
10月1日から、ソフトバンクが携帯電話の発売を始めた。このことは、携帯電話、パソコンという端末にとって、どんな

将来性を示唆しているのか。この先、どんな新しいことが起こっていくのか、いかないのか。生活者はもとより、携帯電

話関連企業、インターネット関連業界にとっても、このニュースは大きなインパクトを持っている。今月24日から、MNP(モ

バイル・ナンバー・ポータビリティ)サービスが始まり、新しい変化の予兆が見えはじめている携帯電話市場。携帯電話

を選ぶ自由度が増えた消費者に対して、どんな魅力的なコンテンツを提供できるかが、ビジネスのカギを握ることはま

ちがいない。携帯電話市場の新星ソフトバンクは、今、どんなことを考えているのか。キーマンのひとりにきいてみた。
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VodafoneとSoftBankが、ひとつになった。
そこに、どんなチャレンジや意味が潜んでいるのか。

ー今回、Vodafone と Sof tBank がひとつになった
ことは、生活者にとってどんな意味があるといえるの
でしょうか。

ひと言でいえば、携帯電話とパソコンが融合していく
ということです。ひねりも何もない答で、申し訳あり
ませんが ( 笑 )。携帯電話とパソコンって、「デジタル
コンテンツを見る端末」という点では同じですが、生
活者から見れば近いようで遠い存在です。近い遠いと
いうよりは、「存在の意味や感覚がちがう」といった方
が適切かもしれません。たとえば、携帯電話を使って
買い物したりすることはわりと安心して抵抗なくでき
る一方、パソコンで買い物する際は、まだどこかに「情
報を盗まれやしないか」という一抹の不安が拭いきれ
ません。これは、携帯電話の場合、「携帯電話会社がユー
ザーを守ってくれている」という感覚が生活者にある
のに対して、パソコンの場合、「責任はユーザー側にあ
る」という感覚があります。〈感覚〉というより〈前提〉
といった方がいい。そういう異質な 2 つの端末が融合
していく、ということです。

ーソフトバンクから携帯電話が発売されたというこ
とは、「パソコンならではの利便性が、そのまま携帯
電話でも享受できるようなるにちがいない」と生活
者は期待すると思うのですが、実際、どうなのでしょ
うか。

忌憚なく申し上げれば、一部「大いに期待していただ
いてよいです」と言えますが、一部「ご期待に沿える
ためには相応の年月がかかります」と言わざるをえま
せん。たとえば、今回私たちが出した携帯電話の特徴は、

「コンテンツ力」です。わかりやすいのは、ヤフーのコ
ンテンツに携帯電話でもアクセスできるようになるこ
とで、「今までこういうコンテンツには携帯からはアク
セスできなかった。あるいは、アクセスできても無料
ではなかった」とユーザーに喜んでもらえるようにな
ります。しかし、だからといって、パソコンでアクセ
スできるすべてのコンテンツに対して携帯電話からも
アクセスできるようになるかというと、近い将来も含
めて、それは「否」です。

ーそれは、技術的な問題が壁になっているのですか。

もちろん、それもあります。たとえば、VOD のような
パソコンインターネットでは提供できる動画コンテン
ツサービスを、携帯電話でもできるようにするためには、
相当なインフラが必要で、今の産業構造そのものを変
えなくてはいけません。ただ、携帯電話がパソコンに
なり代わることができない本質的な理由は、技術的な
問題ではありません。端末が使命として持っている「責
任の分岐点の違い」によるものです。

ー「責任の分岐点の違い」と言いますと ?

端的に申し上げれば、携帯電話事業は要免許事業であり、
インターネット事業は免許の要らない自由競争事業で
あるということです。つまり、携帯電話はどちらかと
いうと公共サービス事業、言い換えれば、あらゆる人々
にとって安心・安全を保証するものでなければならな
い使命を持っています。一方、インターネットは自由
競争の論理で成り立っていますから、トラブルがあっ
たとしてもユーザー側に問われる責任部分が大きい。
これは、大きな違いです。だから、インターネットで
配信されている動画に携帯電話からもアクセスできる
ようになることには、慎重に進めざるをえないわけです。

ーただ、一方で、ワンセグや私たちの G ガイドモバ
イルのような動画関連サービスは、わりとすんなり
と入りましたよね ?

