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はじめに ～研究の動機～ 

 

今日では、誰もが手軽に利用できるインターネット。便利になった背景には、インタ

ーネットの出現に伴ったビジネスモデルの変化、web2.0 という新しい世界、その担い

手などが挙げられる。eMarketer によると、世界のネットユーザーが 2005 年で 10 億人

に到達した。ブロードバンド利用世帯の 40％近くはアジア太平洋地域が占め、国別の

利用世帯数では米国が首位を堅持している。インターネット人口増加の理由として、以

下にメリット・デメリットを挙げる。 

 

 

 

図 1 インターネットのメリット 「インターネットユーザー とっておきのデー

タ」より 
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  図２ インターネットのデメリット 「インターネットユーザー とっておき

のデータ」より 

 

 

以上がメリット・デメリットの主なアンケート結果だが、インターネットはオープ

ン・ネットワークであるため安全性・確実性の面で劣る反面、その広域性・グローバル

性やコストの低さの面で圧倒的なメリットを持っている。問題の安全性についても、電

子認証当の情報セキュリティ技術の発達とともに改善されてきている。その圧倒的なメ

リット故に、今後もインターネット人口は増えていきそうだ。 

私はこの世界に取り残されないために何を知っておくべきなのか。その背景に興味を

持ったのと同時に、今後どのように進化をしていくのかを考察するためにこの研究テー

マにした。 

 

 

 

 第 1 章 インターネットを利用したビジネスモデル 

  

１－１ 現在のビジネスモデル 

 現在、Web で成り立っているビジネスモデルといえば、 

☆ 広告 
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   ・ バナー広告 

・ 検索連動広告 

・ コンテンツ連動広告 

    

☆ 課金、有料オプション 

・ Blog やメールの容量拡大 

・ Yahoo オークション等 

    

☆セールス 

・ ショッピングサイト 

・ コンテンツサイト 

 

自動車産業や外食産業メディア産業の中に、それぞれの産業にインターネットを

使ったビジネスがあるだけじゃないのだろうか。そういう意味で、インターネット

っていうのはそんなに大したものじゃない。 

ただし、インターネットは、全ての業種において、新しいビジネスのやり方を可能

にする。そういう意味では、インターネットというのは、とてつもない。 

 

 

 

１－２ ネットバンキング 

  銀行はここ数年、比較的安価にできる経費削減方法として、顧客を Web ベースのア

プリケーションへと移行させることに重点を置いてきた。ネットバンキングの利用者

が増えていけば、顧客のサポートに必要な窓口担当者や融資担当者を少なくし、店舗

の数も減らせるという考え方からだ。世界中の多くの顧客にとって、ネットバンキン

グはビジネスのうえで現実的で満足のいく選択肢になっている。 

 

ネットバンキングの定義 

ネットバンキングとはコンピュータを使ってインターネット経由で銀行などの

金融機関のサービスを利用することである。振込み、残高照会のほか定期預金・外

貨預金・投資信託の取引、ローンの申込みやお金に関わる相談まで、窓口だけでな

くインターネット・モバイル・電話からもできるサービスの総称である。 

銀行側も、窓口の維持管理にかかるコストを削減できることから導入に積極的な

ところが多く、都市銀行・地方銀行のみならず、一部の信託銀行でもネットバンキ

ングサービスを開始している。サービスの利用方法で分類すると、Web ブラウザを

使うものと、専用のソフトウェアを使うものの 2種類がある。専用のソフトを使っ
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た方がセキュリティを高めやすく、操作性も向上させることが容易だが、ソフトウ

ェアを新たに導入するのを負担に感じて敬遠されることが多いため、Web ブラウザ

を使って利用できるサービスが主流になりつつある。 

 

・ネットバンキングの種類 

 

 ネットバンクには、ネットだけで取り扱うことを前提に設立されたネット専業銀行、

既にある銀行において、新たにネット取引を行うために設立したインターネット支店の

ものと、現在使っている口座にネット取引の機能を拡張したネットバンキングサービス、

そして郵便局で扱っているゆうちょのインターネットホームサービスの４つに分けら

れる。自分が新たに口座を開設したい、もしくは普段使っている銀行や口座でネット取

引がしたいなど、用途に合わせて選ぶ必要がある。    

 

