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GMOインターネットグループの GMOアドネットワークス株式会社（以下、GMOアドネットワーク
ス）が運営する RSSマネジメントサービス「FeedBurner(フィードバーナー）」(URL：http://www.feedburner.jp/) 
と、シックス・アパート株式会社（以下、シックス・アパート）が運営するブログサービス「TypePad」 
(URL: http://www.sixapart.jp/typepad/)は、10月 19日よりサービスの連携を開始いたします。 
両サービスの連携により「TypePad（タイプパッド）」の管理画面上より直接「FeedBurner（フィー
ドバーナー）」の RSSフィード*を登録できるようになり、RSSアクセス解析や RSS広告配信のプラッ
トフォームが簡単に利用可能となります。 

*｢RSSフィード｣とは？ 
ウェブサイトやブログの更新情報(コンテンツや記事の見出し/本文など)をリアルタイムに読者に通知する
機能です。最近では会社の IR ニュース（株価情報など）も RSS で配信する企業が増加するなど、個人ユー
スから企業ユースまで、幅広く利用されています。インターネットの進化の中で、現在最も注目されている
技術で、日本のみならず世界中で RSSフィードを生成するサイトが急増しています。 

◆ ◆ ◆ 

■サービス連携の背景  
シックス・アパートが提供する「TypePad」では、これまでも様々なサービスを提供しておりました
が、昨今の RSS リーダーの普及によって「RSS を活用して集客をしたい」、「RSS を活用して収益を上
げたい」などのユーザーの声が多く挙がっていました。その声に応え、RSS管理機能を新たに備えるこ
とを目的として、この度のサービス連携となりました。 

この連携により、「TypePad」ユーザーは「FeedBurner」のサービスを全て無料で利用することがで
きます。RSS マネジメントに優れた「FeedBurner」の有する機能を自由に組み合わせて、独自性の高
い RSSフィードを手軽に配信することで、自分のブログに対して効果的な集客や宣伝をしたり、新しい
購読者をブログへ誘導したりする手段としての活用が可能となります。 

 

■「FeedBurner」が提供するサービスの概要 
1.RSSアクセス解析 
どのくらい RSS フィードの購読者数がいるか、どんな RSSリーダーで記事が読まれているかといっ
たデータに加え、記事ごとの人気ランキング等の情報がリアルタイムで把握できる機能を無料で提供し

ます。 

2.RSS広告配信プラットフォーム 
RSSフィードの購読者が 1日に数百人を越えた時点で、「FeedBurner」が展開する広告ネットワーク
に参加申請することができます。RSSフィードに広告を入れることで広告収益を得る機会を無料で提供
します。 
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3.Web 2.0 サービスを軸とした集客支援 

様々なWeb2.0サービスとワンクリックで連携できる機能を無料で提供します。 

3-1.共有フォトサービスとの連携 
「FeedBurner」は、日本でも利用者の多い共有フォトサービス「Flickr(http://www.flickr.com/)」と
連携しています。既にお持ちの｢Flickr｣アカウントをご登録するだけで、自動的に｢Flickr｣の写真が RSS
フィードに組み込まれます。 

3-2.共有ブックマークサービスとの連携 
「FeedBurner」は、日本で最も人気の高い｢はてなブックマーク(http://b.hatena.ne.jp/)｣や、世界的に
認知されている「del.icio.us(http://del.icio.us/)」などの共有ブックマークサービスとも連携しています。
既にお持ちの｢はてなブックマーク｣や「del.icio.us」のアカウントを登録するだけで、登録したブックマ
ークのリンク集が自動的に記事として発行され RSSフィードに組み込まれます。 
 

 

■「FeedBurner」サービスの今後の展開 
今回の「TypePad」との提携を開始する 10 月 19 日に、GMO インターネットグループの株式会社

paperboy&co.が提供するブログサービス「JUGEM」(URL: http://jugem.jp/)とも本件と全く同様の内容
でサービスの連携を開始いたします。残り 2つの GMOインターネットグループのブログサービス（「ヤ
プログ！」(URL: http://www.yaplog.jp/)、「AutoPage」(URL: http://autopage.teacup.com/)との連携も
既に決定しており、こちらも近日サービス連携を開始いたします。また、現在交渉中のものを含め、今

後もブログサービス提供事業社とのサービス提携交渉を積極的に進めてまいります。 
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●「TypePad」サービスの特徴 /URL: http://www.sixapart.jp/typepad/ 
「TypePad」は、初めてブログを開設する初心者から、ビジネスユースの法人までを対象に、多彩な表
現形式のコンテンツ作成機能や、コメント・トラックバック等を詳細に管理することができるブログ構

築 ASPサービスです。 
 
●【「FeedBurner」サービスの特徴】 URL: http://www.feedburner.jp/  
「FeedBurner」とは、世界で約 37万のパブリッシャー（ニュースサイトやブログ開設者、RSS対応サ
イト運営者など）と約 500万人の RSS 購読者を抱えた世界最大級の RSSマネジメントサービスです。
また、世界最大の RSS広告ネットワークを構築し、収益を上げるビジネスチャンスをユーザーに提供し
ています。 

