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は じめに

撹帯各キャリアの公式メニューの検索窓から一般サイトも検索できるようになったこ

とで、携帯サイトのオープン化が急速に進みました。また携帯端末の標準化・統一化が

進み、独自仕様による障害が少なくなってきています。ＰＣサイトの開発に従印してい

た人はもちろん、個人でも挽帯サイトの開殴や、ビジネスを容易に立ち上げることがで

きる時代となってきています。

携帯サイトビジネスへの障壁が下がり、少ない予騨、少ない人数、小さな市坦で成立

が可能となった一方、携帯サイト制作に関する毎筋はビジネス一辺倒のものか、技術の

鮮細について解脱するものが多くその全体をわかりやすく脱明している智範はまだまだ

少ないのではないでしょうか。挽帯サイト制作の全体像を楓脱し、企画から開発までの

流れとポイントをわかりやすく紹介したい。挟帯サイトを企画する方から制作をする方

まで、サイト作りとその成功のための参考、指針となる暫赫を執錐したい。そんな目的

から本番を執並させていただきました。新たに換帯サイト制作に換わろうとされる方は

もちろん、従来から挽帯サイト制作に柵わってきた方にも、また制作者から企画者まで

役に立つ密範としてまとめています。

ＰＣサイトと挽帯サイト制作の問にある垣根が少なくなる一方で、やはり撹帯サイト

ならではのサイト制作のためのコツが数多く存在します。本密ではそのようなコツを

５５のプロセスにまとめました。技術的なコツのほか、サイト制作を考慮する上で欠か

すことができない携帯サイト独自のビジネス環境、ユーザー属性等、ビジネス面、企画

面から考重すべき点を解説しています。

最後に、樵帯サイトを考える皆さんにとって参考となるような異なる栖類の大小１０

の挽帯サイト制作の実例を紹介しました。多櫓化する柵帯サイトの世界をご理解いただ

く上でのヒントにしていただければ幸いです。

執簸者一同
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《第-章３

携帯サイトを取り巻く環境

美谷広海



1-.1 誕尋サイト心ユーザーの現状は墓うなっているのが

別加し続ける携帯端末経由のインターネットユーザー携帯サイトのユーザーの属性を意

職してサイト設計を

1蕊２公式サイトと一般サイト、それぞれの特徴をふ旗える

公式サイトと一般サイト公式サイトとは？一般サイトとは？

1-3 挑需識宝の技術動向を老毒する

技術の共通化が進む携誘鎧末挑帯サイトの柵築にあたって考虞すべき技術

コラム１椛稚フィルタリング～背少年の一般サイトへのアクセス規制

１



眠 悪サイトを取Ｕ塵<環境携帯サイトのユーザーの現状はどうなっているのか

１１１１瑳訓
瓜噸

携帯サイトのユーザーの現状は

どうなっているのか

増加し読ける携帯端末鑑由”

