、いかに再生率を高めようと紙の根本

いう側面で現代の新聞に通底する存在である。

的な素材は植物であり、一定の環境負荷は発生する。ま

明治以降、新聞ビジネスは1883年時事新報における福

た配送に要する車両当の CO2 排出も看過できない。環

沢諭吉の檄文「商人に告ぐる文」に象徴されるように、

境対応の観点からも、脱印刷・電子化はむしろ積極的に

受け手からの販売収入と法人からの広告収入の両輪に

進められるべきである。

よって成り立ってきた。脅威と言われた民放テレビの登
場に対しても
〈経

ビジネス的な視点からも、新聞の電子化は不可避であ
る。購読者の激減は巷間伝えられるとおりで、NHK 放

営〉同じ資本系列による経営

送文化研究所の調査によると2005年時点で「平日に新聞

〈コンテンツ〉報道：エンタテイメントという住み分け

を読む」行為者率は国民全体で44.0%と、 5 割を切って

〈広

いる。10代女性にいたっては6.6%に過ぎない。10年後に

告〉企業姿勢の訴求など重厚長大向け：消費
財など軽薄短小向け

などにより、共存してきた。
しかしデジタル化が急進展する現在、新聞のビジネス
モデルそのものが窮地に陥っている。無料で大量に提供

はこの層が20代となり、多くが社会に出ているだろう。
その時点で急に新聞を読み始めるとは考えられない。
「紙に刷られた新聞」という形態にこだわっている限
り、先細りは避けられない。

されるニュースが販売収入を、多様化かつターゲティン

10年後、新聞は電子データでの配送が主流となる。こ

グ化するデジタルメディアの勃興が広告収入を、それぞ

れは必然である。大切なのは情報の「入れ物」としての

れ圧迫している。2009年度は全国紙が軒並み赤字決算と

紙ではなく、新聞社発の情報という信頼性である。
「信
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頼できる報道機関から電子データで逐次的に情報が届け

ならざるを得ない。一方で、家庭に何かをお届けする事

られる」社会を想定し、そのために必要なビジネスモデ

業は、かつて郵便局だけがその担い手だった時代とは大

ルのあり方、また考えられる問題点への対応案について

きく変わり、宅配事業者のメール便など多様化してい

述べる。

る。現在のインフラを転用して新規事業に取り組めるよ
う、新聞社側から指導斡旋を行なう。どのような事業が

現状分析

ありうるかの情報収集については、新聞記者はもとより
取材のプロであるし、各店舗の事情については販売部門

100年以上続いたビジネスモデルからの転換は小手先

が精通しているはずである。両者が部門の壁を越えて連

では不可能であり、抜本的な変革を必要とする。まずは

携すれば、パートナー店舗の経営維持という社会的行為

現在の仕組みを俯瞰し、そこからゼロベースで新しいモ

に寄与できると考えられる。

デルの構築を試みる。
現在の新聞発行の仕組みは、大まかに以下の通り：
①

取材・執筆

②

整理・レイアウト

③

印刷

④

販売店への輸送

⑤

各戸への配達

電子新聞の体裁
新聞社において、整理部の担う役割は大きい。記事の
扱いの大きさ、見出しのサイズなど、何が重要であるか

（総販売部数の99%におよぶ戸別購読の場合）

（と新聞社が考えているか）を伝えるアウトプットの体
裁は、整理部が握っている。読者が新聞を見る際、ほと
んどもれなく 1 面および社会面の見出しから入り、その

新聞コンテンツのデジタル提供は、技術的にはさほど

目立ち度や大きさで事の重大さを判断する。あるいは同

困難ではない。既に上記①②はほぼ完全に電子化されて

じ記事でも新聞社によってどのように捉え方が違うか、

いる。②で完成した原稿を③印刷へ入稿するのではな

レイアウトや面付けに従って判断する。読者が社会を理

く、そのまま読者に配送すれば事足りる。PDF なり電

解する大きな部分を、レイアウトが手助けしているの

子書籍対応なり、配送フォーマットは技術が解決してく

だ。あるいは、その新聞なりのカラーを決するのにも、

れる（レイアウトの重要性については後述する）。

紙面のレイアウトが非常に大きな要素を占めている。

③④⑤のプロセスは不要となる。ただし、数十年後に

この要素が、現状では新聞社サイトやポータルサイト

は完全に消滅するにせよ、問題はその過渡期である。自

からは抜け落ちている。何が本当に重要なのか、一目で

社内ないし資本系列内にいる印刷従業者・輸送従業者に

は分からない。ちゃんと読み込まないと理解できない。

ついては配置転換・合理化などでまだしも対応できる

昼間にサイトで何となく見ていた記事が夕刊で大きく扱

が、個人事業主である販売店は、簡単にはいかない。ア

われていて、大事件だったのかと改めて気付いた経験は

ンカーと呼称してパートナー視してきた存在を、不要に

多くの人が持っていると思われる。

なったとただ切り捨てることは、新聞社の社会的立場が

従って、電子新聞の体裁は極力、市民が今まで慣れ親

それを許さない。販売店を存続させる方策は用意されな

しんだ印刷物である新聞に似ている必要がある。新聞の

くてはならない

電子化によって受け手である市民に負荷がかかることは
許されない。今まで出来ていた「一目見ただけでの重要

販売店の経営維持案

性判断」を減衰させてはならないのである。それでこそ
無料の情報サイトとの差別化も実現できる。

1 ）電子新聞の受注を販売店に行なってもらう

パソコンで端的に思い浮かぶのは PDF であるが、そ

印刷物から電子配信へと転換する課程で、申込を受け

れだけが解ではあるまい。PDF ではアイコンをクリッ

付ける窓口が必要となる。新聞の配達時に電子版の案内

クして開く、という手間がまだ残っている。さらにユー

ビラを投函するなど、転換を促す機関として販売店に活

ザー・フレンドリーな体裁が技術の進化によって実現し

躍してもらい、商圏からの申込は該当店舗の売上とす

ていくだろう。個人的には iPhone に代表されるスマー

る。現在、販売店にとって最も大きな課題は配達員の人

トフォンの直感的なインターフェイスに期待したい。い

数確保および高齢化である。電子新聞は普及が進むほど

ずれにせよ、読者にとって便利なインターフェイスが登

配達員数は少なくてすむため、積極的な協力が期待でき

場した際に確実に対応できるよう、柔軟なシステムを構

る。

築しておく必要がある。

2 ）新聞以外の宅配業務のあっせん

現在の新聞社サイトとの関係

販売店にはストックヤード、作業場、配達車両などの
インフラがある。電子配信の普及によりこれらが余剰に

アサヒ・コム、ヨミウリオンラインをはじめほとんど
13
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の新聞社が現在、WEB サイトを通じた情報提供を行

ポータルサイトとの関係

なっている。報道機関として国民の「知る権利」に正対
した立派な行為ではあるが、そろそろビジネス側面も真
剣に考えなければならない状況に至っている。開始当初

ヤフー、goo などポータルサイトへのニュース提供も

（多くは1990年代）の目論見では、販売収入がゼロでも

また、1990年代に端を発している。自社サイトでの情報

広告で十分に採算が取れるという目算があったようだ

提供と同じく、こちらも関係を再考しなければならない

が、現状は思うに任せていない。

段階にきている。命脈である取材記事を極めて低廉な契

インターネット広告は市場全体では急成長している

約料金で提供し、新聞社自身の首を絞めるのであれば、

が、広告単価は急落している。日本銀行の企業向けサー

本末転倒も甚だしい。社会的な損失にもつながりかねな

ビス価格指数調査によると、新聞広告料金は2009年 9 月

い。

時点で86.2
（＝2000年を100とした指数）である。ところ

自社サイトでの提供情報の絞込みに合わせる形で、

がインターネット広告料金は63.7となっており、10年足

ポータルサイトへの記事提供も絞り込む方向で検討しな

らずの間に単価が 2／3 以下に低下したことを示してい

くてはならない。膨大な PV に基づく市民の声をバック

る。苦戦が伝えられるテレビ広告でさえ66.0で、イン

に持つポータルサイト側とは厳しい交渉が予想される

ターネット広告は媒体料金の下げ頭になっている。

が、新聞社の命運はある意味ここにかかっている。自ら

一方、インターネット広告市場は2000年から2008年の
間に590億円→6983億円と10倍以上に拡大している（電

の価値の源泉を死守する覚悟での粘り強い交渉が求めら
れる。

通調べ）
。すなわち市場の拡大は新規参入や新サービス

ネット未対応層への情報提供

の投入によるものであり、各媒体の料金はデフレ傾向に
ある。1990年代に描いたビジネスモデルが暗礁に乗り上
げたとしても不思議ではない。

社会性・公共性が極めて高い新聞には、全ての識字市

市民にとって新聞情報 ──単に新聞紙上に載ってい

民にとってアクセス可能な状態を用意しておく使命があ

る記事という意味ではなく信頼できる報道機関が提供す

る。インターネットが使えないという理由で情報の孤島

る情報── は、社会生活を送るために不可欠である。

に取り残される市民が居てはならないのである。このデ

だからこそ無料でも提供を、という提供者側のスタンス

ジタル・デバイドへの対応には 2 つのアプローチが考え

も分からなくはないが、受け手の視点に立てば、なくて

られる。

はならない＝対価を支払ってでも入手する価値がある、
という見方も可能であろう。現状は、報道責任やビジネ

1 ）テレビとの融合

スモデル云々よりも、各社が横一線で情報提供している

今日、災害情報など政府や自治体からの情報提供でさ

から、自分だけ止めるわけにいかない、という不安に根

え、テレビは全世帯に既設のものという前提のもとに構

ざしているところが実態ではないだろうか。

築されている。実際、普及率は99%にのぼる。新聞もテ

少なくとも全ての記事を無料配信するサービスは、再
考したほうが良い時期に来ているのではないか。有料と

レビというインフラを通じて提供することで、社会に洩
れなく行き渡る制度と成り得る。

無料で提供する情報に差があっても、報道機関の責任放

2011年に地上波が全面デジタル化する。幸い、日本の

棄にはならないと思われる。表層的な事実のみ、または

テレビ局はほぼ全て、いずれかの新聞社と系列関係にあ

本当に重要な事項のみを無料配信し、深く知りたい市民

る。文字が中心、かつ非動画である新聞コンテンツは、

には対価を払っていただくほうが、自由主義経済社会に

デジタル帯域のごく一部を使うだけで配送が可能であ

生きる民間企業としてフェアであろう。社会を揺るがせ

る。デジタル化の進展とともに、受像機の精細性も文字

るほどの大事件、全ての市民が知らなければならない事

情報を判読するのに十分なほど高まっている。リモコン

柄であれば、新聞社は昔から号外を無料で配っていた。

の何チャンネルでどうアクセスするか、などの問題は残

同じスタンスに回帰するのみ、と考えればよい。

るが、とにかく各戸まで送り届ける仕組みがあることは

The Wall Street Journal は課金方式で成功しており、

心強い。

New York Times も2011年からヘビービューワーへの

先にパソコンなど多様なデバイスが考えられると言及

課金を決定した。ニューズ・コーポレーションを率いる

したが、その一つにテレビがある、と考えることができ

ルパート・マードック氏は再三、コンテンツの有料化を

る。

主張している。報道記事に対価を要求することは、決し
て的外れではないだろう。2010年 4 月に日本経済新聞社
が有料の電子新聞の発行を予定しており、注目される。

2 ）販売店でのオンサイト・プリント
テレビなどデバイスに頼らず、紙の活字を目で読みた
い層も残るだろう。だからと言って、ほんの一部のため
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に輪転機を回しトラックで輸送していたのでは、コスト

という情報過多の社会で、情報そのものを商品にしてき

的にも環境負荷においても見合わない。

た事業体が同じ規模を維持できるわけがない。各社の従

既存の新聞販売店に印刷機を設置し、新聞社から送付
されたデータを印刷することが考えられる。そこから先
は現在と同様に各戸へ配達する。

業員数も売上も、また企業数そのものも淘汰・減少に向
かわざるを得ないだろう。
淘汰される企業は、社会的な必要性がなくなったから

但し現在と同じ全15段では印刷機が大型になりすぎ

退場するのだと覚悟を決めなければならない。新聞業界

る。従って、電子化移行のしかるべき過程で、版型をタ

はあまりにも永く我が世の春を謳歌しすぎた。基本的な

ブロイドに変更する必要があるだろう（電子で受け取っ

仕組みは100年間変わっていない。このような産業は他

ている読者にはあまり関係ないが、レイアウト構成する

にない。その中で社会・政界・産業界には必要な批判を

上での意識、という意味）
。タブロイド裏表・ステイプ

重ねても、内輪には甘いという体質がなかったとは言え

ル留めならば現在のコピー機の延長線上で開発可能であ

ない。一つには高すぎる人件費がある。平均年収は朝日

ろう。また、新聞販売店は現在（2008年10月時点）でも

新聞社1334万円、日本経済新聞社1307万円。経営不振が

全国に 2 万件以上あり、開発・生産費用においてある程

伝えられる毎日新聞社でさえ894万円。国税庁統計によ

度の量産効果が期待できる。メンテナンスには新聞社の

ると同じ40‑44歳ゾーンにおける全国平均年収は503万円

印刷部門で余剰となった人員を充てることが考えられ

である。これでは社会正義を謳えば謳うほど、虚しく響

る。

くばかりである。
まず賃金を抑制することが必要であろう。実はモチ

以上 1 ）
、2 ）と論じてきたが、筆者自身はデジタル・

ベーションは下がらず、むしろ組織全体としては高ま

デバイド対応がそれほど喫緊の課題とは認識していな

る。賃金だけが動機だった人間が去り、本当に使命感か

い。高齢者はデジタルが苦手と見なされることが多い

ら就業している者が残るからである。過剰な報酬が内発

が、現在の70歳でさえ、インターネット元年と言われる

的動機に対してネガティブに働くことは、心理学の自己

1995年には55歳、男性ならばまだ現役社会人であった。

知覚理論が証明している。

一定のデジタルリテラシーは持っている。あとは各新聞

日本新聞協会は、その倫理綱領で「おびただしい量の

社がどれほど読者を大切にしてサポートができるか、人

情報が飛びかう社会では、なにが真実か、どれを選ぶべ

的対応に掛かっていると思われる。

きか、的確で迅速な判断が強く求められている。新聞の
責務は、正確で公正な記事と責任ある論評によってこう

電子新聞への広告掲載

した要望にこたえ、公共的、文化的使命を果たすことで
ある」と宣言している。ありがたいことに市民に尋ねた

印刷物である現在の新聞は、せいぜい県単位ないし多

メディア評価調査でも「社会に対する影響力がある」

摩・北摂など広域単位での地理的なターゲティングしか

60.7%、「情報源として欠かせない」53.8%、「社会の一員

できない。電子化することで、より細かいターゲティン

としてこのメディアに触れていることは大切だ」46.0%

グが可能になる。販売店のタグを埋め込んでおけばその

など、社会性・公共性でナンバーワンメディアとの支持

配達圏だけの広告を掲載することができる（現在の折込

を受けている。この声を深く受け止め、目先の業績や利

広告の感覚）
。また、記事にタグを貼り込んで読者個々

益に振り回されず、使命を全うする経営努力を傾注しな

の記事嗜好を把握し、行動ターゲティングを行なうこと

ければならない。デジタル化はその一手段にしか過ぎ

も可能になる。広告メニューおよび広告ソースとも圧倒

ず、すべての経営資源を駆使し、全力を尽くして社会の

的に拡大する。その分広告単価は低く設定でき、ネット

付託に応えていくべきであろう。

広告のデフレ傾向から乖離しない広告営業が可能にな
る。

限界の認識と経営努力
以上、新聞の電子化促進による新しいビジネスモデル
の構築を考察してきたが、これで新聞社の未来は安泰と
いう意識は全くない。最前提として、情報の独占的提供
者という立場はすでに崩れ去っているという認識は、強
く持っておかなければならない。成長のためというよ
り、生き残るための戦略である。
否応なく新聞業界は縮小する。10年間で流通量500倍
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『2020年、広告会社が「メディアジャンプ」するために。』

優秀賞
『2020年、広告会社が「メディアジャンプ」するために。』
株式会社 博報堂 DY メディアパートナーズ i ‑メディア局 業務推進部
メディアプロデューススーパーバイザー

小林 パウロ 篤史
要旨
2020年のメディア環境をイメージする前に。
現在（2010年）から10年前のメディア環境に視線を戻す。
・携帯電話、PHS の電話番号11桁化
・ミレニアム、2000年問題勃発
・東京工科大学、日本で初めてのメディア学部を発足
・Windows 新 OS Millennium Edition 発売。
（バグが多く短命に終わる）
といった事象が見えてくる。
つまり、経営層の視点から見れば、
・ i ‑ media はまだベンチャーの時代。大手広告会社にとってはプロジェクトベースであり、ビ
ジネスではない。
・しかし「新しい波」になる事は確実であり、早めに新興メディアと向き合う、もしくは飲み込
む事で現業ビジネススキームの新しい歯車として組み込むかを考える必要がある。
というステージであったであろうか。
この10年と同じ速度でのちの10年も進んでゆくのか否か？
筆者は、否と考える。
メディアは再度合従連携し、技術進化によって新たなステージに進む。
広告会社がそれに向き合うには、後述する「メディアジャンプ」が必須となってくる。
以下、筆者が日夜、先端のメディアサービスに向き合う中で、将来のメディア像や、新しいメ
ディア環境でのビジネスを自由に考察させて頂く。
ポイントは、『メディアジャンプ』です。

2020年元旦。つまり平成32年 1 月 1 日。除夜の鐘が鳴

まった。オフライン（※ 1 ）にして体内目覚まし自体を止め

り静まり、澄んだ空気が漂う早朝。いつもと何も変わら

ていたのに体がこの習慣になれてしまっているらしい。

ない、でもいつもと何か変わったような気持ちがする元
旦。

小用をたし、リビングでしばらくボーっとしてから、
ようやく今年初のオンラインにすることにしてみた。
パウロのオンラインの仕方（※ 2 ） はいたってシンプル

休日だというのに、いつもの 5 時に自然に起きてし

である。目をつぶって「オン」と言うだけ。これも始め
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は面白くて仮面ライダーの変身ポーズにしたりしたが、

たが）行く。

やはり毎度はやっていられない。これに落ち着いた。
初めて「オンライン」となったとき、まず悩んだの
は、「他人からどう見えているかどうか」であった。つ
まり、2010年時代（以後、TEN 時代）と違って PC、モ
バイルといった機器がそもそも無いので、他人から見る
と自分がオンかオフかは分からない。

だが、継続使用している内に、明確に 2 つ変わったこ
とがあった。
一つ目は「言語の壁が無くなった事」。
まだ Google の翻訳機能は不完全な部分が多いが、マ
ルチリンガル対応にすれば、読み・聞き取りはほぼリア

電車などで虚ろな視線で笑っていると、
「ビョーキ」

ルタイムで自国言語、文章となるので外人との交渉でも

なのか「オンラインコンテンツで笑っているのか」不明

相手の目を見て話す事が可能となる（ただし、あくまで

瞭である。

も自分が使う言語は日本語なので先方も「オンライン」

ここも最初は試行錯誤、人によってスタイルが違う

である事が前提）。

が、通話時以外には基本的にパウロはあえて目をつぶる

ただ、コミュニケーション上、この「相手の目を見て

事にしている。小生も今年でもう45歳、
「ビョーキ」と

話す」というのは交渉の席において、大きな効果をもた

思われたくないので…。

らしている。また、就職・転職活動においても以前より

だが、13歳の娘の粋（すい）は全くそんな事はないよ

も言語能力が問われなくなってきており、特殊スキルを

うで、というかおそらく寝ている間も常時「オンライ

持った人材の海外進出や、若年層だけではない、30〜40

ン」にしているようで（あれほど注意しているのに！）、

代世代の外資転職が以前よりも活発化してきているそう

ガンダム世代

でいえば、
「リアルニュータイプ」の到

だ。

来を感じる。
二つ目は「AR（拡張現実感）アプリがかなり使え
朝の「オンライン」作業はシンプルだ。「マイペー
（※ 3 ）

る」事である。

をチェックするだけ。つまり、メールチェッ

AR（拡張現実感）とは、TEN 時代で言えば「ドラゴ

クと Web ニュースと日経新聞閲読と同時に、耳からは

ンボールのスカウター」と言えば分かり易いであろう

NHK ニュースを動画オフにして聞くだけ。TEN 時代と

か、現実の世界の画像に位置情報を計算した上で別デー

やること自体は何も変わらない。ただ、違うのは自分の

タを重ね合わせて「デジタル映像を追加」する技術であ

網膜と鼓膜、つまり頭の中で全コンテンツが仮想タッチ

る。2009年末時点で「テノヒラアド」といった PC カメ

キーボード（※ 4 ）により同時展開されている。

ラをベースとした手法や、iPhone 越しにジオタグ閲覧

ジ」

だけを目的とした手法はあったが、この10年でこの技術
そうこうしている間に段々と朝になり、妻の麗子も起
きてきた。妻は徹底した「オフライン主義」なので、生

は、
「オンライン」の普及と共に民生用としてすっかり
定着した。

活スタイルは TEN 時代と基本的には変わらない。実際

個人的に興味があった幕末時代についても App Store

にはまだ世代間ギャップもあるが「オンライン」の普及

な ら ぬ「Myline Store」 で2800円 の「 い つ も NAVI〜

は50%を超えていないのではないだろうか。

AR 幕末版〜」アプリ（ゼンリンデータコム社提供）を

つまり、我が家には PC もモバイルも（妻専用）ある

使うことにおいて、現在自分が見ている風景と古地図を

し、相変わらず居間には大画面テレビが鎮座している。

重ね合わせる事が出来るので、これ以上分かりやすい散

「オンライン」で映像コンテンツを見たほうが個人的に
（※ 5 ）

は楽しめる

歩ガイドは無い。重宝している。

のだが、これは一種の「絆」だと割り

切っている。ただ、 3 人でテレビを見ているとき、粋が

「オンライン」時代のネガティブな部分としては、時

こっそり「オンライン」にして友人とチャットしている

折ニュースなどで「オンライン疲れ」によるデバイス摘

気がするのが親としては気になるが…。やはり保護者

出の「オフライン手術」の報道や、そもそもオンライン

（※ 6 ）

モード

をすこしキツメにするか。

を認めない政治団体なども出て来ているが、当分この流
れは、いや、もうこの流れは止まることはないのではな

この生活を始めて数年経つが、TEN 時代より「便利

いかと思う。

さ」は飛躍的に増したが、実は得られる情報自体はあま
り変わらないな、と手術当初は思っていた。

ここで、本業である「オンライン時代」の広告手法に

PC（会社、自宅）とモバイル（私用、社内電話）が

ついて簡単に状況を説明すると、10年前、TEN 時代の

完全に無くなったが、体内に取り込まれただけ。メディ

新潮流である BTA（行動ターゲティング）広告手法は

アも「網膜」というデバイスに統一されただけ。
今でも本屋には立ち寄るし、映画館にも（回数は減っ
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更に進化して存在しているし、未だ個人情報、消費者
データの取り扱いについては議論の的になっている（※ 7 ）。
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ただ、広告の話をする以前に、メディアは大きく変容
した。
TEN 時代より変化の予兆はあった。i‑media（旧）に
限って言えば、

ここで、具体的な2020年の中心メディアを説明するた
めに前述の「マイページ」の説明をさせていただく。
「オン・オフライン」共に情報プラットフォームは
「マイページ」となっている。

① Yahoo ! Google を中心とした Paid media

TEN 世代で言うならば Google Gadget に近い。

② 企業などが自社運営している Own media
③ mixi や Gree な ど SNS サ イ ト が 運 営 す る Social

ただ、そのプラットフォームは Google が運営してい
るわけではない。

media
この 3 カテゴリーとどう広告会社は向き合い続けてゆ
くのか？がテーマだったと記憶している。
①については、マスメディア時代のナレッジを生かし

各、国家の地方自治体が運営している。正確に言うと
これは「地方自治体のサービス」なのである。我々が納
付した税金を使って国家が代理で運営しているに過ぎな
い。

たディスプレイ型広告、一歩進んで BTA 広告、そ

情報統制など、という見地ではなく、プライバシー保

して検索連動型テキスト広告に続き、
「メディアの

護／不要な広告排除のために国民が選択した結果である。

ネットワーク化」が大きく進んだ。大手 2 、 3 ポー

つまり、実質は国民が自ら Paid/Own/Social の入り

タル以外の Paid media は広告としては全て同社
（のどれかに）アドネットワーク化され、編集機能
に特化した、BTA のデモグラを磨くためだけにリ

口（だけ）を押さえる事となる。
「マイページ」の説明を続ける。その特徴を列挙する
と、

ソースを割けば良い体制になった。かくして更にメ

・「マイページ」は Google Gadget のように「自ら設

ディアの個人最適化が進んで行く。

定したコンテンツ」の最新情報を拾ってくるわけで
はない。

②ポータルメディアと同等の PV 数を持ち始めた一部

・「マイページ」はユーザーのサイト過去遍歴および

のメガクライアントのみが自社の Paid media（①）

「オンライン」ユーザーの場合は実行動での行動履

化へと突き進み、広告会社はそのコンサル、「値付

歴をデータマイニングされ、サイト訪問と同時に

け根拠設定のご提案」からビジネスを始めた。だが

「その瞬間、最も適切（であろう）コンテンツ」を
配信する（広告ではない）。

いかに PV が多かろうが、その PV の質はあくまで

・もちろん TV を含めた全てのマスメディア情報もコ

も（良い意味で）同社への興味関心層によるもので

ンテンツとして範疇に入る。

あり、CPC は競合他社商品バナー以外はビジネス

・固定化された「マイページ」はそもそも存在しな

ベースに乗らない事を悟るには余り時間はかからな

い。訪問するたびに変容してゆく。

かった。
ま た、 慣 れ ぬ Paid media 運 営 か ら 予 算 設 定 の 甘

・この辺りは mixi のトップ画面に感覚は近い。友人

さ、入稿業務受け入れスタッフ体制、アドサーバー

やニュースが更新されるたびにサイトは更新されて

設定などに不備が生じ始める。

ゆく。ただ、勝手にコンテンツ自体が増減するわけ

斯様な業務には不慣れである人材が「広告ビジネス

ではない。
「マイページ」はコンテンツ自体をも瞬

でもうけをあげる」という発想の転換をするのには

間的に取捨選択されてゆく。

荷が重すぎた。

分かりやすく言えば、日記を書くことが主目的の

カンフル剤として入れ／出し稿として広告会社への

mixi において、長期間日記を書かなければ「日記

買い切り要請や、メディアレップ人材の中途受け入

アプリ」自体が次回以降から表示されないようにな

れ、「販売促進部」人材の配置展開などを行った

る、ということである。

が、一足先に BTA 技術などで先を行く Paid media
に最後まで追いつく事は難しく、結局は①のアド

「自分にとって必要であるものだけが必要な瞬間に

ネットワーク傘下に入ることとなる。

だけ適切に配信される」

しかし傘下後も逆にアドネットワークの一部である
事に対して、更に競合調整は難航し、「広告会社泣

これが、「マイページ」の基本理念である。

かせ」な商材となってゆく事となる。
③ Social media は大きく 2 分された。正確に言えば

>

「自分にとって必要であるものだけが必要な瞬間に
だけ」

Social という、その DNA は進化をそこで止めたも
のと、更に大きく進化し、2020年時代の中心的存
在になったものに 2 分される事となった。

ここを実現するため、2020年の我々は自らの手で「マ
イページ」を運営することに決心した。
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つまり、広告の役割しか果たさないポータルサイトの
意味は無くなってゆく。

・得意先のコミュニケーション課題を、与えられた広
告予算の中から最適なメディアプランを駆使して解

つまり、広告の仲介の役割しか果たさない広告会社の
意味はもっと無くなってゆく。

決してゆく。
・マーケティング、レポート、広告制作領域は高額な
メディアマージンに対するサービス的な側面が強
く、逆にフルサービスを実現するためにはまずは安
定したメディア収益を確保する事が必須。

ここまでが、2010年現在、i‑media の最前線に身を置

・つまり、メディア視点に立てば「どれだけ価値ある

く筆者が想像出来る、かなり「リアル」な2020年のメ

広告枠（TV スポットなど）を他社より多く確保

ディア環境である。

し、販売するか」が企業戦略、経営としても根幹で
あった。

筆を止め、なぜ、筆者がこの未来設計に至ったを考え

・だが、効果指標が見えづらいメディアはリーチ理論
とは無関係に切り捨てられる昨今のメディア事情に

ると、先駆者達の台詞に、

おいては「お買い上げ」されなくなりつつある。
「広告会社にとってマスメディアは裏側を隠す事、こ
そがメリットだった。しかし i‑media は裏側を隠さな

・また、同時にそのリスクを抱えた情報商品を買い切
る事による事故リスクも急増している。

い事、こそがメリットだった。同じメディアと呼ぶに
はあまりにも文化が違っていた」というのがあった。

これからの広告会社は、仕入れないで売れるモノを創
る、という「これまでのやり方から、これからのやり方

この「裏側」つまり「隠さない事」を限界まで突き進
めた世界が2020年のメディア環境だと思われる。
WEB の衝撃は、広告そのものの定義や戦い方すら変
えつつある。例えれば、戦後ずっと視聴率や部数で計っ
てきた「めかくしをして大砲を打っていた時代」から
BTA やデモグラ、エリアターゲ、時間帯配信という
「ぼんやりした視界のなか至近距離で一発一発個人に対

それはつまり、
・メディア・コンテンツホルダーとの新しい価値（メ
ディアジャンプ）創造
・メディア・コンテンツホルダーとの新しい関係性
（メディアビルド）創造
を指す。
筆者が注目したい「メディアジャンプ」は言い換えれ

して発砲する」スタイルへと。
その行き着く先は、何なのだろう ?

