
わずか３時間で分かる RSS 入門セミナー

--- 実践編 ---
「RSS のマーケティング活用」

茨城大学工学部情報工学科 助教授

新納浩幸

shinnou@mx.ibaraki.ac.jp
http://nlp.dse.ibaraki.ac.jp/~shinnou



目次

・広告モデルの崩壊と新しいビジネスモデル

・ RSS のメディア特性

・ RSS のビジネス利用

・ RSS の player
生成、加工、収集、受信、広告、ポータル

・ Web 2.0 とは

・ Web 2.0 における RSS



広告モデルの崩壊

広告モデル : ポータルサイトやニュースサイトの収益モデル

トップページに広告を載せる、掲載料を得る

トップページを経ないで直接記事のページへ、
RSS だけ見てページを訪れない、モデル崩壊

RSS を配信すると、、、

広告を依頼する側も対処必要



避けられない崩壊

広告モデルが成り立つ

コンテンツに魅力がある

RSS で配信するメリットあり

RSS を生成するのは容易、第三者や個人が行う

RSS 生成サイト

「MyRSS.jp」
「なんでもRSS」
などなど
RSS リーダー側でも対処可能



http://myrss.jp/

MyRSS.jp



http://blogwatcher.pi.titech.ac.jp/nandemorss/

なんでもRSS



既存メディアの対応

新聞：ネットニュースの出現、そのビジネスモデルが危機

米国では次のフェーズ

新聞自体はタダ、広告で稼ぐ

ネットニュース： RSS の出現、そのビジネスモデルが危機

米国では次のフェーズ

細分化した RSS の配信

昔

現在



http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/rss/index.html

米ワシントンポスト紙

細分化されたRSS



CNN

http://www.cnn.com/services/rss/



http://news.yahoo.com/rss

Yahoo! News



潜在的に崩壊の危機

インターネットが普及し、ユーザがネットを賢く使い出した

Google などの検索サイトから即座に

目的のページにたどり着こうとする

ポータルサイトのトップページのビューが減少

従来、goo や yahoo! のポータルサイトは

とりあえず、表示するものだった

広告モデル
有効



新しいビジネスモデル

答えはない

ヒント

メディアの特性をよく考える



インターネットの３大メディア

メール ・・・ 発信者主導の特定の人へのメディア

現実世界では、手紙

ウェブ ・・・ 発信者主導の不特定多数の人へのメディア

現実世界では、出版・テレビ・ラジオ

RSS ・・・ 受信者主導の更新情報を通知するメディア

現実世界では、 ？？？？？



３大メディアの比較

配送プロト
コル

配送型 データ形式 閲覧ツール

メール SMTP
POP

Push 型 テキスト メールソフト

ウェブ HTTP Pull 型 HTML ブラウザ

RSS HTTP XML RSS リーダー

技術的には Pull だが、利用者には Push に見える



自動録画は RSS （？）

「おまかせ・まる録 」 ソニー
「気がきく！録画辞典 」 パイオニア

キーワードを登録しておくと、それに合った番組を
自動で録画してくるビデオデッキの機能

技術的には Pull、利用者側では Push

コンテンツそのもの、概要ではない

RSS との類似点：

RSS との相違点：

例）



メルマガに対するRSSの優位性

利用者にはどちらも Push 型として見える

受信者にとっての RSS の優位性

スパムがこない

配信者にとっての RSS の優位性

個人情報の管理が不要

情報がリーチしやすい

RSS を購読していることは、なんらかの
興味をもっていることを意味している

スパムフィルターでブロックされない

個人情報を渡す必要がない



RSS 配信のビジネス利用

（２） メルマガから RSS 配信へ移行

（１） ブログの活用

消費者から生の声を聞く
宣伝としての社長ブログ

更新情報、旬な情報、即時性が必要な情報等

を配信する

１０年前、小さな会社は HP などもっていなかった

今、どんな小さな会社でも HP をもつ

将来、どんな小さな会社でも RSS を配信する



http://blog.nissan.co.jp/TIIDA/

ブログを利用したマーケティング成功事例

「NOTE」のブログムービー「one more day」

Vlog
Podcasting
で消えた？



・・・

ここ

コイケヤ ・・・ 新製品はRSS で配信

http://www.koikeya.co.jp/



http://www.sakuragaoka-hp.jp/

ここ

小さな会社でも RSS を配信



RSS の player

生成

収集

受信

加工

広告

・・・ RSS を生成する

・・・ RSS を集めて、○○する

・・・ RSS リーダー

・・・ RSS を加工して付加価値をつける

・・・ RSS に広告をつける

ポータル ・・・ Web 版 RSSリーダー ＋パーソナライズ

RSS 自体でビジネスを行う企業

レイヤーに分ける場合もあるが、現在複雑で分けることは困難



生成 player
RSS の生成支援

その企業に代わって RSS を作成・配信

「ＲＳＳフィード.cc」 サイドフィード

「ＲＳＳsuite」 ルートコミュニケーションズ
http://www.rsssuite.jp/



MyRSS.jp の RSS化エンジンを、

企業向けに再構築したサービス

ＲＳＳフィード.cc

http://rssfeed.cc/

年間19万円弱



ＲＳＳsuite

http://www.rsssuite.jp/

初期１０万円、月５万円



RSSsuite
単純な RSS 生成支援ソフトではない
企業の RSS 化に必要な機能を全部詰め込んでいる

RSS の生成

RSS のパーソナライズ

RSS の効果測定

ブログの効果測定

http://www.xfeed.jp/

類似サービスサイト

「xFeed」