イン室 一 弟 ツ ト ユーサー

携帯端末経由のインターネットユーザーが確実に焔

加し続けています。パソコンの利用者約８０００万人に

対して、携帯端末のユーザーは７０００万以上まで期え

ています。そして約６０００万人がＰＣと携紳端末を併用

して利用しているユーザーです。

挑帯端末のユーザー層は世代やライフスタイルによ

り大きく分かれていますが、主に以下のようなユーザー

府が生まれてきています。

1）初めから携帯端末の利用か当たり前のモバイル世代

最初にＰＣよりも携帯端末を使い始め、ＰＣをあまり

利用しない高校生、及びその延長で携帯端末をメインに

利用している１０代後半、２０代前半のユーザー。ただ

し、殿近では中学生、小学生などで、携帯端末よりも先

にＰＣに触れ、ＰＣの利用機会が多く携帯主体とは言え

ないユーザー層も生まれてきています。

2）駅メールの出現で椛帯を活用し始めた写メール世代

職蝿ではＰＣを利用しているが、プライベードでは

ＰＣを持たず携帯を主に利用しているユーザー。ＯＬや、

車での移励が日頃多くなる地方在住の２０代半ばから

３０代にこのようなユーザーが多く見られます。

3）ＰＣを主に利用し携帯を併用するＰＣ携帯併用世代

外出中にネット利用をするために携帯端末を活用する

|Ｔリテラシーの高いユーザー。普段はＰＣでインター

ネットを利用し、外出先から携帯端末でＳＮＳ、株取引、

オークションなどを利用。このユーザー層は拡大し続け

いていますが、ユーザーによってＰＣと携帯のサービス

利用動向には大きく差があります。

１のユーザーは、携帯端末でのコミュニケーションは

もちろん、携帯コンテンツのダウンロード、購入経験が

高いユーザーが多く存在します。２のユーザーはメール

などのコミュニケーションのほか、ショッピング、ＥＣ

サイトを比較的多く挑帯で利用しています。３のユーザ

ーは、外出先でのＰＣの機能を補完するものとして携淵

を利用しており、ＧＰＳやおサイフケータイといった携

滞独自のサービスの利用者も多く存在します｡

I携帯サイトとＰＣサイトを併用して利用しているユーザーも雲歴する

2多蕊虻している霊帯孝イト醜ユー着一層を童雛したうえでサイトの設計を行う

００８１概聯サイトを取り巻く環境



携帯サイトのユーザーの腿種を
意識してサイト謹肝を

今まではＰＣと携帯ユーザーの屈性は多くことなって

いましたが、今後はそれに加えて挑榊端末とＰＣを併氏

しているユーザーの存在も意胸することが大訴になって

きています。またこのようなユーザー層の巡ぃは、キャ

リアの違いによってもみることができます。例えば、ウ

1-1姫講とＰＣ醗儒編ユーザーの』瞳厘

(総務省「平成１８年迦信JIl用動向服l盃（世緋捌)｜より１

i1I11llI

☆振嘉で車
★据郡豹

ﾛ

賜節

荊加、旧剣､・羽
恰鯛学。．一

イルコムの利用者には３のような、ＰＣと携帯端末を併

用するビジネスユーザーが多く、またａｕのユーザーに

は「着うた」など、携帯コンテンツを狼極的に利用数す

る層が他キャリアに比べて多く存在します、

このようなユーザー層の違いを認職した上で、・ｻイト

の設酎を行うことが亜嬰となってきます『

人

Ｐ｢ｏｃｅｓｓＯＩＭｏｂｉｌｅＳｕｃｃｅｓｓＯＯ９



１ ２

蝋砺サイトを取叩■〈冨堀公式サイトと一般サイト、それぞれの特徴をふ讃える

1法則
’０．２
１

ﾛ､樫

公式サイトと一般サイト、

それぞれの特徴をふまえる

鐘或サイトと一般菅イト

携帯サイトは大きく分けて、携帯キャリアによって認

定された「公式サイト」と『一般サイト（勝手サイトと

も呼ばれています)」の二種類に分けられます。携帯サ

イトの梨明期においては公式サイトが圧倒的なトラフィ

ンクを狼得していましたが、近年では一般サイトへのト

ラフィックが瑚加しています。

壁式サイトとは？

公式サイトとはキャリアの審盃によって承鯛された携

琳サイトです。各キャリアごとに別々に承脚が必要であ