進化の行き着く

先が「死」だとすれば、広告の行き着く先は「広告しな
い」事にならないであろうか ?

へ」ビジネスの操縦桿をシフトする必要がある。

筆者は強くそう思う。

ば「枠モノとしての広告との決別」である。
2020年、「オンライン」化された世界に、既存のバ
ナー広告は最早存在しない。
ユーザーに触れる情報は全て高度に取捨選択されたコ

そのために我々は今、何をすべきなのか。

ンテンツであり、広告もそこに入り込む必要がある。逆

時計の針を元に戻すことは出来ない。だが、自らの手

に言えばそこに入り込める広告は、今までよりも高い効

で進めることは出来る。
今、我々に出来ること。それは、「広告しない」広告
ビジネスを確立させる事ではないか。

果を持って対価を支払われる権利を有するのである。
それはつまり、
「ユーザーがどんなコンテンツを求め
ているか」をメディア事業者（と同時にコンテンツプロ

筆者はそれを「メディアジャンプ」と呼びたい。

バイダー）と協同で開発すること。メディアをジャンプ

広告会社の中では、優れたクリエイティブが得意先課

させて、有用なコンテンツまでに昇華させること。新し

題を根本から解決する事がままある。
我々はそれを「クリエイティブジャンプ」出来たと呼

い価値を創造させる事。
それを考え続けて、実現させ続けることが我々のミッ
ションである。

ぶ。
今、メディアにも同じ発想が必要だと思う。
我々にとっての「メディアジャンプ」とは何を指すの

逆に言えば、それを実現させうるポテンシャルを有す
るのは
①生活者を研究し、その行動属性変化をミクロ・マク

か。
最後に、これも未来予測になるが考察したいと思う。

ロで経年追跡している
② 1 業種 1 社に捉われずあらゆる広告主とアカウント

メディアジャンプとは

を有している
③マス、非マス全メディアと付き合いがある

元来、広告会社は
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広告会社が最も優位な立場にある事は間違いない。

『2020年、広告会社が「メディアジャンプ」するために。』

間違いないが、②は広告主自体が Own メディアを所

③ト レ パ ネ ー シ ョ ン 手 術 に よ る 脳 の 代 用 CPU／

有することで競合プレーヤーとなる可能性もあり、我々

HDD 化（つまり PC 化）
これにより映像のダウンロード、視聴も全て UI 不

に残された時間は少ない。
高コスト体質
（= 枠モノに拘らざるを得ない宿命）を
引きずりつつ、
「メディアジャンプ」すること。これは
文字通り何度もジャンプし続けるしかないのである。
「ジャンプ」する度にその高さと滞空時間は高く、長
くなり、視界が広がってゆくのだから。
以上

（※ 1 ）オフライン。反対語オンライン。09年では「オフラ
イン」はマスメディア、オンラインは「インター
ネットメディア」を指す。20年では「自分自身が
ネットにつながっているかどうか」がオフとオンの
違い。
（※ 2 ）いわゆる PC 電源の入れ方。言葉や動作に反応する
ので、カスタマイズ出来る業者が2017年度には流
行った。TEN 時代でいう着メロ業者に近い。
（※ 3 ）後ほど詳しく後述。
（※ 4 ）Apple 社のタッチパネル技術の革新が進み、「Touch
panel Air Ver 3.5」が主流。
キーボード、マウス機能は全て網膜に移る「AIR
Panel」上に存在。高度な位置計測により実現。
（※ 5 ）
「オンライン」の原則は下記 3 つ。
①網膜手術による仮想ディスプレイ投射
②内耳手術による GPS／超小型スピーカー機能設置

要となり、特に映像視聴環境は「体感」出来ること
から大幅に向上した。
「イヤホン付けてないのに音が
漏れる」という新たな社会問題を作ってはいるが。
（※ 6 ）2008年 6 月18日交付、総務省および内閣府、経済産
業省主導で「青少年が安全に安心してインターネッ
トを利用できる環境の整備等に関する法律」
（青少年
ネット規制法）に則り、18歳未満に限りその保護者
は児童に対して① DL コンテンツの制限②現在位置
の把握③利用時間の制限をかける事が可能。
誘拐・事件時の正確な位置把握や網膜ディスプレイ
転送による映像データ解析による犯罪抑止などが義
務教育中の娘へ「オンライン」手術や過度なネット
依存を懸念する妻も納得出来た点。
（娘本人としては
周りの友人が皆手術済みなので、やらないと仲間外
れにされる、
というのが一番の理由のようだったが。）
（※ 7 ）2009年 7 月 2 日付け 5 社協同リリース「Key Trade
Groups Release Comprehensive Privacy Principles
for Use and Collection of Behavior Data in Online
Advertising」 よ り 邦 訳 抜 粋。『 米 国 広 告 業 協 会
（AAAA）
、全米広告協会（ANA）などメディア・
広告業界の複数の業界団体は、特に行動ターゲティ
ング広告における自主規制 7 ルールを策定。この
ルールは広告主と WEB サイトに対し、消費者にデー
タを収集していることを明確に明示し、消費者が自
分の情報を管理できるようにする事を求めている。』
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優秀賞
人工知能へと収斂するこれから10年の
メディアと広告業界の変化
株式会社 電通

プロジェクト・プロデュース局 上海万博プロジェクト室

曽

伯文

要旨
この10年の間に、インターネットメディアの伸長によりメディアの姿は大きく変化している。こ
こでは、10年後のメディアはよりパーソナライズされ、多様なコンテンツの出口となっているだろ
うと予測し、それが究極的には脳機能の外在化に他ならないと考える。この脳の選好機能すなわち
人工知能をベースにした提案型コミュニケーションへと収斂するこれからの10年のメディアの変化
について、以下の方向から検討した。
1 . はじめに
2 . メディアを取り巻く概況
3 . 10年後のメディアの姿とそれにつながるデジタル諸分野での動き
4 . 10年後の広告と広告会社の姿
1 において本論の方向性を整理したのち、 2 を通して現在の日本におけるメディア環境を振り返
り、今後メディアとコンテンツの間にどのような変化が生じるかを論じた。
3 においては、10年後のメディアの姿を考える上でのデジタル分野で起きている今の動きを取り上
げ、それらから共通する変化の兆しとして「人口知能」
、
「位置連動が付加された行動履歴」
、
「決済
システム」等に着目した。 4 では、 3 によりもたらされるメディアとコンテンツの変化が広告会社に
与える影響と、広告会社の将来のビジネスモデルとしての広告エンジニアリングについて考察した。

1 ．はじめに
10年後のメディア環境はどうなっているのだろうか。

2 ．メディアを取り巻く概況
（ 1 ）メディアの定義

この問いに対して、メディアの定義を再考するととも

メディアとは何かについて考察したい。広告業界にお

に、この10年の間にインターネットなどのデジタル技術

いてメディアとは、テレビ、新聞、雑誌に代表されるマ

がもたらした変化を振り返り、次の10年で何が起こり、

スメディアと、インターネットはじめとしたデジタルメ

そして10年後の2020年にはどういったメディア世界が広

ディア、屋外メディアなどを指すと考えられる。メディ

がっているかを論じる。メディア環境を考える上で、広

アとは媒体という和訳があるように、それ自体には意味

告機能とそれを提供する広告業界の変化についても考察

は含まれない情報の容器であると考えることができる。

する必要がある。デジタル技術の進歩により進むメディ

テレビについて論じるときによく見られるのが、テレビ

アの多様化、そしてそれに伴って変化する広告会社のビ

メディアについての話と、テレビコンテンツについての

ジネスモデルについて考察し、そうした連環のなかで作

話の混同である。ここで明確にしたいのは、メディアに

られる10年後のメディアの姿を予測する。

はコンテンツは含まれない、という点である。つまりメ
ディアとはあくまでもコンテンツをデリバリーするため
の体系・システムであるということである。
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（ 2 ）メディアとコンテンツとの関係の変化

ており、そうしたことにより制作会社の労働についての

コンテンツをデリバリーするシステムとしてのメディ

問題が指摘されている。アメリカにおいても、テレビメ

アの変化を読み解くうえでのキーワードは、「多様化」

ディアとテレビコンテンツの主従関係が逆転し、今では

である。

映画製作会社がテレビ局にコンテンツを配信したりして

これまで、コンテンツをデリバリーするというメディ

ている。これはひとえに、コンテンツの出口がアメリカ

アの役割は、同時にコンテンツのありようを決めてき

の場合はケーブルテレビネットワークによって、従来の

た。例えば紙メディアにはそれに即した 2 次元的・静的

有限な地上波以上に増えたためであると考えられる。こ

表現しかできなかった。ラジオメディアは時間軸に合わ

うした出口の増加はすなわち、メディアの希少価値の減

せた音声表現を可能にし、テレビメディアは映像によっ

価を意味している。日本の放送局がケーブルテレビや通

て擬似的に 3 次元空間を表現することができるように

信衛星による放送に消極的だったのは、とりもなおさず

なった。こうしたメディアの持つ特性にコンテンツが大

この出口の多様化を防ぐことにあったのであり、その働

きく依存する関係は今日でもそうであるが、今日と根本

きかけは成功していた。インターネットの出現までは。

的に異なっているのは、こうしたメディアの希少価値に

インターネットの出現は、まさに出口の多様化を意味

ついてである。紙メディアにしても電波メディアにして

している。さらに従来の放送とは異なり、オンデマンド

も、それをメディアとして機能させるためには膨大な初

性が高まっている。つまり放送では、原理的にはその放

期投資とランニングコストがかかっている。例えば紙メ

送の時間に受信機の前で視聴しなければならないが、イ

ディアにしてみれば、それを印刷する工場や配布する

ンターネットはそれを多様化した。すなわちタイムシフ

ネットワークが必要であり、それらから収益を上げるた

ト、プレースシフトである。これによってコンテンツの

めには薄利多売を推進し、顧客を定着させることが合理

消費傾向は、個人の趣味嗜好×時間×場所というパター

的であった。そういった経緯から、新聞社は宅配制度を

ンが発生し、非常に多様化することとなった。それに合

確立するとともに、実売部数よりも発行部数を重視する

わせる形で、メディアの姿も多様化するべくベクトルが

ことによってマスメディアとしての広告価値の向上を

働いた。そうした多様化の傾向は、平面メディアとして

図っていった。電波メディアにしても、周波数ごとに、

の競合点が多い新聞メディアに特に顕著に影響を与えて

また地方ごとに放送局が設置されてそれぞれが電波発信

いる。新聞記事をインターネット上で公開したことに

設備を有している。こうした初期投資に加えて、電波メ

よって、ニュースコンテンツの消費が多様化した。それ

ディアは世帯視聴率を中心としたコンテンツ編成によっ

によって、一定に整えられて紙メディアで提供されてい

て、マスメディアとしての広告価値を向上させてきた。

た新聞の需要が低下し、それが広告価値の減価を招き、

紙に比べて電波周波数は有限であり、また衛星放送以前

さらなる競争力低下を招く悪循環に陥っている。雑誌に

は電波の受信域も限られたものであったから、メディア

ついても同様である。雑誌メディアの売りであった利用

としての希少価値は高かった。テレビ視聴が普及する当

者のセグメンテーションも、インターネット技術には到

時、テレビは 1 家に 1 台が一般的であり、総視聴数は世

底かなうものではなかった。このようにメディアは、イ

帯視聴率×平均世帯人数で推定することができた。こう

ンターネットの出現によるコンテンツ消費スタイルの多

した物理的制約と市場の均質性によってテレビは大衆メ

様化の中で、従来の枠組みに新たな付加価値を見いだせ

ディアの王者としての地位を確立していった。

ないままの状況にある。

ところが、1980年代後半からビデオレコーダーの出現

その一方で、人間は社会的動物である以上、なんらか

や視聴スタイルの多様化によって、テレビメディアはこ

の共通の話題や常識的価値観を指し示すコンテンツをメ

れまで通りの価値を持てなくなってきた。これは、テレ

ディアに求めるものである。ジャーナリズムの担い手と

ビがメディアとして持つマス・均質性とそれに合わせて

してのメディアはこれからも存続するだろう。しかし、

制作されるコンテンツの内容に大きな影響を与えること

マスメディアという枠組みを超えて、コンテンツが多様

になる。前述のとおり、テレビ局は有限な電波権益を通

に消費されていく傾向が強まるのは避けられない。そう

してコンテンツ配信の権限すなわち編成権を持ち、それ

した時には、メディアではなくそこにあるコンテンツが

を基盤にあらゆるコンテンツ流通チャンネルを包括する

重要になってくるのではないだろうか。つまり従来のメ

垂直統合型のビジネスモデルを志向することにより、免

ディア＞コンテンツの枠組みが、コンテンツ＞メディア

許事業である利点を最大化している。したがってその際

へとシフトしていくことである。

にはテレビメディアとテレビコンテンツとの一体性、不
可分性が重要となってくるのである。しかし実際には、
テレビ局の力の源泉は免許にあり、それは電波というメ

（ 3 ）日本の市場・産業構造の変化とメディア・コンテ
ンツへの影響

ディアにより担保されている。テレビコンテンツの制作

メディアに対するコンテンツ優位の流れは、日本のマ

費は中間費用率が高く、正味コストは低い中で制作され

クロ経済とも密接な関連を有していると考えられる。既
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に日本は少子高齢化により市場が縮小しており、メディ

データベースを通して、マーケティングを激変させる要

ア・コンテンツの市場規模も大きく拡大することは考え

素を持っていると考える。

られない。また、グローバル化が進む中で、日本国外の
コンテンツが日本国内に流入することも今以上に進展す

（ 2 ）レコメンデーション機能の重要性の高まり

るだろう。このようにコンテンツとメディアがそれぞれ

NTT ドコモは昨年から「i コンシェルジュ」と呼ば

の新たな展開に直面していくなかで、相互に依存してい

れるサービスを開始した。例えば、空港の近くに来ると

たこれまでの環境は大きく変わっていくことが十分考え

自動で出発便の情報や天気情報などを知らせたりする

られる。メディアの多様化にともなうコンテンツ制作環

サービスである。こうした位置連動コンテンツの提供は

境の変化は、デジタルテクノロジーがメディア環境に与

サービスを受けるその場との連動という点で、大変便利

えるインパクトであると先に述べた。これは、メディア

なものであると同時に、ニーズにあった情報を提示する

そのものが技術革新によって多様化するという従来の流

ためのノウハウが必要になってくる。例えば、空港の近

れの延長としてとらえることができる。紙メディアに電

くに行くのは必ずしもこれから飛行機に乗る場合だけで

波メディアが加わったように、インターネットメディア

なく、誰かを迎えに行くといった場合は到着便の時刻を

もまた技術革新のなかで新たなメディアとして広告市場

提示しなければならない。こうした個別の課題解決場面

に登場した。しかし、人間の可処分時間は一日あたり24

でのノウハウの蓄積と学習によって、個人に対応する巨

時間で不変であり、さらに興味の多様化によって、全員

大な位置連動データベースが構築される。これは、コン

が同じコンテンツに触れる可能性が低下してきている。

ビニの POS システム以上の非常に価値の高いマーケ

そのうえ、メディアの多様化にともなって蓄積された膨

ティングデータとなる。したがって、携帯業界の各プ

大なコンテンツの消費には、限られた時間の中で特定の

レーヤーは競ってこの分野の主導権を握るべく、端末の

コンテンツに接触する確率を一層低くしている。それは

方向から、あるいはキャリアの立場から必死に動いてい

つまり、メディアという枠にはめられたコンテンツへの

るのである。

接触機会の減少であり、つまりは広告価値の低下となっ
てメディア・コンテンツ企業の収益を圧迫することに
なっている。こうした状況からどのようにして新たな局
面を切り開くのか。

（ 3 ）これからさらに注目される技術──人工知能のイ
ンターネットへの応用と多面展開
情報流通量が膨大になるにつれ、これらの情報を有意
に選択し活用する人間の処理能力にも限界が生じてく

3 ．10年後のメディアの姿とそれにつながる
デジタル諸分野での動き

る。とくに、商業広告といった情報や生活情報など、こ
れまではメディアやコンテンツによって明確に区分けさ
れていた情報が、さまざまな情報端末や露出機会を通し

10年後を考えるにあたって、10年前を想起したい。

てランダムに提示されると、消費者はその情報を得たく

ちょうどミレニアムということで迎えた2000年ごろ。e

ない場合、これまでのように広告という個別の情報だけ

コマースの拡大、iPod の発売、IT バブルや携帯電話の

でなく、広告が含まれるコンテンツ自体をシャットダウ

i モードサービスの開始など、今を予言させるさまざま

ンすることが生じることにより、広告露出効率の低下が

な動きがあった年である。こうした10年前の動きに当た

生じることになると予測される。たとえば、テレビとモ

る今の動きはなにか、そしてそこから予想される10年後

バイルツールとの連携という関係で見てみると、視聴者

はどんな世界なのか。以下、トピックごとに考えてみる。

はテレビのコンテンツであるドラマ番組を見ていたとし
て、頻繁にオンラインショッピングに誘導される状況が

（ 1 ）スマート・グリッド構想からみる将来の人工知能

展開されると、その番組の視聴そのものを止めてしま

昨年、アメリカのオバマ大統領がスマート・グリッド

う、というようにである。その場合、せっかく携帯との

構想の推進に言及した。狭小な国土に電力網を完備して

クロスメディア展開を行っていても無価値になってしま

いる日本とすぐに比べることは出来ないが、広告会社の

う。こうしたことを防ぐうえで、最適なコンテンツと広

視点からアメリカの本構想には見過ごせない点があると

告のマッチングを行う人工知能の開発が考えられる。

すれば、個人のモビリティにデジタルネットワークが連

たとえばソニーのおまかせまる録機能は、自分の好き

結されていくという点にある。これはたんに電力消費量

なジャンルを登録するとそれにあった番組を自動で録画

や送電のためのネットワークではなく、電力の相互融通

するだけでなく、録画したデータの閲覧履歴やパソコン

を通してそれぞれの個別情報を収集できることになり、

の中のコンテンツデータをもとに、より最適なビデオコ

それを通してたとえば普段よくいくスーパーの情報やそ

ンテンツを自動録画する機能である。こうした機能がよ

の通り道など、よりリアルな行動履歴が電子化されてい

り高度化して人工知能となり、最適なコンテンツとそれ

くことにつながる。これは、後述する個人情報の集約

にあった広告を提案する新たな「メディア」となること

24
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が考えられる。

新しいメディアは、携帯電話とノートパソコンの中間に
位置し、携帯性・決済・コンテンツ消費と通信機能によ

（ 4 ）2008年アメリカ大統領選挙にみる少額課金システム
の普及

り、コンテンツの制作・消費形態をさらに多様化させる
だろう。また、屋外広告のオンライン化を促進し、アウ

2008年のアメリカ大統領選挙を勝ち抜いたオバマ大統

ト・オブ・ホーム空間でのユビキタス環境を活かしたデ

領は、若者を中心とした支持者を巧みに活かし、最新の

ジタルサイネージ・コミュニケーションを促進させるだ

デジタルデバイスをも活用した幅広い資金集めによっ

ろう。

て、全方向の選挙キャンペーンを展開したことがその勝
因の一つに挙げられている。選挙中のさまざまな PR 手

（総論）レコメンデーションを制する者が広告を制する
── Googlezon の時代へ

法は広告業界に新しい選挙広報の在り方を突きつけたと
同時に、ネットメディアやツールを活用した PR のひな

こうしたことから考えられるのは、個人個人に最適な

型を提供したといわれている。私はその中でも特に、こ

メディアを通したコンテンツ配信のオーガナイズ機能へ

のキャンペーンの過程でデジタルツールを通して少額寄

の注目がますます高まってくるのではないだろうか。す

付を可能にするオンライン決済システムが出来上がって

でに多くの企業が様々な顧客データを保有しているが、

いることに衝撃を受けた。現在、携帯電話での決済が可

それらにモビリティが重ねあわさることによって、より

能な「おさいふケータイ」サービスに見られる電子マ

精度が高まることが考えられる。例えば、現在のソー

ネー決済は、今後さらに普及していくと考えられる。そ

シャル・ネットワーキング・サービスにモビリティが加

の中で、個人の支出明細が蓄積され、膨大なマーケティ

わることによって、これまでバーチャル空間で行われて

ングデータベースとして活用されるのは、そう遠い話で

いたアバターによるコミュニケーションに実際の位置情

はないだろう。現在企業が発行しているポイントなどの

報が加わることで、コンテンツとしての価値が高まり、

独自の擬似通貨システムも、やがては取引されいくつか

より訴求力の強いコミュニケーションが可能になると考

のメジャーなポイントに収斂していく。そうしたプロセ

えられる。つまりこれまでは 2 次元的なデータであった

スを通して、多くの個人情報が集積されることになるだ

のが、地図連動の位置情報の付加によって 3 次元化する

ろう。そうして得られた個人情報の総体は、個人の行動

ことで、その情報の精度が高まりマーケティングへの応

特性や興味嗜好を浮かび上がらせる貴重なマーケティン

用がより正確になると考えられるのである。こうした

グデータとなっていくのである。

データに、少額決済システムが重ね合わさることによっ
て、クレジットカードに匹敵する、あるいは上回る利便

（ 5 ）音声認識で人間並みのコミュニケーションが可能に

性の決済サービスネットワークが手のひらの上で実現す

Google が音声認識による検索機能を発表したが、今

ることになる。こうしたさまざまなデータがネットワー

後音声による入力がさらに普及すると、音の検索が可能

クを介して立体的に個人の行動傾向や趣味嗜好を判別で

になるだろう。それにより、これまで以上に検索される

きるようになったとき、果たしてどのようなことが起こ

データ量が増大し、生活に大きな変化が生じるだろう。

るだろうか。それは、EPIC2015で示された「Googlezon」

コンピュータがより人間らしくなる端緒となるのではな

のような究極のレコメンデーション機能が位置情報と決

いだろうか。膨大な人間のさまざまな声と文字がイン

済情報という立体性をもち、より人間の意思決定に近い

ターネット上にデータ化され、それらを解析することで

擬似的な意思判断サポートシステムとして機能する状況

コンピュータが「話す」能力を身につけることは、もは

が生まれるのではないだろうか。そしてそれは、究極的

や未来映画の世界のことではなく、現実に起こりうるこ

には人間の脳機能の外部化、外在化へと進むのではない

となのである。そしてそのデータベースを活用すれば、

だろうか。それが10年後のメディアの姿ではないだろう

まさに人間の脳機能がコンピュータに外在することにな

か。

るのではないだろうか。

4 ．10年後の広告と広告会社の姿
（ 6 ）デジタルサイネージ、電子書籍（電子ペーパー）
の普及

現代におけるデジタルコミュニケーションの本質は、

つい先日も、アップル社が iPad を発表したように、

一対一・一対多・多対多の双方向的情報流通が時間・空

今年は本格的な電子書籍元年となるかもしれない。電子

間の制約をほぼ受けずに可能になった点、そして個々の

ペーパーメディアの利点はその更新性・情報の一覧性で

情報の集合・共有・組み合わせによって新たな情報価値

あり、欠点はコスト・携帯性・耐久性であった。しかし

が創出され、それがまた新たな価値を創出するという連

近年の技術進歩によって、これらの欠点が克服され、最

鎖反応の効率が格段に向上した点にあると考える。この

大の問題であったコンテンツも充実してきている。この

点において現代の情報革命が世の中に与えている影響力
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は、モノの生産・移動とそれに伴うエネルギー活用の術

