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業界をリードするのは 個人系 だ！
！

登録数、アクセス数ともに
ケタ違いな個人系サービス

対応サービス

i

i
mobile.yahoo.co.jp

今や「あたりまえ」になってしまっ

www.acaragate.com

たインターネット接続型ケータイ。7
月現在、iモードでは公式サイト、勝
手サイト合わせて約2万件のサイトが

11111
（あちゃらコード）

コード

存在し、今なお大増殖中である。目
的のサイトを探すための宝の地図、検
索サービスはもはや必須のツールだ。
検索サービスとして最初に立ち上が
ったのは、「OH! NEW? i サーチ」や
「I-CON SEARCH」などの個人が運
営するサービス（ブルー）で、サービ

タイプ

ディレクトリー型

ディレクトリー型

ウェブ大御所サービスの逆襲!?

『isizeあちゃら』との連携が売り

待ちに待った!?あのYahoo!のケ
ータイ版がついに登場した。なん
といっても注目なのは、ウェブ版
のMy Yahoo!との連動だ。現在
利用できる機能はポートフォリオ
にブックマークと少ないが、これ
からに期待大だ。登録数もまだま
だ少ないが、老舗の底力で巻き
返しをはかるかが注目。

以前よりウェブサイトのアクセス
方法として、
『isizeあちゃら』誌で
活用されていた「あちゃらコード」
がケータイに対応。公式サイトの
「ポケットイサイズ」にもコードの
入力窓があり、勝手サイトとの掛
け橋になっている。また、あちゃら
コード対応のサイトは同誌に掲載
されるのも大きな特徴。

ス開始から1 年以上たった今も業界
をリードし続けている。
そこに最近になって挑戦してきたの
が「Yahoo!JAPAN」や「あちゃら
GATE」など、大手資本の運営サー
ビスだ（ピンク）
。しかし、右の表の
ように、これら後発サービスは登録件
数、キーワードのヒット件数ともに極
めて少なく、検索サービスとして「使
える」出来とは言いがたい。
また、携帯サイトで非常に重視さ
れるのが、トップページのインターフ

インターフェイス

ェイス。パケット量に応じて課金され
ることを考えると、広告は少なく、
バナーは小さくが定石だ。目的のサ
イトに最短距離でたどりつくために
は、ある程度の情報量も欲しい。し

登録サイト数

かしこの点についても、研究を重ねて

検索カテゴリー数

いる個人系サービスのほうがよく練ら
れている。火ぶたが切って落とされた

トップページビュー数／日

約500件

約5000件

カテゴリー：9
サブカテゴリー：62

カテゴリー：10
サブカテゴリー：98

非公開

約1万PV

非公開

約7万PV

「個人VS大手」の戦いだが、大幅に
リードした個人系に、大手がどれだ
け迫れるかが見ものといったところだ。

総ページビュー数／日
テスト結果

363件
126件

検索サービスの命とも言うべき検索ヒット数を調査するために、代表的な4つのキーワードで各サイトを
測定した（7月8日実施）。なお「iYappo」に関しては、
ディレクトリー検索のみでテストした。
1出会い（なんといっても検索人気No.1の単語）
2着メロ
（同じく人気が非常に高い単語）
3花火（夏の風物詩と言えばこれ）
4モーニング娘。
（ユーザー層と合っているのか、人気単語）
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データは7月10日現在のもの

対応サービス解説： i iモード
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勝手サイト：iモードメニューに登録されているドコモ公認のオフィシャルなサイトに対し、ユーザーが「勝手に」作っているアンオフィシャルなサイトの通称。
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データは7月10日現在のもの

裏 ワ ザ 伝 授

URAWAZA ★ DENJYU

Dギガコードを活用せよ
長 い U R L を数 字 7 桁 のコードで簡 単 一 発 アクセスできるのがギガコード
gigahz.net。本稿中のギガコードもこのサイトのトップから入力可能。また、
「I-CON
SEARCH」や「iYappo」にも完全対応している。

D画 面メモを賢く使おう
ギガコードや各サービスのトップページを画面メモ（iモード）で保存しよう。最初のパケ
ット代が節約できるし、アクセスもすばやい。ただし、情報が更新されても分からないの
で、こまめに再保存することをお忘れなく。

D新規勝手サイト情報をいち早くチェック
毎日増え続ける新着サイトは、
「OH ！NEW ？」のメールマガジン「i バード」で情報ゲ
ットだ！！

D気になるカテゴリーはブックマーク
各検索サービスの気になるカテゴリーのトップページをブックマーク。ここを見るだけで、
カテゴリー別の新着がチェックできるぞ。
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ディレクトリー型
ロボット型

ディレクトリー型

ディレクトリー型

ディレクトリー型

大手一番乗りの検索サービス

業界No.1の座を守りきるか？

全携帯対応の老舗サービス

強力ロボットが16万件を検索

iモードが発売されてすぐに、大手
サイトとしては一番乗りで参入し
たのがInfoseek提供のi-seekだ
。飲み会専用カテゴリーなど、ケ
ータイならではの特徴を活かして
いるものの、登録サイト数が少な
いのが残念。8月には大幅リニュ
ーアルの予定があり、新生i-seek
に期待がかかる。

公式な勝手サイト数の指標として
も使われている、業界最大手の
検索サービス。今回の検索ヒット
調査でも堂々1位に輝いている。
おすすめ新着サイトをメールマガ
ジンで届ける「iバード」など独自
企画も盛りだくさんで、今後もさら
なる充実が期待される。

登録数ではiサーチに若干ひけを
とるものの、分かりやすさと使い
やすさでユーザーから絶大な支
持を得ている。業界で初めて「イ
マどきキーワード」
「ランダムサー
チ」
「10件表示」を導入するなど
、オリジナル機能も充実。全携帯
電話対応やギガコード対応など、
総合的なバランスもよい。

業界では非常に珍しいロボット型
とディレクトリー型の両方を併せ
持っている。ロボット型には16万
件の登録があり、通常のウェブサ
イトで、iモードから見られるページ
も検索できる。また、PHSも含む
全インターネット端末に対応して
いるのも大きな特徴だ。
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データは7月10日現在のもの
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データは7月7日現在のもの
※ページビューはウェブからのアクセスも含む

1

2

3

20件
4

データは7月6日現在のもの

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
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37件
4

データは7月7日現在のもので、ディレクトリー
型のみについて

パケット：通信における送受信の単位で、データ自体のほかにヘッダーやトレイラーと呼ばれる制御情報からなる。データの送信元や送信先などもこの制御情報に入れられる。大きなデー
タも小さなパケット単位で送受信することで、複数の通信が1つの回線を共有できる。 ©1994-2007 Impress R&D
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