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株式会社ネットプライスインキュベーション

XMLデータの柔軟性を利用して、
わずか3週間で口コミ・サイトを構築

ギャザリング（共同購入）サイト運営で知られる株式
会社ネットプライスを子会社に持つ株式会社ネットプ
ライスドットコムのグループ会社として、インターネット
系流通サービスにおける新事業の創造・育成の領域
をグループ内で担っているのが株式会社ネットプライ
スインキュベーションです。
同社は、2006年12月から、利用者による商品レビュー
情報を集めたポータル・サイトであるモノペディア
（monopedia）をリリース。新しいビジネス領域での事
業として、その可能性に期待を掛けています。
モノペディアでは、サイトで扱う基本情報をリレー
ショナル・データベースで処理するとともに、商品・
会員などの属性データをXMLデータとして扱うために、
DB2 ® 9を導入。わずか3週間で、ビジネスの拡大や
成長にも柔軟に対応できるサイトを構築しました。
今回のプロジェクトの概要と、Web 2.0時代におけ
るDB2 9の可能性について、事業担当者と実際にシ
ステムを構築した開発者の方々にお聞きしました。
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Interview 1

“Word of mouth” web site built in just three
weeks using the flexibility of XML data
netprice Incubation, Ltd. is responsible for the creation and
fostering of new business in Internet distribution services as a
group company of the netprice.com, Ltd., a subsidiary of which is
the company netprice, Ltd., known for its management of a
‘gathering web site’ (group purchasing web site).
netprice Incubation, Ltd. launched a portal site called monopedia
containing product review information from users in December
2006. Hopes have been placed in the site concerning the possibility
of projects in new business fields.
At monopedia, as well as processing the basic data handled by
the site through a relational database, DB2 ® 9 has been introduced to handle attribute data concerning products and members in the form of XML data. In just three weeks, a web site
was built that is capable of responding flexibly to business
expansion and growth.
We asked the project representatives and the developers who
actually built the system to provide us with an outline of the project
and to speak about the possibilities of DB2 9 in the Web 2.0 era.

グループ内における起業支援の要として

ギャザリング事業

インキュベーション事業

（株）ネットプライス

（株）ネットプライス
インキュベーション

ギャザリング事業

ネットプライスドットコム・グループは、インターネット

（株）デファクト・
（株）エムシープラス
スタンダード
ネットSPA事業
オークション関連事業

を使って共同購入を行うギャザリング事業を創出し
た株式会社ネットプライス（以下、ネットプライス）が、

（株）もしも
ドロップシッピング事業

1991年に設立されたことからスタートしました。
同社では、ギャザリング事業を順調に伸ばすととも
に、インターネットにおける新たな流通モデルの創
出・育成に向けてインキュベーション事業に取り組ん
でいます。こうした業容の拡大に対応するために、

（株）ネットプライスドットコム（持株会社）
人財・情報・顧客を軸とした育成基盤

図1. ネットプライスドットコム・グループの組織図

2007年2月にはホールディングス化を実施。持ち株会
社である株式会社ネットプライスドットコム（以下、ネッ

た事業の一つが、商品レビューの集約を行うモノペ

トプライスドットコム）の傘下で、グループ各社が連携

ディア事業です。

して「インターネット」と「流通」の領域で事業を展開し
ています。

この新しい事業の責任者であり、以前はネットプラ
イスで販売の統括をしていたネットプライスインキュベー

同グループが二つ目の中核事業と位置付けるイン

ション モノペディア事業部 事業統括 浜田 祐介氏

キュベーション事業においても、既に数社を設立し、

は、グループ全体の経営戦略を次のように語ります。

事業の幅を広げています（図1）
。グループ内で、こう

「ネットプライスをはじめとするe-コマース事業では、

した新規事業の育成と起業支援を担当しているのが

より多くのユーザーを集めて、お買い得の商品をお

株式会社ネットプライスインキュベーション（以下、ネッ

勧めし、売り上げを増やしていくというアプローチが

トプライスインキュベーション）です。

一般的でしょう。しかしながら個々の商品について
見ると、それを今すぐに欲しいという人もいれば、将
来買いたいという人もいます。既に別の場所で買っ

物にまつわる三つの側面からアプローチ

たという人もいるでしょう。その中で、単にユーザー
数を増やし、商品をお勧めしているだけでは機会損

ネットプライスインキュベーションでは、立ち上げた

失につながるのではないか、アプローチ方法を変え

企業の経営支援のみならず、新たなビジネスの創出

ればほかのビジネスに結び付けることもできるのでは

に向けてさまざまな取り組みを行っています。そうし

ないか、という議論になりました。そこでグループ全
体で、ユーザーを『物を買う人』
『物を保有している
人』
『物の情報を発信する人』という三つの面からと

株式会社ネットプライス
インキュベーション
モノペディア事業部
事業統括

浜田 祐介氏
Mr. Yusuke Hamada
Business Producer,
Monopedia Project
netprice Incubation, Ltd.