ことによって、収益率を向上させることは可能である。

を格段に向上させた産業革命に匹敵する。この点は、情

それは、個別の消費者がどういったコンテンツをいつど

報の創出と流通を通して価値を社会に提供する広告会社

こで求めているか、という情報データベースを通して最

のビジネスに革命的な変革を与え、現在その影響がマス

適なコンテンツを提示することによって最大化できるの

メディアにも及んできている。

ではないだろうか。
かつて、金融業界は商業銀行を中心に長閑な仲介業を

（ 1 ）これまでのコンテンツ流通のありようと広告の
ファイナンス機能について

主な生業としていた。そこに、1980年代から数学モデル
を使った金融工学が生み出され、リスク管理の手法が多

広告とはメディア企業のコンテンツ制作のためのファ

様化したことによってクオンツのような専門職が生ま

イナンス機能として成立してきた経緯がある。遠くは新

れ、多様なニーズに即した金融商品が開発された。この

聞に載せる記事の配信料のために、記事の一部分を広告

ようなテクノロジーの進歩によりリスクが管理されるこ

枠として販売し、それを交換する情報流通市場を通して

とは、広告業界についても言えることなのである。コン

収益を得てきた。例えば、日本の広告業界における最大

テンツとメディアの最適な露出アルゴリズムを、さまざ

手の電通はもともと通信社としての側面を有しており、

まな角度から得られた消費者の行動履歴データベースを

さまざまな記事を配信することを業務としていた。そう

用いて生成し、コンテンツファイナンスのリスクを最小

した記事の配信を受けるだけの資力のないメディアに対

化する数理モデルを開発することで、投資リスクの管理

して、電通はそのメディアの広告枠を担保にして記事を

だけでなく、消費者へのコンテンツデリバリーを最適化

配信し、広告枠の取次ぎ販売によってその代金を回収し

させ、それによって広告の露出効率を最大化させること

ていた。この点は、教育雑誌の取次ぎから隆盛した博報

ができるのではないだろうか。

堂とは異なる背景を有している（のちに博報堂も通信社
の傘下となった）
。つまり、日本における広告業には本

（ 3 ）広告会社は、情報の総合商社であり続けられるのか

質的にメディアに対して提供するサービスとして、コン

広告会社のビジネスモデルは、端的には広告枠を商材

テンツと一体となったファイナンス機能を有しており、

として、メディア企業が発行する多種多様な広告枠の買

それは現在においても変わっていない。こうしたファイ

取り・販売仲介を通した仲介手数料を得るというもので

ナンス機能はこれまで、たとえば万国博覧会やオリン

ある。そこから派生して、広告と連動する記事コンテン

ピック、FIFA ワールドカップといった国際イベントや

ツの開発さらには、コンテンツそのものを開発するとい

映画コンテンツの開発といった形で、広告というソリュー

う方向へと進化してきた。進化というよりは、草創期の

ションを通したファイナンス機能の提供によってさまざ

広告業界のビジネスモデルである、電報コンテンツとそ

まな露出機会を創出してきた。ファイナンス機能という

の販売におけるファイナンスとしての広告枠取引へと回

のはこの場合、純粋な広告取引のための費用というより

帰したとも考えることが出来る。いずれにしても、広告

は、たとえばイベントのように広告主の宣伝予算を通し

の「枠」のみでは他人の褌で勝負するという点で変わり

て初期コストを捻出して新たなコンテンツを創出し、そ

はなく、それはインターネット広告においても言えるこ

れをメディア企業に販売するという初期の記事配信のビ

とである。この点は、総合商社が物流網を通した流通手

ジネスモデルに近い収益機能をいうのである。この場

数料を主要な収入源としていた時代から、モノの流れの

合、コンテンツ制作側にとって広告会社はファイナンス

川上から川下まで自らリスクテイクして投資し収益の多

機能を提供したことになる。

様化を図ったことがよい手本となることを示唆してい

こうした視座から捉えたとき、コンテンツの出口とし

る。広告会社も、従来の手数料ビジネスだけでなく、個

てのメディアが多様化する中で、さまざまなコンテンツ

人の行動履歴データを活用してより精密なリスク管理の

表現が可能になってくる際、その制作コストをファイナ

もとで、ニーズに即したコンテンツの制作から、さまざ

ンスすることで、安定した枠売りによる手数料収入とは

まなメディアを通じたグローバルなコンテンツ流通を担

異なる収益源を確保することが、広告会社にとって重要

う川上川下ビジネスを展開することが求められてきてい

になってくるのではないだろうか。

ると考える。
こうした観点からも、脳の選好機能の外部化すなわち

（ 2 ）広告エンジニアリング（広告工学）の出現

個人ベースでのコンテンツの多メディア最適露出のため

──コンテンツファイナンスリスクの管理

の行動履歴分析アルゴリズムの構築が、10年後の広告会

情報という無形のものを商材とする以上、それが氾濫
することによって相対的に情報としての価値が下がり、
手数料ベースで収益化することは難しくなるだろう。し
かし、手数料ベースの利益を生み出す構造を簡素化する
26

社、そしてメディア環境の主要なトピックとなっている
と考える。

人工知能へと収斂するこれから10年のメディアと広告業界の変化

参考記事
【新連載】レコメンデーションの虚実（ 1 ）〜認知限界をど
う乗り越えるのか
http://www.itmedia.co.jp/anchordesk/articles/0709/11/
news039.html
グーグルの L・ペイジ氏：
「科学者はもっと自分の研究の宣
伝活動を」
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,
20343305,00.htm
Google の研究グループ、世界初の自律型分散人工知能の起
動実験に成功
（エイプリルフールの偽記事）
http://www.google.co.jp/intl/ja/landing/cadie/
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優秀賞
The Internet から The Platform へ
──広告会社の新ビジネスモデル──
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
テクノロジー戦略部

原田

e ‑ ビジネス本部

俊

要旨
クラウドコンピューティングやデジタルデバイスの多様化、高速通信網の整備といった、テクノ
ロジーの進展によって、ビジネスパーソンのフリーランス化が促進されるという予測がある。それ
は予測でなく、10年以内に訪れる未来である。
デバイスの多様化をはじめとするテクノロジーの進展は、情報の流通に変化をもたらしている。
それによりマスメディアの牙城は崩れ、プラットフォームの主導権を握る戦い、いわゆるプラット
フォーム戦争があらゆる業界において巻き起こっている。
しかし一方で、インターネットに代わる新たなプラットフォームとして注目を集めていたヴァー
チャルリアリティ空間で、広告会社の既存ビジネススキームによる取り組みが失敗に終わるという
現象が見られた。
こうしたテクノロジーが引き起こす社会変化を鑑みて、広告会社は、クラウドコンピューティン
グ、ビジネス SNS、クラウドソーシングといった要素を取り込んで、大きくビジネスモデルを変
えていく必要がある。
私が10年後のメディア環境として予測するのは、広告会社のビジネスモデルが大きく変わってい
る未来である。10年後、広告会社のビジネスは広告主と媒体社をつなぐ広告関連業務だけでなく、
広告主／媒体社／フリーランスのビジネスマンにビジネスプラットフォームを提供し、彼らを支援
するビジネスモデルに変わっているはずだ。
そのビジネスプラットフォームは、オープンなマーケティングプラットフォームであり、企業の
バックオフィスを代替するクラウドサービスであり、人々のフリーランス化を受け止めるビジネス
ネットワークでもある。
いずれにせよこのような変化は、インターネットというテクノロジカルで、ヴァーチャルな空間
によってもたらされたものである。その事実を「The Internet から The Platform へ」というタイ
トルに込めた。

い』の中で「会社や場所にとらわれず、砂漠の遊牧民の

1 章：ノマディック・ワークスタイルの浸透

ように絶えず移動して、仕事をするような人々」
「テク
ノロジーで武装したフリーランサーたち」のワークスタ

ノマディック・ワークスタイルとはジャーナリストの

イルのことである。佐々木氏は「ノマド」と呼んでいた

佐々木俊尚氏が著書『仕事をするのにオフィスはいらな

が、私はライフスタイルとしてのノマドと区別するため

28

The Internet から The Platform へ ─広告会社の新ビジネスモデル─

に言い換えている。
このようなワークスタイルの提案は佐々木氏に限らな

そ れ に 加 え、2009年 末 に emobile 社 か ら 発 売 さ れ た
「pocket wi‑ﬁ」は大きなインパクトがあった。
「pocket

い。
『SNS 的仕事術』の著者・鶴野充茂氏は、組織によ

wi‑ﬁ」はデータカードとして 3 G ネットワークに接続し、

らず個人の名前で仕事をするべきであると早い時期から

そのネットワークを無線 LAN として提供する。これさ

主張していた。だが個人名で仕事をすることやノマ

えあれば、どんなデバイスであろうとネット接続できる

ディック・ワークスタイルにしても、実践するには障壁

ようになる。このようにして、人々は自分のデバイスで

が高く誰にでもできるわけではなかった。障壁というの

いつでもどこでも、容易にインターネットに接続し、ク

は二つある。第一に個人で仕事を得るには、業界内で名

ラウド化されたサービスを使って仕事をできるように

前が売れていたり、企業とコネクションがなければいけ

なったのだ。

なかった。つまり個人の資質や経歴に依る部分が大き

今はテクノロジーに精通した者だけのワークスタイル

かった。また個人で仕事をするということは、企業に所

に見えるかもしれない。だが私は、近い将来極めて一般

属している時にやらずに済んだ事務的な手続きや、PC

的な働き方になると思う。佐々木氏は不況による影響で

やシステムといったビジネスツールを、個人で全て用意

フリーランス化が進めば、このようなワークスタイルを

しなければいけなかった。フリーランスでやっていく上

とらざるを得なくなるかもしれないと言うが、私は、

でこの初期投資はかなりの足かせになっていただろう。

ゲームや携帯電話が当たり前の時代に生まれてきた「デ

このようにノマディック・ワークスタイルを受け入れる

ジタルネイティブ」世代にとって、なんら違和感のない

ような社会環境は整備されていなかった。それでは、今

ワークスタイルになると考えている。むしろ毎朝同じ時

になって何故そのような働き方ができると主張するの

間に会社に行って、深夜くたくたになるまで働く価値観

か。一つはフリーランスでも仕事を受注できるしくみが

の方が理解されなくなるかもしれない。

整いつつあること。二つ目にテクノロジーの整備によ

次章では、このようなデバイスの多様化によって終焉

り、フリーランサー的な働き方を支援するツールが安価

を迎えつつあるマスメディアと、情報コンテンツの流通

に提供されるようになったことが挙げられる。前者につ

を巡るプラットフォーム戦争について詳述する。

いては後述するとしてこの章では後者のテクノロジーの
整備に焦点を当てて説明していく。重要なキーワード

2 章：プラットフォーム戦争の開始

は、デジタルデバイスの多様化、クラウド化されたサー
ビス、無線 LAN の浸透の 3 つだ。これらはお互い密接
に結び付いている。

ノマドな働き方を提唱し自らも実践している佐々木俊
尚氏は『2011年

新聞・テレビ消滅』のなかで、かつて

まずインターネット上の情報へアクセスするためのデ

自分が所属していたマスメディア業界が迎えている構造

バイスが多様化したことについて述べる。ネットブック

変化を分析し、変化に適応しなければマスメディアが終

というロースペックで安価なノート PC や、スマート

焉することを予測している。マスメディアの凋落につい

フォンと呼ばれるインターネットやメールが容易に行え

ての記述が目を惹くが、この本で一貫して取り扱ってい

るキーボード付きの携帯電話、最近では電子書籍リー

るのはコンテンツ流通の変化である。マスメディアの凋

ダーなど、高性能 PC 未満の端末の発売ラッシュが続い

落は、旧態依然とした体制や不景気の影響ではなく構造

ている。これらのデバイスは端末内にデータやアプリ

的な要因にあるという。その構造的な要因として、広告

ケーションをストアせず、インターネットに接続してク

業界がゼロサムゲームであること、メディアのプラット

ラウド化されたサービスを使用することを目的に設計さ

フォーム化による影響について言及している。

れている。

広告業界がゼロサムゲーム状態というのは、日本の広

クラウドとは「ネットに接続された、稼働させ続けて

告業界は GDP の 1 %ほどの、増える見込みがない市場

いるサーバー群を、必要に応じて使いたい時に使える環

であることを指している。さらにこの中でインターネッ

境」のことで、クラウド化されたサービスとはその莫大

ト広告がシェアを上げていることで、従来型のマスメ

なサーバ群上で稼働しているアプリケーションのことを

ディアの広告収入は毎年のように下がっている。この問

指す。代表的なものに Google の Gmail などがある。ク

題については 4 章で詳述するが、私はマスメディアだけ

ラウド化されたサービスによって、ユーザはいつでもど

でなく、広告会社もビジネスモデルの転換が必要と考え

こでもインターネットにさえ繋がれば、自分の所有する

ている。この章では、後者のメディアのプラットフォー

同一の情報にアクセスし、編集し、情報発信できるよう

ム化による影響、かつてのマスメディアの力の源泉で

になったのだ。それも安価に。
家庭におけるブロードバンドの普及が進んでいる日本

あった流通の仕組みがポータルサイトなどの新しいプ
ラットフォームに奪われつつある現象について考察する。

でも、公共の場所での無線アクセスポイントはまだまだ

かつてテレビをはじめマスメディアの力を絶大にして

限られていたが、昨今では状況が改善されてきている。

いたのは「垂直統合モデル」である。テレビでいえばコ
29

JIAA 10周年記念論文集

ンテンツを制作して、電波に乗せて、テレビというメ

みはがされ、新しいプラットフォームの上でコンテンツ

ディアに表示するまでを全て自分たちで行うモデルだ。

を提供するだけの存在になるのだから。もちろん自らも

人はコンテンツに集まる。コンテンツを握っているプ

プラットフォーム運営者として戦いに参戦する選択肢も

ラットフォームが一つしかなければ、料金やサービスは

ある。

発信者の意のままであった。しかしながら、こうしたマ

次にプラットフォーム戦争後の広告会社の身の振りに

スメディアが独占的にコンテンツを発信する仕組みは、

ついて考察するために、次章では一時期インターネット

デバイスの多様化やインターネット上のミドルメディア

に取って代わりうるプラットフォームとして期待された

という、テレビ受像機や新聞紙に代わるプラットフォー

ヴァーチャルリアリティ空間について説明する。

ムの出現によって崩れ始めている。マスメディアビジネ
スにおいてもっとも重要なことは、情報の流通経路を他
に譲ることなく自分たちで抑えることだった。しかし新

3 章：ヴァーチャル空間のゴーストタウン化
に学ぶこと

しいプラットフォームビジネスは、数多くのコンテンツ
を備えてコンテンツ制作者に代わって集客する。コンテ

前章で述べたように情報を扱うデバイスのレベルか

ンツがユーザに売れたら、コンテンツ制作者から手数料

ら、アプリケーションを動かすスマートフォン OS、そ

を取る。このようなプラットフォームビジネスは莫大な

のアプリやコンテンツを売買するマーケットに至るま

利益を生むようになった。この利益をめぐって、各プ

で、プラットフォームの主導権をめぐる争いは激化して

ラットフォーム運営者は主導権を握るべく争うようにな

いる。このプラットフォームをめぐる争いを受けて、広

る。これがプラットフォーム戦争である。プラットフォー

告会社が今後取るべき戦略を考察する。

ム戦争はあらゆる業界で起こっている。テレビはワンセ

その前に、新たなるバーチャルリアリティ・サービス

グ携帯電話や PC、ゲーム機といった複数のデバイスで

として大いに期待され、日本で2007年頃流行ったが、急

見られるようになったこと、HD レコーダーによって時

速に廃れていった米国リンデンラボ社のセカンドライフ

間に縛られずに見られるようになったことにより、今ま

というサービスについて紹介したい。

での収益モデルが崩れ始めている。新聞を紙媒体で読む

セカンドライフでは、ユーザは 3 D 仮想空間にて自分

人は年々少なくなっている。ニュースを読むという行為

の分身となるアバターを生成して自由に動き回る。目的

は、毎朝配られる新聞紙を読むのでなく、移動中に携帯

は決まってなく、コミュニケーションして過ごしてもい

電話でポータルサイトのトップニュースを見たり、検索

いし何もしなくてもいい。幾多存在するヴァーチャルリ

エンジンを通して興味のある記事を読んでいく方向にシ

アリティ空間と異なったところとして、セカンドライフ

フトしているのだ。音楽配信では、かつて主流販売形態

内で流通しているリンデンドルという仮想通貨を、現実

であった CD が、インターネット経由で楽曲を購入でき

の通貨と両替えできる点があげられる。既存の MMORPG

る iTunes Store に取って代わられた。iTunes という情報

（多人数参加型オンライン RP ゲーム）やアバターサー

流通プラットフォームを握った Apple がプラットフォー

ビスなどでも、キャラクターの装備やアバターに着せる

ムを支配し、対抗勢力として音楽系 SNS などが存在し

服を現実のお金を払って購入することはできた。しかし

ている。プラットフォームで購入したコンテンツを実際

セカンドライフでは、仮想空間に現実のお金を投じるだ

に使用するデバイスの領域でも、プラットフォーム戦争

けでなく仮想空間で得たお金を現実の世界に持ってくる

に付随する戦いが始まっている。スマートフォンでは

ことができたのである。リンデンドルの両替のインパク

iPhone OS 対 Android という携帯の OS を巡る争いが

トは、セカンドライフの世界における経済活動と現実の

起こっている。OS という土台は馬鹿に出来ない。どち

経済活動を等価とみなすことだった。セカンドライフだ

らの OS を選択するかで、アプリケーションを購入する

ろうが現実だろうが、お金を稼ぐところはどこでもよく

プラットフォームにまで影響するのだ。Amazon 製電子

なったのだ。日本では、セカンドライフの土地を購入し

書籍リーダ Kindle と Apple 製 iPad。iPad は発表して間

てセカンドライフ進出を考えている人々に転売しては利

もないので確固たる使用方法はこれから決まっていくだ

鞘を稼ぐ不動産のようなビジネスモデルを行った会社も

ろうが、電子書籍の領域では争いになることだろう。こ

いれば、セカンドライフの中でイベントを起こして企業

れらのデバイスを巡る争いは、将来的に電子書籍や電子

プロモーションの一環にしようとした広告会社もあっ

新聞、映像コンテンツを流通させるプラットフォームを

た。しかし彼らの試みは結果として成功したとは言い難

巡る争いの、緒戦にすぎないのである。

い。その時は盛り上がったかもしれないが、今や日本に

このようなプラットフォーム戦争が終焉した後のメ

おいてセカンドライフの広告媒体としての価値は少な

ディア環境が、現マスメディアにとって理想的な環境で

い。何がいけなかったのだろうか。広告会社は新しくで

あることはないだろう。マスメディアは、今まで自らで

きた「もう一つの世界」を歓迎し、盛り上げる努力をし

抱えていたコンテンツを配るための収益モデルを身ぐる

たのに。
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早急に結論付けられないが、広告会社のこれまで通り

測定し分析するために視聴率データやトラッキングツー

のアプローチが効かなくなっているからではないだろう

ルがある。こうしたサービスを利用したマーケティング

か。セカンドライフという流行の場を理解し、その場所

活動は、インターネット広告業界では既に一連の流れと

にあった広告やビジネスを展開していく。しかし結局の

して行われていることであり、システム化も進んでい

ところ、そうしたアプローチはセカンドライフという場

る。ビジネスプラットフォームは、これらマーケティン

所の魅力によってしか人々を集められていない。やって

グの一連の流れをワンストップで提供し、なおかつ顧客

いることは、六本木や表参道をリノベーションして、メ

対応機能やバックオフィス機能を提供する。「広告主」

ディアで煽って魅力を付与し、人の集まるところを作り

と呼ばれる企業は、広告を出すことが本業ではない。商

出すデベロッパーと広告代理店の関係となんら変わらな

品やサービスを開発し、企業や人々に提供して利益を得

いのである。

ている。そして利益を更に上げるためにマーケティング

こうした仮想空間での広告施策の失敗から、媒体社に

や広告というサービスを利用しているのだ。広告の効果

対して広告会社のとるべき役割は今後変わっていくだろ

が分からないという不満を持っている企業は、広告を通

う。メディアという媒体社の用意した環境に適応して、

して顧客の反応が知りたいのである。だからこそターゲ

広告を流して利益を分かち合うのでなく、自らを媒体を

ティングまでして自らが対象としている顧客を絞ろうと

構成する一要素として、メディアの生成・繁栄へ積極的

しているのだ。CMS（顧客管理システム）も受発注を

にコミットしていかなければならないだろう。なぜなら

管理するだけでなく、顧客の声という重要なデータを管

魅力的なメディアがなければ広告を集められず、広告会

理し抽出して、企業活動にフィードバックさせることが

社の繁栄もないからだ。

目的である。次世代のビジネスプラットフォームは、広

私は、広告会社が巨大なプラットフォームを運用し、

告の効果を企業のマーケティング部門に還元するだけで

広告主や媒体社に使用してもらって彼らのメディアビジ

なく、その先の、商品開発部門や営業部門までに届くよ

ネスを支援するビジネスモデルになっていくと予測す

うに、情報を提供することが求められるだろう。

る。次章では、広告会社の運営するプラットフォーム像
について詳述する。

企業が新たにマーケティングを行う時はこのプラット
フォームに要件を出すだけでいい。要件を見てプラット
フォームに参加している複数の広告エージェンシーが応

4 章：そして、「The Platform」が誕生する

募してくる。プロジェクトが組まれたらリサーチサービ
スを使ってターゲットに届きうる最適な方法を選定す

広告会社の持つ巨大なプラットフォームとは一体どん
なものだろうか。

る。一つの管理画面で戦略が決められ、広告が配信され
る。広告を出すのはインターネット広告枠だけではな

大まかにいえば、人々のノマディック・ワークスタイ

い。街中のデジタルサイネージや高機能なスマートフォ

ル化と、広告主・媒体社支援の必要性という社会的要請

ン、電子書籍リーダー、果てはテレビや新聞のようなか

を受けて広告会社が提供する新たなビジネスプラット

つてのマスメディアに対してもプラットフォームを通じ

フォームである。イメージとしては「ワンストップマー

て広告配信を行うことができる。広告効果を収集・分析

ケティングシステム＋クラウド化したバックオフィス＋

するツールもプラットフォーム上にあり、分析された

ビジネス SNS 的データベース」である。このビジネス

データを元に次の広告戦略がプランニングされる。デー

プラットフォームのイメージを言い換えると以下のよう

タの利用は広告戦略だけにとどまらない。こうしたマー

になる。一つ目は広告代理店・媒体社といったプレイ

ケティングデータや CMS( 顧客管理システム ) で得ら

ヤーが収益を上げるために必要なサービスをワンストッ

れたデータなどを解析して、企業の製品やサービスがど

プで提供する。次に、マーケティング活動に留まらない

のように顧客に受容されているかがわかるようにする

企業活動全体を支援するしくみの提供。最後に、ビジネ

サービスも組み込まれている。このようなサービスは現

スパーソン ( プレイヤー) の情報データベースである。

在バラバラで各企業から提供されているが、プラット

詳細に述べていく。一つ目の広告代理店・媒体社向け

フォームはそれらのサービスを結びつけるサービスを提

サービスの提供についてだが、企業にとって理想的な

供する。

マーケティングとは、最適な方法で、確実にターゲット

従来システムというのはビジネス上の手続きを簡略化

に届き、その結果をフィードバックできることだ。最適

し、かつ利用者に負担をかけない仕様を目指し作られて

な戦略を立てるために人々の行動データやリサーチがあ

いる。ただそのような効率的に機能するシステムを一か

り、それらを分析・加工するツールがある。広告をター

ら創り上げるには莫大なコストがかかる。こうした背景

ゲットに届けるために広告配信サーバがあり、そのター

から、個人で仕事をしている人やベンチャー、中小企業

ゲティングを確実にするために行動ターゲティングとい

ではシステムの導入は難しい。昨今ではスモールスター

う技術があり、広告枠管理システムがある。広告効果を

トのニーズに応えるために、Salesforce.com に代表され
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るような SaaS が提供されている。SaaS とは Software as