ネットバンキングで利用している商品・サービス 

 

 
       図３ 節約ネットバンク ブログより 

 

 

図を見て分かる通り、ネット取引の資金決済が多いのが分かる。ネットバンクの場合

は Web サイトを構え、パソコンや携帯電話等の媒体からアクセスして利用できるため、

場所を問わず２４時間いつでも利用できる。「いつでもどこでも利用可能」というのが
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ネットバンクの強みといえる。 

 

１－３ 検索サイトのビジネスモデル～Google と yahoo～ 

有名な検索サイトである『Google』と『yahoo』を比較し、そのビジネスモデル

の違いを考察する。 

Google を代表とする検索サイトは、あるキーワードを元にネット上で検索条件に

あった最適なネット情報を提供することがその役割である。Google のビジネスモデ

ルは、彼ら自身がコンテンツを売ることに興味があるのではなく、あらゆることを

サイトへ誘導し、何かを売る手数料でビジネスをするのではなく、あくまで広告を

売ることで商売をしているのである。 

   検索システム・・・Google はロボット型検エンジンで秒速 0.5 秒というスピード

で検索することができる優れた検索エンジンである。ロボット型検索エンジンとはイ

ンターネット上のあらゆるページを対象に、片っぱしからキーワードを集めてくる。

ジャンルなどは関係なく拾い上げてくるので、たとえば「文教大学」なら「文教大学」

という言葉を文章内に含むサイト全てを拾い上げてくるのである。キーワードを含む

ホームページ全てを拾うため、結果が多く、自動検索のため最新情報を拾い上げてく

るというメリットがある。 しかし裏をかえせば、文章中にキーワードを含むページ

全てを拾い上げてしまうため結果が多く、求める情報に困惑しまいがちになる。 

 

Yahoo Inc. のソーシャルサーチへの思い入れはますます強くなっているようだ。

Yahoo は、Google や AOL、また Microsoft と同様に個人がフォトアルバムやブログ

のような個人に属するコンテンツを共有できるインフラストラクチャを確立しよう

としている。もともと検索エンジンと同様になるべくたくさんのウェブページから

の情報を一般ユーザに提供しようというのが Yahoo のビジネスモデルの原型である。

しかし、Yahoo が今後力を入れようとしているのは、このたくさんの情報量へのリ

ーチだけでなく、ソーシャルサーチというコンセプトだ。 

検索システム・・・Yahoo!では、検索結果にはふた通りの表示がある。ひとつは

「Yahoo!登録サイトとの一致」という欄に表示されるサイトで、これは Yahoo!Japan

のディレクトリに登録されているサイトが表示される。このディレクトリ登録は、

Yahoo!Japan の社員が、独断で登録の可否を決めている。なので、たとえ Yahoo!の

ディレクトリに登録申請をしても、実際に登録してもらえるとは限らない。これを

『ディレクトリ型検索』などと呼ぶ。 

もう一つは「ページとの一致」という欄に表示されるサイト。これは Yahoo!デ

ィレクトリに登録されていないサイトで、Yahoo!の巡回ロボットが取得したデータ

と一致するサイトが表示される。巡回ロボットとは、自動で世界中のＷＥＢサイト
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を巡回し、ページのデータを拾い集めるプログラムのことである。ロボット検索の

対象は、巡回プログラムが自動で取得したデータが基準であり、人の手で登録の可

否を決めるディレクトリ検索とは、根本的に基準が異なります。こちらは『ロボッ

ト検索』と呼ばれる。 

 

 

図４ Google と yahoo あなたの知らない検索エンジンの秘密より 

 

 

 

第２章 進化するインターネット～web2.0～ 

 

