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はじめに

今や、この Web 社会に生き、インターネットやパソコンを毎日のように

利用している方であれば、『Web2.0』なるキーワードを聞いたことすらな

い、という方はほとんどいらっしゃらないでしょう。この本を手に取ってく

ださっている方々の多くも、Web2.0 と付き合ってきた方々だと思います。

か の Web2.0 の 提 唱 者 テ ィ ム・ オ ラ イ リ ー 氏 が “What Is Web 2.0

（http://www.oreillynet.com/pub/au/27）” を記してから、この原稿を書い

ている時点でまだ１年半足らず。それにも関わらず、Web2.0 はネット社会

の代名詞となり、Web はみるみるうちにさらなる進歩を続け、日本では何

か目新しいものに何かと 2.0 をつけるというブームまで起こっています。そ

して、この Web2.0 の行く末を考察し、予言するというような記事も見かけ

るようになりました。

そして、そういった記事の中で見受けられる言葉が、そう、『Web3.0』で

す。

しかし、一体全体 Web3.0 とは、何なのでしょうか？ さらにすごい技

術？　現在では信じられないようなサービス？ 現実と見まがうような美し

い画面？ そして、Web 社会の更なる広がりと発展？

私はむしろ、Web3.0 の “ 本質的にスバラシイ所ところ ” というのは、そ

ういった技術の進歩やインターネットの Web ページの数の増加、サービス

の広がりよりも、もっと別の所にあるのではないかと考えています。私の考

える Web3.0 とは…… それは、本文の中でじっくり語らせていただくこと

にしましょう。

現代の Web2.0 社会というのは、実に面白いものでありながら、問題の多

いものでもあります。セキュリティの問題、著作権やプライバシーの問題は

Web3.0 って、何だ？
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そうすることによって、より多くの人に Weboook の見ている Web3.0 社

会、そのすごさを見ていただきたいと思っています。

　

ここでは、Web3.0 の素質をもったモノたちを個々で紹介するのではな

く、それらの交じり合った、Web3.0 という一つの巨大な世界の概観を思い

切って提示しています。Web3.0 というものは、ある独立した単独のサー

ビスや Web サイトによって作り出されるものではなく、多くのサービスや

Web サイト、果ては我々ユーザーまでもが混ざり合い、調和した末に生み

出されるものだと、私たちは考えているからです。

そういった連携を考えるために、私たちはとかく抽象的になりがちな話の

中にも、出来る限り多くの具体例を盛り込み、実際の社会でそれらがどう連

動するのかといった事に関しても多く記述するように努めました。

そういった具体的なものをより分かりやすくするため、本文中のイラスト

の他、この「はじめに」で、いくつか大きな絵を挙げて『Web3.0』を織り

成すモノたちが連携している様子を描きました。もちろんこれは単なるまえ

がきであり、本文ではないので、これは何だ、あれは何だ、と考え込んでい

ただく必要はありません。ぱらぱらっと、Web3.0 社会というものを覗いて

見て下さい。

その代表格ですが、別の問題として、いわゆる「デジタル・ディバイド」の

問題があります。

現在、情報料やサービス料といったものに関しては、時代の流れや各社の

競争の結果、かなりすばらしいものを私たちは得られていると思います。少

なくとも、ちょっと Web ページを探検しただけで数千円とか、写真を添付

したメールを送ったら１通 100 円とか、そういったいわゆる「パケ死」（簡

単に言って、携帯電話などのサービス使用料が死ぬほど高くなること）のよ

うなことは起こらなくなってきています。

そういった意味では、ネット環境などの改善は比較的急速に進み、地方の

人々がインターネットをろくに使うことも出来ない、というようなことはな

くなってきています。

しかし一方で、いぜん深刻なのは “ 知識の格差 ” です。パソコンを手足の

ように操り、商取引からプログラミングからハッキングまでお手のもの、と

いう人がいる一方で、パソコンはあるけどろくに使えない、使わないから何

が便利なのか分からない、というような人も決して少なくありません。

こ の 本 で は、Web3.0 出 版 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム で あ る Weboook が、

