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ケータイを活用したプロモーション
Promotion Services Using Cellular Phone
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要　旨

急速な普及と高機能化により，携帯電話は単なる移動体

電話としてだけでなく，モバイルコミュニケーションツー

ルとして，あるいは，メディアとして活用チャンスが拡大

しています。このような環境を背景に，“ケータイ”を活用

したプロモーションが注目を浴びています。

本稿では，ケータイを活用したプロモーションについて，

様々な企業によるサービスの現状の紹介に加え，BIGLOBE

の取り組みについて紹介します。

By rapid spread and rapid advanced features of a cel-

lular phone, the practical use chance as a mobile commu-

nication tool or a media expands, not as a mere movable

object. Owing to the background of such environment,

promotion services using the cellular phone is spotlight-

ed. In addition to the introduction of the present condi-

tion of service by various companies about the promotion

which utilizes the cellular phone, this paper  introduces

the measure of BIGLOBE.

1．まえがき

携帯電話の契約数は，2004年8月には8,300万契約1）を超

えました。これは，国民の半数以上の人が携帯電話を持っ

ているという規模です。

また，日本では，ケータイ端末をキャリアがプロモーシ

ョンをかねて安価に提供しているという背景もあり，最新

の機能を持つケータイ端末を誰もが手に入れやすい環境が

整っています。今夏から販売されているFeliCaを搭載した

「お財布ケータイ」が，雑誌などメディアで広く取り上げら

れているように，ケータイは，ポータブル端末として急速

に進歩しています。

2インチを超える大画面表示，100万画素を超えるデジカ

メ機能，二次元バーコードの読み取り機能，TV電話機能，

動画の録再生機能，名刺代わりにプロフィール情報を交換
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する赤外線通信機能，高音質の音楽再生機能，音楽や写真

を交換する大容量のメモリーカードのサポート，Javaや

BREWといった大容量モバイルアプリケーション機能など，

ここ最近の機能の充実には瞠目すべきものがあります。デ

ジタルカメラ，携帯音楽プレーヤーとして利用する人が出

てくるなど，電話としてだけではなく，安価で高機能なモ

バイルツールとして他に例をみないものといえます。

20代～30代前半のiモード利用者に対する調査2）による

と，50%を超える人々が毎日iモードを利用すると答えてお

り，TVに次ぐ接触頻度を持つ第二のメディアとしての地

位を確立しました。また，TVを見ながら友人とケータイ

メールのやり取りを行うなど，TVなどの他メディアとの

同時利用が多いことも，ケータイの特徴です。

今やケータイは，単なる移動体電話としてだけではなく，

いつでも・どこでも使える情報交換が可能なユビキタス・

コミュニケーション・メディアとして，あるいは，マルチ

ユース・ユビキタス端末であるといえるでしょう。

このような進化により，ケータイは，従来の電話（=通

話料金），メール（=パケット料金），モバイルコンテンツ

（=サービス利用料金）としての利用に加え，企業のプロモ

ーション手段・ツールとして利用する動きが拡大していま

す（図1）。

2．モバイルプロモーションの歴史

ケータイを使ったプロモーションで最初に注目を浴びた

のは，2001年の3～5月に行われたキリンビバレッジの缶

コーヒーのキャンペーンです。今では多くの飲料キャンペ

ーンで利用されている方法ですが，飲料の缶やボトルにユ

ニークな番号を印刷したシールを貼り付けておき，ケータ

イやPCからキャンペーンに応募するという方法です。上記

のキャンペーンでは，2億枚のシールを配布し，ケータイ

からのプレゼント応募に109万人が参加しました。これは，

従来のはがきにシールを貼って応募するキャンペーンと比

較して20倍の応募数でした。

このキャンペーン以降，反応の良いユーザからのアクセ
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スツールとして，ケータイが注目されるようになり，様々