らえ、それぞれアプローチしていくことにしました。
『物
を買う人』については、今までどおりギャザリング事
業を中心とした物販事業でカバーします。
『物を保有
している人』に対してはオークション関連事業などの
ビジネスを展開していきます。そしてわたしたちモノペ
ディア事業では三つ目の『物の情報を発信する人』を
対象にアプローチしていきます。
こうして、物にまつわる三つの側面からユーザーに
アプローチしやすいように、2007年2月にホールディン
グス化を行い、グループを再編しました。まさにネット

P ROVISION No.55 /Fall 2007

11

▼ イ ン タ ビ ュ ー 1 ▼

プライスドットコム・グループ全体で成長戦略を実現す

うことで、レビューとしての質を高めています。サイト

るための体制が整ったといえるでしょう」
（浜田氏）。

の訪問者に、ユーザー視点での商品レビューを手軽
に見ることのできる仕組みを提供し、インターネットで
の上手な買い物をお手伝いするのです。

モノペディアが、上手な買い物をお手伝い

収益モデルとしては、e-コマース・サイトとの連携によ
るアフィリエイト（成果報酬型広告）や、サンプル・マー

「レビュー集約サイト」をうたうモノペディア（http://

ケティングでのレビュー広告に加え、ユーザーからの

monopedia.net）は、PC本体・周辺機器、AV機器・家

レビューによるデータを基にしたマーケティング・デー

電、インテリア・家具、健康・ダイエット、美容・コスメ、

タなどを企業に提供することも考えています。

CD・DVD、キッチン・生活雑貨といった多種多様な

モノペディアの特長は次のとおりです。

商品レビューをまとめたポータル・サイトです
（図2、3）
。
扱う商品の数は、スタート当初の25万点から確実に
増えつつあり、将来的には1,000万点以上になる予定

・より具体的なレビュー情報
レビュアーには「良いところ」
「気になるところ」
「詳
細」を書いてもらうことで、商品の良しあしのみなら

です。
モノペディアでは、掲載する個々の商品について、

ず、どこがどう良くて、どこが気になるのかといった

利用者の方々に100点満点で評価してもらうとともに、

具体的な意見が、利用者に伝わります。また商品の開

商品の「良い点」
「気になる点」も必ず書き込んでもら

発メーカーにとっても、利用ユーザーの思いを反映し
た商品開発や改善などにつながります。
・信頼のあるレビュー
閲覧者は、レビュー内容とともに、
「プロフィール」
「持っているもの&欲しいものリスト」
「過去に記入し
たレビューの一覧」など、レビュアーの背景や属性な
どからもレビューを判断できます。
・レビューの一覧化
商品ごとに集約された複数のレビューを同時に閲
覧できるため、その商品の魅力をさまざまな意見を
基に判断できます。

図2.

モノペディアのトップ・ページ

e-コマース・サイトとの連携により
口コミ情報を集約
モノペディアでは、自サイトにレビューを書き込んで
もらうだけでなく、ほかのe-コマース・サイトと連携し
て、各サイトからモノペディアへ直接投稿する仕組みを
提供し、レビュー情報をより多くより広く集め、ポータ
ル・サイトとして一元的に提供することを狙っています。
「既に、株式会社D.P.EYE様などとの提携を行ってい
ますが、レビュー情報が書き込まれているサイトやブ
ログの運営企業との提携をさらに増やし、まさに『み
図3. モノペディアのレビュー・ページ
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んなのレビュー集約サイト』という立ち位置を狙って

例えば検索サイトで商品名を入力して調べることが

株式会社ネットプライス
インキュベーション
モノペディア事業部

多いと思いますが、実際にはなかなか思ったようなレ

野坂 育代氏

ビュー情報にたどり着けません。その点、モノペディ

Ms. Ikuyo Nosaka

います。通常、ある商品の評判を知りたいときには、

アにアクセスしてもらえば、買い物に役立つ、自分の

Monopedia Project
netprice Incubation, Ltd.