ブログに代表されるように、これまで情報の受け手であったユーザーが情報の発

信者へとシフトし、インターネットの世界ではユーザー参加型のモデルが広まって

きている。情報を受け取ることが主だったインターネットが、自己の意見を発信す

る総表現社会の場へと変貌を遂げようとしている。この様な次世代 Web の現象を総

称して Web2.0 と呼んでいる。ここでは、この Web2.0 の世界について研究する。次

世代の Web とは？ 

 

２－１ Web 1.0 と Web 2.0 の違い 
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 Web 1.0 と Web 2.0 の違いとは何か。ひと言で言えば、ユーザーの参加がキーワー

ドだ。今まで巡回と閲覧しかしていなかったユーザーが、自分の意見を発信するために

能動的に動き始めたことで変化が起こった。従来の Web では、情報発信者は大手企業・

マスコミ・情報リテラシーの高い先進的ユーザーなどに限られてきた。厳密にいえばユ

ーザーが BBS や Email で情報発信することは可能であったが、これら情報はさまざまな

サーバ上やローカルマシン上に点在し、個々の情報はあまり大きな意味を持たなかった。 

Web2.0 ではブログ・SNS（Social Networking Site）・Wiki・ユーザーレビューサイ

トといった情報を発信・集約するツールが誰でも簡単に利用できるようになった。集め

られた口コミ情報は点在するだけではなく相互に連携し、口コミ情報はマス（集団）を

形成するようになった。このことは CGM（Consumer Generated Media）と呼ばれ、「ユ

ーザーが情報を発信するメディア」として注目される。 

  

  

図５ Web 2.0：次世代ソフトウェアのデザインパターンとビジネスモデルより 

 

２－２ web2.0 の特徴 

  

Web 2.0 とは「Web がプラットフォームになること」であり、従来型の Web とそこで

ビジネスを展開している企業＝「Web 1.0」をリプレースするものと位置づけている。

Web2.0 のコアコンピタンスは次のものである。 

 

・提供するものはパッケージソフトウェアではなくサービス 
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・たんなる閲覧から参加型のアーキテクチャに 

・ドメインの取得から検索エンジンへの最適化 

・成果報酬型による費用対効果の高い広告 

・コンテンツ管理から Wiki などへの自由投稿 

・個々のサイト依存からサイト間連携による集合知の利用 

 

キーワードはマッシュアップ。Web2.0 でいうマッシュアップとは 2 つ以上の情報源を

混ぜ合わせ、新たに付加価値を提供することである。マッシュアップの手法を使えば他

サイトの情報や機能を利用できるため、短時間・低コストで Web サイトを構築すること

が可能だ。またマッシュアップされる情報ソースの 1 つとして欠かせないのが、ユーザ

ーから寄せられる口コミ情報である。多くの口コミ情報を集めるためにはユーザーが自

ら参加してくれるような仕組み作りと、集められた口コミ情報を有効に利用する仕組み

作りが重要だ。前者をユーザー参加型、後者を集合知の利用と呼ぶ。母数が大きいほど

情報の多様性、網羅性が向上すると考えられるため、一般的に参加するユーザーが多け

れば多いほどサービスの利用価値が高まる。 

 

 ２－３ ブログ  

  