るため、一部のキャリアに限定して提供されているサイ

トも存在します。公式サイトに承認されるメリットは、

キャリアが餓踊代と一緒に利用料を請求する課金シス

テムを利用できることと、キャリアのポータルサイトか

らのトラフイックの流入が期待できることです。但しサ

イト数が多いジャンルでは後発の公式サイトは、キャリ

アのポータルでのメニュー順位がかなり後ろとなり、ほ

とんどトラフィックが期待できない場合もあります（不

人気のジャンルでも同梯のことが言えます)。

一方でデメリットですが、まずコンテンツの運用や提

供に対しては各キャリアが定める基準を満たす必要が

あります。推帯コンテンツ提供サイトであれば、定期的

なコンテンツの追加、更新が求められ、コミュニティ系

サイトであればコメントのチェックや不適切な内容の排

除などが求められます。また広告掲赦にあたってはキャ

リアの郡前審査が必要であり（SNS、コミュニティ系

サービスでは綴和されてきています)、一般サイトへの

リンクを設悩することも大きく制限されています。その

ため広告収入を中心とする一般サイトでは、あえて公式

サイトへの翌録を見送っているサイトも存在します。

公式サイトを立ち上げるには､キャリアへの企画提出、

審査期間が必要となるため、新規でのスピーディーな

サイト柵策が困雌であることも大きなデメリットのひと

つです。さらに最近では若年屑に淵する閲覧のフィル

タリングなど規制の対象となるリスクも出てきていま

す。

一醗妙イトとは？

一般サイトは以前から存在してきましたが、パッケッ

ト定額制を利用するユーザーが増加すると共に一般サイ

トへのアクセスも増加し、また公式サイトの量、ビジネ

スモデルが飽和しつつある中で新たな批淵の利用像を

模索するキャリアが検索サービスをキャリアのポータル

に設けたことにより、トラフィックも急淵しています。

一般サイトのメリット、デメリットは、公式サイトと

は逆になります。メリットとしては、任意でスピーディ

ｌ公式サイトはキャリアの課金シスデムが利用できトラフイックも確保しやすいが、制約も

多い

2＝雛●イトは新規でのサイト揃築が蓉嘉でありユーザーの利用も増加してきている

０１０１鵬帯サイトを取り巻く環填



一なサイト柵築が可能であり、他サイトへのリンクが自

由に行え、広告掲加や内容、更新頻度に関する規Iliﾘは当

然のことながら一切存在しません。デメリットとしてl;ｌ

キャリアの課金システムが利用できないため、ユーザー

課金、コンテンツ課金へのハードルが高くなり、キャリ

アのポータル経由でのトラフィンクが期待できず、また

1-2ａ公式サイトと一触Fサイトの違い

メリット

公式サイI，キャリアの課金システムが利用可能。

キ．t‘リアのポータルからのﾄﾗﾌｨｯｸが猫柳できる‘

一般サイト ｻｲﾄの内容や更新頻度は任意で決められる。
自由に広告の掲載ができる。
自由脆他ｻｲﾄへﾘﾝｸを設置できる。

1-2ｂ一般サイトの利用蛎加のデータ

(｢ケータイ白害2007」より） わからなＬ’

ぷ'Ｉ

雲

‘抄１

アクセスをしてもらうためにはＵＲＬ入力やＱＲコード

を入力してもらうことが必要となります（最近では、鵬

帯の検索サービスから一般サイトへアクセスできるよう

になり、検索エンジン経由のトラフィックも増加してぃ

ます)『

デメリット

ｻｲﾄの内容や更新頻度な巴に間して規定がある・
広告掲載には密通が必要となるなど制約が多い。

一般ｻｲﾄへのﾘﾝｸには､ﾙﾘ約がある。

ｻｲﾄの開設には蒋査期間があるため時間がかかる。

ｷｬﾘｱの課全ｼｽﾃﾑが利用できない。

ｷｬﾘｱのボー ﾀﾙｳ､らのﾄﾗﾌｨｯｸが得られない。

キャリアのポータルからの導線がないためｻｲﾄへの蕊
鱒にはURL､ＱＲｺー ドが必要。
携講ﾌｨﾙﾀﾘﾝグなど規制の対魚となる可能性あり。

ＰｒｏｃＧｓｓＯｆＭｏｂｉＩＧＳｕｃｃ⑨ｇｓｌＯ１･’