求めていたレビュー情報を簡単に見つけ出せるとい
うわけです」
（浜田氏）
。
浜田氏とともに、プロジェクト立ち上げ時からメン
バーとして参加し、現在はモノペディアの営業／広報
的な業務を担当している株式会社ネットプライスイン
キュベーション モノペディア事業部の野坂 育代氏は、
モノペディアについて次のように語ります。
「例えば、化粧品の口コミ情報を提供するサイトなど
は以前からありますが、おそらくユーザーは化粧品以

戦略室に設けられました。ネット戦略室とは、ネットプ

外にも、生活雑貨や音楽など、さまざまなジャンルの

ライスインキュベーションの前身ともいえる組織であ

口コミ情報も知りたいと思っているはずです。そんな

り、SEO（ Search Engine Optimization）や SEM

議論から、すべてのジャンルを網羅した口コミ・サイト

（Search Engine Marketing）
、アフィリエイトなど、イン

という発想が生まれました。口コミ情報を集約すれ

ターネットにおける新たなビジネスの可能性を探って

ば、利用者にとって商品レビューを探し回る手間が省

いました。

けて便利ですし、その仕組みを核にすればビジネス
も広がっていくように思えるのです」
（野坂氏）
。

ネット戦略室でモノペディア・プロジェクトの可能性
を議論していたころからのメンバーであり、現在はネッ
トプライスに所属しつつモノペディアのサイト構築・運
用を担当している株式会社ネットプライス 開発本部

サイト構築プロジェクトがスタート

サービスR&Dチーム エキスパートエンジニア 今井
剛氏は、プロジェクト発足当時の様子を次のように振

モノペディア事業のプロジェクトに取り掛かったの

り返ります。
「CGM（Consumer Generated Media：消費者生成

は、2006年10月です。
当時は、ネットプライスインキュベーションの設立前

メディア）系を使ったビジネスの可能性について議論

であり、プロジェクト・チームはネットプライスのネット

を重ねる中で、口コミ情報を集約するサイトの立ち上
げが具体化していきました。
しかし、実際にシステムを構築するとなると、難問

株式会社ネットプライス
開発本部
サービスR&Dチーム
エキスパートエンジニア

今井 剛氏
Mr. Takeshi Imai
Expert Engineer
Service R&D Team
Development Division
netprice, Ltd.

続出でした。ネットプライスで構築・運用しているe-コ
マース・サイトは、基本的には物販のためのシステム
ですから、データベースに格納するデータ内容もだい
たい決まっていました。ところがモノペディアでは、ど
んなデータを格納していくのかはっきりしていなかった
のです。
一般的なe-コマース・サイトであれば、データ構造
も比較的はっきりと決まっていますし、リレーショナ
ル・データベースで構築できるはずです。しかし、モ
ノペディアのようなレビュー集約サイトでは、ほかのe-
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コマース・サイトと連携し、多種多様なレビュー情報
やアフィリエイト・データを扱わなければいけません。
しかも、ほかの口コミ・サイトやe-コマース・サイトとの
連携といっても、自サイトもまだ立ち上がっていない

