
第皀 章　ニュービジネスモデル

プッシュメディア（ポイントキャスト）

ト ポイントキャスト利用者の6割以上が常時接続･･

ポイントキ ャスト ネ ットワークと は

ポ イント キャスト ネットワー クは、ニュ ースや 株価、 人気 臼ll

などのさまざまな帖 悵を イン ター ネット を辿じて パソコ ンのデ ス

クトップに配ｕ する「 インターネット放送」 サービ スであ る

イン ター ネット ト.の 膨 人な帖 報から必 要な･|’11j報を探し1111る 従

私の 万法に対して、そ れぞれのユ ーザ ーがあらか じめ 選択 した

情 報分野が 自動的 に クラ イアントに送ら れる、い わゆる 「ブ ッ

シュ_ の 先駆けであ り、送ら れた･|’11dllを スクリ ーンセー バーで

衣示で きる 幽闃的 なr･法 （スマート スクリー ン）でも注 川をqミ

めている

ポ イント キャ ストは 、デー タサ イズが 小さく 、必 要とする帯

域幅 が非常 に小 さい こ と も 人きな特 長だ　 テ キ ストデ ー タは

50o,Ｊ囗ljlﾐ縮 され、 さらに無駄 がない よう に1111j像の 形式や配 信

方法をll 人するこ とで 、１川｜クラ イアント｀liた りに配1,1さ れる

デ ー タ:I;:をINI バ イト程 度に抑 えてい る　 これは･ 般 的なウ ェ

ブによる閲 覧などと比恢 して、小さい 数字である

楠 報配信 を受 ける クラ イア ント ソフ ト （［涸い は カ スタマ イ

ズ性が 高く、ニー ズに応じて受 信したい帖 Ⅲや 更新頻 度な どを

自山に 設定 できる

また 全裘内 での情 Ⅲ 配f,iの ために 、Ｅイント ラ ネ･ソト放送 ツ

ール」 も川意している　 この ツー ルの 利JI」に より、紅内の帖 報

も同時 にポ イントキャ スト|二で配1,圖-ることが11」’能になる

現在の状況

日 本で のポ イント キャ スト 彳ヽツトワ ー クは199jlﾓ|( 川 か ら開

始され、:!!t富 な日 本語の コンテンツが 旬l日配祐 されて いる

ポ イント キャ ストの 収 益構 造はテレビ の民放 に近い　 す なわ

サービ ス開始以 即 幀､凋に仲 びている　 しか もこれらユ ーザ ーの

J､ご|^･が 会社から柚 極的 にパソ コンを11』川してい るビ ジ ネスマ ン

（25 ～･1）歳の ユー ザーが 全体 の71％ を占 め てい る ）であ る とぢ

えられ、広;l凵ﾐに と９ ては まさに購 買力のあ る|削 こ1111:結し てい

る（図2 、図3 ）

これを受けて 広;1 1･ 本数も叫|］97 年|IJ」）から5511リ98 年2 月）

へと順､凋に 仲びている　 広;l凵=.の 業種は インフ ォメーショ ン・

テ クノロ ジー 裘淬の みにj狠ら ず･ 般 歙 聚も多く、中 にはこ れま

で イン ター ネット広;laこ積 極的では なかった 企 裘の 顔ぶれ も兒

られる

･万／|` Iいil沁）提 供儿（コ ンテン ツブIロ バ イダー）も序 々に増

加しており、98 年:川 現 在、 よりすく卜 だ|･州 凵 表1 ）とな９ て

い る　コ ンテン ツに’Ｊい ては 、長野 オリ ンピ･ソクの 開催|lyに･;り」

凵新聞チ ャン ネルの巾 に引lj の珀|| を設ける など、 臨機応変 な

対応も行ってい る

今後の 展望

川本では サービ スを 開始し て まだ 川が浅い が、 令てが順 調に

祁移してい る　こ れは ビ ジネ スで役 ｙヽ バ籾) 鳥いtlldllを、ユ ー

ザーからの 課金なし に提 供す る姿勢が11 本で も受け 入れら れて

い るもの と自負してい る　 今後も、 競争力 と即応 力のある 会社

には 不11｣'欠で 、よ り魅力のあ る情 報サービ スの捉 供を続け る意

向なので、ごj剛 馳|'lいたい

(長 谷川 雅)い ボ イントキ ャ スト株式 会社

相|||良･ ・to  111編 集IJi務所〕

ちユ ーザ ーからは ソフト ウェ ア、 即| 阡卜などは･ 叨 徴収せず 、　 図2　 ユーザーの接続形態構 成

帖 報と同時 に11111111囗lに衣示さ れる広;Iμ) 収 人で･｣1･哭を迦営す る

しくみ であ る　 イント ラ ネット 放送 ツール も無 償で提供さ れる

が、こ れは 企 某での 一括導 人によるユ ーザーの増 加に よって も

たらさ れる 広;l i･ 増収を ぢ･えてい るから であ る

また 広;l汀|体は30 秒の アニ メーシ ョンであり 、テレビ コマ ー

シャ ルに近い雰囲 気であ る　 バナー広;I,乙など と｣七べると、帖 報

:I ;: が 多く、 なお かつ視覚 的にも訴求で きる

以 ド、日本での現 在の状況 を概観する と、 まずア クテ ィブ な

利JI｣行数は、６万人(97 年12JD から 凵 万人 印8年:哨) へ と、

図1　ポイントキャスト画面

図3　 ユーザーの年令構成

表1　 ポイント キャスト コンテ ンツプロ バ イダ ー一 覧

(98年3月現在)

一般チャンネル（チャンネル叙:6）

二ｌ－スチャンネル ロイターッャハン株式会社時事通信社

企葉チ々･ンネル 収式会社日興リサーチセンター
日刊工葉新聞社
タンアントフラ　トストリートン９ハン椪式会社
ハシフす　ク・データ株式会社

灣粲チ，･ンネル
日興証券椪式会社日刊工業新闃社
パシフィック・データ株式会社

お天気チ,･ンネル 槇式会社ウｒサーニｌ－ス

スホーツチ4･ンネル 日刊スポーツ新聞社
ロイター　ッ ャハン株式会社

ライフスタイルチｙンネル
日刊スポ

ーツ新聞七
ロイター・ジャパン株式会社
桟式会社日刊編集センター

日本晒ブランドチャンネル（チャンネル数:3）

朝日新聞チャンネル 朝日新聞社asahi.com

日経BP BizTechチャンネル 株式会社日経BP BizTech

インプレスWatChこｉ－スチ･･ンネル 桟式会社インプレス

英晒チャンネル（チャンネル数:1）
ＣＮＮチャンネル CNN  Interactive
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