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マッシュアップ
Web2.0 的サービス構築術

他者の Web サイトで公開されているコンテンツをパズルのように組み合わせて、新しい
別のサービスを構築するマッシュアップという手法が話題を呼んでいる。今回は、その技
術的な背景である Web サービス、文化的背景であるヒップホップなどと共に解説する。

●マッシュアップとは
●マッシュアップサービスの開発手法
● API 公開ウェブサービスカタログ
●マッシュアップショーケース
●マッシュアップモデルとしてとらえた iTunes
●ビジネスにおける注意点
●マッシュアップの将来
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・年内リリースを目指す Windows Vista と次期 Office の進化を披露
・Google Desktop 3 ベータ版を公開
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62
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千本倖生氏、村上憲郎氏、三輪信雄氏、村井純氏が語った未来とは？
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ウィルコム（代表取締役社長 八剱 洋一郎）
「W-ZERO3 や W-SIM でモバイルライフスタイルをリードする」

日本の注目ベンチャー企業

71

ユビキタス（鈴木 仁 最高技術責任者）
「世界最小、最軽量、最速のネットワーク OS でユビキタス社会を実現する！」
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レンタルサーバートレンドウォッチ
AT-LINK 専用サーバ・サービス（AT-LINK 専用サーバ・サービス）／パワープラットフォームホス
ティングサービス（NTT コミュニケーションズ）／レンサバ本舗（GMO インターネット）／お名
前.com（GMO インターネット）／ Domain Keeper（ハイパーボックス）
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ワンセグ BML ワンセグ向けデータ放送の可能性 田中賢一郎
au の MUSIC-HDD W41T（以下 W41T）
は、4GB の HDD を
搭載したケータイだ。海外では、HDD 搭載ケータイがサムソンや
ノキアから発売されているが、国内では東芝製の W41T が初め
てだ。au は、これまでも「着うた」や「着うたフル」
といった音楽コ
ンテンツに力を入れてきているが、その集大成ともいえる総合音
楽サービスが
「au LISTEN MOBILE SERVICE」
（以下 LISMO）
。
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放送通信融合の現場から
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佐々木俊尚

第 2 回「勝手メタデータとソーシャルタギング」

デジタルサーチャー講座 検索を科学する

W41T も、この LISMO に................................................... fp106
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『電波利権』
『ソニー病』
『ウェブ進化論』ほか

TREND
データで読む未来「電子ペーパー：2011 年には 1,200 億円市場に成長」 114
COLUMN
無線博士の３大陸漂流記 #9

「モールス信号から1024QAM へ 〜進化し続けるワイヤレステクノロジー〜」中村康久 116
インターネット研究現場からの便り#14
「地球 が コンピュータ」砂原秀樹
84
この図は、
「公開されているウェブサービスを組み合わせて新たなサービスを創り出す」というマッシュアップを、44 ページで
も紹介した「alkemis local」を例にビジュアル化してみたものだ。何気なく使っているだけでは気付かないが、実にさまざま

マッシュアップ仕組みマップ

なサービスが LEGO ブロックのように組み合わされていることがわかるだろう。
現在注目を集めているのは地図に関するものだが、それが以外にもさまざまなサービス、機能が提供されており、組み合わせ

編・著 インターネットマガジン編集部

From Editorial Office

方次第では多くのユーザーから支持を得るような、便利で優れたサービスを創り出せる。
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