ラットフォームの SNS には人々の今までの経歴や職種

a Service の略で、ソフトウェアをパッケージで提供する

があり、ポートフォリオがある。雇用されたい人々は自

のでなく、ユーザに必要な機能だけを選択させてネット

分の力を生かせそうなプロジェクトに立候補する。プロ

ワーク経由で提供することだ。自社開発の重責から解放

ジェクトリーダーは人材会社に頼らずとも、この SNS

されるだけでなく、その他の SaaS との連携も容易にで

を使えば有能な人材に自らアプローチをかけプロジェク

きる利点をジャーナリストの湯川鶴章氏も著書の中で指

トにアサインできる。フリーランス化の進む社会では、

摘している。このビジネスプラットフォームは、自身で

優れた（あるいは最適な）プロジェクトメンバーを探す

マーケティングサービスを提供するというよりも、あり

労苦はますます増大することだろう。フリーランスにし

とあらゆる SaaS 同士を結び付ける働きをするオープン

てもこのシステムを通して仕事を依頼されることになれ

なプラットフォームとして提供されるだろう。

ば、双方にとって効率のよいサービスになるだろう。プ

次に、マーケティングに留まらない企業支援のプラッ

ロジェクトが無事終わるとプレイヤーのポートフォリオ

トフォームとは、バックオフィスのクラウド化である。

にはそのプロジェクトが自動的に追加される。こうして

営業支援・顧客管理サービスを提供する Salesforce.com

次の仕事に繋がっていく。支払いがプラットフォームを

やサイト解析を行う SiteCatalyst は単体のツールとして

通して行われた後、雇用側と被雇用側はお互いを評価し

も、機能連携で威力を倍増できるツールとしても大変魅

あう。評価はプレイヤーのメタデータとしてタグ化され

力的であることは前述した。こうした販売力向上のため

る。
「タグをつける」とは、ソーシャルブックマークサー

のサービスは常に注目されるが、企業活動は営業だけで

ビスなどで使われている技法で、その商品やサイトに対

廻っているわけではない。経理や法務、人事、総務、情

する自分の分類や評価を、後でソートしやすいようにコ

報システム部門といったバックオフィスが機能してこそ、

メントしていくことである。この評価タグがプレイヤー

健全で、強い企業活動が保たれるのだ。また現在のよう

に貼られていく。
「仕事が遅い」という悪い評価かもし

な不況下では、バックオフィスにかける費用をいかに抑

れないし「excellent」という最上級の評価がつけられる

えるかという視点も重要になっている。2009年はクラウ

かもしれない。被雇用プレイヤーは良い評価を受けたく

ド・コンピューティングの企業利用が話題になった年

て仕事に責任をもって臨む。雇用プレイヤーも被雇用者

だった。クラウドの企業利用として一番提案されたのは、

から評価されるので、公明正大な振舞いを要求される。

各企業内で構築・運用していた社内サービスや情報シス

パワーハラスメントなんてもっての他である。結果とし

テムを、外部のデータセンター運用業者などに委託する

て事業をおこなう上で一番不透明な人材の確保という作

ことで運用コストを下げるという趣旨のものだろう。上

業が透明化される。上記のようなワークスタイルは専門

記の考え方は、企業活動を全て自社で賄う必要はないと

職によるプラットフォーム利用を強くイメージしたもの

いう新鮮な視点を提供してくれる。組織運営にはシステ

であるが、プラットフォームは広く開かれている。実績

ム運用と同じようにコストがかかっている。自社でうま

もない学生や独立したてのベンチャーにも案件に参加す

く運営できないのであれば、どんどん外注化して効率化

るチャンスがある。もちろん実績のあるプロフェッショ

していけばいい。企業は全てを自社で抱え込む必要はな

ナルを押しのけて案件を受注するのは難しいかもしれな

いのである。不得手とする部門は外注化で効率を上げて、

い。だが、そもそも彼らには最初の依頼を聞くチャンス

得意とする研究開発や、商品展開、サービスの提供に特

すらなかったのだ。このプラットフォームは外部に対し

化していけばいいのである。企業によっては、既にこう

ても開かれている。創造的な仕事を実現するためには、

したバックオフィスを外注化して効率を上げているとこ

膨大な単純作業を伴うことも多い。現在は人材派遣会社

ろもあるだろう。税理士や会計事務所、弁護士、コンサ

を通してアルバイトを雇って行っている単純作業をクラ

ルタント、通訳、人材派遣会社、清掃業者、運送業者、

ウドソーシングできる。クラウドソーシングとは「群衆

システム会社などに対して個々に依頼していることは、

の英知」を利用したビジネスモデルで「一つの仕事を達

早晩プラットフォーム上にメニューとして用意されるだ

成するのに、多くの人の力を利用する」のである。例え

ろう。企業はコストを抑え効率を上げるために、システ

ば100人日かかるような仕事も、同時に100人を動員すれ

ム化されたプラットフォームの上で、バックオフィスを

ば 1 日でできるのである。プラットフォームはこのよう

アウトソースとして利用するのだ。

な需要を持つプレイヤーと、暇を持て余している労働力

一方でこのプラットフォームに参加するプレイヤーは
Linkedin のようなビジネス SNS に登録される。Linkedin

をマッチングさせる。労働力としての群衆が力を出し合
い、成果物を作っていく。

とはアメリカで主流となっているビジネス用 SNS であ

すでにフリーランス化の進んでいる通訳・広告・クリ

る。日本の mixi や GREE 等がプライベートな交流を目

エイター・コンサルタント・プログラマといった職種で

指して作られた SNS だとしたら、こちらは SNS を通し

は、このような自分の専門外の業務全てを外部化でき、

てビジネスパートナーと出会うために作られている。プ

また仕事を受注できるビジネス SNS 的プラットフォー
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ムは受け入れられやすいだろう。

過去から今に至るまでのデジタル空間での試行錯誤が礎

このようなビジネスプラットフォームを、ハイパーテ

になっていることだ。マスメディア上を流れるコンテン

キストというしくみによって世界中を覆う唯一のネット

ツに広告を載せるだけで良かった時代は終わって、情報

ワークになった「The Internet」になぞらえて、企業や

流通と収益を求めてプラットフォームを奪い合うように

ノマディック・ワークスタイルをとるプレイヤーにとっ

なった。ヴァーチャル空間での失敗は、広告会社と媒体

ての唯一最強のプラットフォームとして「The Platform」

社の関係のあるべき姿を露呈させた。広告会社は、自ら

と呼ぼうと思う。

メディア環境の構築に身を投じていかなければならない。

重要なポイントは、The Platform の運営を広告会社が

一人の呼びかけが多くの開発者を惹きつけ、劇的なスピー

行うことだ。プラットフォーム戦争から、プラットフォー

ドでソースが改善されていった Linux、GNU、Wikipedia、

ムを握る重要性についてはすでに述べた。広告主の支払

Firefox …といったオープンソースのように、今やクラウ

う広告費から、少しずつお金を取っていくビジネスモデ

ド ( 群衆 ) によって、優秀な人間が少数で行うよりはる

ルでは生き残っていけない事が自明である今、広告会社

かに短い時間で偉大なことを成し遂げられる。Linkedin

はビジネスプラットフォームを提供して利益を得るビジ

のような人材 SNS は、現実社会とリンクすることでビ

ネスモデルに方向転換するべきなのだ。

ジネスの場所になっていく。ヴァーチャルメディア上で
の試行錯誤は、現実のビジネススタイルに再考をもたら

終章：デジタル空間の試行錯誤が現実に

した。

4 章で延々と述べてきた、未来のビジネスプラット

すことだ。インターネットほど現在進行形で試行錯誤が

フォーム「The Platform」だが、このプラットフォーム

できて、また失敗の経験を生かすチャンスのある場所は

には、構想の段階でいくつもの不安要素があることは否

ないだろう。

大切なことは試行錯誤の経験であり、その経験を生か

定できない。まず、セキュリティの問題。進行中のプロ
ジェクトはアサインされたメンバーしか見られないよう
なアクセス権の設定は必須だし、自社のお金の流れは、
同じようにプラットフォームを利用する他社に絶対見え
ないようになっていなければならない。個人情報の集合
のようなデータが詰まっているし、不正アクセスなどは
許されない。次にプラットフォームでは市場原理が常に
働いており、仕事が一人の有能なプレイヤーに集中する
一方で、全く仕事の来ないプレイヤーが生まれてくるこ
とも考えられる。プレイヤーに開かれた可能性を与える
はずが、評価によってプレイヤーが階層化されていくの
だ。
このように不安要素は考え出したら際限がないもの
の、こうしたビジネスプラットフォームには企業や個人
のビジネス活動を変えうるインパクトがある。このよう
なシステムが生まれるのは、フリーランスの増加という
社会変化による影響だけではない。忘れてはいけないの
は、このようなプラットフォームができるにあたって、
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優秀賞
通信革命がつむぐ新しい関係

ヒトとヒト、モノとモノ

株式会社 博報堂 DY メディアパートナーズ 関西支社
メディアソリューション局 メディアプロデューススーパーバイザー

藤本

和紀

要旨
10年後の2020年、通信インフラは革命的に進化し、街中でも、家の中でも、いつでも、どこでもイ
ンターネットに接続できる環境になっているだろう。トラディショナルなマスメディアのコンテンツ
がインターネット（通信）によっても配信され、広い意味でほぼすべてのメディアはインターネット
メディアとしての性質を持っているだろう。言わば、「『波』（放送波）と『紙』（印刷媒体）の時代」
から「
『波』と『網』（インターネット）の時代」になっているだろう。
通信環境の進化は、ヒトとヒトだけでなく、ヒトとモノ、モノとモノまでもインターネットを介し
て結びつかせる。生活者の行動履歴・メディアの閲覧履歴はデータベースに蓄積され、それに基づい
た精緻でリアルタイムのターゲティングが可能になっているだろう。また、インターネットにつなが
るディスプレイの多くはデジタルサイネージとなり、アドネットワークによって広告が配信され、多
くの新しいメディアが誕生しているだろう。
インターネット（通信）によるコンテンツ配信では、メディアから生活者に向けた一方的な下りの
情報伝達だけでなく、生活者からの上りの情報返信も当たり前になってくる。そのようなメディア環
境においては広告会社に求められるミッションも変わってくる。テレビ・新聞・雑誌・ラジオ・屋外
広告などのトラディショナルメディアにおいてもターゲティングを前提とした事前の効果予測、実施
中のメンテナンス、事後の効果検証が綿密に求められることになるだろう。2020年の広告会社の社員
に求められるスキルは生活者がメディアとインターネットで常時接続した状態を前提とした広告の運
用・プロデュース力になるだろう。一方で、新しく誕生するメディア（街中や家の中のディスプレイ
群）に効率的に広告を配信するための集稿と仕組みを作り上げることも広告会社にとって大きな課題
となる。インターネット（通信）による広告配信を前提とした既存のマスメディアとインターネット
メディア、そして新しく生まれるデジタルサイネージメディアに跨って広告配信をするトランスメディ
アアドネットワークの確立が必要になるだろう。
2020年、ヒトとモノはインターネットという糸で、まるで繭のように繋がりあっているだろう。その関係
の繭から生活者一人一人にとって有益
䉰䊷䊋
2020ᐕ䈱䊈䉾䊃䊪䊷䉪䉟䊜䊷䉳
な糸をつむぎだすことに広告はきっと貢
㪫㪭
献できると思う。そのためには次の10
䉰䊷䊋
䉰䊷䊋
㪧㪚
㪧㪚
年、広告会社は通信
（＝コミュニケー
㪧㪚
䉴䊙䊷䊃䊐䉤䊮
ション）という概念まで念頭に置いて
ビジネスに取り組まなければならない。
䉰䊷䊋

2020年、OS を組み込んだ情報家電が普及し、
通信モジュールを組み込んだ家電やデバイスは
全てネットワーク対応し、生活者の生活ログが
クラウド（自分専用のサーバ）に記録される。
ネットワークは Web（クモの巣）から Cocoon
（繭）のような繋がりに進化すると予想します。
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てこういった家族の掲示板と言うかサーバー上の家的な

1 ．はじめに

存在の SNS が人気を博している。
「ファミリア」は携帯
電話のおサイフケータイ機能や GPS とも連動しており、

10年後、
「2020年のメディア環境」を考えるにあたっ

長男の携帯電話の利用履歴から、長男が何時に電車に

て、まずは10年後の日本がどのような状況なのか？を考

乗ったか？何時に塾を出たか？をチェックできる。仕組

えてみる必要があるだろう。社会全体について見てみる

みとしては、電車に乗るために自動改札を通過したと

と、2020年は、団塊の世代が70〜75歳の大きな塊として

き、子供が塾に着いたとき・出るときに専用のセンサー

存在するも老齢人口ですら減少傾向に入る本格的な人口

にタッチすることで入出場記録が「ファミリア」に送ら

減少の始まりと言われている。人口構成比では65歳以上

れてそのログが記録されるというものだ。GPS 機能は

のシニア層で約 3 割を占める状況（※ 1 ）。しかしながら、

定期的に子供の現在位置をサーバーに記録してくれてい

この時代のシニアは現役時代に仕事や日常生活でイン

る。Ａさんがチェックしたところ、長男は今日もいつも

ターネットもパソコンも使いこなしたデジタルシニアで

と同じように変わりなく学校も塾も終わって、GPS に

いろんな新しい情報をインターネット経由で取得し、家

よると息子は電車に乗って帰宅中のようだ。それを見て

族や友人ともオンラインでコミュニケートする。買い物

Ａさんも安心して帰路についた。

行動としては、老齢と共に徐々に交通弱者となるため、

一方、Ａさんの妻も勤務中は休憩時間を使って高速で

楽天やネットスーパーなどのオンラインショッピングに

無線接続できるスマートフォン（PHS）で子供の様子を

頼ることも多くなっており、そういう理由からインター

チェックしている。娘が通っている幼稚園のサイトにア

ネットは日常生活のライフラインになっているだろう。

クセスすると教室にあるライブカメラで子供が今どうし

一方で、現役世代はと言うと、昨今、大きな政治テー

ているか？を確認できるのだ。今日も元気に友達と歌っ

マになった子育て支援政策の子供手当の拡充と引き換え

ているようで午後からの仕事へのモチベーションが上

に配偶者手当が廃止されていれば、いわゆる103万円の

がった。そして、午後、
「ファミリア」から新着メッ

壁もなくなっているので、基本的には夫婦共働きになっ

セージのお知らせがスマートフォンあてに来たのでログ

ているだろう。出生率は相変わらず低く、 1 人か 2 人の

インしてみると、幼稚園の先生から「子供が怪我をした

子供に対して両親とその祖父母、くわえて両親の未婚兄

ので、早めに迎えに来てほしい」との連絡が入ってい

妹が愛情を注ぐ「 6 ＋αポケット時代」とも言える時代。

た。今日は少し早めに仕事を切り上げて長女を迎えに行

核家族化はさらに進行しているが、様々なインターネッ

くことにした。

トサービスの普及によってオンラインでの家族の絆はむ

時間は少し流れて、翌春、Ａさんの長男は志望校だっ

しろ強くなっている。それが10年後の2020年。そんな時

た有名私立中学に合格した。そこで中学進学を機にＡさ

代のメディア環境を次のような家族のモデルケースで想

んは長男が産まれたときに取っていた Gmail（Google

像してみたい。

のメールサービス）の長男の氏名でのアカウント（メー
ルアドレス）をプレゼントした。長男が Gmail にログ

2 ．空想！2020年のメディア環境
─ヒトとヒトの新しい関係

インすると、産まれて以来、誕生日や七五三、家族旅行
などの際にＡさんがこの日のために長男宛に何通も送っ
ていたメールがタイムカプセルのように現れた。Ａさん

【モデルケース】

は子供が大きくなってメールを使うようになったときの

埼玉県に住むＡさん（42歳）は都内のメーカー勤務の

ために、長男が産まれてすぐに氏名のアカウントを取得

ホワイトカラー、妻（38歳）も埼玉県内の病院で事務職

して、何かの記念ごとにメールを送りためておいたの

としてフルタイムで働いている。子供は 2 人おり、長男

だ。長女については、
「ファミリア」がサービスを開始

は小学 6 年生で中学受験のために放課後は都内の有名進

していたので、長女のアカウントを取得してあり、そこ

学塾に電車に乗って通っている、長女は 4 歳で私立幼稚

には産まれてから今までの写真や動画も保存されてい

園に通わせている。共働きなので延長保育を申し込んで

る。カメラで撮影した写真やムービーは撮影を終えると

いる。

無線インターネット経由で自動的に「ファミリア」にも
アップロードされてカメラのメモリと二重に保存され

Ａさんはいつものように仕事を終えて、会社を出る前

る。思い出は雲の上（クラウド）というのが2020年。

に PC から家族向け SNS（ソーシャルネットワーキング

「ファミリア」には貯められた画像や動画を時系列で自

サービス）の「ファミリア」
（※筆者が想定した架空の

動的に編集して動画にしてくれるサービスもあるので、

サービス名）にログインした。家族の状況をチェックす

それを使えば結婚式の 2 次会で流す生い立ちビデオも簡

るためだ。2020年頃には、共働きで家族が一緒に過ごす

単に作れるな…なんてＡさんが密かに思っていると、不

時間が減っている家庭向けに、絆を深めるサービスとし

意に長男が「中学生になったからお小遣いを増やしてほ
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しい」と言ってきた。頑張って志望校に入ったことでも

は母親の家の炊飯器やポットがちゃんと使われているこ

あるので長男の増額要求を飲むことにした。Ａさんはお

とをインターネットを通じて確認して、母親が今日も健

小遣いを手渡しでなく、電子マネーで長男のおサイフ

康に過ごしていることを知ることができている。テレビ

ケータイにチャージすることにしている。2020年は殆ど

は IP 電話回線にもつながっており、休みになるとＡさ

の買い物は電子マネーでできるのでそれでも全く不自由

んの妻は母親あてにテレビ電話をかける。遠く離れてい

しない。逆にうっかりお金を落としたりすることもない

ても孫の顔を見せられて親孝行ができるので、良い時代

し、夜遅くに塾から帰ることもあったので防犯上は電子

になったなぁ…と思っている。

マネーが最も安全なのだ。しかも電子マネーは「ファミ

さて、Ａさんの家庭のことに話を戻そう。Ａさんの自

リア」と連動しているので長男がいつ、何を買ったの

宅も家電は PLC でインターネットにつながっている。

か？の履歴をチェックすることができる。あんまり変な

2020年には、テレビや炊飯器だけでなく、家電の大半は

ことに使っているようなら元に戻すつもりだが、長男は

インターネット対応機能を有しており、Ａさん家族はそ

自分のおこづかいの使い道を親がチェックしているとは

の機能をフルに使いこなしている。たとえば冷蔵庫。Ａ

知る由もない。

さんの家の冷蔵庫はその中にある食材のパッケージにつ

「ファミリア」には他にも便利な機能がいろいろ実装

いたコードや RFID タグを読み取って在庫状況を把握

されている。たとえば写真。
「ファミリア」に撮り貯め

し、今、冷蔵庫にある材料でどんな料理が作れるか？あ

られた写真は簡単に他の家族と共有できるので、遠く離

と何を買い足せば、こういう料理もできる！というリコ

れた両親に孫の写真を見せることも可能だ。2020年、家

メンドをしてくれる。リコメンドは「ファミリア」にも

の大画面テレビは PLC（電力線インターネット※ 2 ）や、

PLC 経由で送られてくるのでＡさんの妻は昼休みにそ

WiFi でインターネット環境につながっており、テレビ

れをスマートフォンでチェックして、その日の夕飯の献

もインターネットに常時接続があたりまえになってい

立を考えるのが日課だ。いくつか会員登録しているスー

る。
「ファミリア」が人気を集めているのは、テレビと

パーからの特売情報メールと照らし合わせると、どうや

連携するフォトフレーム機能が充実しているからだ。

ら今日はカレーがよさそうだと思って会社を出る。いつ

フォトフレーム機能とは、テレビを消す（スリープ状態

ものように仕事帰りにスーパーに立ち寄るのだが、この

になる）とテレビ画面がフォトフレームに切り替わり、

日Ａさんの妻が買い物をしたスーパーは他店に比べて特

Ａさんの「ファミリア」のデータベースに保存された写

売が最も安いわけではなかった。このスーパーは自社が

真がインターネット経由でＡさんの両親の家のテレビに

発行するカードが「ファミリア」とデータベースでつな

送られスライドショーで映し出されるのだ。こうしてＡ

がっており、家計簿をつけなくても自動で「ファミリ

さんの両親はいつでも孫の写真をリビングで見ることが

ア」のアカウントに記録してくれる。毎月何を買った

できる。このサービスを利用すると所有者のメタ情報

か？どれくらい使っているか？何をよく買っているか？

（居住エリア・年齢・性別・趣味など）と写真のメタ情

の情報まで後から振り返ることができるのだ。これが便

報（撮影場所・撮影日・被写体の年齢など）に合わせて

利なので、他のスーパーよりもこのスーパーを使ってし

写真の下に広告が表示される。その広告を見て、孫が喜

まうことが多くなる。スーパーにしてみれば、買いすぎ

びそうなプレゼントをあれこれ考えるのがＡさんの両親

を顧客にアラートしてしまう可能性もあるので売り上げ

の近頃の楽しみの 1 つになっている。写真と一緒に表示

を減らすリスクがありそうだが、家計簿サービスが好評

される広告はテレビのリモコンにあるボタンを押せば詳

でＡさんの妻のような指名立ち寄りもあるし、家計簿

細情報が見られて、さらにはテレビの画面から購入する

ページに納入メーカーの広告を掲載して「ファミリア」

こともできる。最近の人気アニメのコスチュームが孫娘

とレベニューシェアしており、本業以外の収益も上げら

は喜ぶのではないか？と思い誕生日プレゼントに買うこ

れるのでメリットがあるのだ。

とにした。支払いはテレビのリモコンにおサイフケータ

このように家電がネットに常時接続され、その利用状

イを接触させれば電子マネーで決済できるのでとても便

況がリアルタイムで確認できることがＡさんのような共

利だ。歳を取って買い物に出かけるのが億劫になってき

働き世帯には少なくない恩恵をもたらしている。冷蔵庫

たので最近はテレビ通販か、こういうインターネット経

からのアラートメッセージ（ジャムの賞味期限がもうす

由での買い物も増えてきている。

ぐ切れるよ！みたいなもの）だけでなく、Ａさん夫妻が

一方、Ａさんの妻は離れて住んでいる自分の母親の様

仕事で家にいない間、子供たちがどういう家電を使って

子を「ファミリア」でいつもチェックしている。Ａさん

いるか？（テレビを見ているのか？どんな番組を見てい

の妻の父親は亡くなっており、母親が 1 人で北海道に住

るのか？エアコンをつけているのか？設定温度は何℃

んでいる。Ａさんの妻の母の家の家電は全て PLC でイ

か？コンロが使われているから何か調理しているのか

ンターネットにつながっていて、その利用状況がＡさん

な？など）を家にいなくても PC や携帯電話から家の中

の家庭の「ファミリア」に記録されるのだ。Ａさんの妻

の様子をある程度知ることができる。それ故、子供だけ
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を家に残して安心して共働きすることが可能になってい

ンとしては、写真は効果的なのだろうなぁ…と思う。こ

る。

れから日本では高齢化が進むので孫や子供の写真という
のは、それなりにキラーコンテンツになりえるのではな

3 ．通信によってつながるメディア
─モノとモノの新しい関係

いだろうか。
紙媒体もインターネットの影響からは逃れられない。
Amazon の Kindle だけでなく、タブレット PC を含め

架空のＡさんの家族をモデルとして2020年のインター

て様々な電子書籍リーダーが普及し、文字情報もイン

ネット環境における生活を推察してみた。例示した冷蔵

ターネットを介して配信された情報からの取得が一般的

庫の話は決して空想の世界でなく、Google の OS である

になっているだろう。新聞も紙の新聞だけでなく、電子

Android を組み込んだ家電の構想の 1 つとして冷蔵庫へ

書籍リーダーへの配信という形態が産まれているだろ

（※ 3 ）

のでおそらく実現するだろ

う。リーダーが音声読み上げ機能にも対応していれば、

う。2020年には PLC が実用化され、コンセントにつなが

目の不自由な人や老齢で視力が低下した人にとっても

るものなら何でもインターネットに接続できるように

ニュースを知るためのすばらしいデバイスになると思わ

なっているだろう。PLC 以外にも家庭内無線 LAN も標

れる。文字情報を読むためのデバイスに音声も配信でき

準的に普及しているだろうから、家電のインターネット

るようになれば新聞や雑誌という活字メディアでも音を

対応は何かしらの形で実現していると思われる。全ての

加味した広告展開が可能になり、新しい広告表現が生ま

家電がインターネットに常時接続して利用状況のリアル

れていることだろう。

の活用が想定されている

タイムモニター機能が実装されるのは2020年より少し先

では、街の中のメディア環境はどうだろう？2020年に

のことかもしれない。ただ、確実に言えるのは2010年と

は都市部では公衆無線 LAN が網の目のように整備され

比べて、2020年には通信革命により家庭内インターネッ

ており、徒歩で移動しながらでも常にワイヤレスで高速

ト環境のさらなる整備が進んでいるだろうし、公衆無線

にインターネット接続できる状況になっているだろう。

LAN のカバー範囲も広がり、家の中だけでなく屋外で

そのため通信モジュールを組み込んだディスプレイはす

も、いつでもどこでも「ヒトやモノがインターネットに

べからくメディアとしてのポテンシャルを持つことにな

接続できる環境」になっているだろう。ヒトだけでなく

る。いくつか例を挙げてみたい。駅の電照看板は全て液

モノもインターネットに常時接続できるというのが大き

晶ディスプレイ化され、広告はインターネット経由で配

なポイントだ。広告の視点で捉えると、インターネット

信される。広告のサイズも PC インターネットと共通化

に繋がったディスプレイなら何でもメディアになる可能

され、Yahoo! JAPAN に出稿すれば Yahoo! のアドネッ

性がある。

トワークで山手線や東京メトロの駅構内の看板やコー

インターネットにつながるディスプレイは何でもメ

ヒーショップの窓ガラス面、清涼飲料の自動販売機、ド

ディアに？とはどう言うことか？短絡的には、「何でも

ラッグストアのレジ上のディスプレイにまで広告が配信

デジタルサイネージになる」と言うことだ。家にある電

されている可能性は十分ある。街中を走るタクシーも後

化製品で最もディスプレイとして最適なものを見渡す

部ガラスは広告媒体化されており、無線インターネット

と、それはテレビだろう。もちろん、テレビはテレビ放

経由で広告が配信される。東京都内は渋滞するので意外

送を見るためのもので放送中に他のコンテンツを挿し込

と視認率も高くビジネスマンターゲットの英会話スクー

むことはありえない。しかし、テレビがついてないス

ルや航空会社の早期割引の広告なんかが配信されていそ

リープ状態なら新しいメディアとして活用できそうだ。

うだ。屋外広告にとっての劇的な変化は、インターネッ

Ａさんのケースで書いたようにスリープ状態になったら

トを通じて広告を適時配信できるので広告意匠の差し替

フォトフレームになるアイデアは実現の可能性はあるの

えに人的リソースも作業時間も必要がなくなっているこ

ではないだろうか？実用化されれば、写真（のメタ情

とだ。朝はビジネスマンターゲット商材の広告、昼はラ

報）や、テレビの所有者属性でターゲティングした広告

ンチ需要を意識したレストランチェーンの広告、夜は

を写真の余白部分や写真にオーバーレイで表示すること

ビールやレジャーの広告など時間や天候に応じてフレキ

もできるだろう。

シブルに広告を差し替えることも可能だ。鉄道の車内広

はたまた、エアコンがインターネットを介してテレビ

告もネットワークでつながり、額面広告も中吊広告も液

と 1 つのデータベースでつながっていれば、室温を感知

晶ディスプレイ化されている。広告はアドサーバーから

して寒い時には防寒着の広告、暑いときにはビールの広

配信され、エリアターゲティングも可能だ。首都圏で言

告なんかをスリープ状態のテレビに映し出すことも可能

うと湘南新宿ラインで大宮から乗車して鎌倉まで行った

だ。とは言え、広告は生活者の関心を引くコンテンツの

場合、埼玉県内では浦和や川口の新築分譲マンションの

合間に差し込むことで注視率が高くなるものなので、ス

広告、東京都内ではルミネなどのショッピングセンター

リープ状態のテレビに何かを映し出させるモチベーショ

のセール情報、神奈川県内に入ると再び鎌倉や逗子あた
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りの別荘の広告と言ったエリアによる広告原稿の切り分