１ ３

猛毒サイト軽愚Ｍ巻く画坦挑粥鎧末の技術動向を考虐す畳

法則
携帯端末の技術動向を考慮する

0，３

控講繊装通龍が逗抵携帯端末

携帯サイトはかつて端末の仕様やキャリアの違いに

より、１行に表示される文字数、表示できる画像のサイ

ズ、表示可能な色数、使用可能な画像ファイルなどが

様々でした。しかし近年は液晶画面のサイズについては

ＱＶＧＡ以上の端末が一般的になってきており、機狐に

よる表示の差異を以前ほどは激職しなくても簡単な挑帯

サイトの構築が可能となってきています。アクセスして

くる端末のキャリア判別、機祁判別を行うことにより最

適化されたサイト表示が可能となりますが、目的によっ

てはより簡易にサイト制作を行うこともできます。

蕊霧サイト野輔霞にあたって考慮すべき

桧術

各キャリアによって導入される新技術においても共通

するものが期えてきています。例えば、FIashを使った

リッチな表示によるサイト制作の場合は、FIashLite形

式という共通の形式によりキャリアの逸いを通脳する必

要がなくなります。またＧＰＳ機能では細かい仕様が異

なるものの、全てのキャリアで同様の技術を利用してお

り、その機能を挑帯サイトに活かしやすい鞘坑が整って

きています。このような新機能の導入の目安ですが、サ

イトの性質にもよるものの全利用者の５０％が利用可能

になった時点で、アクティブユーザーの多くが利用可能

と考えていいでしょう。

３キャ1J蚕討応サイト制作(‐誌いて共劉化できるfl舞刑

画面サイズＱVGAかつては微々な画面サイズの端末が存在しましたが、２００５年以降はほとんどの端末が

（槻２４０ｘ側３２０ドット）ＱVGA、ワイドＱVGAとなっていＩ上ず

画 像形 式Ｊ ＰＥ Ｃ

ページ蓉号ｇＫＥ

利用可能な画像形式はキt'リア、機種によってGIF、ＪＰＥＧ、ＰＮＧなどがあり龍すが、

JPEGが３キャリアに共通して川用することができます。ＧｌＦに対応する捌末も多く存在

し寵すが、残念ながらSoIlBanl〈蝋末では３Ｇ端末のみがＧＩＦに対応してい鵬１．但し、

画面の寄腿さを考蹴するのであ札ば、キャリア判別を行いドコモはGlF，ａｕとソフトハ

ンクはＰＮＧを用いるのが良いでしｆう。

ドコモの５０１シリーズをはじめ古い端末ではページ容量が５ＫB，６KＢの端末が多く存在

しましたが、現在利用されているほとんどの嬉末はｇＫＢ以上のページ容呈に対応してい

ます‐

’３キャリア共通の耐易な携鞭-聯イト制作が可雌になっている

2,新機能は利用者の何％が利用可能となったかにより、サイトの特性に応じて零』陰を控罰

する

０１２１携帯サイトを取り巻く照晩



1-3ａＨＴＭＬメー』し罰応端末の訓合

対応端末

70.1％(66.8％】

年１月の上』可室Ｉ上月割雁箪皿闇

*3キャリア(DoCoMo･au､SollBank)の合計にｊＷる制合

*（）内は.前回2007年４月の調査結果を表す

1-3ｂＦＩａｓｈメール対応端末の弾l合

対応端末

92.2％

2007年７月のヒートレンド社による桶晶り1~トアクセス実勢調査結具よｆ

*3ｷｬﾘｱ(DoCoMo,au,SoI1Bank)の合計に対する荊合
*FIoshLiIeDilO以上全てを含む品

1-3ｃおサイアケータイ対応端末の割合

対応端末

６４－４雛

<錘７）ヒトダトュニー凶_量搬．･可・竜垂匡5霊雲Ｔ虞

非 対 応 端 末

29‘9％(33.2％】

FZW8彫

非対応端末

非対応端末

３５．６％

ＰｒｏｃｅｓｓＯｆＭｏｂｉＩｅＳｕｃｃｅｇｓＯ１９



医書サイトを函り巻く哩壇携帯鎧末の技術動向を考慮する

Ｆｌａｓｈ

ビートレンド社の鯛盃（図1-3-ａ参照）によれば、

2007年７月の時点で、Flash対応端末は全体の９０％

以上に達しています。Ｆｌａｓｈを利用することで、以下の