【リレーショナル・データベース】
・リレーショナル・フォーマット
（表）
で
データを保管。
・検索するための言語はSQL。
・検索結果は表で返す。

【XMLデータベース】
・XMLデータをそのままのツリー構造
で保管。
・検索するための言語はXQuery。
・検索結果はツリーで返す。

SQL

状況ですから、具体的な連携方法が固まっているわ

XQuery

けではありません。そうした五里霧中の状況でシステ
ム構築がスタートすることになったのです。
その上、サイトのリリース日は2006年12月21日と

図4. XMLデータベースとリレーショナル・データベースの構造の違い

早々に決まってしまい、その1週間前には社内レビュー
をしなければならないという窮地に立たされたので
す。こうした状況でシステムの開発を始めるのには不

Excelで
データ作成

多ジャンル
商品データ

商品情報

安がありましたが、とにかく時間がありません。大枠
だけでも決め、システム設計を始めることになりまし
た」
（今井氏）
。

フォームから入力

会員情報
商品カテゴリー・
データ
EC店舗情報

XML
RDB

XML

Table

XML

RDB
Table

SQL、
SQL／XML、
XQuery

XMLの柔軟なデータ構造に注目

Apache2、php5

レビュー・データ

XML
XML

DB2 9

レビュー評価

商品ブックマーク

レビュー・ページ
などから登録

今井氏が懸念したとおり、実際の開発は困難を極
めました。その大変さは、予想をはるかに上回るもの

図5. モノペディアのシステム概要

だったのです。
なるべく時間をかけずに開発しなければならない
にもかかわらず、サイトの仕組みや利用方法を議論す
ればするほど、新たな要望が次々と挙がってきます。

でも放り込めるような柔軟なデータベースを採用す
るしかないと考えました」
（今井氏）。
今井氏には妙計がありました。XML（Extensible

そのたびに、データベースのテーブル設計からシステ

Markup Language）に対応したデータベースの導

ムの実装までの作業をすべてやり直すことになります。

入です。

その繰り返しですから、このままではリリース日に

タグを使ってデータを格納するXMLの構造を利用

間に合わないどころか、プロジェクトそのものが破た

すれば、リレーショナル・データベースのテーブルの

んしかねません。

列とは異なり、柔軟にデータベースに格納できるので

そこでプロジェクト・チームでは、発想の大転換を
図ることにしたのです。

す（図4、5）
。
一般に、リレーショナル・データベースでは、一度設

「モノペディアというサイトは、インターネット上に散在

計したテーブルの定義を後から変更するには手間も

するさまざまなレビュー情報を集めたレビュー集約サ

コストも掛かります。が、XMLとXMLデータベースを導

イトですから、初めからデータベースの構造を決定し

入することで、商品のサイズや色、その他属性を追加

てしまうことに無理があるのではないかと考えまし

したい場合には、タグを追加するだけで、データベー

た。仮に現状に合わせて何とかデータベース構造を

ス構成を変更することなく簡単に対応できるようにな

決めることができたとしても、今後の状況の変化やサ

るのです。

イトの成長に合わせて、データベース構造を繰り返し
変更しなければならないのは目に見えています。将
来を見越して、データベース構造を決めることが難し
いのですから、今までの考え方は捨て、何でもかん
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DB2 9の導入により
柔軟なデータベースを構築

開発スタート後の急なデータベースの変更だった
わけですが、今井氏は、メンバーを説得できるだけの
材料を持っていました。IBMのDB2 9がリリース直
後だったのです。
「何でもかんでもデータベースに入れるという発想を
実現するにはXMLデータベースが一番ですが、パ
フォーマンスや運用管理の観点からはリレーショナ
ル・データベースにはかないません。
この難問を解決してくれるのが、DB2 9でした。実
績と信頼のあるリレーショナル構造に加えて、ネイティ
ブなXML構造のデータを扱えるからです。
DB2 9は、pureXMLという形でデータベース内

図6. DB2 Express-Cのページ

にXML形式のデータをそのまま格納できます。また、
大量のデータであっても、高速に検索できるというこ

また、モノペディア事業は社内ベンチャーのような

とから、発表当時から興味を持っていました。実は、

形で立ち上がった事業であり、予算が限られていた

発表された時点では、DB2 9のpureXMLを活用す

ため、当初はフリーのデータベースを採用していまし

るシーンを具体的に思い浮かべることができず、頭の

た。しかし、DB2 9に変更したことで充実したサポー

片隅に残っていた程度でした。しかし今回のプロジ

トも受けられることになり、結果的にコスト以上の効

ェクトで困り果てたとき、救世主はこれだ、と気付い

果を得られました。

たのです」
（今井氏）
。
今井氏が説明するように、DB2 9は、リレーショナ

開発の初期段階では、無償のDB2が使えたことも
大きかったですね」
（今井氏）。

ル・データベースに擬似的にXMLデータを保存する

DB2 9には、ライセンス無償で提供されるDB2

従来の方法とは異なり、柔軟性を保ったままデータを

Express-Cというエディションがあり、IBMのWebサイ

保管できます。しかもリレーショナル・データベースと

トからダウンロードできます（図6）。事業化前の実験

ハイブリッド化されているため、パフォーマンスも期待

的なプロジェクトなどでは、取りあえず無償版でシス

できます。

テムを構築し、保守サポートが必要になった時点で

さらに、pureXMLによる開発では、XMLの柔軟性
を損なわずに設計変更に対応できるため、開発コス
トを抑えることにもつながります。

ライセンスを購入するといったことが可能です。
「フリーのデータベースを使えば、一見するとコストが
少なくて済むように思えますが、日本アイ・ビー・エム
株式会社（以下、日本IBM）の保守サポートをはじめ、
運用管理の観点からも、DB2 9はそれ以上のメリッ