携帯電話と同じ移動体と言うことではタクシーや運送

けも可能になり、走行中のエリアに合わせた訴求が可能

業者もメディアになり得る。今でも渋谷の街にアドト

になっているだろう。

ラックを走らせるプロモーションが人気だが、多くの台

街中も家の中もインターネットにつながる全てのディ

数の営業車を抱える企業は車の外側をディスプレイ化す

スプレイが広告配信の対象になる時代の幕開けが2020年

れば広告媒体として成り立つだろう。先にあげたタク

ぐらいになるのではないだろうか。

シーの後部ガラスだけでなく、街中を比較的低速で走る
運送会社のトラックなどはメディア化の余地がありそう

4 ．新しいプレイヤーのメディア参入

だ。
このように通信環境の進化により様々なメディアが誕

これまで述べたように、インターネット（通信）で

生し、新しいプレイヤーが参入してくると、広告会社か

サーバーと繋がるディスプレイを有するものは何でもメ

らすれば、広告主であり、媒体社でもある企業が増える

ディアになり得る状況になると、2010年では想像もでき

という悩ましい？問題も出てくることだろう。そしてメ

なかった会社や組織がメディアを持つ可能性がある。電

ディア企業がコングロマリット化し複数のメディアをイ

気自動車が本格的になれば家電メーカーが自動車に参入

ンターネットで統合するようになれば、対応する広告会

できる可能性があるように、流通・メーカー・公共セク

社の組織をどうするか？も課題となるだろう。

ションなどメディア企業ではなかった企業も広告や通信
ビジネスに参入のチャンスが芽生える。
前章で例示したように、PLC で街中の自動販売機が

5 ．2020年のメディア環境における
広告ビジネスの課題

インターネットにつながれば、自動販売機を多数有する
飲料メーカーはそのディスプレイに広告を掲示するメ

2020年にはインターネット環境の整備だけでなく、技

ディア企業になり得るだろう。自動販売機がメディアに

術革新によるデバイスの低コスト化により、多種多様で

なるとインパクトは大きい。現在でも通信モジュールで

いろんな新しいメディアが生まれているだろう。しかし

インターネット接続できる環境にある自動販売機では販

ながら、そこに収益を生み出す広告を配信することと、

売状況の管理を無線インターネット経由で行っている

人々の関心を高める（広告の価値を高める）コンテンツ

が、PLC ならもっと大容量の下り回線で接続できるの

を配信することが大きなハードルになることは想像に難

で技術的にはインターネット広告を配信することは可能

くない。メディアの多様化と技術革新でターゲティング

だ。街の至る所にある清涼飲料の自動販売機をジャック

精度は高まるものの 1 つ 1 つのメディアのリーチは小さ

できれば、すごいメディアパワーを持ちそうだし、広告

くなるし、ニッチで多種多様なメディアをセールスする

が表示された自動販売機の FeliCa リーダーにケータイ

のは非常に効率が悪く収益性も高くない。そこで必然的

をかざせば詳細な商品情報が見られたり、キャンペーン

にテレビや鉄道の車内ビジョンなどの映像メディア、新

に応募できれば、プロモーションのタッチポイントとし

聞・雑誌や屋外看板のような画像メディアと PC イン

ては魅力的だ。さらには、自動販売機自身が無線を発信

ターネットのメディア（Yahoo! などのポータルサイト）

する HOT SPOT になり得るので、10年後には飲料メー

を横断的に広告出稿（コンテンツ配信）できる仕組みの

カーが MVNO で通信キャリアになっているかもしれな

構築が必要になってくる。言わば、トランスメディアア

い。自動販売機以外には信号機も HOT SPOT になれそ

ドネットワーク的な新しいアドネットワークの確立が大

うだ。街中の自動販売機や信号機からインターネットに

きな課題になると思われる。そのためにはメディアを跨

接続できるようになれば、日本は無線インターネット天

いだ広告フォーマット・サイズの統一が必要だろうし、

国と言う状況も夢ではない。

ターゲティングに必要な情報のメタデータの書式統一や

流通はどうだろう？現在は大手全国チェーンのスー

タグ付けも課題になってくる。また、新しく生まれる多

パーやドラッグストアくらいしか店内ディスプレイをサ

くのメディア（ディスプレイ）へ配信するコンテンツ群

イネージ化していないが、美容室やバー、カフェなど長

を（低コストで）どうやって生み出すか？アグリゲート

い時間店舗に滞留する場所にあるモニターは十分にメ

するか？も重要なテーマだ。メディアを跨って 1 つの

ディアとしての価値を持つだろう。

データベースで生活者の行動履歴を蓄積してターゲティ

携帯電話事業者は確実にメディア企業の側面を持って

ングに活用するとなれば、関係法令との整合性や世論の

いるだろう。2011年のアナログ停波の後には携帯電話向

動きもケアしないとならないだろう。何より、生活者が

けの放送サービスが開始される見込みだし、何より、消

ターゲティングされることで自らの生活が便利に楽しく

費行動を行う生活者のほとんどにリーチできて、かつ

なるモチベーションやメリットの創出を考えないといけ

パーソナルな接触ができる携帯電話はクリティカルな影

ない。PC やケータイでの検索・閲覧履歴やテレビの視

響力を持つメディアとなり得るポテンシャルは大きい。

聴履歴、電子書籍リーダーでの記事閲読履歴、家電の利
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ヒトとヒト、モノとモノ

用履歴、スーパーでの買い物履歴などあらゆる行動が

アビジネスに参入するにあたってのコンサルティングや

サーバーに記録され、データベースでつながったメディ

広告集稿のレップ的な立ち位置での参画などが考えられ

ア（デバイス）に自分の指向に沿った広告やコンテンツ

る。

が配信され、それで生活者の暮らしが便利で楽しいもの

2020年を待たずしてインターネットによるメディア環

になるなら、ターゲティングは有益なものとして受け入

境の変化は刻々と起きていく。それに合わせて広告会社

れられるだろう。

の人間に求められる素養も変化し、インターネットと通
信にまつわる知識が必須になっていくだろう。繰り返し

6 ．終わりに

になるが、生活者はインターネットでヒトやモノに常時
接続し、コンテンツの多くはインターネット（通信）に

2020年、多くのメディアはインターネット（通信）に

より配信されることになる。また、今までのように媒体

よっても生活者に情報を届けるようになっているだろ

社から生活者に向けた下りの情報発信だけでなく、生活

う。放送波であるテレビについても、IP 再送信だけで

者からの上りの情報返信もあり、双方向コミュニケー

なく、NGN の整備により通信経由のテレビ番組的なコ

ションが前提になるのだ。そうなれば、現状のマスメ

ンテンツ配信も始まっているだろう。今まではメディア

ディアも広い意味ではインターネットメディアとしての

と言うと「波」
（電波）か「紙」
（活字）か？だったが、

性質を持つとも言えるだろう。何より、生活者だけでな

2020年には「波」
（電波）か「網」
（インターネット）か？

く、得意先の宣伝担当者も2020年には全員がデジタルネ

という区別がふさわしいかもしれない。
「波」か「網」

イティブなのだから、広告会社の社員は、狭義のイン

か？の時代になったときにリーチ効率で圧倒的な強さを

ターネットメディアの担当であろうとなかろうと、実際

持っている「波」
（電波）媒体も、
「網」
＝インターネット

に様々な新しいサービスをひとりの生活者として貪欲に

を取り込んだメディアに変化しなければ、生活者の可処

試して、インターネット的なコミュニケーションについ

分時間を多く取り込んでいくことは困難になるだろう。

て体感的に知っておく必要がある。

広告会社も通信による情報デリバリーに対応しなけれ

2020年、通信革命により、ヒトとモノはインターネッ

ばならない。従来型の広告ビジネスはメディア企業あり

トという糸で、まるで繭のように繋がりあうだろう。そ

きでそこに流す広告を集めることで収益を上げてきた。

の関係の繭から生活者一人一人にとって有益な糸をつむ

しかしながら、通信によるコンテンツ配信が主流になる

ぎだすことに広告はきっと貢献できると思う。そのため

と、行動履歴の取得、それに基づくターゲティングが当

には次の10年、広告会社は通信（＝コミュニケーション）

たり前になり、より一層高い広告効果を狙える広範なプ

という概念まで念頭に置いてビジネスに取り組まなけれ

ラットフォームが整うことになる。そうなるとマスメ

ばならない。私自身、前職は携帯電話会社でコミュニ

ディアであっても、配信する広告の効果予測、最適化、

ケーションの仕事に従事していたので、広告会社が向き

効果検証が広告主に提供するサービスの一環になるだろ

合うべき通信とは何か？について、現場の業務を通じて

う。

試行錯誤を続け、生活者が幸福を感じ、その生活を便利

一方で多メディア化に対応して広告ソースを広げる必

にするために広告ができることを見つけていきたい。

要もある。検索連動型広告が取り込んだような、今まで
は広告主となり得なかったローカルや個人店舗などの小

注釈・引用文献

さい広告主も集めなければ街中に広がった広告枠を満た
すことは難しくなる。そして収益を上げるためには、極
力、集稿と配信コストを低くする必要があるから、アド
ネットワークで様々なメディアを横断して広告を配信し
たり、アドマーケットプレースで人的コストをかけずに
広告を売る仕組みも必要になってくる。また、コミッ
ション収益はマス取引ほど大きくないと思われるので従
来型のメディアコミッションだけでなく、自らがコンテ
ンツを手掛けたり、アドネットワークを作り上げること
で収益機会のポートフォリオを整備することが重要に
なってくるだろう。例えば、従来、広告主であった企業
が自らの資産（たとえば自動販売機）を活かしてメディ

※1

国立社会保障・人口問題研究所 日本の都道府県別将
来推計人口（平成19年 5 月推計）について（http://www.
ipss.go.jp/pp-fuken/j/fuken2007/yoshi/yoshi.html）
日本の将来推計人口（http://www.ipss.go.jp/pp-newest/
j/newest03/newest03.pdf） p.14
※ 2 電力線を通信回線として利用する技術。
IT 用語辞典 e-words PLC【高速電力線通信】
（http://e-words.jp/w/PLC.html）
※ 3 IT media（2009年 4 月21日）
Android の組み込み事例：
「Android 冷蔵庫」が地震大
国ニッポンを救う？ （http://www.itmedia.co.jp/
promobile/articles/0904/21/news098.html）
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要旨
メディアとは情報の伝達手段である。メディアは我々人間のためにコミュニケーションの理想の
実現手段として存在している。我々がどのようなコミュニケーションを10年後実現したいかという
ことは10年後のメディア環境に大きく影響される。本論では以下 2 点を伝えたい。
1 、情報の利用者が増えること、すなわちインターネットの恩恵を受けている人々が増えることで
我々の「コミュニケーションスタイル」が変化していくこと
2 、デジタルテクノロジーの技術発展や無料サービス化の動きはその「コミュニケーションスタイ
ル」の変化を加速化させ、我々に新しい世界をもたらしうるということ
以下具体的には開発途上国に焦点をあてながら、開発途上国に住む人々が多くの情報に接触可能
となることにより住環境、地域性などのハンディキャップが是正されていくことと、その結果とし
て競争の平等が保全される世界について述べてゆきたい。
序章 はじめに
1 章 開発途上国の状況
1 ‑ 1 デジタルテクノロジーの進化により変化したライフスタイル
1 ‑ 2 開発途上国の特徴
1 ‑ 3 今後の発展の方向性
2 章 インターネットにおける社会貢献
2 ‑ 1 開発途上国のインターネット環境
2 ‑ 2 e ラーニングの活用
2 ‑ 3 開発途上国の人々のビジネスチャンス
3 章 目覚ましく発展するデジタルテクノロジー
3 ‑ 1 変化する情報
3 ‑ 2 多くのサービスが無料なインターネット
3 ‑ 3 世界中の人々を繋ぐコミュニティーサイト
4 章 これからのコミュニケーションとライフスタイル
4 ‑ 1 検索の問題点と新しい情報取得
4 ‑ 2 フリーアクセス
4 ‑ 3 コミュニケーションの進化
終章 終わりに
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序章

はじめに

メディアを介しての情報の受け手は、おそらく10年

1章
1‑1

後、100年後の未来も人間である。としたとき当然メ

開発途上国の状況

デジタルテクノロジーの進化により変化したラ
イフスタイル

ディア環境は情報の受け手である人間がどのような環境

メディア環境における情報伝達手段を取り上げる際、

で、どのような手法で、どのような情報を求めているの

近年のインターネットを中心とするデジタルテクノロ

か思い浮かべる必要がある。また人々が求める情報の質

ジーの発展とその技術革新による我々のライフスタイル

や用途によってどのようなコミュニケーションが実現さ

の変化は目覚ましい。International Telecommunication

れるのであろうか。

Union（2008年）のデータによれば今日先進国のイン

人が情報伝達を行う際、以下 3 つの要素がある。

ターネットの普及率は 7 割弱に達している。我々先進国

1 、伝達される情報の量、質、範囲

の人間にとってはインターネットを介し、自らが情報を

2 、情報を伝達する手段

取得したいと思うとき情報をより早く手軽に取得可能な

3 、情報の発信者と受信者

環境というものが日々整備されつつある。だが前述の通
り世界規模で考えた場合には全世界の多くの人々は未だ
インターネットの恩恵を受けられていないのが実態であ
る。インターネットを活用するには、大きく分けて以下
3 つの条件が満たされている必要があると考えている。
1 、インターネットが利用可能な環境が整備されてい
ること
2 、情報を取得できる技術があること
3 、情報を検索取得可能な時間的なゆとりがあること

䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃䈏↪น⢻䈭
ⅣႺ䈏ᢛ䈘䉏䈩䈇䉎䈖䈫

上記 3 者はそれぞれ相互に関連している。例えば情報

䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃

伝達手段としてのインターネットの発展は、それまで限
定的であった情報の発信者を個人レベルにまで拡大した
ことにより伝達可能な情報の量、質、範囲を飛躍的に拡

ᖱႎ䉕ᬌ⚝ขᓧน⢻䈭ᤨ
㑆⊛䈭䉉䈫䉍䈏䈅䉎䈖䈫

ᖱႎ䉕ขᓧ䈪䈐䉎ᛛⴚ䈏
䈅䉎䈖䈫

大させた。これによりインターネット普及以前と比較し
我々が接触可能な情報量が劇的に変化したことは周知の
とおりである。
また入手可能な情報量の拡大は、人々のライフスタイ

回線やパソコンの普及などのインフラが整備されてい

ルに大きな変化をもたらした。一方、世界のインター

るということは自明の条件だが、それ以外にも情報を取

ネット利用者はわずか世界人口の 3 割の14億6000万人に

得できる技術すなわち技術を活用するための教育、文

すぎないと言われており、いまだ世界人口の約 7 割以上

字、言葉、知識を保有していることが必要である。また

の人々がインターネットの恩恵を受けていないという現

その技術を獲得するための時間が存在することも重要な

状がある。

要素である。例えば、開発途上国の中でも最貧国（後発

今後、インターネットの恩恵を受けている人々、すな

開発途上国）と分類される国々では依然として子供を含

わち情報の利用者が増えることで我々のコミュニケー

んだ家族全体が労働力であり、しかも日々の暮らしの糧

ションの世界は変化していくであろう。以下、開発途上

を得るのに精一杯で情報を取得し活用していく時間的な

国に住む人々が多くの情報に接触可能となることで、生

ゆとりがない人々が存在している。

まれた時点での住環境、地域性など不平等が是正され、
競争の平等が保全される世界が構築される可能性につい
て述べてゆきたい。

1‑2

開発途上国の特徴

前項では、インターネット活用の条件を述べたが開発
途上国の現状はどのようになっているのだろうか。主に
インフラストラクチャー（以下インフラ）を中心とした
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インターネット環境における開発途上国に共通する特徴

年）のデータによれば台湾のインターネット普及率は

としては、第一に通信回線サービスの国家・企業独占、

65%に達している。またインターネットを活用すること

第二に高い携帯電話の普及率、第三にマイクロウェーブ

でビジネスチャンスは拡大する。インターネットを活用

という無線方式によるインターネット接続が主流という

している国家と活用していない国家における経済発展に

特徴があげられる。先進国のように、有線回線とデスク

は格差が生じるであろう。なるべく早い段階で多くの開

トップ PC によるインターネット利用から次第に回線高

発途上国が国家によらず経済的な困難を克服する必要が

速化、無線・移動共存化へと進んだ発展方式とは異なっ

ある。そして、開発途上国の人々がインターネットを活

ている。

用していくために国家以外が行う経済的な支援活動がす

前述の通り先進国のパソコンやインターネット技術自

でに活動として存在しているのも事実である。

体の発展の背景には通信インフラの整備があった。また
通信技術の発展と企業の経済活動とは密接に関連してき

2章

インターネットにおける社会貢献

た。開発途上国の場合、その他の分野でも見られるとお
り、段階的な発展を踏まず、技術発展と経済発展が連動

世界人口の 3 分の 1 はまだ貧困の中で生きていると言

せず、突然完成された技術が導入される場合があるため

われる中、貧困を解決していこうという動きは世界的に

このような違いが生まれると考える。このようなある種

存在している。少し前にはなるが、世界第 2 位の大富豪

トップダウン的な技術導入は政府主導により実施される

ウォーレン・バフェットが、資産の85％（約400億ド

ことが多かった。これにより急速な経済発展を可能とす

ル）を寄付すること、またこの400億ドルのうち 5／6 は

る場合もある。

ビルゲイツ財団に寄付するということを発表した。こう

また開発途上国と先進国ではインターネット普及率を

した社会貢献への関心の高まりは他にも存在し、社会貢

見てみても大きい格差がある。2008年 2 月、国連貿易開

献は政府による公的援助の失敗を資本主義の下でも補正

発会議（UNCTAD）で発表された世界における情報通

しているという点で注目されている。以下の章では実際

信技術（ICT）の普及状況調査結果によると、開発途上

にどのような手段で開発途上国の貧困を解決してゆくの

国における ICT の利用は伸びつつある。しかしその伸

か。またインターネットならではの社会事業化の動きが

び率は先進国と開発途上国では 6 倍の開きがあるとのこ

見え始めていることなど以下、具体例をあげながら述べ

とであった。

てゆきたい。

インターネットの普及率やインフラ環境の整備の他に
開発途上国の人々がインターネットを活用するための技

2‑1

開発途上国のインターネット環境

術教育を十分受けているか否かが鍵である。インター

まずインターネットを活用できる環境というものが存

ネットの普及率は就学率や識字率が一定のバロメータに

在しないことには、その恩恵をうけることができない。

なると考える。そのためインターネットを活用するため

国際電気通信連合（ITU）では、ICT 化促進のため、中

の文字や技術を理解する教育を受けられる時間的・経済

古パソコンを寄贈者から集め、開発途上国に寄贈するプ

的な余裕が必要となる。しかるに現状をみると少し古い

ロジェクトを進展させている。このように多くの人々に

データになるが、総務省統計局発行「世界の統計2006」

インターネット環境を提供していこうという社会事業の

によると世界の成人の識字率は86%であった。だがアフ

動きがある。また過分に希望的観測の側面が強くなる

リカのチャドでは32%しかないなど各国間で差がある。

が、今後、ビルゲイツが IBM のホストコンピュータを

また多くの開発途上国では、法律で義務教育とされて

完璧に淘汰したような手法を、ビルゲイツ財団を通して

いる小学校、中学校における就学率が、平均して小学校

応用し、貧困層のインターネット利用率の拡大に貢献し

で85%、中学校で49. 5 %と低くなっており十分な教育が

ていくことが期待される。

なされているとはいえない状況である。
2‑2
1‑3

今後の発展の方向性

これまで述べてきたように開発途上国にインターネッ

e ラーニングの活用

インターネットが利用可能なインフラが用意された後
はそれを活用していくための教育ということに焦点があ

トが普及するにはまだまだ条件を満たしきれているとは

たる。教育という行為が実行されるには、場所（学校）
、

いえない。そのボトルネックをたどるとインフラの整備

時間、人（教師）
、お金（授業料や施設の運用費用な

への投資、国民の識字率・就学率の向上など経済的な要

ど）が必要となる。そこでその全てを解決できはしない

因（貧困）に起因することが多い。一方、台湾のように

が、インターネットを活用した e ラーニングの可能性が

政府が主導となり、経済的な要因を克服している国家は

注目されている。

インターネットの活用が比較的スムースに行われている

開発途上国の人々は高価な教材を購入することができ

といえる。International Telecommunication Union（2008

ないために、高等教育を受ける機会を逃してしまうこと
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がある。こうした現状を打開する一つの方法として開発
途上国の人々がインターネットを通じて無料で利用でき
るオープンコンテンツの電子教材を作成し公開しようと
いうプロジェクト Global Text Project（GTP）が進行
している。これは米国のジョージア大学テリー・ビジネ
ス・カレッジとデンバー大学ダニエル・ビジネス・カ
レ ッ ジ の 共 同 プロジェクトであり2007年にス イ ス の
Jacobs 財団から立上げ資金の援助を受けて開始した。
大企業からの援助を基に運営しており、今後国連など国
際的な機関との連携にまで発展していくのかその動向が
ౖ: Kiva䋨䉨䊯䉜䋩, http://kivajapan.jp/

注目されている。このように ICT の発達により国や距
離を超えた教育機会・情報の享受などの国際協力がイン
ターネットを通して進行しているのである。

アを促進できるような仕組み、また社会事業を提唱する
ような企業や団体は、今後も増加していくと考えられ
る。インターネットメディアを媒介としての社会事業が
増えることにより、国家によって救いきれていない人々
も救われるような世の中が形成されていくであろう。

3 章 目覚ましく発展するデジタルテクノロジー
開発途上国の人々の 1 つの未来像として社会事業化の
潮流が、開発途上国の人々がインターネットの恩恵を受
けられる環境を提供し、先進国の人々と同じビジネスへ
ౖ: Global Text Project, http://globaltext.terry.uga.edu/

参入していく道を開いた。これを先進国側の視点で捉え
ると先進国のマーケットに新しい人々が参加していくと
いうことになる。新たに参加者が増えれば、当然これま

2‑3

開発途上国の人々にビジネスチャンスを

でとは違ったスタイルのコミュニケーションの可能性が

開発途上国の人々がインターネットメディアを活用可

でてくる。すなわち参加者の増加は「新しい情報」を生

能な後にどのような可能性が拡がるのか興味深い。イン

み、新しい情報をつなぐために「新しいツール」の発展

ターネットの世界では個人のアイディアレベルから事業

を促し、新しいツールにより「新しいコミュニケーショ

を行うことが可能で、一攫千金のビジネスチャンスを生

ン」の創出が予想されるのである。

み出せる可能性が存在している。

ᣂ䈚䈇ෳട⠪䈱Ⴧട

そんな中、現在 Kiva（キヴァ）というマイクロファ
イナンスサイトが世界的に注目を浴びている。Kiva は
インターネットを利用して小口融資を募り、開発途上国
の個人事業主に融資する仕組みを提供している非営利団

ᣂ䈚䈇ᖱႎ

体である。募金や寄付と違う点は、融資なので投資した
ᣂ䈚䈇䉿䊷䊦

資金は返済される点にあり、貸し手側が出資しやすい環
境を構築し、インターネットを通じて 1 対 1 の融資を実

ᣂ䈚䈇䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮

現しているのである。融資は一口25US ドルからと先進
国の人々にとって大した金額ではないかもしれないが、
開発途上国の人にとっては大きく生活を変える資金とな
りうる。現在では35万人以上が約100億円近くを開発途

3‑1

変化する情報

上国の貧困層に貸し付けているといわれる。こうした資

インターネットが始まって以降、人々が得ることので

金はこれまでアイディアがあっても資金不足のために起

きる情報はそれ以前と比較して質・量ともに変化してき

業することができなかった人々を救うことができるので

た。特に情報の取得手段として Google を代表する検索

ある。

エンジンの存在は大きく、かつて手間暇をかけて取得し

このようにインターネットを使った開発途上国の人へ

ていた情報も検索によって、大量の情報を一気に取得す

の教育サービスの登場、小口融資の仕組みやボランティ

ることができるようになった。またインターネットは個
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人でも情報発信が可能なため、参加者自らが情報を作り

より進化していくと考えられる。このようにして新しく

あげることができ、多くの個人の発信により情報の質が

誕生するサービスの恩恵を受けられることを誰もが願っ

向上するという特徴がある。例えば Wikipedia は、ウィ

ている。

キメディア財団が運営するオンライン百科事典で、コ
ピーレフトなライセンスの下、誰でもが無料で自由に編

3‑3

世界中の人々を繋ぐコミュニティーサイト

集に参加できる。またコミュニケーション・サービスの

インターネットは当初「世界をつなぐ電子百科事典」

1 つの Twitter は、今を知ることができるツールと言わ

と呼ばれていたが、今はコミュニケーションを中心とし

れており、ユーザの更新によりリアルタイム性のある情

た新たな場となっている。facebook などのソーシャル

報を提供している。このように我々がアクセスしうる情

ネットワーキングサイトやブログなどの登場により、文

報は、我々、参加者自身の手で常に増加し、その情報の

化や距離という概念を取りはらった新しいコミュニケー

質もよりリアルタイム性が強くなるなど進化し続けてい

ションスタイルが創出されている。

る。今後も、参加者が増加することで情報は量的に増加
し質的にも洗練されていくことが予測される。

例えば世界中のブロガー、ポッドキャスターらが、年
に一度、同じ日に同じ話題について取り上げる「Blog

また量と質の変化を別の側面で捉えると、例えば一部

Action Day」というネットイベントがある。同じ日に

のサイトでは文章ではなく音声にてコンテンツの内容を

世界中のブロガーたちが 1 つのテーマについて考え、記

提供しようという動きがあり、目の不自由な人や非識字

事に起こすという施策で、世界中のブロガーたちの意見

者もインターネットサービスの利用が可能となる。また

や異文化から発信された考え方に触れることが可能とな

音声認識技術の発展は目覚ましく、流れるメロディから

る。このイベントは単純にテーマを起こし記事にすると

その曲のタイトルを判別したり歌詞を表示するサービス

いうことだけではなく 1 日のブログ収益をテーマに沿っ

や既に声による検索も可能としている。こういったサー

たチャリティーに寄付するなど社会貢献もしている。

ビスはページや画像といった有形のデータベース以外に

このように世界規模のイベントや取り組みを比較的簡

音声という無形のものに対してもデータベース化してい

単に実行できる点はインターネットの大きな特徴とい

くことが可能であるということを示唆している。

え、このようなコミュニケーションがこれからもどんど
ん増えていくと考えられる。

3‑2

多くのサービスが無料なインターネット

情報を送受信する際、我々は何らかのツールを活用す
る場合があるが、インターネットの革新性の 1 つとして
そういったツールの多くが無料で利用できるという点に
ある。Google が提供するメールソフトである Gmail は
インターネットに接続さえできれば利用可能で、作成し
たデータは全て Google のサーバ上に保存されユーザは
必要に応じてデータを閲覧したり編集したりすることが
できる。Google は、他にも Google Map、Google Docs、
Google Talk など様々なツールを無償で提供するととも
に、現在多くのユーザが自分のパソコン上で管理や実施
している作業をネットワーク上に移行するクラウドコン