Web2.0 を分析、考察し、Web3.0 がどのようなものになるのかということ

を鋭く、面白く考察しています。しかし、いきなり Web3.0 とはこうだ、と

いう風な話をしてしまったら、分かりにくいし説得力のないことは明らかで

す。特に、先程挙げたような Web に詳しくない方々にとっては、何を言っ

ているのか分からない、という事態になってしまうことも考えられます。

そういった事態を避けるため、また、Web2.0 が結局どのようなもので、

どのような点が良く、あるいは悪かったのか、ということを紹介するため

に、Web2.0 のキーワードについて解説した１章、Web2.0 の問題点を挙

げ、Web3.0 に向けて求められる要素を挙げた２章、そして Web3.0 社会を

提唱する３章、という３章立ての構成をとりました。
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当然といえば当然なのでしょうが、Web3.0 は、パソコンの中だけに留ま

るものではありません。Web2.0 は、私たち一人ひとりの生活を変え、発信

者としての道を拓きました。Web3.0 は、私たち一人ひとりの住む世界を変

え、我々の発信者としての価値を最大限に引き出してくれます。

ですが、Web3.0 は、我々一人ひとりがその到来を待つものではありませ

ん。Web3.0 の到来のために、改善されなければならないものは依然として

多々あり、そしてそれは我々一人ひとりの意識、態度の問題でもあるので

す。

この本の目的は、Web3.0 社会を提唱することであると共に、人々に

Web3.0 の到来を呼びかけることでもあります。Web3.0 は、見えない何か

の手によって自動的につくられていくものでも、一握りの天才たちによって

一方的に作られていくものでもありません。Web3.0 をつくるのは、我々一

人ひとりに他ならず、この本はそのための足がかりなのです。

一緒に、Web3.0 をつくりませんか？
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1-� SNS ……0��

「SNS といえば mixi」という時代はもう古い ? Web2.0 の時代に
新たな SNS の使い方が現れた

1-� CGM ……0�0

ユーザー一人ひとりがサイトを進化させていく、今や常識の
「メイン・イン・消費者」。

1-� 集合知 ……0��

「Google+Wikipedia = レポート」。どこかの大学生がそんなこと
を言っていたが…

1-� フォークソノミー ……0��

一人ひとりが Web 社会に参加することで可能となった「第二の
検索」。その可能性はロボット検索を超える。

1-10 RSS と Atom ……0�0

更新されていない Web ページを毎日巡回していませんか ?
フィードを利用すれば時間の無駄がなくなります

1-11 オープンソース ……0��

普段は気づかないけれど、実は僕らの生活を支えているオープ
ンソースのソフトウェアとは ?

1-12 ブロードバンド化 ……0��

ダイヤルアップから常時接続、そして“光”へ。今の Web2.0
を支えたのは通信インフラだった。

1-1� Ajax ……0�2

好きな技術をミックスして、新たなサービスをつくり出す。
その可能性は無限大。

1-1� Web アプリケーション ……0��

プログラムのインストール不要・バックアップ不要・ウィルス
対策も OK。あなたも使ってみませんか ?

1-1� マッシュアップ ……0�1

様々なサービスを利用して新たなサービスをつくり出せる
マッシュアップ。あなたは何をつくりますか ?

もくじ

はじめに

1-1 ロングテール ……01�

Amazon だけでない、Wikipedia や Google 検索にも見られる
ロングテール現象とは？

1-2 Google 検索 ……020

もう検索エンジンのない生活なんて考えられない。現代の情報
化社会を支える検索エンジン。

1-� ターゲット広告とパーソナライズ ……02�

大衆に向けられたインターネットが、今度は個に焦点を当て始
めた。そこにあるサービスとは ?

1-� SEO ……0�0

Web サイトの価値を変えると話題の SEO。検索サービスを深く
知ることで、誰にでもできる SEO の方法と注意を紹介します。

1-� ブログ ……0��

インターネットの中にあなたの場所を持つことができるブログ。
その力は社会を変える。

第 1 章

Web2.0がもたらした
1�個の可能性
What was Web2.0
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2-�  言語の壁・国境の壁・用語の壁 ……112