ワンセグの場合、コンテンツを作り配信してるのがテ
レビ局という「公共サー
ビス」の企業であるこ
とが大きいわけです。
公共サービスが保持す
べき、不文律の基準、
倫理というものを共有
している。だから、私
たちは「安心して組め
る」のです。G ガイド
モバイルも同じです。
ジェムスター、電通と

これまで、携帯電話は、3 段階の「世代交代」をしてきた。

FDMA 方式を採用したいわゆる「アナログ携帯電話」で、元々

1980 年代に自動車電話として提供されていた第 1 世代携

帯電話（1G）。通信のデジタル化や TD MA 方式の採用が行

われ、電波の利用効率が大幅に改善された第 2 世代携帯電

話（2G）。そして現在普及している、雑音や途切れの少な

い高品質な会話、および最高で 384kbps 程度という高速デー

タ通信が可能になった第 3 世代携帯電話（3G）。日本以外

で 3G サービスが行われている国は韓国だけで、日本・韓

国の通信事業者が世界の最先頭を走っている。

この第 3 世代携帯電話（3G）と、2010 年頃を目処に開発

が進められ 100Mbps を実現するといわれる第 4 世代携帯

電話（4G）が普及するまでの「つなぎ」として、各社が導

入に向けて動いているのが「3.5 G」。KDDI は「CDMA2000 

1x EV-DO（Evolution Data Only）」という通信方式を、ド

コモやソフトバンクでは「HSDPA（A High Speed Downlink 

Packet Access）」という通信方式を採択している。いずれ

も、基本的な通信規格は 3 Gの方式をそのまま使い、これ

を拡張して Mbps 単位の高速な通信速度を実現。これによっ

て、音楽配信や映像関連のサービス等、携帯電話によって

提供できるコンテンツの幅が大きく拡がる。

いう「公共のインフラで何をやってよくて何に慎重に
ならなくてはいけないか」を熟知している企業が提供
しているサービスだからこそ、私たちは「安心して組
める」のです。

ーなるほど。たいへん勉強になるお話をありがとう
ございました。

こちらこそ。G ガイドモバイルには、今申し上げまし
たように、「公共コンテンツ」として大いに期待してい
ます。是非、携帯電話コンテンツの柱として成長でき
るよう、頑張ってほしいと思います。
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今月 10月 1日は IPG自分史上（3年）特別な日でした―会社のロゴマークが変わったので！ 新しいロゴマーク、
新しい名刺・封筒…自分の会社だとちょっとうれしいものだなんて初体験です。新ロゴマークになってまだ半月。で

も前のロゴにはもう違和感がある位、馴染んでいます。テレビと共に成長していく、という、新しいロゴに込められ

た思いのように、自分も成長していきたいな、と思っています。まだ今は社内外の皆様に助けられてばかりの毎日で

すが、いつか仕事で返せるように…そんな日が来るようがんばりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