RSS 効果測定

生成 player とは言えないが、、、

RSSフィードの配信数

アイテムのクリック数
RSSリーダーの利用比率
など

測定

アクセス解析

「RSSsuite」 や 「xFeed」 で提供



加工 player
生成 Player との境界は曖昧

国内の中心的 player が MyRSS.jp http://myrss.jp/
（１） サイトを RSS 化

（２） 登録サイトを自動巡回し、
最新ニュースをRSSで配信

（３） RSS を電子メールで送付

世界の中心的 player が FeedBurner
http://www.feedburner.com/fb/a/home

新しめでは MixFeed    http://www.mixfeed.jp/



FeedBurner

http://www.feedburner.com/fb/a/home

指定した RSS に付加価値を発見して

提案してくれる



沖電気 mailpia

Webサイト・RSSの更新情報をメールで通知する

https://www.mailpia.jp/service/personal/top.html

1月20日開始



収集 player
RSS を集めて、ビジネス展開

典型例、ブログの検索サイト

ビジネスモデルは何か？

ブログをマーケティングに利用する際の
ツール、情報提供

検索サイトは多数ある（基礎編参照）



テキストマインニング

「テクノラテ」

Amazon の URL を抽出し、人気の書籍、DVDなど

のランキングを提供

「blogWatcher」

評判情報を抽出し、ユーザーの評価分析

ソフトバンク BB 導入

http://blogwatcher.pi.titech.ac.jp/

http://www.technorati.jp/home.html

「十億円規模のコスト削減効果」？







「BLOG 360」 マイポイント・ドット・コム

http://blog360.jp/

大日本印刷と米国MyPoints.com,Inc.二社出資による

ジョイントベンチャー

ポイント
サイト



http://kizasi.jp/

CAC 社 「＠ヒューマン」に技術提供

2006年１月14日スタートのブログ番組 on NHK

ブログに頻出する
キーワードから
世の中の関心を
探る

毎週土曜日
22:58 ～ 24:00 生



http://www.nhk.or.jp/human/

＠ヒューマン



受信 player
携帯電話の RSS リーダー

「Sweet」 Felica

Felica 対応のリーダーに携帯をかざす
だけでRSS が受信できる

に対応した RSS リーダー（i アプリ）

http://yumemi.co.jp/sweet/

NTTドコモのトルカにも対応

非接触ICカード技術 by SONY
Suica や Edy で利用

個別 RSS リーダー

FOMA902iシリーズの機能

「ゆめみ」
(片岡俊之)が
(株) Sweet 設立



個別 RSS  リーダー

企業は RSS 配信してもユーザーはRSSリーダーを使えない

RSS リーダーも一緒に配布する

初期設定だと、その企業のRSSしか受信しない

例） 積水ハウス 「SEKISUI HOUSE Ticker」

http://www.sekisuihouse.co.jp/rss/download.html



Nakata RSS Reader

http://nakata.net/jp/rss/



フジテレビ

Laugh Ticker



広告 player
RSS 広告 ： RSS のコンテンツマッチ広告

RSS の中身を解析する、
関連の深い広告を RSS の中に入れる

RSS リーダーで RSS を読むと、

広告が表示される

技術的には Google Adsense と同じ



「ライブドア」、「転職」？ ともかく、 コンテンツマッチ



クリックするとその広告サイトのページが表される



Player（海外）

「pheedo」 http://www.pheedo.com/ 2004年5月

「Kanoodle」 http://www.kanoodle.com/index.cool
2005年3月BrightAds RSS

「Google」
http://googleblog.blogspot.com/2005/05/feed-me.html  

2005年5月
Adsense for feed β版

「overture」 http://www.content.overture.com/d/  
現在 Yahoo Search Marketing

http://searchmarketing.yahoo.com/index.php



Player （国内）

RSS 広告社 http://www.rssad.jp/

トランスコスモ / AD2    http://www.trans-cosmos.co.jp/

pheedo に出資、日本での独占使用権獲得、
05年10月 AD2 の全事業を譲受

サイバーウィング、ニューズウォッチ RSS広告で提携 05年7月

GMO   http://www.gmo-a.com/
「ヤプログ！」に feed me! としてβ版提供開始 05年6月

FeedBurner.jp        1月26日

http://www.yaplog.jp/



http://www.rssad.jp/

RSS 広告社 このアイコンは雑誌でよく見る



ポータル player
Web 版 RSS リーダー

Web メールの
RSS リーダー版

読む場所を問わない、会社でも自宅でも出張先でも

ねらいはもっと大きい

「RSS ポータルが Web を変える」 とまで言われている

個人のポータルサイト



パーソナライズ

RSS の受信だけでなく、様々なサービス・情報を提供

それらの表示や配置を自分好みにできる

自分専用のポータルサイト

サーバー側

ユーザーを囲い込めれば勝ち

Google パーソナライズホーム

http://www.google.co.jp/ig?hl=ja（類似）

グループウエア



具体的 player

「MSN Start.com」 Microsoft  http://www.start.com/