ౖ: Blog Action Day Poverty, http://www.blogactionday.org/

ピューティングという利用形態を推し進めている。
無償ツールの提供は、有償にてツールサービスを提供
している企業にとっては大きな脅威となるが、我々ユー

4章

ザにとってはツールの購入費用を抑えられ、多くの人々

これからのコミュニケーションと
ライフスタイル

が自らの表現を行っていくチャンスを得ることができ
る。

これまで現在及び短期的な未来を中心に述べてきた

またインターネットにおいては、ツールのみならず開

が、現状を踏まえもう少し先の将来像についても検討し

発したプログラムのソースコードを無償で提供するオー

てみたい。そこには現状の課題が解決されていくことで

プンソースという概念も存在している。オープンソース

訪れる新しいコミュニケーションやライフスタイルが存

の利点は、どんな人間でも活用できるため多くの人間が

在するはずである。本章では再度「情報」、「ツール」、

開発に携わり、常に最新の情報をインターネット経由で

「コミュニケーション」の 3 つの観点から考察を行って

取得できるためより良いものを生産していくことが可能
な点にある。こうしたツールやソースの無償化は今後も
44
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4‑1

検索の問題点と新しい情報取得

また開発途上国ではパソコンや通信料金が高価なた

検索エンジンを利用し取得できる情報は膨大だが利用

め、インターネットカフェを通じてウェブに接続する場

するに当たっていくつか問題点もある。 1 つは情報量が

合が多い。開発途上国でも最貧国や強い言論統制が行わ

多くまた個別情報の質も均質ではないため存在している

れている一部の国を除き、都市部においては多くのイン

情報自体にノイズが多いことである。それゆえユーザに

ターネットカフェが見られる。 3 章で述べたようにイン

はノイズを除去しながら必要な情報を取得する技術が求

ターネットにおいてツールは無料だが、ネット通信にか

められる。またもう 1 つの大きな問題点は、検索という

かる費用は未だ多くの人々が参加するに当たって 1 つの

行為は、ユーザ自身が能動的に働き掛ける行為であるた

ハードルにはなっているのである。技術革新により世界

め、ユーザが意識していない情報を取得することが難し

の全ての人々が固有の端末をもち24時間インターネット

い点である。このような検索の問題点を解決する 1 つの

にアクセス可能な未来像を描くことはできると思うが、

鍵として、ティム・バーナーズ リーが提唱するセマン

そのような未来とは異なる可能性も提唱したい。それは

ティックウェブという概念がある。セマンティックウェ

個人個人が固有の端末から解放され、インターネットに

ブを一言で表すなら、コンテンツの意味をコンピュータ

アクセスするための端末も全てシェアされるという未来

が理解する世界ということになる。現在のコンピュータ

像である。 3 章でふれたクラウドコンピューティングが

は単語や語彙を定量的に分析できても、意味についてま

浸透し、全ての情報がネットワーク上に存在するように

では理解できないため「イチゴ」という単語と「赤い」

なった場合、我々は固有の端末ではなく共通の端末から

や「果物」という単語を関連付けることはできない。そ

必要に応じて自分の情報を取得すればよいのではない

のため「赤い

果物」と検索しても、イチゴについて書

か。情報を受けとる共通の端末は、ネットカフェの規模

かれたページは表示されないのである。だがセマン

をより小さなレベルにした無料のアクセスポイントが想

ティックウェブでは、
「赤い

果物」という言葉から意

定され、そのアクセスポイントを街中や世界のいたると

味付けを行うことでイチゴの検索を可能とする。今後、

ころに散在させていくのである。これにより固有端末を

意味付けや関連付けされた情報が取得可能となること

保有できない貧しい人々もより積極的にインターネット

で、我々は意識していない情報についても取得できる可

を利用できるようになるであろう。

能性が生まれ、既にセマンティックウェブを利用した

無論、個人が固有の端末を保有しているのに比べて利

PostGoogle と言われる様なサービスは登場してきてい

便性という側面のみを考えるとシェアリングの場合は不

る。

便なこともあるかもしれない。だが固有の端末を持つこ

セマンティックウェブの本質は大量の情報がコン

とで我々は常にアクセス可能な状況、管理下におかれて

ピュータによって理解され、意味付けや関連付けされて

いるとも考えられ、我々は情報をいつでも取得できる自

いくことにあるが、このように情報が体系化されていく

由と引き換えに、他者からいつでもコンタクトが可能と

ことで多くの人々の過去の行動や経験、または行動に対

いう束縛を受けてもいるのである。それゆえシェアリン

する評価などもデータ化が可能となる。そしてそれらを

グという概念により、束縛から解放され精神的なゆとり

もとにして将来必要となる最適な情報をレコメンデー

や豊かさを人々にもたらすのではないかとも考えるので

ションされるような可能性があるのではないか。それは

ある。

情報というものが、検索して取得するという能動的なも
のから、レコメンデーションにより送信される受動的な

4‑3

コミュニケーションの進化

ものへと変質し、人々はレコメンド（送信）されてくる

現在インターネットを介しての情報の受信のほとんど

情報を取捨選択していくことに重きをおくようになるの

が文字や画像など視覚的な情報である。だが我々が日常

ではないか。人々のニーズが正確に計算され、そのニー

生活で情報を受信する際、視覚のみにたよることなく音

ズを満たすアクションを行うのに最適な詳細な情報が送

声やにおいなど五感を意識・無意識を区別せず駆使して

られてくる世の中になるであろう。

情報を収集している。また他者とコミュニケーションを
図っていく場合にも、我々は五感もしくは六感（直感）

4‑2

フリーアクセス

をも働かせながらコミュニケーションを図っている。

我々は情報の取得やコミュニケーションを行う際、固

3 ‑ 1 において楽曲という例を挙げながら音声のデータ

有の端末からインターネットにアクセスする。国際電気

ベース化や音声認識技術に関して言及したが、音声のよ

通信連合（ITU）の2008年に発表によると携帯電話の契

うに無形なものもいずれはデータベース化され検索利用

約率は全世界で60%に達している。インターネットの普

することができるとすれば、我々のコミュニケーション

及率と比較し携帯電話の契約率が高い理由は、生存や実

はさらに拡がる可能性がある。例えば無形なものがデー

用性のため開発途上国の人々が携帯電話を利用している

タベース化されて利用できるようになれば、我々は、感

からである。

情や性格、現在の気分といった言葉では表現や伝えるの
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が困難な事柄についても伝達可能となるかもしれない。
今の気分を音で表現し、レストランを探すときに料理の
においも同時に確認するなど、様々なイメージを共有す
ることで、これまでより円滑なコミュニケーションでき
るかもしれない。このように新しく洗練された情報を
人々が利用し、これまで意思疎通を図ることができな
かった人々と意思疎通が難しい事柄についてもコミュニ
ケーションできる可能性が近い将来秘められている。そ
こには言語や人種の壁を超える新しいコミュニケーショ
ンの可能性があるのである。

終章

ౖ:“Global Online Population Forecast, 2008 to 2013”
Forrester Reearch,inc. 2009ᐕ7

終わりに
は生まれながらにして不平等にできているが、生まれが

米国の調査会社 Forrester Research の2009年の調査

不平等だとしても全ての人々が幸せになる権利は持って

によると2013年のインターネット人口は22億人に達する

いるはずだ。そして幸せになるために、チャンスは全て

と予測し、このうち13%を開発途上国の人々が占めてい

の人々に平等に与えられ、生まれや育ちに左右されるこ

る。開発途上国におけるインターネットの普及は遠隔教

となく努力した人や能力がある人が平等にチャンスを得

育や新たなビジネスチャンスを創出し、生活水準を向上

られる必要性があり、その可能性がインターネットには

させ地域開発と貧困減少という効果を生むであろう。ま

秘められているのである。

た開発途上国の人々の参加は、先進国社会にも影響を与
え新しい社会を創出していくであろう。

今後はインターネットを通じてさらに人々が助け合う
時代へ変わっていくことだろう。なぜなら助け合うこと

我々は、生まれる国を選べない。生まれる時代を選べ

は、他人のためでもあるとともに、自分のためでもあ

ない。またどんな両親や家族から生まれるかも選べな

り、ひいては今後生まれてくる全ての人達（人類）のた

い。全世界で、 1 日20万人の赤ちゃんが生まれていると

めだからだ。そんな理想的な世界に少しでも近づく可能

言われているが、同時刻に生まれても、ある子どもは平

性をインターネットに託したい。まずはインターネット

和で裕福な家庭に生まれ、ある子どもは戦争や貧困に悩

により開発途上国に明るい未来がもたらされる10年後の

まされる家庭に生まれる。このように私たち人間の世界

世界を早く見てみたい。
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「2020年のメディア・ランドスケープ」
株式会社 電通

デジタル・ビジネス局キャンペーン・プロデュース部
チーフ・プロデューサー

平間

和宏

要旨
本論文は、10年後のメディア・コミュニケーション変容をユーザー視点から類推し、体系化する
ことを目的としており、着目すべきデジタルテクノロジーを整理し、進化の方向性を捉えながら、
その影響が生活者社会構造の根底にどのような変化を起こすのかを以下の章毎に考察、最後に10年
後のメディア・ランドスケープを提示することをゴールとした。
▼アクセスデバイスの変容を考察。
・「モバイルブロードバンドの本格普及」
・「スマートフォンの台頭と無線ネットワークの浸透」
・「ビデオゲーム機、IPTV 等からのオンラインアクセス」
▼様々な機能を搭載したマイゲートウェイの台頭
・「検索支援機能の発展」
・「エージェント機能による情報、コンテンツの自動収集」
▼アプリケーションの台頭とオープン化による地殻変動
・2009年までの注目メディアを整理
・「API（Application Programming Interface）
」の考察
・「Open Social」の考察
▼時代は グローバル ＆ グローカル へ
・ソーシャルアプリを活用したコミュニケーション
・グローカルなソーシャルプラットフォーム
・オープンなソーシャルプラットフォーム
・バーチャルなプラットフォーム
▼2020年のメディア・ランドスケープ
・モデルを提示

で、SF 映画の金字塔的作品となったが、実は製作時に

1 ．未来予測の発想スタート地点

は複数の専門家が顧問として招かれ、厳密な科学考証を
基に精緻な未来予測が成されていたという。

1968年に公開されたアーサー・C・クラーク作「2001

それから約40年後経った2009年12月 9 日。日本政府は

年宇宙の旅」という SF 映画がある。
「HAL9000」とい

「月探査に関する懇談会」において、「2020年頃までに月

う高度な知能を持った汎用コンピューターが物語の中心

の南極地帯にロボット用基地を建設する」という目標案

的キャラクターとして登場、機械が人間のコントロール

を提示した。もし、これが本当に実現すれば、10年後に

を超越した場合の危険性や悲哀をリアルに描いたこと

は、日本にも宇宙開拓時代が本格的に到来することにな
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り、幼少の頃見た未来 SF 映画の世界はいよいよ現実の

整備はほぼ完了したといえる。また、パソコンの CPU

ものとなり、時代が次へと移行する瞬間を誰もが体感で

処理速度が10年前と比較しても数十倍に向上しており、

きるだろう。

ほぼストレスフリーなオンラインアクセスが可能となっ

前置きが長くなったが、このように物理的な目標が明

ている。まずはオンライン上のサービスへアクセスする

確な場合であれば、そのゴールに向かうための課題を整

ために必要な「デバイス」と「通信回線」について、野

理し、必要な対応策を最短距離でゴールまで積み上げて

村総合研究所著『IT ロードマップ2010年版（2009）』を

いくことで、精緻な未来構想を自らの手で創出すること

参考資料とし、考察していくことからスタートする。

もできるだろう。しかし、本論文の主旨であるような10
年後のメディア環境予測をおこなう場合は、いささか勝

① 「モバイルブロードバンドの本格普及」
有線ネットワークは ADSL から FTTH への移行も進

手が違う。
とは一つの側面から物理的に

み、今日では 1 Gbps の光通信も登場、さらに高速化

捉えることが困難なものであり、メディア理論の大家、

し、動画コンテンツなどの大容量データもよりスムーズ

マーシャル・マクルーハンは著書「The Medium is the

に視聴可能となっていく。一方、注目すべきは、今後、

Massage（1967）
」のなかで、以下のように記している。

普及期に移行する

そもそも、 メディア

モバイルブロードバンド

である。

『メディアは、個人的、政治的、経済的、美的、心理

現状の携帯電話は第 3 世代から数年後には第 4 世代へ移

的、道徳的、倫理的、社会的な出来事のすべてに深く浸

行すると予想され、更に通信速度が高速化する。しか

透しているから、メディアはわれわれのどんな部分にも

し、昨今では、後述する

触れ、影響を及ぼし、変えてしまう。メディアはマッ

もあり、ケータイ専用コンテンツと PC コンテンツの垣

サージである』
。

根がなくなりつつある点に注意が必要であり、i モード

つまり、デジタルテクノロジーの発展を捉えつつ、関
連して起こる

社会構造の根本的な変容

を合わせて考

などキャリアは独自仕様の

スマートフォン

ム

の台頭など

閉ざされたプラットフォー

にすることで収益を上げてきたため、プラット

察しなければ、メディア発展の未来シナリオを作ること

フォームのオープン化を迫られる等、今後、大きな決断

はできないということであろう。
（ただし、政治的、経

をしなければならないだろう。

済的な側面は現時点で予測困難な外部要因を多く含むた
め、本論文ではこの領域からの考察は割愛する）

② 「スマートフォンの台頭と無線ネットワークの浸透」

さらに、もう 1 冊、本論文発想のスタート地点として

低価格なネットブックの登場、PSP や任天堂 DS と

紐解いておきたい名著がある。米国マサチューセッツ工

いったポータブルゲーム機、さらに iPhone などスマー

科大学メディアラボ創設者ニコラス・ネグロポンテ著

トフォンの浸透により、無線ネットワークによるイン

「being digital（1995）
」のなかで、
『アトム（物質）から

ターネット接続が一般化しつつある。ウィルコムや UQ

ビット（情報）へ』というパラダイム転換を話の中心視

コミュニケーションズなどから提供されているサービス

座とし、『デジタルであること、とは何か、そしてそれ

は既に20Mbps 以上の速度が提供されており、有線とほ

が何を変え得るのか』という考察が重要であることを示

ぼ遜色ないレベルに到達している。さらに、公衆無線

唆している。

LAN スポットも増加し、外出先でも容易にインター

以上を追体験として勘案しながら、本論文では、注目

ネット接続が可能、さらに、今後はカーナビや自動車か

すべきデジタルテクノロジーを整理しながら、進化の方

らもネットアクセスが可能となるため、まさに

向性を捉え、その影響が生活者、および社会構造の根底

も、どこでもオンラインになれる環境

にどのような変化を起こすのかを地に足をつけて考察し、

る。

いつで

へと発展してい

最後に2020年のメディア・ランドスケープを提示するこ
とを目的としている。

③ 「ビデオゲーム機、IPTV 等からのオンラインアクセ
ス」

2 ．アクセスデバイスの変容

パソコン、モバイルに加え、プレイステーションや任
天堂 Wii、Xbox といったビデオゲーム機からもインター

今から10年前の2000年は、個人のパソコン所有率、お

ネットアクセスが可能となり、オンライン対戦、さらに

よび、インターネット普及率がそれぞれ30％を超え、イ

映画などのコンテンツダウンロードも楽しめるように

ンターネットアクセスがアーリーマジョリティ層から一

なった。また、アクトビラや IPTV も登場し、これらの

般層へと急速に拡大しはじめた年でもあった。それから

機器からも、インターネットアクセスが可能となってい

10年経った今日、総務省が発表した平成20年「通信利用

る。

動向調査」によると、現在、パソコンの世帯普及率は
85.9％に達し、家庭からのインターネットアクセス環境
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ライン状態になれる環境が整う。また、デバイスの多様

ログの更新を知らせてくれる RSS、または Twitter の

化についても、キーボードを多用する能動的な作業、受

フォロー機能、Facebook のファン登録、YouTube のお

動的にコンテンツを閲覧したい場合、出先から調べもの

すすめ動画など、部分的には近しい機能も点在するが、

をする際…など、利用者それぞれが、その時々の

モー

まだまだクリッピングサービスの域を超えるようなサー

の違いで、デバイスを使い分ける時代へと移行する

ビスは存在していないように思える。今後は、人工知能

ド

アルゴリズムを搭載したエージェントサービスが台頭し

だろう。

てくると想定され（一部ツールバーにこのような機能を

3 ．様々な機能を搭載したマイゲートウェイ
の台頭

搭載している先行事例もある）
、これを信頼して、個人
情報や行動履歴をユーザーが自ら開示すれば、情報やコ
ンテンツを適宜レコメンドしてくれ、使えば使うほど

経済産業省が発表した『平成20年経済産業省の情報政

マッチング精度が向上する便利なサービスとして浸透す

策について（2009）
』によると、2025年にはネット上を

るかもしれない。さらにその背景では、ユーザートラッ

飛び交う情報量は、少なくとも現在の200倍以上になる

キングデータ（どのページから来て、どのページで出て

と推計されているが、今後、従来のオフラインコンテン

いったか等）の収集、活用に加えて、ソーシャルメディ

ツも次々とデジタル配信され、また、前章のとおり、常

ア上で誰と繋がっていて、どのようなコミュニケーショ

時オンライン状態となった生活者が世界中で情報発信を

ンをしているかまで把握できる WEB データマイニング

繰り返せば、この推計値を遥かに超えた量の情報がネッ

技術も合わせて進化していくだろう。これらのツールに

ト上に溢れかえることになろう。そのような事態になれ

商品やサービスの情報を織り交ぜることができれば、親

ば、誰しも必要のない情報は即座に排除し、ニーズを満

和性、受容度も非常に高いため、理想的な広告コミュニ

たしてくれる有益な情報、コンテンツだけを可能な限り

ケーションが実現することは言うまでもない。

効率よく手に入れたくなるのは必然である。そこで、以
下の 2 つの領域におけるサービス進化が予想できる。

ただし、上記サービス群を実現するためには、サービ
ス開発側の努力だけでは実現が難しい。情報やコンテン

① 「検索支援機能の発展」

ツをアップロードする側もこれらのサービスに検索、体

は WEB サービスにおいて、今後も必須機能

系化、優先度付等がされ易いよう、統一仕様のタグを付

の筆頭であることは間違いない。2009年 6 月米 Google

けるようにしなければならない。現状では検索側のアル

で検索事業を担当するマリッサ・メイヤー副社長は『今

ゴリズムも公開されておらず、また、タグの書き方も制

後は検索機能自体をもっと賢くしないといけない。ユー

作者に一任されているため、このあたりの環境整備が実

ザーが工夫するのではなく、検索エンジンの方を賢くし

現に向けた前提条件となるだろう。

検索

て働かせる（日経 BP 社 ITPro 2009年 6 月15日記事を

これらの利便性の高いサービス群を格納でき、さら

参照）』と語っている。同社は既に WEB サイトだけで

に、情報洪水に溺れないよう、必要のない情報は予め

なく、画像や動画、地図など、様々な形式のコンテンツ

フィルタリングをかけられる健全な汎用インターフェー

を検索結果として同時に表示する「ユニバーサル検索」

スがあれば、どのデバイスからでも適宜利用できる「マ

を提供しているが、今後は個人の好み、地理情報を基に

イゲートウェイ」として台頭してくるかもしれない。

した地域別検索など「パーソナライズ」化が更に進むと

（ホームページを自由にカスタマイズできる iGoogle の

思われる。つまり、情報検索だけでなく、動画を見るな

更なる進化版とでも位置づけるべきだろうか）

ら●●サイト、音楽なら▲▲と目的別にあちこちのサイ
トを訪問しなくても、検索エンジンンが希望のコンテン
ツを瞬時に見つけて、さらにいろいろと関連情報もレコ

4 ．アプリケーションの台頭とオープン化に
よる地殻変動

メンドしてくれる、という便利な時代が到来するだろ
う。

この章では、今日までのデジタル領域メディアから、
未来に通じるアーリータンジブルサイン
（＝変化の予

② 「エージェント機能による情報、コンテンツの自動
収集」

兆）を見つけ出すことで、さらなる未来推論の足掛かり
を作っていく。そのために以下のように、この10年で話

前述の検索サービスは能動的に情報やコンテンツを取

題となったデジタルテクノロジーを背景とした新たな

得する際に活用するが、一方で、自分の趣味嗜好に合っ

サービス（一部、ツール等を含む）を列挙した表を作成

た情報を適宜集めてくれるエージェントサービスがあれ

した。

ば、非常に便利であり、高いニーズがあるはずだ。古く
はオプトインメール、昨今ではお気に入りのサイトやブ
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《表 1 ：2009年までの注目メディア》

年
2000年

2001年
2002年
2003年
2004年

2005年

2006年
2007年
2008年
2009年

サービス名
Google 検索サービス（日本語版）
Amazon.com 日本版
価格コム
Wikipedia
Apple iTunes ＆ iPod
ブログの普及
Second Life
Myspace
mixi
GREE
Facebook
Google Map、Earth
Google igoogle（ガジェット）
YouTube
ニコニコ動画
モバゲータウン
Google street view
Google API、Opensocial サービス開始
iPhone（アプリ）
Twitter
ソーシャルアプリ（SNS プラットフォーム等が中心）

① API
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
−
（○）
○
（○）

② Open Social

○
○
○
○
（○）
○
○
○
○
（○）
−
（○）
○
（○）

※年については、日本のサービス開始年ではなく、本国の場合もある
※一部の○印には、 対応予定 と公表されたものも含まれている

まず、ピックアップしたサービス、および横軸のテク

ツを容易に創出できる機会を得たことになる。これによ

ノロジー項目の基準であるが、アーリーマジョリティ層

り、WEB サービス間の データのポータビリティ ＝オー

のパーセプションを変えるようなインパクトがあった

プン化が急速に加速している。

か、100万人を超える規模＝マスリーチに匹敵するユー
ザーを獲得したか？という前提条件を設けた。ポータル

② 「Open Social」

サイトやオンラインショッピングサイト、消費者が情報

Open social とは Google が2007年10月に発表した、異

やコンテンツをアップロードすることで生まれた消費者

なるソーシャルメディア間で、同一のアプリを動かすこ

主導メディア＝CGM（Consumer Generated Media）、

とが可能となる仕様（統一規格）のことであり、ここで

さらには Google 以外の検索エンジン等も表内に加えて

注目すべきは、外部の開発者（特に個人）でも Facebook

検討してみたが、今後を予測する上で、引き続き、社会

や mixi などのプラットフォーム上に自由に

変容を起こし続けるような、特別視すべきテクノロジー

を展開することが可能となったことである。ソーシャル

は見受けられなかったため、表から割愛した。その結

メディアの特性を活かし、例えば mixi アプリで最大の

果、以下 2 つが

ヒットアプリでもある「サンシャイン牧場」はわずか 5

WEB サービスを次フェーズへ導く

アプリ

現時点で注目すべき領域として残ったため以下で考察し

カ月で約450万人がアクセスしている多人数同時参加型

ていく。

ゲームとなった。他にも知人と情報共有できるツールな
ど が 多 数 登 場、2009年 は 日 本 で も ア プ リ 元 年 と な り

① 「API（Application Programming Interface）
」
API とは外部のアプリケーション（ソフトやウェブ

ユーザー（属性の）ポータビリティ

も一気に加速し

始めている。

サービスを含む）から、サイトに格納された任意の情報
やコンテンツを簡単に利用できるように規格化された仕

また、これらの領域の発展を契機として、コンテンツ

様を指す。例えば、Google Map の API を活用し、地図

制作者サイドには

シングルソース・マルチユース

と

情報上に口コミ情報等様々なデータを付加したサービス

いう考え方も広まっているといえる。例えばサイト上で

などは既に浸透しており、ユーザーにとっても一度によ

展開された「美人時計（http://www.bijint.com/）」とい

り多くの情報が得られるため利便性も高い。また、制作

うアプリケーションは、mixi アプリ、Yahoo! ウィジェッ

者サイドでもゼロからアプリケーション（※以下、アプ

ト、iPhone アプリ、Mac ウィジェット、Google ガジェッ

リと表記）やサービスを開発する必要がなくなり、作業

トなどへと同一コンテンツが幅広く転用されている。こ

効率も格段に向上、さらに、新しいサービスやコンテン

れにより「コンテンツはサイトに格納すればよい」とい
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う既成概念も崩壊し始めたといえる。