 
【サービスに関するお問い合わせ先】  
◆GMOアドネットワークス株式会社  ビジネスソリューション部 冨山・本田 
 TEL：03-5456-1047 FAX：03-3780-2611 E-mail：info@gmo-a.com 
 

【報道関係お問い合わせ先】 
 ◆シックス・アパート株式会社 広報担当 大橋・河野 

TEL：03-5549-2171 E-mail：pr@sixapart.jp 

◆ GMOインターネット株式会社 社長室・グループ広報チーム 細田 
TEL：03-5456-2695 FAX：03-3780-2611 E-mail：pr@gmo.jp 

 
【GMOアドネットワークス株式会社 会社概要】 
会 社 名 GMOアドネットワークス株式会社 
所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 
代 表 取 締 役 社 長 井上 祥士郎 
事 業 内 容 ■インターネット広告関連事業 

■RSS/Atomソリューション事業 
資 本 金 1,000万円 

 
【シックス・アパート株式会社 会社概要】 
会 社 名 シックス・アパート株式会社 
所 在 地 東京都港区赤坂 5-2-39 円通寺ガデリウスビル 7F 
代 表 取 締 役 関 信浩 
事 業 内 容 ■ウェブサイト構築・管理のための「ブログ技術」の開発 

■関連する製品・サービスやコンサルテーションの提供 
資 本 金 1,000万円 

 
【GMOインターネット株式会社 会社概要】 
会 社 名 GMOインターネット株式会社<http://www.gmo.jp/> 

（東証第一部 証券コード：9449） 
所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 
代表取締役会長兼社長 熊谷 正寿 
事 業 内 容 ■インターネット活用支援事業（ネットインフラ事業） 

■インターネット集客支援事業（ネットメディア事業） 
■インターネット金融事業（ネット金融事業） 

資 本 金 33億 2,829万円 
以上 



 

 
 

 

 
 
＜プレスリリース参考資料＞ 

 
【RSSフィード普及の背景】  

RSSフィードは、ブログ、ポッドキャストの成長を背景に利用者数が急増しており、現在世界で約 500
万人の RSS 購読者（「FeedBurner」利用者数[日・米合計]）を有しています。アメリカでは購読者数上
位 100 位以内の全米人気 RSS フィード TOP100 のうち、30%以上の RSS フィードは「FeedBurner」
を利用しており、世界の RSSマネジメントサービス市場の 90％近くのシェアを誇ります。 
また、2006年末に正式リリースされる予定のマイクロソフト社 Internet Explorer®(以下、IE) 7日
本語版には、重要な新機能の一つとして、RSSフィード購読機能が標準搭載され、全ての IE7ユーザー
が手軽に RSSフィードを購読することができるようになります。日本では、80%以上の圧倒的なシェア
を誇る IEのユーザーが IE7に移行することで、日本の RSS利用率はさらに拡大するとともに、RSS広
告市場は数千万人規模のユーザーを対象とした巨大市場に急成長することが予想されます。 

 

【GMOアドネットワークスについて】URL: http://www.gmo-a.com/ 
RSS に代表される Web2.0 時代の新しいサービスの提供を目的とし設立されました。「FeedBurner 

Japan」の運営については、GMO アフィリエイト株式会社より GMO アドネットワークス株式会社に
2005年 12月 12日に業務移管を行い、より一層の事業拡大を図ってまいります。 
 
【米 FeedBurner, Inc.について】URL: http://www.feedburner.com/ 

RSS/Atom フィード配信市場のリーディングカンパニーである米 FeedBurner, Inc.が開発した
「FeedBurner」は、効果測定、広告配信、フィード加工などの技術によりフィードそのものの価値を向
上させてきました。他を圧倒するリーチとユーザー数を誇り世界最大のシェアを持つ RSS/Atom フィー
ドの配信管理システム提供会社として知られています。 
 
【シックス・アパートについて】URL: http://www.sixapart.jp/ 
シックス・アパート株式会社は、米シックス・アパート（本社：カリフォルニア州サンフランシスコ）の

日本法人として、ブログ・ソフトウェア「MovableType日本語版」を個人ユーザーから企業ユーザーまで幅

広く提供しているほか、企業向けに機能強化した「Movable Type Enterprise」を販売しています。また、ブ

ログサービス「TypePad 日本語版」を自社で提供し、ニフティの「ココログ」や NTT コミュニケーション

ズの「ブログ人（じん）」向けにライセンス供与しています。現在、個人向けブログサービス「Vox」のベ

ータ版を公開中で、年内には正式にサービスを開始する予定です。米国ではこの他、個人向けオンライン・

コミュニティ「LiveJournal」を運営しています。シックス・アパート株式会社についての詳しい情報は、企

業ブログ（www.sixapart.jp）をご覧ください。 

 

以上 

 