ようなメリントがあります。

。分かりやすく変化のあるユーザーインターフェースが

提供できる

・ＰＣの励画コンテンツ等をモバイルでも視聴可能にで

きる

・ダウンロードの必要がなく、起動が早いライトユーザ

ー向けのゲームが提供できる

特に簸近ではＪＡＶＡアプリにかわって、ダウンロード

の必要がなくアプリを起動する時間がかからないF1asI1

を使ったケームコンテンツが人気となっています。

おサイフケータイ

小規模なサイト制作においては、蝉入が雌しいかもし

れませんが、非接触ＩＣチップ「Folica」に対応した端

末が普及しており、対応端末は６０％を超える寵で畑え

てきました（図１．３．ｂ参照)。おサイフケータイを利用

することにより、ポイントと連動したサービスや、会員

証の発行、モバイルＥＣサービスとの連動が可能となり

ます。

０１ ４娩淵サイトを取り巻く講境

写メール端末、動画端末

９０％以上の端末が両倣撮影を行うことができ、また

動画棚影が可能な端末もａｕでは９０％以上に逃してい

ます。モバイルオークションやブログなど、ユーザーに

よる画像、動画投穂を活かしたサイトづくりが可能とな

っています。

ＧＰＳ機能

ａｕで採用が始まったＧＰＳ機能の搭載ですが、２００７

年４月以降に発売される端末へのＧＰＳ機能の搭戦が報

務化されており、急速にＧＰＳ機能対応端末が普及して

います。ＧＰＳ柵能を利用することにより、エリア悩棚

の提供や、地域向きのコンテンツ、地図を利用したコン

テンツを活性化することができます。

ＨＴＭＬメール

デコメールなどＨＴＭＬメール機能を利用したサービ

スがユーザーに人気となっており、６０％以上の端末が

HTMＬメール利用可能です。ＨＴＭＬメールを使ったユ

ーザーへの情報発信も畑えてきています。



運ｐＬＵＭＮ
携帯フィルタリング

～青少年の一般サイトへのアクセス規制

携帯サイトを通じて未成年が犯罪の被害を受けたり、トラ

ブルに巻き込まれる間皿が相次いでいる。その対策として総

務省は２００７年末に親権岩が不要と申告しない限り１８瓶未

満の利用者の有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリ

ングサービスへの加入が原則適用されることとなった。

フィルタリングには閲覧を公式サイトから有害の恐れのあ

るサイトを除いた公式サイトに限定する「ホワイトリスト」

方式と､一般サイトを含め､有害情報サイトだけを遮断する｢ブ

ラックリスト」があり、当初は、ドコモとａＵは、原則ホワイ

トリスト方式を提供し，赫望将にブラックリスト方式を提供、

SoflBankとウィルコム(‘tブランクリスト方式を提供する予定

となっていたが、２００８年２月２７日に総務省がホワイトリ

スト方式からブラックリスト方式に改めるよう各社に求めて

おり対応が二転三転している。

１０代、２０代を中心に人気のあるモパゲータウンや、ｍｉｘｉ

などのＳＮＳサイトの多くが規制の対欺となっていたことか

ら、コンテンツプロバイダなどから過則な規制に対する反対

の瓶もでており、緒務省も過刺な規制に燭止めをかける方針

を固めるなど、規制方針に関する混乱が続いている。

行き過ぎた規制が一般サイトを中心とした携帯サイトビジ

ネスの発展にブレーキをかけることも考えられるが早ければ

2008年６月から親権者が瀧思表示をしなければ原則フィル

タリング制限がかかることになっており、今後の挽聯サイト

ビジネスを考える上で無視することのできない間皿となって

いる。

鎖２００８年３月３日現在

Ｐ｢ｏｃｅｓｓＯ１ＭｏｂｉＩＧＳｕｃｃＱｇｇ０１５



【第二章〕

携帯サイトで露ビジ拳スモデル

美谷広海



2-1ユーサニ諏童によ壷上顎ネ真