SNS を開設することができ、さらにアプリも作れてし

さらに、世界規模でソーシャルメディアの多くがこの

まう画期的なサービスである。前述の Open Social にも

仕様に準拠し始めているため、
「自社プラットフォーム

準拠しているため、既に参加者が50万人以上に膨れ上

内にユーザーを囲い込み続け収益を上げる」という従来

がっている SNS も登録されている。実社会の生活を豊

モデルにも陰りが見え始め、今後、大きな地殻変動が起

かにしてくれる健全なネットワークとして機能している

こると思われる。今後は、異なるプラットフォーム間で

場合はアクティブユーザー率も非常に高いことから、今

オープンコネクト

が可能となり、前述のアプリなど

は新たなデリバリー経路が次々と創出されるため、今

後も特定分野に絞られた SNS は継続発展していくと思
われる。

後、ますます活用用途が広がっていくであろう。
③ オープンなソーシャルプラットフォーム

5 ．時代は グローバル ＆ グローカル へ

Facebook は既に世界で 3 億 5 千万人が利用している
世界最大のソーシャルプラットフォームである。日本か

の波は局地的な出来事で

らの参加者も年々増え、現状では140万人となってい

はない。言語の壁を武器にデジタル鎖国を続けていた日

る。自動言語翻訳機能の向上等により、言語の壁が崩

本も、いよいよ世界規模で起こっているソーシャルプ

れ、実名登録カルチャーが浸透した際はアクセスが一気

ラットフォーム再編に組み込まれ始めたことを明示して

に急増する可能性もある。

前章で述べた

オープン化

いる。事実、前述した mixi アプリ「サンシャイン牧
場」をリリースしたのは中国の企業であり、彼らは
Facebook プラットフォームにもサービスを展開してい

④ バーチャルなプラットフォーム
この領域は「Massively Multiplayer Online Role-Playing

る。一方、
「美人時計」は日本の企業が韓国やフランス

Game」と呼ばれる

の iPhone プラットフォームでアプリとしてリリースし

ム

多人数同時参加型オンラインゲー

が以前から牽引していた。また、表 1 にも登場した

ている。これらの事例から今後を推測すると、以下のよ

「Second Life」もここに区分できる。バーチャル空間で

うな新たなコミュニケーション領域が発展していくと想

任意のキャラクターや別人格となって遊ぶことが目的と

定される。

なっているため、参加する人は限定的ではあるが、これ
もソーシャルなプラットフォームとして機能、発展して

① ソーシャルアプリを活用したコミュニケーション

いくだろう。

前述のアプリをベースとして、異なるプラットフォー
ムからアクセスしてもアプリが同一タイプであれば、お

6 ．2020年のメディア・ランドスケープ

互いにアプリ上でコミュニケーションができるソーシャ
ルアプリが台頭してくるだろう。これは、言い換えれ

ここで、今まで論じてきた内容をユーザー視点から組

ば、 異なるプラットフォーム間をアプリで繋ぐことが

み立てた2020年のコミュニケーション・メディアのラン

可能

ドスケープを図式化して提示してみる。（図 1 参照）

となるため、世界中から、かつてない規模のリー

チをリアルタイムで獲得できる新たなチャンスを秘めて
いる。

ユーザーはその時々の

モード

によってデバイスを

使い分けながら常時オンライン状態となり、そのアクセ
ス先は最適化されたゲートウェイとなる。ここから、目

② グローカルなソーシャルプラットフォーム

的に応じて、高度化した検索を活用、または、受動的に

グローカル＝グローバル規模で展開が可能だが、ある

レコメンドされた情報やコンテンツを閲覧する。テレビ

特定の志向や文化背景、趣味軸等で形成された集団、と

や映画、音楽、書籍などもタギングされたデータであれ

も言えるが、これは mixi 内にある既存の「コミュニ

ばここから視聴できる（著作権や権利処理方法は別途ク

ティ」等のことではない。このプラットフォームの代表

リアしなければならないが）
。さらに、任意のアプリや

例として、ビジネスに関連する情報に特化し、世界中か

ソーシャルコネクトを起動させ、オンラインサービスを

ら3800万人が実名で参加しているソーシャルネットワー

利用したり、ソーシャルなコミュニケーション活動を幅

キ ン グ サ ー ビ ス（ ※ 以 下、SNS と 表 記 ）
「Linkedin

広くおこなう。現時点から地に足をつけて推測可能な10

（http://www.linkedin.com/）
」等が挙げられる。さらに、

年後のメディアのランドスケープである。

注目すべきサービスとして、2007年に米国でネットブラ
ウザーとして一時代を築いた Netscape Navigator の生

7 ．最後に

みの親 Marc Andreessen 氏が創業した「Ning（http://
www.ning.com/）
」がある。これは、誰もが無料で難し

このようなメディア変容は全ての生活者におこる訳で

いプログラミング技術を必要とせず、簡単に自分の

はなく、デジタルデバイドはますます深刻化するであろ
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《図 1 ：2020年のメディア・ランドスケープ》
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う。また、デジタル化＝コピーカルチャーの蔓延にも対
応が迫られるだろう。しかし、メディアはその時代に合

「広告コミュニケーションが、これからのメディア発
展を牽引する役目を担うべきであろう」と。

わせて生き物のように変化し続けるものであり、合わせ
てパラダイムも必ずシフトする。そんな時、我々、広告
人はただ指を咥えて静観しているだけよいのだろうか？
米国の科学者であり「パソコンの父」と呼ばれるアラ
ン・ケイは『未来を予測する最良の方法は、それを発明
してしまうことだ』と言った。
そして、私も本論文を書き終わるにあたり、こう思った。

52

参考文献
・マーシャル・マクルーハン 「The Medium is the Massage」
1967
・ニコラス・ネグロポンテ 「being digital」1995
・野村総合研究所著 「IT ロードマップ2010版」2009

コンテンツ視点で考察＆妄想する10年後のビジネスモデル
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コンテンツ視点で考察＆妄想する10年後のビジネスモデル
株式会社 博報堂 DY インターソリューションズ
メディア・コンテンツ事業グループ GM

長岡

広晃

要旨
メディア（Media）とは、人と人が情報やコンテンツを伝達（コミュニケーション）するために
必ず経由しなければいけないもの。
伝えたい／伝えるべき情報やコンテンツが存在しなければ、メディアの存在理由はそもそもない。
「デジタル技術の進化」
「通信インフラの進化」「機器としてのメディアの進化」によって、パラ
ダイムシフトが起こった。メディア領域とコンテンツ領域における「常識」や「価値観」は、劇的
に変化した。今後も、
「デジタル技術、通信インフラ、機器としてのメディア」は確実に進化を続
けていく。しかし、10年後のメディア環境を考察する上で、この 3 つは決して主役（肝）ではな
い、と私は考えている。
繰り返しとなるが、
「情報やコンテンツが存在しなければ、メディアの存在理由はそもそもない。
」
つまり、10年後のメディア環境を考察する上での主役はコンテンツである。
10年後のコンテンツメーカー＆プロバイダの中心は、現在の民放テレビ局と新聞社となり、両者
のアライアンス関係は強化される、あるいは「コンテンツコングロマリット化」が進み、 3 社程度
に集約されている。
アメリカの「Hulu」を参考に、日本に登場したオンラインテレビ動画サイト「J‑Hulu」によっ
て、10年後、コンテンツメーカー、企業（広告主）
、広告代理店、そして生活者の、 4 者間の win‑
win 関係が成立している。
今後10年の間に、マスコンテンツ領域とコミュニケーションコンテンツ領域の融合が進む。これ
までには存在しなかった新しいコンテンツ領域が開拓され、新たなビジネス領域となっていること
だろう。

『伝えたい／伝えるべき情報やコンテンツが存在しな

1 ．はじめに
この論文テーマが「10年後のメディア環境がどうなる
のか？」ということで、まずは「メディアってそもそも

ければ、メディアの存在理由はそもそもない。』
この定義をベースにしつつ、自由な妄想を進めていき
たいと思います。

何？」について、私なりに定義づけをしておきます。
『メディアとは、人と人が情報やコンテンツを伝達

2 ．メディア環境の劇的な進化は実はここ 5
〜 6 年の話

（コミュニケーション）するために、必ず経由しなけれ
ばいけないもの。
』

自己紹介をかねて、まずはこれまでのメディア環境を
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時間・場所の制約無く。

軽く振り返ってみたいと思います。
□

私は1968年生まれ、今年42歳、20年前（1990年）は大

企業も、個人も、誰でも情報やコンテンツを発信で

学生でした。当時のメディア環境は、 4 大メディア（テ

きるようになりました。特定の相手に対してだけで

レビ、新聞、雑誌、ラジオ）全盛時代、100％アナログ

なく、不特定多数に対しても。
□

時代でした。
パソコン、ケータイ電話、インターネット、メール…

集したりできるようになりました。VHS テープの

今では当たり前に存在するものばかりですが、当時は見
学生が、手書きで卒業論文を書いていました。そんな

時代と違って、クオリティが劣化すること無く。
□

たことも聞いたこともありませんでした。ほとんどの大

誰でも簡単に情報やコンテンツをコピーしたり、編

情報を格納する「場」も、情報が流通する「場」も
ほぼ無限に広がりました。

中、私は当時最新のワードプロセッサ（通称ワープロ）、
NEC の「文豪」で卒論を書いており、ひそかに「オレっ
てイケてる！」と思っていました。
余談はさておき、ケータイ電話を持ち始めたのは1993
年頃、ラップトップ PC を初購入したのが1990年代後

かつて 4 大メディアが独占してきた領域は、完全な
オープン状態になりつつあります。 4 大メディアは、生
活者と企業（広告主）の両方に対して優位性を失い、衰
退が進んでいます。

半、日常的にメールのやり取りを始めたのが2000年頃
だったように記憶しています。
そう考えると、
「デジタル技術」や「ブロードバンド

4 ．10年後のデバイスとしてのメディアはど
うなっているのか？…妄想する

などの通信インフラ」がこれほど進化して、今のように
サクサクいろんな情報やコンテンツをやりとりできる環
境になったのは、せいぜいここ 5 〜 6 年ぐらいのことだ
と思います。

今後10年も、
「デジタル技術」
「通信環境」
「メディア
機器」は確実に進化を続けます。
10年後には、Wi‑ﬁ だか、Wi‑Max だか、世の中の標
準が何になっているかは分かりませんが、とにかくあら

3 ．確実にパラダイムシフトです

ゆる場所に無線ブロードバンドの基地が設置されてい
て、どんな情報やコンテンツ（映画も、テレビ番組も、

いろんな人が「パラダイムシフト」というキーワード

新聞記事も、ラジオ番組も、雑誌記事も）でも、サクサ

を使って表現しているように、特にここ 5 〜 6 年の「デ

ク通信することができるインフラ環境が整っています。

ジタル技術の進化」
「通信環境の進化」
「メディア機器の

テレビ番組はテレビ受信機で、新聞記事は新聞紙面で

進化」によって、メディア領域とコンテンツ領域の両方

といったように、専用メディアを経由して情報やコンテ

における「常識」や「価値観」は劇的に変化しました。

ンツを消費することは、10年後にはきっとありません。

かつて、私たち生活者は、 4 大メディアのどれかを経

すでに言われている「テレビでインターネットが見られ

由しないと欲しい情報やコンテンツを入手することがで

る時代になる」とか、
「すべての電化製品がメディア化

きませんでした。企業（広告主）も、 4 大メディアを経

する時代になる」とか言われているように、現在はまだ

由しないと生活者にメッセージを届けることができませ

細分化されているメディア機器の境界が、10年後には無

んでした。加えて、 4 大メディアはコンテンツメーカー

くなってくるということです。

の役割も担っていました。情報を収集するのも、収集し

情報やコンテンツはすべてデジタル化されているの

た情報を編集してコンテンツ制作するのも、情報やコン

で、デジタル情報を受信できて映像として表示できるモ

テンツを世に出すタイミングを決める編成権も、すべて

ニタとコントロール機能（リモコンやキーボードなど）

の役割と権限が 4 大メディアに集中していました。情報

があれば、PC やケータイはもちろん、冷蔵庫も、洗濯

／コンテンツ領域において、 4 大メディアは確実に独占

機も、掃除機も…何だってメディアです。

状態だったわけです。

10年後、人々は今のメディア（テレビ、新聞、ラジ

ところが、状況が変わりました。まずは、メールや

オ、雑誌、WEB、モバイルなど）を全く違う名前で呼

ケータイ電話などコミュニケーション手段の進化によっ

んでいます。例えば、
「Apple‑m‑32‑15（Apple 社製の、

て、生活者のコミュニケーションは多様化し、またコ

movable＝持ち運び可能な、モニタサイズ32インチで、

ミュニケーションに費やされる時間も増えました。
加えて、先述のパラダイムシフトによってメディア領
域とコンテンツ領域の状況が一変しました。

キーボードサイズが15の製品）」みたいに。メディア
（情報を伝達するための機器）の基本機能はどれも同じ
で、違うのはスペック（モニタサイズ、キーボードサイ
ズ、処理速度、メモリなどなど）だけになっています。

□
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もちろん部品だって進化しています。とても軽くて柔

スして情報を入手できるようになりました。距離・

らかい素材です。小さく折りたたんで、ポケットに入れ

コンテンツ視点で考察＆妄想する10年後のビジネスモデル

て、どこにでも持ち運ぶことができます。モニタをカ

『メディアとは、人と人が情報やコンテンツを伝達

チャカチャッと広げると、最大40インチまで大きくなり

（コミュニケーション）するために、必ず経由しなけれ

ます。もちろんシチュエーション（使う場所の広さ）に
応じて自由にモニタサイズを調整できます。
電子レンジや冷蔵庫…いろんな電化製品に装着するこ

ばいけないもの。』
『伝えたい／伝えるべき情報やコンテンツが存在しな
ければ、メディアの存在理由はそもそもない。』

とができます。そして、装着先の機器に蓄積されている

10年後のメディア環境を考察する上で、やはり肝（主

データや情報を引っ張り出して、表示させたりすること

役）となるのはコンテンツだと思います。なので、コン

もできます。

テンツの現状をしっかり認識し、課題を抽出し、そして

妄想はつきませんが、これらはすべて電子機器として

10年後のメディア環境を妄想していきたいと思います。

のメディアの話なので、10年後のメディア環境を考察す
る上での肝ではなさそうです。

6 ．1 ．まずは現状分析から
50年以上にわたって、世の中にコンテンツを提供し続

5 ．生活者のニーズはどうなっているのか？
…妄想する

けてきたのが 4 大メディアでした。ところが、コミュニ
ケーション手段の多様化とメディア・コンテンツ領域に
おけるパラダイムシフトによって、その 4 大メディアが

情報やコンテンツというのは、10年後も私たちの生活
と密接に関係しているはずです。
10年後、私たちの生活に何か大きな変化が起こってい
るのでしょうか？

衰退を始めています。
果たしてこのまま衰退を続けていくのでしょうか？
ひょっとするとこの世から消滅してしまうのでしょう
か？

まずは日常生活。
朝起きて、顔洗って、朝食食って、パパは会社で、子

企業も、個人も…みんなが情報発信できるようになっ

供は学校、ママは掃除・洗濯をして、買い物をして、料

たことによって、世の中の情報量は確実に増えました。

理して、みんなで夕食食べて、風呂入って、テレビ見

しかし、もう一歩踏み込んで見てみると、大幅に増えた

て、寝る。10年後も、基本的な日常の生活パターンはお

のはニッチ領域の情報量だけで、マス領域の情報量はそ

そらく変わっていないと思います。

れほど増えていません。

次にライフサイクル。

ニッチ領域の情報量が増えたことが原因で一番大きな

生まれて、歩き始めて、幼稚園行って、小学校行っ

インパクトを受けているのが、ファッション領域、自動

て、中学行って、高校行って、受験して、大学行って、

車領域、釣り領域など…ニッチ領域の情報やコンテンツ

就職して、結婚して、子供ができて、子育てして、リタ

を売り物にして商売を行ってきた雑誌ではないでしょう

イアして、人生を終える…。10年後もそれほど変わるこ

か。

とはないでしょう。
では、情報やコンテンツに対するニーズはどうでしょ

アナログ時代には、情報収集も、編集も、コンテンツ
化（雑誌化）も、発信も、全てのプロセスを雑誌が独占
していました。ニッチ領域の情報やコンテンツを手に入

う？
瓦版の時代からニュース（政治、経済、社会、事件）

れたい生活者は、雑誌を買う以外方法がありませんでし

や天気など、日常生活に関わる情報は必要不可欠でし

た。ニッチ領域のターゲットに対して、自社の商品・

た。エンタテイメント系の情報に対するニーズだって、

サービスをプロモーション活動したい企業は、雑誌に出

どの時代にも存在してきました。

稿する以外ターゲットにリーチする方法がありませんで

日常生活の中味も、ライフサイクルもこれまでそれほ

した。

ど大きくは変わっていません。情報やコンテンツのニー

ところが、ニッチ領域の商品・サービスを提供してい

ズについても、昔からそれほど大きくは変わっていませ

る企業（広告主）も、その領域を趣味にしている個人も

ん。10年後も、それほど変わらないだろうと推測するの

自由に情報発信できるようになりました。企業は、自社

が妥当ではないでしょうか。

商品・サービスのプロモーションのために、個人の目的

よって、情報やコンテンツに対する生活者のニーズに

は自己主張（自慢）のため、あるいは同じ趣味を持つ人

ついても、10年後のメディア環境を考察する上での肝で

たちとのコミュニケーションのためにどんどん情報発信

はないと思います。

するようになりました。
企業や個人が発信した情報に、誰でもアクセスできる

6 ．肝はコンテンツ！

ようになりました。インターネット上には、様々な分野
の情報やコンテンツが溢れ返っていて、今では、どんな

ということで、冒頭の定義に戻りますが

ニッチな領域の情報やコンテンツも入手できます。しか
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も無料です。雑誌を買う理由がどんどん無くなってきて

ていませんが、マス領域のコンテンツに生活者がアクセ

います。

スして消費する手段は確実に増えています。生活者が、

一方、マス領域のコンテンツとは、世の中の多くの人
が関心を持っている情報やコンテンツのことです。さら

メールなどコミュニケーションに費やす時間も増えてい
ます。

に詳しく言うと、政治・経済・社会・スポーツ・天気・

かつて、テレビのお笑い番組でしか見ることのできな

芸能などの情報系コンテンツと、映画・ドラマ・バラエ

かったコントのコンテンツは、YouTube を探せば見る

ティ番組などのエンタメ系コンテンツです。

ことができるし（もちろん違法ですが）、新聞記事や

基本的に、企業の商品やサービスとマス領域の情報／
コンテンツとは関連性がほとんどありません。マス領域

ニュース番組でしかチェックできなかった最新ニュース
は、Yahoo や Google で見ることができるし…。

の情報／コンテンツを発信しても企業には何のメリット

本来であれば、コンサートのチケットをちゃんと買っ

もないので、企業がこの領域の情報・コンテンツを発信

て、コンサート会場に足を運んで、コンサートというコ

することはありません。

ンテンツを消費しなければいけないのに、コンサート会

一方個人の場合、確かにマス領域の情報／コンテンツ

場の天井が丸開きになっていて、そこら辺のマンション

に興味を持っている人はたくさんいます。しかし、個人

のベランダなどから、たくさんの人が無料でそのコン

では、政界、経済界、芸能界などにアクセスして、情報

サートが見られるようになっているようなものです。

を収集してくることができないので、個人がマス領域の
情報／コンテンツを発信することはできません。

テレビ局や新聞社は、間違いなく本来取れるはずのお
金を取りっぱぐれています。

といった理由で、マス領域におけるコンテンツメー

世の中に出回る情報量も、全体として確実に増えてい

カー＆コンテンツプロバイダとしてのテレビ局や新聞社

ます。ひょっとしたら、今後もさらに増え続けていくで

のポジションが、他のプレイヤーによって奪われてしま

しょう。テレビ局や新聞社が、たとえクオリティの高い

うようなことはこの先もないでしょう。

コンテンツを供給し続けたとしても、溢れる情報の中に

加えて、マス領域のコンテンツについては今後も間違

埋もれてしまいます。

いなく大きなニーズが継続し、10年後もこれまで通り

昔から、テレビ番組も新聞記事も、生活者がアクセス

ビッグビジネスとして成立し続けているのではないで

できる機会、消費できる機会は基本的に 1 回限り。しか

しょうか。そして、10年後もコンテンツメーカー＆コン

も時間指定のピンポイントです。そこを逃すとコンテン

テンツプロバイダとして No．
1のポジションを担ってい

ツはお蔵入り。さすがにこれではもったいな過ぎるので

るのが、テレビ局と新聞社ではないか、と私は考えてい

はないでしょうか。みなさんに美味しく食べてもらえる

ます。

部分が、まだたっぷり残っている商品を自らゴミ箱に捨
てるようなものです。
ワンコンテンツマルチユースについては昔から言われ
ていますが、まだまだ本気で着手されているとは思えま
せん。まだまだ改善の余地も開拓の余地もたくさんある
のではないでしょうか。
これらの課題を解決して、10年先の明るいマス領域の
コンテンツの未来予想図を描くために、私が考える重要
なポイントは 2 つ…「ワンコンテンツマルチユース」
「コミュニケーションコンテンツ領域の開拓」です。
6 ．3 ．ワンコンテンツマルチユースと収益モデル
ワンコンテンツマルチユース。言わずもがな、一つの
コンテンツを 2 次利用、 3 次利用と、何度も何度も、価
情報発信するプレイヤーたち

値がゼロになるまで繰り返し活用することによって収益
を上げるための戦術です。ケーブルテレビや衛星放送が
普及し、常に100チャンネル以上が視聴可能なインフラ

6 ．2 ．課題

が整っているアメリカのテレビ業界ではとっくの昔から

とはいうものの、テレビ局と新聞社が、全く課題も何

行われてきた手法ですが、日本のテレビ局はほとんど注

もなく、この先10年ずっと安泰というわけではないで

力してきませんでした。そんな努力をしなくても十分に

しょう。

儲かっていたというのが最大の理由ですが、それにして

先述のように、マス領域のコンテンツはそれほど増え
56

も日本のテレビ局と広告代理店が、これまでどれほど多

コンテンツ視点で考察＆妄想する10年後のビジネスモデル

くの収益機会を逃してきたかと思うと…本当にため息が

こちらも視聴料金は無料。他にも、視聴者自身が見たい

出てしまいます。

CM のジャンルを選べるメニュー（例えば、
「もうすぐ

ちょっと、先日の私自身のエピソードをご紹介しま

車を買い替えたい」と思っている人は自動車の CM 中

す。2009年大晦日に OA された「ダウンタウンのガキ

心）とか、インターネットでの行動履歴と連動したレコ

の使いやあらへんで‼」の大みそかスペシャル「絶対に

メンデーション CM 中心のメニュー、企業（広告主）

笑ってはいけないホテルマン24時」
。ちゃんと録画予約

のアンケートに答えるメニュー…などなど。

していたのですが、DVD レコーダーのハードディスク

「J‑Hulu」の登場によって、視聴者、コンテンツメー

が満杯で録れていませんでした。どうしても見たかった

カ ー で あ る テ レ ビ 局、 広 告 主、 広 告 代 理 店 の 4 者 の

ので、何人か友人に声をかけてみました。幸いすぐに見

WIN‑WIN‑WIN‑WIN 関係を構築することができます。

つかって、録画 DVD を貸してもらって見ることができ

視聴者は、好きなコンテンツを、好きな時間に、好き

ました。もちろん、CM はスキップしましたが。

な値段で視聴することができるようになりました。コン

私の場合は、たまたますぐに見つかりましたが、おそ

テンツメーカーは、すべての番組で10年前よりも合計視

らく私と同じような行動をして、見つからなかった人も

聴者数が増えました。しかも、ヒット作品を作ると莫大

相当多いのではないでしょうか？

な収益を上げることができるようになりました。コンテ

生放送の視聴率は確か15%強ぐらいだったと思います

ンツメーカー側が、広告モデル＋課金モデルによって十

が、ポテンシャル視聴者はその倍あるいは 3 倍いたとて

分に収益を上げることができるようになったおかげで、

も不思議ではありません。録画 DVD を貸してくれる人

企業の出稿費は10年前より安くなっています。にもかか

を見つけられなかった人のほとんどは、おそらくあきら

わらず、コンテンツメーカーであるテレビ局の収益も、

めてしまったでしょう。そして二度と見ることはないで

広告代理店の収益も10年前の約 5 倍になっています。

しょう。
仮に、生放送で見た視聴者以外にあと15%（約600万
人）のポテンシャル視聴者がいたとして、その半分があ
きらめてしまったとするならば…。何という機会損失で
しょう。

6 ．4 ．コミュニケーションコンテンツ領域との融合モ
デルを開拓しましょう
コンテンツは大きく 3 つの領域に分類されます。
「情
報系コンテンツ」
「エンタメ系コンテンツ」
「コミュニ

そういった視聴者に対する受け皿がしっかり用意され

ケーション系コンテンツ」。「情報系」「エンタメ系」

ていて、収益スキームが整っていれば…。やっぱり、た

は、アナログ時代からあった領域。
「コミュニケーショ

め息が出てしまいます。

ン系」だけが、デジタル時代に新たに誕生した領域で、

突然ですが、少し妄想に入ります。

いわゆるソーシャルメディア領域です。

2011年の地デジ化のタイミングに合わせて、民放テレ

ブログや SNS サイトやツイッターなどを活用して、

ビ局の共同出資でアメリカの「Hulu（2007年、NBC、

個人がガンガン発言するようになりました。こんな状況

Fox、ABC など大手テレビ局や映画会社が提携してス

の中で、バズを集約してメディア化したり、料理好きな

タートした無料のオンラインテレビ）」と同様のオンラ

人々のレシピを集めてメディア化したり、いろいろな人

インテレビ・サイト「J‑Hulu」が立ち上がります。

がニッチを束ねるという手法で新たなビジネスチャンス

もちろん、見たかった番組を見逃してしまった視聴者
向けのサービスです。初回の放送の時と同じ尺（基本総

の開拓がすでに行われています。成功事例もたくさん出
てきています。

尺の15%）の CM 付きであれば、無料で視聴することが

なので、私はこれとは真逆の発想で妄想していきたい

できます。初回放送時と CM 内容は違っていて、新た

と思います。ちなみに、どうして逆のアプローチをする

な企業（広告主）によるスポンサードです。企業（広告

のかというと、ブログやコミュニティサイトなど、ネッ

主）が出稿する際の料金システムはとても明確です。視

トの中だけで流行しているように見える事象も、実はテ

聴者数はすべてカウント可能になっているので、広告料

レビ（マス）コンテンツがきっかけだったりするケース

金はすべて結果次第、つまり「視聴者数×固定単価」で

が非常に多いからです。

算出されます。

まずは、テレビ局や新聞社が制作したマス向けのハイ

ユーザー向けにも、様々な選択肢が用意されていま

クオリティなコンテンツを一般生活者に開放する場を設

す。総尺に占める CM の割合が10%のコース、 5 %の

けます。そこで開放されたコンテンツを使って、企業も

コース、広告無しのコース。視聴料金はそれぞれ100

生活者も自由に遊ぶことができます。コメントの書き込

円、200円、300円といったふうに。

み、編集、アテレコ…何でも OK です。

また、本編の画面周辺にローテーションバナーが常に

期待できる拡がりとして、まずはオリジナルコンテン

入るコースもあります。画面が少し小さくなりますが、

ツのプロモーション。ソーシャルコミュニケーションの

CM ブレイクが無いので総視聴時間が短くて済みます。

場に、コンテンツが登場することによって、生活者がコ
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ンテンツの存在を知る機会が増えること、コンテンツを
使って自由に遊べるということでコミュニケーションを
さらに楽しくする起爆剤になること、そして口コミ効果