 「ブログ（blog）」とは、ホームページの形式の一種で、日記ホームページによく似

ている。「ウェブログ（weblog）」を略した言葉で、「web 上に残される記憶」というよ

うな意味を持つ。ブログ定義とは、おおまかには、作者がデザインなどをいちいち考え

なくても、上から順番に新しい記事が表示されていくホームページ、と考えてよい。こ

れはホームページの特性から考えて、とても理にかなった形式である。気に入ったホー

ムページを何度も見に行き、そこでの新しい記事を探す上で、ブログでは最初のページ

のいちばん上に新しい記事を表示するので、非常に読みやすく、また検索機能や「最近

の記事」のリストが標準でついているおかげで、バックナンバーを探すことも簡単であ

る。 

・ 簡単にホームページを作れる 

goo ブログでは無料で、編集ページから、掲示板に書き込むような感覚でホーム

ページを作れる。HTMLなどを知らない初心者でも簡単にホームページが作れ、HTML

を知っている人でも面倒な作業が必要なく、何かホームページに載せたいことが

あったら、すぐに作ることができる。外出先などパソコンが手元にないときでも、

携帯電話から記事を書いたり、ブログを読むことも可能。 

この「読みやすさ」と「書きやすさ」が、現在ブログが流行している原因のひと

つになっている。 
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・ 最新機能が使える 

 無料サービスなのに最新の機能が多く使えるのも、ブログの特徴のひとつである。

「RSS」はブログやニュースの記事リストを提供するもので、「RSS リーダー」と呼ばれ

るソフトを使うことで、よく読むホームページの更新チェックが簡単になる。「トラッ

クバック」は、関連するブログどうしをつなげるための技術で、従来のホームページの

リンクが自分ページから相手のページとリンクを張るのに対し、トラックバックは相手

ページから自分のページと逆方向にリンクする点が違う。 

  

※RSS（rich site summary）Web サイトの見出しや要約などのメタデータを構造化し

て記述する XML ベースのフォーマット。主にサイトの更新情報を公開するのに使われて

いる。RSS で記述された文書には、Web サイトの各ページのタイトル、アドレス、見出

し、要約、更新時刻などを記述することができる。RSS 文書を用いることで、多数の Web

サイトの更新情報を統一的な方法で効率的に把握することができる。 

 今回の研究を通じて私自身、ブログを始めてみた。まだ初めて間もないのだが、毎日

の日記を手軽に書けるといった感覚でできるので、書いていて楽しさを覚えた。世間で

ブログ、ブログと騒がれた理由が理解できた気がする。これからも飽きずに継続して続

けていこうと思う。 

 

 

 

 

              第３章 問題点 

 

インターネットを利用するにあたり、様々な問題が生じてくる場合がある。それは、

システム的な問題であったり、インターネットを利用した犯罪であったり、利用する人

の行動の変化であったりと様々だが、この章ではセキュリティに関する問題点とその主

な対処法、また第２章でも挙げた検索サイト『google』の起こす問題点について考察し

たいと思う。 

 

＜セキュリティ＞ 

３－１－１ ウイルス感染 

 コンピューターウイルスとは、悪意のある者が作成したプログラムのことで、メデ

ィア（フロッピーやメモリーカードなど）や電子メール、インターネットからのダウン

ロードを通じて他の PC に自分のコピーを作成し、自己増殖するものをいう。コンピュ
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ーターウイルスが PC にコピーされた状態が『ウイルス感染』である。 

 

主な対処法 

１，ネット環境のアップデートは確実にしておく。 

２，アンチウイルスソフトをインストールしておく。 

３，ウイルス定義ファイルをアップデートしておく。 

４，添付ファイルのメールやＨＴＭＬメールの場合はプレビュー表示をさせない設定に

する。 

５，プレビューさせたり開く場合には、開く前にウイルスチェックをする設定にする。 

６，添付ファイルがある場合は、送信者が親しい人の場合でも確認をとってみる。 

７，日本語・その他で意味不明な件名や、英語で誘い文句のあるものはウイルスの可能

性あり。 

８，送信者不明でウイルスの可能性がある場合は、プレビューや開かずに即座に完全削

除する。 

 

 

３－１－２不正アクセス 

 正規のアクセス権を持たない人が、不正にコンピュータを利用すること。代表的な

不正アクセスには、ソフトウェアの弱点を悪用したファイルの盗み見、削除・改変行為

や、盗聴やパスワード窃取、コンピュータを踏み台とした迷惑メールのばらまきなどが

ある。  

 

主な対処法 

１、キーロガーを除去  

キーロガーとは、キーボードのタイプを不正に記録して外部に送信するスパイプログ

ラム。ハッカーはこうしたプログラムを使って、アカウントのパスワードを盗む模様。

このようなスパイウェアがインストールされていないかどうか、SpyBot や AdAware な

どの検出除去プログラムを定期的に利用する。 

 

２、パスワードは手打ちしない 

中には発見除去が難しいキーロガーもある。キーボードで打たずに ID Manager など

のプログラムを使用して、パスワードを入力するほうがよい。 

 