な技術・サービスが開発されました。

たとえば，ケータイからキャンペーンサイトに容易にア

クセスできるように，簡単なアドレスにメールを出すだけ

で，アクセス先URLを返信する空メールサービス，仕様が

異なる3キャリアに対応した携帯用サイトを構築できるASP

サービス，回答率が高いケータイ上で簡単にアンケートを

行うASPシステム，ケータイアプリを利用して多くのユー

ザに対して一斉に情報を配信するシステムなどが利用され

ています。

2003年秋には，BIGLOBEがモバイル基盤を提供した㈱

テレビ朝日様「テスト・ザ・ネイション3）」のように，TV

生番組と連携した大規模，ミッションクリティカルな領域

で利用されるようになるまで発展してきています。

3．BIGLOBEの取り組み

BIGLOBEでも，自らが行ってきたケータイ事業により

培われてきたコンテンツ，技術，会員といったアセットを，

プロモーションに利用することを進めています。以下にい

くつかの事例を紹介します。

（1）メルモーション

BIGLOBEでは，Nメロディタウン4）（図2）という着メ

ロサービスを提供しており，10,000曲を超える多数の着メ

ロ音源を保有しています。また，数百万人の利用者に利用

いただくことが可能なサーバ，ネットワークインフラを保

有しています。このような，自ら行っている着メロ事業の

アセット（コンテンツ，コンテンツ配信基盤，ネットワー

ク）を企業向けに提供するサービスを，BIGLOBEでは「メ

ルモーション」と称しています。

メルモーションは，数多くのB2C企業に，販売促進やア

ンケート収集の景品として，またはサイト集客のための無

料コンテンツとしてご利用いただいています。

（2）ケータイキーワード検索

ケータイサイト数が増加するにつれ，PC同様にケータイ

でも検索の重要性が増してきました。BIGLOBEのケータ

イ検索「attayoケイタイ」（図3）は，KDDIのEZWebの

検索サイトとして最大の利用者数を誇ります。また，voda-

fone live!の一般サイトにも採用されました。

“attayoケイタイ”では，検索キーワードから利用者が考

えている検索ニーズを先読みして，適合するサイトの表示

とともに，適切な広告を表示します。これにより，利用者

の利便性を低下させることなく，検索サイトを利用した広

告を実現しています。

（3）ケータイサイト合同キャンペーン

BIGLOBEで数多くのケータイサイト運営を行っていま

す。着メロ，チャクゴエ，待受け画像，占い，ゲーム，宝

くじ，つり，歌舞伎，パチンコなど各種情報提供サイトな

ど多彩なサイトがあります。ケータイコンテンツの場合，

キャリアの公式サイトからサービス提供を行っているため，

PCのBIGLOBEサービスと異なり，個々が独立したサービ

スとして提供されています。そこで，あるサイトの会員に

図1 ケータイの普及・利用状況
Fig.1 Use situation of cellular phone.

図2 Nメロディタウン
Fig.2 Mobile contents“N-melody town”.

図3 attayoケイタイ
Fig.3 Screen shot of“attayo Keitai”.
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他のサービスも利用してもらうきっかけを作る目的で，定

期的にBIGLOBEが主催するケータイサイト横断で，合同

キャンペーンを実施しています。複数のサイトを何度も訪

問することで，キャンペーンの当選確率が高まります。こ

のことにより，多くのユーザに，BIGLOBEの他のサービ

スを知っていただき，ご利用していただくことにつながり

ます。

4．むすび

本稿では，移動体電話から始まったケータイ端末がユビ

キタスコミュニケーションのメディアまたはツールとして

利用されるようになったこと，それによりモバイルプロモ

ーションが発展しつつあることを解説しました。また，モ

バイルプロモーションの具体的な取り組みや，BIGLOBE

として，コンテンツ，技術，サービス，そして会員という

自らの持つアセットを最大限に活用したサービスの紹介を

行いました。BIGLOBEでは，他社に負けない新サービス

の開発を進めていきます。今後のBIGLOBEモバイルサー

ビスにご期待ください。

＊FeliCaは，ソニー㈱の登録商標です。
＊ Javaは，米国Sun Microsystems, Inc.の登録商標または商標です。
＊ BREWおよびBREWに関する商標は，QUALCOMM社の商標または登
録商標です。

＊ iモードは，NTTドコモの登録商標または商標です。
＊その他本稿に記載の会社名，製品名は，各社の商標または登録商標です。
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