帆広い挑聯でのビジネスモデルユーザー課金によるコンテンツビジネス

２２応舌咽入によるメディアビジネ員

一般サイトの活性化により広がるメデイアビジネスモバイル広告の内訳モバイル広告
のクライアント

2暦Ｃ

２４

毛バイルコマースによるメディがヒジネヱ

オークション、キャリアの参入により活性化するモバイルコマース携審独自の決済サー

ビスキャリア主導によるモバイルコマースモバイルコマースの現状

マッチングビジネス

挽榊利用がjM価するマッチングビジネス推帯ならではのニーズを取り入れたマンチング
ピジネス中央集約情報サイトから、地域に婚化した情報サイトへ

震



２ １

間厚守イトでのビンネス芸デルユーザー蝶金によるビジネス

0,4

潅副
ユーザー課金によるビジネス

禰広ぃ挑帯て鰯ヒジネスモテル

携帯サイトのビジネスモデルは、当初ドコモなどキャ

リアによる課金システムが整備されていたこともあり、

有料制のサイトを中心に発展してきましたが、キャリア

のポータルが一般サイトの検索にも対応したことによ

り、現在では広告収入を元にしたサイトなど、梯々なビ

ジネスモデルによるサイトが増加しています。この童で

は、ユーザー課金、広告によるメディアビジネス、ＥＣ

による物販ビジネス、マッチングビジネスの４狐類に

分け、ビジネスモデルを解説します。

ユーザー諜童によ着コンテンツビジ亭ス

電子コンテンツのダウンロード、または梢報を提供す

ることで課金を行うビジネスがiモードサービス開始以

来広がったビジネスモデルです。電子コンテンツを提供

するサイトの代表的な例として、碕メロ、繭うた、ゲー

ム、雄子書輔、デコメール素材などを提供するサイトが

あり、情報提供を行うサイトとしては、天気、占い、ニ

ュース、交通iw報などを提供するサイトがあり服す。

ユーザーから直接課金を行う方法としては、公式サイ

トとしての審壷を通ることで、キャリアの課金システム

を利用する方法と、出会い系のサイトなどで見られるユ

ーザーに直接課金を行う方法のふたつに分かれます。

公式サイトとしての登録を受けるためには、キャリア

の基準を満たすために、一定以上のサービスレベルが必

要となるほか、公式サイトの市場も飽和してきているた

め競合サイトとの競争環境が厳しくなってきているのが

実情です。デコメールなどの新サービスが生まれること

によって、後発帝でも新たに参入する余地のある有望な

分野が登場することもあります。

近年では有料であった着メロやデコメールなどのコン

テンツを無料提供し、広告を収益とするサービスも畑え

てきており、ユーザー課金以外のビジネスを摸染するケ

ースが多い一方で、mixiやＧＲＥＥなど、モバイル以外

の分野でユーザーの支持を得た後に公式サイトに参入

し、オプションによる有料課金により携帯によるユーザ

ー課金を収益の柱のひとつとするケースも生まれてきて

います。

':需蒋サイトのピジネスモデルは拳識化しでいる

2)有料公式サイトの市嶋は鯖和しているが、新サービスの登場や、ＰＣで異淳一卜したサー

ビスを携帯へ展開することにより、新たな市場が生計Lる

０１８１概帯サイトでのビジネスモデル



2-1ａモハイルヒジネスの市哩繍栢

(総聯省・２００６年のモパイルコンテンツの服染|Ⅲ激突雌に間するR､壷結巣Ｊり】

コンテンツ市場領域

3661億円

コマース市埋領域
5624但円

物賑系lIllllll,ｻーｽ系｜|ﾄﾗﾝザｸｼ副ﾝ系

2-1ｂモハイ鵬広言市理韓隠移

〈総務満．２００６年のモパイルコンテンツの産繋柵造実態に間する鯛査,Mi染より】

4０００

e圏010

EIOIOIO

乞醐0画

図0，０

1151010

1【01010

副OIO

1０

その他

哩弓ﾓバｲﾙ伊一ﾑ系
着うた系

|馬晒メロ ア『イ録

７３４

６３ ４ ’