３、パスワードの書いてあるメールは一切保管しない 

Yahooや Hotmailなどのメールが不正アクセスされてパスワードが漏れる可能性あり。 

 



 13

４、パスワードはすべて固有のものにする 

同じパスワードを複数箇所で使うことは危険である。 

 

５、パスワードは定期的に変更 

同じパスワードを長期間続けるのは危険である。 

 

６、大きな金額を置かない 

 ほとんどの場合不正アクセスによる被害は補償されるが、そうでないケースもあり、

大金を置かないことが大切。 

 

７、ソフト上で「パスワードを記憶する」は使わない  

カジノのソフトウェア等でパスワードを記憶させる機能があるものもあるが、それは

使用しない。 

 

８、フィッシングに注意 

最近は銀行や eBay や PayPal だけでなく、NETELLER を装ったフィッシングメールも

出てきた模様。パスワードの入力を求めるようなメールはすべて無視すること。 

 

３－１－３ スパムメール 

 スパムメールとは不要なインターネット広告の電子メール、または迷惑メール等の

望まないメールのこと。 スパムメールは他人のメールサーバーを使用して大量の広告

メール等を無差別に送信するので使用されたメールサーバーの負荷が増大して、本来の

メールのやりとりに障害を与えることもある。また、望まない人に対して大量のメール

が送信されることで、回線自体にも負荷がかかる。 

 

主な対処法 

１、ウイルスに感染している恐れがあるのでうかつに開かない 

 スパムメールはウイルスメールと異なり、ウイルスへの感染の可能性はそれほど高く

ない。ただし、万が一ということもあるので、見知らぬ人から送られてきた添付ファイ

ル付きのメールなどはうかつに開かないようにする。  

 

２、表示されているリンクなどをクリックしない 

 スパムメールの多くは、広告宣伝を目的としている。そのため、メールの本文内に「こ

ちらをクリック」といったリンクが張られていることがあるが、こうしたリンク先のペ

ージには、違法なアダルトサイトや、不正な料金を請求しようとする「フィッシング詐

欺」「振り込め詐欺」などのサイトが設定されていることが多いので要注意。リンクな
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どはクリックせずにそのまま削除するようにする。  

  

３、スパムメールに返信しない 

 スパムメールの中には、「送信を止めてほしい場合はこのアドレスに返信してくださ

い」といった文言が書かれていることがあるが、こうしたアドレスに返信することで、

適当に送りつけたメールアドレスが実際に存在するということが相手に分かってしま

う。その結果、さらに多くのスパムメールが送りつけられるということにもなりかねな

いので、絶対にスパムメールには返信しないようにする。 

 