DB2 9導入後、わずか3週間でサイトを構築

トが得られることを実感しま
した。

こうしてモノペディア・プロジェクト・チームは、DB2

実を言えば、XMLでデー

9の採用後わずか3週間でサイトを構築し、予定どお

タベースを構築するのは初め

り2006年12月21日に「monopedia α版」をリリース

ての経験だったのですが、

することができました。

『XQuery+XMLデータベー

「開発途中でのデータベース変更という事態になっ

ス入門』
（ 図7）がとても参考

たわけですが、もともとネットプライスのギャザリング・

になりました。もちろん日本

サイトでDB2 Universal Database V8を使ってきた

IBMのサポートの技術レベル

経験もあり、その点でも不安はありませんでした。

も高く、メールや電話での技

図7. 菅原 香代子・米持 幸寿
「XQuery+XMLデータベース
入門」日経BP社、2006年
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術的な相談だけでなく、DB2テクニカル・セールス担

てもらうのです。企業にとってはサンプリングのみなら

当の中林 紀彦さんには大変お世話になり、定期的な

ず、インターネット上で多くの人々が、自社商品を語っ

訪問によるアドバイスやレクチャーをいただき、本当

てくれるという広告効果が得られます。また、わたし

に助かりました」
（今井氏）。

たちにとってもモノペディア事業でさらに収益を上げ
るには、レビュー情報を充実させることが大切です。
ユーザーの方々に、企業からのモニター商品を配り、

レビュー情報のさらなる充実化を

多くのレビューを積極的に書いていただくことで、レ
ビューそのものに慣れていただくのは一つの手だと

モノペディアは、α版のリリース後も、さまざまな改

考えています。そしてレビューを書くことが身近にな

良を加えながら運用を続け、約8カ月が経過した今

れば、モニター商品だけではなく、自分自身で購入し

日でも大きなトラブルは一切ありません。

た商品についても進んでレビューしていくという文化

「手前みそになりますが、今後、どんな変化があって

が育っていくと思うのです。

も『どんとこい！』と言えるようなシステムを構築でき

実際、ユーザー1人当たりのレビュー数は着々と増

たかなと思っています。少なくとも、システムが足かせ

えつつあり、中には1人で40件近くのレビューを書い

となって、ビジネス上のニーズに応えられない、とい

ているユーザーの方もいて、ユーザーによる今後の

うことはないはずです。

動きに期待しています」
（浜田氏）。
ひ ぼう

正直なところ、3週間でシステムを構築できたDB2

もう一つ、レビューの内容や質については、誹謗中

9でなければ、今後のモノペディア事業の展開は難し

傷を排除するのは当然としても、ユーザーの素直な

かったのではないかと思っています。今後の外部連

感想であれば欠点の指摘も、積極的に掲載していく

携も、通常なら２、3カ月かかるようなものでも、1週間

方針です。

でできるはずですから」
（今井氏）
。

「むしろ、ご契約いただいている企業の方は、ユーザー

システムの運用は順調なことから、次にプロジェク

の率直な意見を喜んでいただいています。そういっ

ト・チーム内で最も大きな課題となるのは、今後どの

た有意義なレビュー情報をユーザーの方々に書いて

ように独自色を出していくかという点です。

いただけるように、サイトのレビュー・フォームもさらに

「現在はコンテンツの充実に力点を置いています。例

工夫していこうと思っています」
（野坂氏）。

えば100万人を超えるネットプライスの会員の中から、
募集による約20万人にモノペディアのモニター会員
として参加してもらい、モノペディア生え抜きの会員と
ともにレビューを書いてもらうことで充実化を図って