人的には考えています。
いずれにしても、非常に大きな可能性を秘めた領域で
はないでしょうか。

です。

7 ．最後に

また、新たなコンテンツが生まれること。たくさんの
人が、コンテンツを使って様々な遊びをする中で、 1／
10000の確率でもいいから、想像を遥かに超えるような
新しい付加価値が生まれるかもしれないという期待で

私は今広告屋に所属していますが、実際広告屋も岐路
に立たされています。

す。ここで新たに生まれた派生コンテンツを、プロのコ

そんな中、先に述べた「マスコンテンツ領域における

ンテンツメーカーの手によって、ふたたびマーケットに

ワンコンテンツマルチユース」、「コミュニケーション系

戻すことによって新たな収益機会を生み出せるかもしれ

コンテンツとマスコンテンツの融合」の領域に積極的に

ないという期待です。いわば、コンテンツのリサイクル

関わり、この 2 つの領域において新たな価値を創造する

です。

ことこそが、10年後の成功につながるのではないかと考

ここでは、雑誌記者や編集者、ラジオ番組の制作者な

えています。

ど、プロの制作者と企業がコラボして企業のプロモー

これらの領域は、先述の「デジタル技術の進化」
「通

ションをよりエンタテイメントなものにするためのコン

信環境の進化」
「メディア機器の進化」に大いに関わっ

テンツにアレンジするようなスキームが生まれているか

ています。i 領域に関する理解なしに、これらの領域を

もしれません。

開拓を実現することはできません。私自身にとっても

ひょっとしたら、埋もれている個人の天才クリエイ

「これが私の生きる道！」だと思います。そして、これ

ターや天才演者を、テレビ局や新聞社が発掘するための

から10年、積極的に道を切り開いていきたいと考えてい

場になるかもしれません。ちなみに、Twitter はこの視

ます。

点において、ものすごい可能性があるのではないかと個
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クラウドネイティブが次代を築く日

入

賞

クラウドネイティブが次代を築く日
株式会社 エヌケービー

寺本

クロスメディア営業部

伸司

要旨
2020年、私たちは月や宇宙に移り住むより先に、雲に移り住む時代にいるかもしれない。
米マイクロソフトの CEO であるスティーブ・バルマーは、2007年にこう言った。
「10年後には、（中略）すべてがコンピューター・クラウドに移行する」（※）
クラウド・コンピューティングやクラウド・ソーシングなどのように、「クラウド」はここ最近
の IT 業界のバズワードであり、一時期はまるで台風のように業界を騒がし、様々な人が様々なこ
とを語り、様々な可能性が示唆されてきた。
しかしそこで語られてきた内容とは、主にビジネス分野（B2B）におけるソリューションであ
り、一般に生活する人々（生活者）にとっては親近感が持てず、中には全くリアリティが感じられ
ない人もいたのではないだろうか？
だがクラウドが B2B のインフラだからといって、生活者に何の影響も与えないかと言えば、そ
うではない。
ここでは、クラウドの進化／深化の先にある生活者へのインパクトと、広告のコミュニケーショ
ンの変化、そしてクラウドネイティブという新しい種の誕生を議論することで、これまでとは違っ
た視点でクラウドを探ることを目的としている。
そしてこの議論から、最近元気のないメディア業界においても、少しでも希望が見え、勇気を持
てればと考えている。
勇気とは恐怖心に抵抗することである。
マーク・トウェイン（アメリカ作家）
※ http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071108/286733/

くてはならない存在となっている。

生活者へのインパクト〜電化製品のネット
ワーク化が、クラウド・マーケティングとク
ラウド・ターゲティングシステムを作る

では、もしその電化製品すべてが、オンラインによっ
て繋がったとしたらどうなるだろうか？
現在、パソコンはもちろんのこと、テレビやビデオな
ど、ネットに接続することが可能な電化製品は増えてい

私たちは普段生活する上で、様々な電化製品を利用し
ている。例えば冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機といった生

る。しかし今後、それ以外の生活家電・個電がオンライ
ンによって繋がっていく可能性は十分に考えられる。

活家電から、テレビやビデオなどのデジタル家電、また

なぜかと言えば、家電や個電と言った電化製品がオン

は個電と、様々だ。私たちはそれらの電化製品を使用す

ラインによって繋がれば、消費者の行動をデータベース

ることで生活が成り立ち、私たちにとって電化製品はな

化し、それが重要なマーケティング・ツール、もしくは
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マーケティング・インフラとして機能しうるからだ。

配信を行うシステムのことだ。

方法としては、まずオンライン可能な電化製品一つひ

この行動ターゲティングの仕組みが、ネットワーク化

とつに、ID を振り分けることが考えられる。そこでも

された家電や個電のデータベースと結びつけばどうなる

し、振り分けられた電化製品の ID と電化製品を使う個

だろうか？

人や家族のデータが結びつき、管理を行うことができれ

テレビやビデオに関しては、過去の視聴履歴や録画履

ば、それを利用する人々の行動をデータベース化し、行

歴から趣味趣向を割り出し、その趣味趣向にセグメント

動傾向を完全に把握することができる。

した広告配信は技術的に可能だという。なら、その技術

例えばテレビやビデオの場合、毎日どのような番組を

を他の電化製品に応用することも可能だろう。電子レン

視聴したり録画したりしているのか、電子レンジであれ

ジの場合なら、もし小型のディスプレイを電子レンジ本

ば、毎日の調理ボタンの操作から、日々何を加熱し、何

体に設置し、そこに流行のレシピや自社の新商品の広告

を調理しているのか、そういった行動履歴をデータベー

を配信することができれば、それはそのまま自社の広告

ス化する。そうすれば、テレビやビデオ、または電子レ

媒体になりうる。そしてそれが巨大なネットワークを構

ンジを使っている個人や家族の行動履歴から嗜好が見え

築することができれば、インターネットの自社サイトに

てくる。そしてその製品を使っている個人や家族だけで

次ぐオウンドメディアになりうるかもしれない。だが、

なく、その製品を使う人々全体をネットワークしていけ

考えられるのはそれだけではない。

ば、マスレベルでトレンドを把握することも可能だろう。

自社製品をネットワークしたクラウド・マーケティン

このシステムが完成すれば、メーカーは、日々更新さ

グのデータベースを他社媒体、例えばネットのバナー広

れる家電や個電のデータベースを元にトレンドを割り出

告（ペイドメディア）を始め、SNS などのソーシャル

し、商品開発をすることも可能だ。場合によっては、割

メディア（アーンドメディア）と結びつけば、行動ター

り出されたトレンドに即時対応ができるよう、ソフトの

ゲティング広告の領域が拡張され、より生活者の深くに

アップデートを行い、すぐに配信することもできるだろ

入り込めるクロスメディアの展開も期待できるかもしれ

う。

ない。

テレビやビデオの場合、過去の視聴や録画履歴からそ
の人の好きなジャンルを割り出し、自動的に視聴予約や
録画予約ができるシステムは既にできているが、電子レ
ンジの場合を考えると、こうなる。例えば主婦の間で

広告表現のクラウド化〜ビッグアイデアから
スモールアイデア・ポートフォリオへのキャン
ペーン・デザインの変化

ソースグラタンを電子レンジのオーブン機能を使って調
理することがトレンドになっているとする。するとメー

ここまでは、クラウドがもたらすインパクトとして、

カーはリアルタイムでそれをマーケティングに反映さ

行動ターゲティングの拡張と、それに伴うクラウド・

せ、商品開発を行ったり、ソースグラタンをより快適に

マーケティングの確立、さらにそれらが結びついた高度

調理できるよう、ソフトのアップデートを自動的に配信

なクロスメディアの可能性について述べてきた。

するというわけだ。

だが、これだけではまさに雲のように、クラウドのイ

今後、マーケティングソースをネットワーク化された
家電や個電に移行してしまい、自動的にマーケティング

ンパクトが生活者に実態的な感覚をもたらすかどうかは
不安だ。

情報を更新し、さらに自動的に最新のマーケティング

なので、ここではクラウドがもたらす生活者へのイン

データが商品に反映されていけば、メーカーのマーケ

パクトを、より実態的で身近なものを題材に説明してい

ティングコストは大幅に削減できるかもしれない。そし

こうと思う。そしてその実態的で身近な題材というの

てその新しいマーケティング技術を、まさに「クラウ

が、広告表現のクラウド化だ。

ド・マーケティング」と呼ぶ日も来るかもしれない。
しかし、インパクトはそれに留まらない。ここまでは
あくまで企業側のインパクトであって、生活者へのイン
パクトは他にある。
では、生活者へのインパクトとは何か？

突然だが、皆さんは「みんなのクリエイティブエージェ
ンシー C‑team」
（以下 C‑team）をご存知だろうか？
C‑team とは、リクルートが運営する、多人数参加型
のクリエイティブ・アウトソーシングのことだ。つまり

それはクラ

クライアントの広告案件をクラウド・ソーシングによっ

ウド・マーケティングを利用した、行動ターゲティング

て様々な種類のクリエイティブをみんな（一般の生活

広告だ。

者）で制作し、その中から最も効果の高いクリエイティ

行動ターゲティング広告とは、現在のネット広告にお
いて既に確立されたシステムであり、ネット（インター

ブを使用することで広告を最適化し、広告効果を劇的に
上げるサービスのことを言う。

ネットブラウザ）を利用したユーザーの閲覧ページや検

具体的には、クラウド・ソーシングによってインター

索キーワード履歴から趣味・趣向をセグメントし、広告

ネットに掲出されるバナーをローコストで作成し、その
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まらないだろう。広告表現のクラウド化が進めば、従来
の広告構造にも大きな変化をもたらす可能性もある。
どういうことか？
それはビッグアイデアからスモールアイデアへの転換
が図られ、いつしかそれが広告のメインストリームと
なっていくということだ。
通常、広告とは商品のコンセプトを中心に、キャン
ペーンを通じてコアとなるメッセージを一貫して生活者
に発信し続け、その商品の特徴や良さをわかりやすく伝
えるようコミュニケーションを行う。このコアとなる
誰でも参加できるインターネットのバナー広告の製作サイト。
https://c-team.jp/

メッセージを、ビッグアイデアと呼ぶ。
「ハンゲ. jp」（以下ハンゲ）の例を挙げてみよう。
ハンゲとは、いつでもどこでもケータイでゲームが楽

中で CTR（クリック率）が高いものだけをピックアッ

しめる SNS のことで、
「人生の半分はゲームだ」という

プし、結果として CPC（クリック単価）
、CPA（獲得単

CM を見た人も多いのではないだろうか。

価）を下げることを目的としている。

そしてこの「人生の半分はゲームだ」という、ある種

仕組みとしては、一つの広告案件に複数のクリエイ

の哲学なメッセージでクリエイティブを展開し、新規加

ターが参加し、クライアントの審査が行われた後、いく

入促進のプロモーションを行ったのが、クリエイティブ

つか採用されたクリエイティブが同時に掲出される。そ

ディレクターの伊藤直樹氏（以下、伊藤氏）だった。

して独自のアルゴリズムにより、クリック率が落ちてい

伊藤氏はハンゲの「人生の半分はゲームで楽しんでい

るクリエイティブを最適なタイミングでクリック率の高

る」というコンセプトを、テレビといったアバーヴ・

いクリエイティブに差し替えることで、最適化を行って

ザ・ラインの戦略から、プロモーション用のケータイア

いる。

プリ、さらには OOH といったビロウ・ザ・ラインの戦

また、クライアントの審査を通過し、採用されれば製

略まで一貫して用い、クリエイティブを行った。具体的

作者にインセンティブとしてクオカードなどのポイント

に言えば、テレビ CM でまず、半分だけが日常生活を

が500ポイント付与され、クリック率が一位となった者

送り、そしてもう半分がケータイでゲームをしている

には 5 万円のポイントが付与されるなど、製作者のモチ

「ハン人間」を登場させ、ハンゲの認知を広める。そし

ベーションが上がる仕組みが盛り込まれている（
『クラウド

て CM 投下後、渋谷の街に突然ハン人間の人形「ハン

ソーシングを活用した新機軸 C‑TEAM の可能性に迫る！』

人形」を設置し、そのハン人形に QR コードをつけるこ

http://gihyo.jp/design/column/01/marketing/2008/1126

とでモバイルサイトに生活者を誘導した。さらに動物や

を参考）
。

野菜などを自分の顔と合成できる「ハン顔診断」という

C‑team には現在（2010年 2 月 1 日）
、10,476人のクリ

アプリを使い、合成した自分の顔を友人や知人に見せ合

エイターが登録されており、製作されたバナーは44,828

うといったバイラル（口コミ）効果もキャンペーンの中

個に至っている。この結果を見る限り、いかに一般の生

に取り込んでいった。

活者がクリエイティブに対して高い関心を持ち、そして
積極的であることがわかる。

ハンゲの場合、
「人生の半分はゲームだ」のように、
広告の上流から下流まで一貫して用いられたコアメッ

今はまだ C‑team でアウトソーシングされているクリ

セージがビッグアイデアとなる。そしてビッグアイデア

エイティブはバナーだけであるが、今後はバナーに限ら

は、広告のキャンペーンにおいて、もはや当たり前のよ

ず、テレビ CM や新聞、ラジオや雑誌といった従来の

うに用いられてきた。

マス 4 媒体に加え、ポッドキャストなどの新しい分野に

しかしビッグアイデアが広告に用いられてきたのは、

までクリエイティブのクラウド化は進んでいくかもしれ

業界自体が広告の方向性を一部のプランナーやディレク

ない。さらにユーザーの技術が向上し、もしくは誰でも

ターに任せていたように、非常にクローズドな環境で

簡単に扱える開発ツールができれば、ブランドアプリや

あったからに他ならないし、またその方がコスト効率が

ゲームなどのリッチコンテンツまでクラウドできてしま

良かったからだ。ところが C‑team のように広告表現の

うかもしれない。そうなれば、クラウドがもたらすイン

クラウド化が進み、クリエイティブがオープンになって

パクトは生活者たちに、より実態的で身近なものとなり

いけば、状況は自ずと変わってくる。

うるだろう。

つまり一般の様々な人からクリエイティブを募集し、

ところが広告表現のクラウド化は、ただ単にクリエイ

一番評価の高いものへと最適化することができれば、わ

ティブを生活者にアウトソーシングしてしまうだけに留

ざわざ高い報酬を払って有名なクリエイターを雇わなく
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ても、効率的な広告はできるようになる。しかもこれま

5 分とかからない場所にあるそうだ。そして彼は信じら

でのクローズドな広告の環境と違い、ビッグアイデアで

れないことに、SNS を活用し、世界中の大人に仕事を

一貫性のあるコミュニケーションを図らなくても、様々

させ、
「Elementeo（エレメンティオ）
」というカード

なチャンネルの人に様々なメッセージをクリエイティブで

ゲームを作り上げた。

見せるような、流動的な展開も可能になってくるだろう。

エレメンティオは、化学の元素記号を遊びながら覚え

そうなれば、企業側も、ビッグアイデアから、様々な

られるように作られている。元素記号をキャラクター化

チャンネルの人々に様々なメッセージをコミュニケー

し、それをまるで『ポケットモンスター』のように対戦

ションしていくようなスモールアイデアの広告展開に切

させれば、無味乾燥な教科書や参考書を読んで勉強する

り変わっていくだろう。そして一つのブランドで多様な

より、ずっと楽しく学べるという仕組みだ。

ニーズに対応できるようになり、企業は積極的に一つの

サマー君がこのゲームのアイデアを思い付いたのが小

ブランドで様々な人々にコミュニケーションを図れるよ

学校 6 年生の頃。その後「イーランス（Elance）」とい

う、スモールアイデア・ポートフォリオと呼ばれる戦略

う仕事の発受注したい人々を結びつけるアウトソーシン

をとっていくことも十分考えられる。

グの SNS に登録。そこでキャラクターデザインしてく

もしスモールアイデアによって、一つのブランドで

れるクリエイターや会社をみつけ、あとはメールだけで

様々なニーズに対応することができれば、ロングテール

サマー君が指示を出し、カードゲームを完成させていっ

商品を開発して販売するより、企業にとってコスト効率

た。

はずっと良くなる。

もちろんサマー君はキャラクターのデザインを依頼し

これまでのブランドは、企業が作り上げた一つの解釈

たクリエイターや会社に報酬を支払い、きちんとしたビ

によって人々との絆を作り上げようとしてきた。だがク

ジネスマナーでメールを書き、指示を出していた。その

ラウド化が進むこれからのブランドとは、一つの解釈に

ため、サマー君から依頼を受けたクリエイターのシール

囚われず、様々な人々にとって多様な解釈がされること

さんは、グーグルでサマー君を検索するまで、少年だと

で、企業と生活者との絆を作っていくことになるだろ

は全く気付かず、サマー君の正体を知ったときには衝撃

う。もはやブランドは企業が作るものではなく、生活者

を受けたという（サマー君に関する情報は、
『デジタル

が作り上げていくものになるのだ。

ネイティブ

クラウドには、私たち生活者が大企業のブランドのあ
り方を左右する、巨大なインパクトを与えるだけの力が
あるに違いない。

版生活人新書

次代を変える若者たちの肖像』 NHK 出
三村忠史

倉又俊夫

著

を参考）
。

なぜ私がここでサマー君を紹介したかと言うと、サ
マー君こそクラウドの時代における新しい生き方を示唆
していると感じたからだ。

クラウドネイティブの誕生〜デジタルネイ
ティブを超える、さらなる可能性を持った種
が次代を築き始める

サマー君は NHK スペシャル『デジタルネイティブ〜
次代を変える若者たち〜』（2008年11月10日放送）で紹
介されたこともあり、デジタルネイティブの象徴として
語られることが多い。

アンシュール・サマー君（以下サマー君）のことをご
存知だろうか？
なんと彼は、若干13歳にしてカードゲームを開発し、
自ら会社を経営する CEO なのだ。

デジタルネイティブとは、物心ついた頃からケータイ
やパソコンなどでインターネットに触れて育った世代の
ことを言い、産まれ育った土地や文化よりも、ネットの
情報によってアイデンティティを見出すことさえある。

サマー君はカリフォルニア州のクパチーノという、シ

しかしサマー君の場合、単なるデジタルネイティブと

リコンバレーの一角に住み、家はアップル本社から車で

して語るよりも、クラウド化する社会の中で生きる次の
世代として、重要な手がかりになると私は考えている。
前述したが、サマー君はカードゲームを製作するに当
たり、ネットを活用しただけで世界中の人々を雇い、
カードゲームを完成させ、販売まで行った。つまりアイ
デアやコンセプトは彼が考え、残りは全てクラウドに
よって実現したのだ。
もしデジタルネイティブと呼ばれる世代が、サマー君
のように積極的にクラウドを使いこなすようになってい

アンシュール・サマー君
（写真は NHK オンライン「デジタルネイティブ
〜次代を変える若者たち〜」より転載）
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けば、社会構造にも激変が起こるに違いない。なぜな
ら、クラウドによって一人当たりのマンパワーは最大限
に発揮され、少人数と少ないコストで大きなビジネスを
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展開することだってできるようになるからだ。

広告業界の業績は思ったほど芳しくない（2009年度はネッ

またネットによるクラウド・ソーシングがより制度化

ト広告費が新聞広告費を抜き、テレビに次いで 2 位になっ

されていけば、ビジネスでオフィスを使用することが減っ

たと騒がれたが、実際のネット広告費の伸び率は前年比

ていくかもしれない。特にソフトの分野であれば、スペー

から微増程度で、劇的な成長とは言い難い）
。仕事で、

スがなくても、コミュニケーションや製作をクラウドに

あるネット媒体社の広告事業の方にお話を伺ったことが

よって行うことができる。なら、わざわざオフィスを構

あるのだが、その方は「10年後にもバナーで収益を上げ

えなくても、自宅から様々な人々と結びつき、様々なビ

るのは難しい」と語っていた。つまりネット広告費が微

ジネスを展開することも可能だ。サマー君がクラウドに

増しているとは言え、将来的に考えた場合、媒体社が広

よって実現した方法論をそのまま応用すれば、それを大

告で収入を得る代わりにコンテンツを無料提供すると

規模化し、組織化していくことだって、近い将来、そう

いったビジネススキームは、徐々に崩れ始めているのだ。

難しくはないだろう。

これはテレビも含めた 4 マスも同じ状況だ。特にテレ

C‑team は、主に広告表現を一般の生活者にアウト

ビは、
「時代が複雑化し、多様化する中で、もはやテレ

ソーシングすることだった。それに対し、サマー君がク

ビ CM だけを用いた単調な広告展開だけでは効果を得

ラウドによって実現した方法論は、一般の生活者が持っ

ることができず、ネットなどを組み合わせたクロスメ

ているコンセプトを、同じ一般の生活者ではなく、プロ

ディア的戦略が必要だ」ということが長く言われ、テレ

にアウトソーシングすることだった。その違いは非常に

ビ CM への信用を疑う人間は増えた。そして不況も重

大きく、これからの次代における大きな可能性を示唆し

なってしまったせいで、テレビの広告収入は関東キー局

ている。

を含め軒並み下落していった。

そしてデジタルネイティブのように、ネットに溢れか

もはや広告は終焉に向かっているのだろうか？

えっている膨大な情報からアイデンティティを見出す世

そんな諦めに似た不安が、ここ最近、広告業界に充満

代から、物心付いた頃からクラウドが日常化し、そのク

している。そして私は、それに対し「イエス」と答えた

ラウドを用いて大きなチャンスを掴み取っていく世代が

い。

現れるかもしれない。そしてそれは、デジタルネイティ

広告業界で働く人間としては不適切だと思われるかも

ブから更なる進化を遂げた種として「クラウドネイティ

しれない。だが私は広告が時代をリードし、注目を集

ブ」と呼ばれるようになっていくかもしれない。

め、世の中をダイナミックに動かしていくことはもうな

私は、そんな未来が楽しみだ。

いと、正直に考えている。そして時代は、広告に流され
ない、正しい道に歩み始めると思う。そしてその変化の

さいごに〜10年後のネットは誰のものか？

中心に、ネットがあると信じている。
ネットが登場する以前、情報はマスメディアによって

ネットが登場して久しい。そしてネットが登場してか

統制されていた。企業や商品のイメージは生活者に一方

ら、様々な可能性が語られてきた。特に広告業界は、

通行に発信され、さらに大企業はマスメディアに広告料

ネットがあればマスメディアは必要なく、さらに確実な

を大量に投下することでマスメディアを飼い慣らし、不

費用対効果の検証もできるといったような、ネット万能

祥事やスキャンダルを隠蔽させるような、俗に「マスゴ

論が一時期盛んに語られていた印象を受ける。いい例が

ミ」と呼ばれる状況も長く続いてきた。マスコミと企業

本田技研工業（以下ホンダ）のヤフーの大量出稿だ。ホ

側との関係は閉ざされた環境の中で安寧し、世の中に都

ンダは昨年度、年間10億円以上もの広告予算をヤフーに

合のいい態度を示すことができた。

投下したと言われ、それは車業界だけでなく、日本業界

しかしネットが台頭してしまったことで、企業の不祥

全体においても、ダントツの出稿量に達した。そしてヤ

事やスキャンダルは尽く露呈され、しかもこの不況が重

フーの広告から大勢のネットユーザーを自社サイトに誘

なってしまったせいで、マスコミにもたらされる広告予

導し、会員化していくことでメーカーとの絆を作ってい

算は大幅に減少した。おかげでマスコミがスポンサー企

くといった、いわば「自社サイトのハブ化」を試みたの

業に媚びる必要もなくなり、
「マスゴミ」と呼ばれてき

だ。

た状況も徐々に崩壊しつつある。

このホンダの事例をきっかけに、広告業界では「自社

ネットが登場して一番革新的だったのは、誰もが自由

サイトのメディア化・ハブ化」といったものが流行し、

に情報を発信し、誰とでもコミュニケーションが取れる

「衰退する 4 マスに代わって、これからの広告はネット

フラットなインフラを作り上げたことだと思う。それは

だ」というような空気が蔓延した。

マスコミとそのスポンサーになっている企業の都合のい

しかし現実はどうだっただろうか？

い情報から脱却することを可能にし、資本主義のシステ

この不況もあるだろうが、これほどまで広告業界で

ムに左右されない本来の正しいあり方を生活者は手に入

ネット万能論がうたわれていたにもかかわらず、ネット

れたことにもなる。だから、そもそもネットと広告とは
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親和性の低いものだと思うし、資本主義のシステムに

メディアの世界で生きる者として、希望だけは、決し

よってネットを制度化しようとするのも、ナンセンスだ

て捨てたくない。10年後も現在も、ネットは企業のもの

とも思う。

でもマスメディアのものでもなく、私たち生活者のもの

肝心なのは、ネットに結ばれた生活者たちに効率的に

なのだから。

広告を見せ、いかに購買に結びつけていくのかではな
く、ネットに結ばれた生活者たちが求めるコミュニケー
ションのあり方を、どのような形で作り出し、どのよう
に提供していくのか、その課題を解決できるインフラを
開発していくことではないだろうか？

そしてクラウド

は、それを実現するための大きな可能性を秘めていると
思う。
PS3ゲーム『FINAL FANTASY ⅩⅢ』に登場する閉
ざされた理想郷・繭のように、今のメディア業界は孵化
することなく腐敗し、誰かの手によって破壊されるのを
ただ待っているようにしか、私には見えない。だがメ
ディア業界が、広告ビジネスからクラウドを使ったコ
ミュニケーションのインフラをいかに築き上げていくか
の発想に切り替えていくことによって、もしかしたらこ
の繭は孵化し、小さな塊から大きな蝶にメタモルフォー
ゼするような、劇的な変化を遂げるかもしれない。
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