３－１－４ スパイウェア 

 スパイウェアとは、知らないうちに勝手に PC にインストールされてスパイ活動を行

うプログラムのこと。「スパイ活動」を一言で定義すると「PC 内に存在する情報、あ

るいは PC に対する操作の情報を、許可無しに第三者に送信する」。具体的に送られる

情報の例としては、 

・ 個人情報（メールアドレス、本名、住所、電話番号など） 

・ Web で使用する秘密情報（クレジットカード番号、ID、パスワードなど） 

・ PC の使用履歴（何を入力したか、何をインストールされているかなど） 

・ ブラウザの使用履歴（どのサイトを見たか、何をクリックしたかなど）     

などが考えられる。 

 主な対処法 

１、コンピュータにダウンロードするソフトウェアは慎重に選ぶこと。ソフトウェアの

発行元が全く信頼できない会社の場合は特に注意が必要である。  

２、使用許諾書をよく読むこと。フリーウェアをインストールする場合には、その許諾

書をただ最後までスクロールして「承諾」ボタンをクリックするだけではいけない。内容

をよく読むことが大切。 

３、にせのスパイウェア対策ソフトに注意する。Web 上には、「スパイウェア対策」ツ

ールと称し、その実スパイウェア防止にはほとんど、あるいはまったく効果のないツール、

中には逆効果のものさえある。 

４、ユーザー・インタフェース上でクリックできる広告を点滅させるプログラム、特に

フリーウェアには十分警戒する。そのようなプログラムは要注意であり、何者かがユーザ

ーの対応を監視している可能性がある。  



 15

５、インターネット・ブラウザは常に最新版を利用する。ブラウザのセキュリティ・ホ

ールはスパイウェアやアドウェアのダウンロードによく利用される経路であるため、使用

しているブラウザのセキュリティ・パッチが入手可能になった場合には、すべて適用する

ことが重要である。  

６、ActiveX は、不要な場合には無効にしておく。ActiveX はユーザーに気付かれずに、

または同意を得ずにスパイウェアをインストールするためによく利用されるツールである。

信頼できるサイトで ActiveX が必要になった場合には、いつでも有効に戻すことができる。 

 

 

 

＜Google の問題点＞ 

 

インターネットで情報収集をするには、サーチエンジンを利用するのが簡単で早

いであろう。その担い手は、検索エンジンの怪物・グーグル。そのグーグルが起こ

す問題点とは何か。以下にそれを挙げていく。  

 

 

３－２－１ Google News の著作権問題  

国際的な新聞社を代表する団体が、Google などニュースコンテンツを集約する検

索エンジンに異議を唱えるためのロビー活動を開始した。 これには、広告支出が印

刷物からインターネットへと移っていることで、 新聞業界の従来のビジネスモデル

が行き詰まっているという背景がある。 各国の新聞業界団体も加盟する世界新聞協

会（WAN）は、「検索エンジンが 著作権保有者に公正な対価を支払わずにコンテンツ

を利用していることに 異議を唱える」方法を模索していることを明らかにした。 

Google や同社の Google News サービスなどのサイトは、自動的に数千の ニュースソ

ースから見出し、写真、短い抜粋を抜き出し、発信元のサイトに リンクを張る。Google 

News は現在、広告を掲載していない。  

 

 

３－２－２ グーグル八分問題 

グーグル八分とは、インターネットの検索エンジンである Google で本来なら上位

に示されるはずのウェブサイトが、検閲などにより検索の対象から外れるよう操作さ

れ、検索の結果に表示されない状態をいう。グーグル八分は、特定のウェブサイトが

検索用のインデックスから完全に削除され、Googleの検索で一切表示されなくなる。

World Wide Web とは言うが、実際は検索エンジンがポータルサイトとして重要な存
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在であり、グーグル八分を受けたサイトは、多くの利用者にとって存在しないも同然

になる。そのため、特定のサイトを恣意的に表示されないようにする操作は、情報の

アクセス権 (知る権利)の問題になりうる。多少不正をしているサイトなら順番を下

げればいいだろうし、悪徳業者だろうが違法行為者だろうが検索サイトがそれを検索

してしまう事に何の問題があるのだろう。もし問題があるとしたらそのサイトそのも

のだから司法の手に委ねるべきだろうし、そういった闇のサイトも検索されてしまう

事で検索エンジンが社会的責任を果たすという事もある。とにかく検索サイトはネッ

トのコンテンツにできるだけ影響を与えず傍観者であることが理想である。グーグル

はグーグル八分を一定の条件で発動しているようだが、これは正しい解決法なのかは

定かではない。 

 

 

３－２－３ グーグル AdSense 狩り問題  

  Google Adsense を利用して広告を貼り付けているサイトを訪れ、その広告を不正

に複数回クリックすることでアカウントの停止を狙うもの。悪質な行為。Google に

よると、同一 IP からの広告クリックを制限している上に、独自の優れたシステムで

監視しているということなので、第３者の不正行為によりアカウントが停止になるこ

とは回避できる模様。ライバルサイトのアカウント停止を狙って広告を複数回クリッ

クするような悪質な行為は、逆に自分のアカウントが停止になるかもしれない。それ

だけでなく訴訟問題にまで発展することもある。もしも異常なクリックカウントを確

認した際にはすぐさま Google に報告メールを送ると良い。細かなサイトのアクセス

ログをとっている場合には、そちらにも注意して異常があったのなら併せて提供する

と良い。しかしながら、アカウントを停止するか否かの決定権はすべて Google にあ

るということ。 

 