最先端のテクノロジーを紹介する
IBMへの期待

います。
ただ、正直に言いますと、サイトのビジネス・モデル

浜田氏は、モノペディアの今後の展開について、現

が確立されているわけではありません。今後、どのよ

在も進行形であり、まだまだ完成形ではないと前置

うな形でレビューを集約していくのかといったことも大

きした上で、次のように説明しました。

きなテーマですし、サンプル・マーケティングやアフィ

「現在のモノペディアは、わたしたちが本当にやりたい

リエイトという現在の広告収益モデルにしても、ほか

と思っていることのごくわずかな部分にすぎません。

にもいろいろな可能性が考えられるでしょう。
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種まきの段階はまだまだ続き、ブランディングの確

例えば、企業からご提供いただいたモニター・サ

立もこれからだと思います。現在多くのe-コマース・

ンプル商品も、単なるサンプリングとは異なる形で広告

サイトやブログ・サイトとの提携を進めていますが、イ

事業を展開できるでしょう。モニターをサイト上で募

ンターネット上にはまだまだ多くのレビュー情報が散

集して商品を配り、実際に試していただいて、何を感

在していますから、それらの集約に取り組むことも優

じ、どんな体験をしたのかを率直にレビューで書い

先事項となるでしょう」
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一方、今井氏も、システム的な観点からも今後のレ

人も、情報もそれぞれ集約されていくという状況の中

ビューの在り方を検討していく必要があると考えてい

で、今までなかったものが次々と生まれようとしてい

ます。

るのです。

「システムから見てもレビューの形は一つではないで

ブログや、ソーシャル・ネットワークのように、広くマ

しょう。会員の方々が自身の意見をそれぞれ文章化

スで情報を伝えるのではなく、見たい人だけに情報

するだけではなく、例えば1語で商品を表してみると

が届く仕組みはますます浸透していくでしょう。

か、さまざまな入力方法が考えられるはずです。その

これも、インターネット上に人や情報があふれてい

ためのシステム開発、もっと言えば『こんなふうにレ

る中で、自分の欲しいと思う情報を、確実に得るよう

ビュー情報を入力できたら楽しい』とユーザーに感

にするために、インターネット・ユーザーの力で生まれ

じてもらえるようなサイトを構築していきたいと思いま

たのかもしれません。モノペディアのように、
「ある商

す。その点でも、DB2 9の柔軟性は心強いと思って

品について、その情報を必要とする人へ、望んだ通

います」
（今井氏）。

りの情報を確実に届けるサービス」はますます求め

また、今回のシステム構築を通じて、IBMに対する
イメージが大きく変わったと今井氏は語ります。

られていくでしょう。消費者の満足度を高める仕組
みとして CRM（ Customer Relationship Manage-

「IBMは大規模システムや基幹系を中心にした固い

ment）が定着したように、今後は、よりレビューを書き

ITベンダーというイメージを持っていたのですが、実

やすいような便利さや面白さ、その他レビュアーが日

際にはWeb 2.0をはじめとする先端技術についても

常的にレビューを書いていく上で満足感を得られる

非常に積極的であることに驚きました。わたしたちの

ようにするための仕組みが登場することになるかも

ようにインターネットのビジネス領域で活動しているエ

しれません。例えばテキスト・マイニングの技術によ

ンジニアは、常に新しい技術を求めています。そうし

り、レビュー情報を徹底的に分析して、その情報を活

た最新情報もご提供いただき、とても助かりました。

用するといった仕組みも有効でしょう。

®

例えば IBM developerWorks のような開発技術者

いずれにせよ、モノペディアは今後も、インターネッ

向けのポータル・サイト（
「コラム」50ページ参照）は、

ト・ユーザーとともに進化を続けていくことになるは

Web 2.0をはじめとする、最新のオープン・スタンダー

ずです。

ド・テクノロジー情報の入手に大変役立ちます。モノ
ペディアの構築や運用のためだけでなく、一エンジニ
アとして、純粋にサイトの更新を楽しみにしています。
今では、最も頻繁にアクセスするサイトの一つになっ
ているくらいです。その意味では、技術者としてIBM
のファンになってしまったといえるかもしれません。今
後ともファンを裏切らないご支援を期待したいと思い
ます（笑）」
（今井氏）。

今後も進化を続けていくために
Web 2.0により、インターネット上で同じような興味・

考え方を持つ人たちのコミュニティー化が進み、さら
にそこへ人が集まっていくことでコミュニティーが大
きなパワーを持つようになりました。一方で、マッシュ
アップによってサイトにも情報が集まりつつあります。
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