「Yahoo! RSS リーダー」 Yahoo!   http://my.yahoo.co.jp/

「Web 版 goo RSSリーダー」 goo  
http://reader.goo.ne.jp/index.html

cybozu.net 株式会社

05年11月設立、RSSポータルサイトのエンジンを OEM 提供

「Bloglines」 Ask Jeeves   http://www.bloglines.com/

メール、メッセンジャー、検索、Yahoo 提供RSS（オークション等）



検索

アラート

スキン変更

ブログ投稿



Web 2.0 

言葉自体は ’04 年からあった

Web 2.0 : 次世代のウェブのあり方

Tim O’Reilly が提唱

特定のサービスや技術を指している用語ではない

「What is Web 2.0」 ’05年9月30日公開

http://japan.cnet.com/column/web20/story/0,2000054679,20090039,00.htm
http://japan.cnet.com/column/web20/story/0,2000054679,20090424,00.htm

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

広告モデルの崩壊等
Web の世界が変化している



なぜ Web 2.0 が注目されるか？

今後のインターネットビジネスのヒントを
提供している

「What is Web 2.0」

今後の Web 上のサービスは、こんな感じでつくると

よいですよ、、、

ヒントだけなので、答えはいろいろ

「Web 2.0 的○○」



参考） 1月30日より連載開始 by 小林祐一郎

http://internet.watch.impress.co.jp/static/column/web20/2006/01/30/



７つの原則

（１）プラットホームとしてのウェブ

（２）集合知の利用

（３）データは次世代の「インテル・インサイド」

（４）ソフトウェア・リソースサイクルの終焉

（５）軽量なプログラミングモデル

（６）単一デバイスの枠を超えたソフトウエア

（７）リッチなユーザー経験



Web 2.0 的○○

７つの原則のどれかに関連しそうな技術やサービスはすべて

Web 2.0 的○○

Web 2.0 的
主なサービス

ユーザーの参加 ・・・ ブログ、SNS

ユーザーによる分類・・・ Flickr

ユーザーによる評価・・・ eBay, Amazon

ユーザーの知の共有・・・ Wikipedia



Folksonomy （フォークソノミー）

ユーザーによる分類

コンテンツをユーザー側で意味分類

例） Flickr
「はてなブックマーク」
「テクノラティタグ」
などなど

Folks + Taxonomy からの造語



Flickr

http://www.flickr.com/



タグをクリックすると



コメントを
書ける



「はてなブックマーク」

タグをクリックすると

Flickr のブログ版



タグの追加

ブックマーク時にコメントの中にタグを指定できる

タグは [  ] でくくる



テクノラティタグ



テクノラティのタグクリエイター

<a href="http://technorati.jp/tag/
%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A8%80%E8%AA%9E%E5%87%A6%E7%90%86" 
rel="tag">自然言語処理</a>

これをコピー＆ペースト



Web 2.0 的技術

Web 2.0 的として

注目されている技術

Ajax

REST

RSS

進化途上、形態の定義はない

「プラットホームとしてのウェブ」

ウェブがアプリケーションとして動く

オープン

＋
リミックス



Ajax （Asynchronous JavaScript And XML）
エイジャックス

ブラウザー上でページ全体を再読み込みすることなく、
必要なコンテンツだけを更新できる技術

クライアント サーバー

イベントを JavaScript
でひろう

XmlHttpRequest

XMLなど
DynamicHTML 
で更新

既存技術の
組み合わせ



Google Maps

http://maps.google.com/

ドラッグしてぐりぐり動かせる





REST （Representational State Transfer）
定義はやや曖昧、実質、
Web サービスのためのアーキテクチャー

SOAP は？

プロトコルは HTTP だけを使用
POST/GET の要求で XML を返す

MS 色が強い、少し難解

Google、Amazon、Yahoo!、はてな

REST によるサービスを提供（API 公開など）

ブログのトラックバックは REST を使用



主な API

「最新WebサービスAPIエクスプロ-ラ
~Amazon、はてな、Google、
Yahoo! 4大Webサービス完全攻略」
Software Design 編集部

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774124966

技術評論社 ; ISBN: 4774124966 ; (2005/09/23)



Web 2.0 的サービスを支える中核技術

Web 2.0 と RSS の関係

「集合知の利用」

ブログが中心的な役割

Web 2.0 的サービスを最も端的に言えば、

ユーザの Web への参加

HPではなく、なぜ、ブログ？

RSS と permalink ＋ブログツールRSS player は
皆、Web 2.0 を
謳っている



RSS による Web 2.0 的サービス

「Feedpath」 サイボウズ、、、１月３０日公開

RSS ポータルとほぼ同じ、タグの機能
「ブログを読むため」ではなく「RSS を効率的に処理」

http://feedpath.jp/feedreader/
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