　床屋の敷居を跨いだら、白い着物を着てかたまっていた三四人が、一度にいらっしゃいと

云った。

　真中に立って見廻すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡が懸ってい

る。鏡の数を勘定したら六つあった。

　自分はその一つの前へ来て腰をおろした。すると御尻がぶくりと云った。よほど坐り心地

が好くできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後には窓が見えた。それか

ら帳場格子が斜に見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上

がよく見えた。

　庄太郎が女を連れて通る。庄太郎はいつの間にかパナマの帽子を買って被っている。女も

いつの間に拵らえたものやら。ちょっと解らない。双方とも得意のようであった。よく女の

顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。

　豆腐屋が喇叭を吹いて通った。喇叭を口へあてがっているんで、頬ぺたが蜂に螫されたよ

うに膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから、気がかりでたまらない。生涯蜂に

螫されているように思う。

　芸者が出た。まだ御化粧をしていない。島田の根が緩んで、何だか頭に締りがない。顔も

寝ぼけている。色沢が気の毒なほど悪い。それで御辞儀をして、どうも何とかですと云った

が、相手はどうしても鏡の中へ出て来ない。

　すると白い着物を着た大きな男が、自分の後ろへ来て、鋏と櫛を持って自分の頭を眺め出

した。自分は薄い髭を捩って、どうだろう物になるだろうかと尋ねた。白い男は、何にも云

わずに、手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭を叩いた。

「さあ、頭もだが、どうだろう、物になるだろうか」と自分は白い男に聞いた。白い男はや

はり何も答えずに、ちゃきちゃきと鋏を鳴らし始めた。

　鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで眼を瞠っていたが、鋏の鳴るたんびに黒い毛が飛ん

で来るので、恐ろしくなって、やがて眼を閉じた。すると白い男が、こう云った。

「旦那は表の金魚売を御覧なすったか」

　自分は見ないと云った。白い男はそれぎりで、しきりと鋏を鳴らしていた。すると突然

大きな声で危険と云ったものがある。はっと眼を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪

が見えた。人力の梶棒が見えた。と思うと、白い男が両手で自分の頭を押えてうんと横へ

向けた。自転車と人力車はまるで見えなくなった。鋏の音がちゃきちゃきする。

　やがて、白い男は自分の横へ廻って、耳の所を刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなっ

たから、安心して眼を開けた。粟餅や、餅やあ、餅や、と云う声がすぐ、そこでする。小

さい杵をわざと臼へあてて、拍子を取って餅を搗いている。粟餅屋は子供の時に見たばか

りだから、ちょっと様子が見たい。けれども粟餅屋はけっして鏡の中に出て来ない。ただ

餅を搗く音だけする。

　自分はあるたけの視力で鏡の角を覗き込むようにして見た。すると帳場格子のうちに、

いつの間にか一人の女が坐っている。色の浅黒い眉毛の濃い大柄な女で、髪を銀杏返しに

結って、黒繻子の半襟のかかった素袷で、立膝のまま、札の勘定をしている。札は十円札

らしい。女は長い睫を伏せて薄い唇を結んで一生懸命に、札の数を読んでいるが、その読

み方がいかにも早い。しかも札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っ

ているのはたかだか百枚ぐらいだが、その百枚がいつまで勘定しても百枚である。

　自分は茫然としてこの女の顔と十円札を見つめていた。すると耳の元で白い男が大きな

声で「洗いましょう」と云った。ちょうどうまい折だから、椅子から立ち上がるや否や、

帳場格子の方をふり返って見た。けれども格子のうちには女も札も何にも見えなかった。

　代を払って表へ出ると、門口の左側に、小判なりの桶が五つばかり並べてあって、その

中に赤い金魚や、斑入の金魚や、痩せた金魚や、肥った金魚がたくさん入れてあった。そ

うして金魚売がその後にいた。金魚売は自分の前に並べた金魚を見つめたまま、頬杖を突

いて、じっとしている。騒がしい往来の活動にはほとんど心を留めていない。自分はしば

らく立ってこの金魚売を眺めていた。けれども自分が眺めている間、金魚売はちっとも動

かなかった。

※次回「第九夜」

　経営企画ユニット／広報担当　　田中　直美

NHKドラマ 「ザ・商社」

このドラマを見て、子供心に商社マンのかっこよさを

強く感じました。特に主演の山崎努が扮する敏腕商社

マンが、確か天然ガスか何かの利権落札のため、第三

勢力の国家中枢部へ入りこんでいく。汚職事件等を目

の当たりした一人の商社マンが

暗躍するエピソードは、強烈な

印象を受けました。必ず総合商

社に入りたいと子供心に職業観

を決定付けたという意味で、自

分にとって、非常に影響力のあ

るドラマでした。山崎努があま

りにカッコよかったというのも、

大きいですね。

えっ ?　じゃあ、なぜ商社では
なく、電通に就職したのかって・・・それはですね、

田原総一郎の小説「電通」を大学生の時に読み、広告

会社、特に電通に対する興味・あこがれが強くなり、

結局、主に広告会社を受験し、商社は受けなかったの

です。最後は、「活字の勝利」ということでしょうか。

あれ、当コラムの趣旨から外れてますね (笑 )。
活字とテレビと両方好きな自分にとって、テレビは、

にぎやかな雰囲気を作ってくれる家族のような存在。

大学生の一人暮らしを始めた頃から、家に帰るとすぐ

テレビをつける癖がつき、今でもその癖が抜けません。

株式会社電通
第 18営業局　営業部　アカウント・ディレクター
永井　祥裕

Gガイドモバイル登録ユーザ、1000万人突破目前！

携帯電話にて電子番組表サービス「Gガイド」が
閲覧でき、しかもリモート録画予約までできてし
まう (一部機種 )「Gガイドモバイル」。NT Tドコ
モ、auに続き、10月 7日以降発売のソフトバン
ク３G携帯電話端末８機種に「Gガイドモバイル」
が標準搭載され、携帯電話トップ３キャリアすべ
てに対応する標準搭載アプリとなりました。
「Gガイドモバイル」登録ユーザは、9月30日現在、
946万人。その内訳は、NT Tドコモユーザ（アプ

リ名称　「Gガイド番組表リモコン」）が 788万人、
auユーザ（アプリ名称　「EZテレビ番組ガイド」）
が158万人で、登録利用者数日本最大の無料アプ
リになりました。
2004年12月、NT Tドコモへの標準搭載を皮切り
に、本年 1月の au携帯電話への標準搭載開始、3
月にはワンセグ放送対応モデルの発売。さらには、
5月の「リモート録画予約」サービスの開始により、
サービス開始から、わずか 1年 10ヶ月で、1,000
万人の大台突破目前（2006年 9月 30日）となり
ました。今回のソフトバンク携帯電話への標準搭
載により、さらに登録ユーザが増加すると推測さ
れます。
「テレビ番組は携帯電話で確認。しかも、録画予
約まで」が定着することで、きっと、テレビに対
する新しい視聴スタイルが生まれることでしょう。
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【Gガイドモバイル登録利用者の推移】 

累計登録利用者数

946万人
2006年9月30日現在