 

３－２－４ 中国での検閲問題  

 中国政府によって都合の悪いものは、閲覧を制限するというもの。政府は Google

に対し、検索結果リストの検閲を行なうよう求めた。中国の検閲は、いくつかのサー

チエンジンをはじめとする複数の箇所で行なわれており、禁止コンテンツの代わりに

警告が表示されるのではなく、コンテンツそのものが削除されるのである。Google

はこれを拒否してきたが、最近中国国内でのサービスを始めるため、当局の検閲に協

力することを明らかにした。 従って、中国国内での新しいサイトでは「天安門事件」

や「台湾独立」などの特定の言葉は、検索しても表示されないことになった。Google

社は「検索結果の削除は我々の使命に反するが、何の情報も提供しない方がもっと使

命に反する」との声明を発表したが、１億人を超える大市場の魅力の前に折れた形と
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なった。もし、日本で「検索表示されない言葉」があれば、どの様に感じるか。もし

かすると、既にそういう言葉が日本にも存在しているかもしれない。 

 

 

 

               第４章 まとめ 

 

「Web 2.0」のような参加型の web の世界では、常に人と人とがやりとりをしている。

その世界で全体を掴むのは、時に困難である。現時点で言えるのは、Web を取り巻く状

況はこの数年で明らかに変化しており、変化についていけない企業やサービスは淘汰さ

れていくであろうということだ。Web 2.0 をただの新しい言葉と片付ける前に、インタ

ーネットにどのような変化が起きているのか、個々が一考するべきである。 

第 1章で述べたビジネスモデルも、数年もすれば多少なりとも変化するだろう。私た

ちの思いもよらないもの、あるいは盲点が新しいビジネスモデルを生み出すのかもしれ

ない。また、最近では Google が youtube を買収した。これにより検索サイトの業界は

どのように変わっていくのか。第３章で述べた Google の問題点は解消されるのか。楽

しみな反面不安もあるが、これからもこういった変化に注目していきたい。 

 

 

西暦年 
インターネット利用者

数 
総人口 人口比 

1999 年 1,509 万人 1億2,668万6千人 12% 

2000 年 1,938 万人 1億2,692万6千人 15% 

2001 年 3,264 万人 1億2,729万1千人 26% 

2002 年 4,620 万人 1億2,743万5千人 36% 

2003 年 5,645 万人 1億2,761万9千人 44% 

2004 年 6,284 万人 1億2,777万6千人 49% 

2005 年 7,007 万人 1億2,775万7千人 55% 

2006 年 7,362 万人 1億2,775万3千人 58% 

表１ 日本のインターネット利用者の推移  
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これは日本のインターネット利用者の推移だが、ここ 2～3 年のインターネットの加

入者数全体の伸び率は減少している。これはもう伸びる余地がないことを意味している。

つまり、インターネットを必要としている人達には、行き渡ったということが言える。

利用者が増えていったのと同時にネットワークはその質も向上してきた。たとえば、イ

ンターネット利用者のうち、ブロードバンド利用者が 3000 万人を突破した（インター

ネット白書 2005 より）。このように利用者数の増加は頭打ちになったが、今後も質の

向上という点でネットワークの高速化が進み、インターネットは発展を続けていくこと

だろう。 

インターネットは誰でも対等にしてしまうような所がある。お年寄り・小学生・社会

的地位のある人・ない人・有名人・文化人・一般人・インターネットが始まってから何

年も関わってる人・今日買って来て始めてアクセスしてみた人・・・どんな人でもあく

まで対等な立場に置いてしまうインターネットは、やはりユニークなコミュニケーショ

ン手段だと思う。だが、それは『マナー』という言葉のうえで成り立つと私は思う。匿

名性ゆえ、上下関係はない。だからこそマナーを一人ひとりが意識する、そしてその一

人ひとりがこのインターネット世界を形作っているということを忘れてはいけない。イ

ンターネットによって世界はこう変わる、とは言わない。このように変えることが出来

る、と言いたい。だれが変えるのか、それは紛れもない私たち一人一人である。 
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