-1扇藤琴易二J;顔｡－２．１－

９５Ｆ
１｡ｉ

8腸１６

４１２４１２

劇OＨ

1ＩＢ７
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5,813

封8fら

104Ｗ

広告･プロモーション
一 市 場 領 域

390億円

ｌモバイル広告費’

１３１V

7４８

叫剖９

84驚

200 2 年 2 0 0 3 年 麺 “年２ｍ5年2006年

12006年日本の広告費」によれば、２００６年のモバイル広告市場は前年より３５％伸びて３９０偉円に達した｡モパイル広告市嶋は２００３年の
１００但円から３年間で３．９倍の規模に成摂

ＰｒｏｃＧｓｓＯｆＭｏｈｉｌｅＳｕｃｃ“ｓｌＯ１Ｇ



篭 Ｚ

阻蚕潮･イトＥヨピジネス糧テル広告収入によるメディアビジネス

法副
広告収入によるメディアビジネス

、渡

=&股サイト露濯憧稚により雇がる

メディアビシネス

ｉモードによるコンテンツ課金ビジネスからスタート

した挑帯サイトは、公式サイトにおいては広告の出稿が

制限されていたこともあり、広告を主の収入源としたサ

イトは限られていました

一般サイトはまだ限られたユーザーにのみ使われてい

たこともあり、当初は出会い系サイトへの誘導を目的と

した無料の着メロサイトなど、いびつな形でモバイルの

広告ビジネスは展開していましたが、挑帯サイトのオー

プン化により､広告モデルの挑聯サイトが急増しており、

今では課金型サイトをしのぐ諾いを持っています。代表

的なサイトとして、「モバゲータウン」（http://mbgajp）

や｢R25式モバイル｣(htip://r25jp)が知られています｡

モバイル広告の内訳

モバイル広告は通信キャリアによって提供される公

式メニューでの広告が大きな割合を閉めてきましたが、

恥業者の意図によって自由に広告掲載が可能な一般サ

イトの畑加により、大きく変化を逆げています。モバ

イル広告はＰＣサイトと同猟に、以下のような棚別が

存在します。

バナー広告ＰＣサイトと同椴に、広告枠に対して掲職

される画像やテキスト広告です。バナー広告枠は、挑

帯端末の通信速度、ページ容量の増加に伴い、大きく、

表現豊かになっていっています。掲載期間を設定した上

で、所定の期間掲載されるものが主流となっています。

メール広告挽帝への導線を簡単にするため、ユーザー

が特定のアドレスに、本文を未記入でメールを送僧する

と、アクセス先のＵＲＬが記戦されたメールを送り返す、

いわゆる「空メール」や、メールマガジンに挿入される

テキスト広告です。「デコメール」と呼ばれるｃＨＴＭＬ

形式の表示に対応した広告が畑加してい寵す。

アフィリエイト広告クリックやユーザー登録など所定

の成果に対して広告賀が支払われる広告です。現在の

モバイル広告では、アフィリエイト広告の占める削合が

非淵に大きなものとなっています。

リスティング広告推帯の検索エンジンの検索結果

に挿入される広告です。ＰＣ同様にオーパチュアと

Googleが大きな影響力を持っています。その他にも数

社、モバイルに糖化した検梁サービスを提供する会社が

リスティング広告を提供しています。

I換啓諺イト顕l宣告ビシネスが順調に拡大している

亘宅パイル広告韓認頚は多様化しており、クライアントのニーズに合わせた広告選びが重要

０２ ０概稲サイトでのビジネスモデル