壁、壁、壁。既にこんなに便利な Web 社会に、依然として幅を
利かせて我々を阻む「壁」とは？

2-10 ページごとの互換性、システムの統一性 ……11�

それぞれ違うからこそ出てくる良さがある。一方で、統一する
からこそ生まれる便利さもある。

2-11 メジャーでないページへのたどり着きにくさ ……121

情報が氾濫している現代情報社会。必要な情報が埋もれてしま
わないようにするためには？

2-12 “ 信頼 ” の価値 ……12�

形を持たない情報の海の中で、同じく形を持たない“信頼”が
我々に価値をもたらす。

2-1� リッチユーザーインターフェースの更なる進化 ……12�

『パソコンそのもの』の壁を取り払わなければ、我々は集合知を
実現することは出来ない。

2-1� 文書の要点や構成の分かりにくさ ……1��

何かと全体像の見えにくい Web サイト。その分かりにくさは、
克服すべき１つのポイントである。

第 2 章

Web2.0の先へ行くために
求められる1�のもの
What is needed to be Web�.0

2-1  ネット上商取引への信頼 ……0��

Web 社会の大きな魅力である商取引。どうすれば安全に取引を
行うことができるのだろうか？

2-2  情報への信頼性 ……0�1

Web 社会の永遠のネック、情報への信頼性。Web の信頼のため
に出来ることとは？

2-� 有機的な知識の情報化 ……0��

Web 上の情報は莫大だが、果たしてそれを使ってテストで百点
を取れるのだろうか？

2-�  悪意を持つユーザーへの対応 ……0�0

けして居なくならない、100 人に１人の悪人。我々はどのよう
に対処すべきなのだろうか？

2-� インターネットへの常時接続 ……0��

Web3.0 に到達するためには、誰もが常にインターネットに
接続できる環境が必要である。

2-� 一部での匿名性の “ 喪失 ” ……0��

自由の象徴であるネットの匿名性を『失う』とは。私たちがそ
の代償に得るものとは？

2-� フォークソノミーの進化 ……102

ロボット検索と肩を並べる“若手”の検索システム。求められ
るフォークソノミーの進化とは？

2-� ページランクへの信頼性・ユーザーの介入 ……10�

検索結果のランク。その、便利で、かつ絶対的なもの。ランク
付けは、Web3.0 でいかに変わるのか？



12 1�

�-� どんなものでもピンポイント検索 ……1��

現在の検索システムの達成点、そして限界。Web3.0 の検索は
ユーザーとの協力のもと、更なる境地へ。

�-10 ネットが自分で情報を構成・構造化 ……20�

ネット自体に考えるということはできるのか？ ネットが考える
とき、Web はどのように姿を変えていくのだろうか。

�-11 現実の友人にネット上で遭遇 ……210

ネットと現実の境目をなくしていく Web3.0。“出会い頭の会話”
をネットは実現できるか？

�-12 ネット上で里帰り・旅行 ……21�

より使いやすく、便利に、広がっていく Web 社会。Web はど
んなことまでを可能にするのか。

�-1� 学校も会社もネットの中 ……21�

現在の集中型の勤労システムに Web が異議申し立て。Web3.0
は、学習や労働の形態をも変える。

�-1�  絶対に迷わない地図 ……221

リアルタイムの地図は、地図のあり方を大きく変えた。進化の
末に辿り着く、究極の地図とは？

�-1� そして、現実世界も変わる ……22�

Web2.0 社会は我々の立ち位置を受信者から発信者に変えた。そ
して、Web3.0 は……。

おわりに
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Web�.0によって
つくられる1�の世界
What is to be Web�.0

�-1  ネット上に別世界 ……1�2

散歩をするかのように Web を歩き、おしゃべりをするかのよう
に情報を発信する。

�-2 " 信頼 " という名の世界通貨 ……1�0

広がるネット上取引。ネット上で、通貨は、価値は、どのよう
に形態を変えていくのだろうか？

�-� ネット上研究所で共同開発・研究 ……1��

オープンソースなどが生まれる一方で、進まないネット上での
開発・研究。そのネックとは？

�-� ＳＮＳやブログからの電子出版の書店 ……1�2

情報を手軽にまとめて発信する、電子書籍というメディアの抱
える問題、そしてその打開策とは？

�-� 持たざる者へ " 信頼 " を投資する ……1��

我々は発信者になる道を得た、それは真実なのだろうか。
Web3.0 における発信者への道とは ?

�-� ネット上情報を用いた同時翻訳システム ……1��

言語の壁をも超える Web3.0。外国人はもはや未知の存在では
なく、外国語サイトさえ自由に操る。

�-� 情報は賞金首、専門家は賞金稼ぎ ……1��

疑問に思った事に対する答えが一瞬で得られる、そんなシステ
ムは実現しうるのか？

�-� アーティストが困らないポッドキャスティング ……1�2

芸術作品関係のデータのコピー、その有害さと有意義さ。
Web3.0 はコピーの価値観を変え得るか？


