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Evernoteとは、インターネット上のストレージに、

ユーザーが指定した様々なデジタルデータを保

存できるサービスだ。パソコンだけでなく、iPhone

やAndroid端末といったスマートフォンからも使える。

テキスト、 写真、 気に入った

Webページ、自分のボイスメモ

などを「ノート」という形式で

保存してくれる。ここから自分

だけのアイデアや企画を生み出

したりできるのだ。ユーザーはインターネットにつなが

る環境さえあれば、保存した最新のデータをパソコン

やiPhoneなど様々な端末を使って、どこからでも閲

覧・編集できる。

　保存したデータは、時系列で整理される。データ

の名称や文書に含まれる文字を検索し、必要な情

報を瞬時に表示させることも可能だ。さらにすごいの

は、デジカメ写真の中の文字も認識し、検索のキー

ワードとして使える点。こういった検索や文字認識の

機能は、Evernoteならではの

特徴だ。保存するデータを増や

していっても即座に探してくれる

ので、あらゆるデータを保存し

たくなる。

　Evernoteは「クラウドメモサービス」とも呼ばれる。

クラウドとはインターネットのことで、TwitterやFace 

book、mixiなどもクラウドサービスだ。通信業界で

はインターネットを雲（クラウド）として図示するので、

このようなサービスをクラウドサービスという。

Evernote とは？

何ができるもの
なのか？

●インターネット上に様々なデータを保存する

インターネット

Evernote

会社のパソコン スマートフォン

自宅のパソコン

イラスト＝林まさのり
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無料で使えるEvernoteだが、使い続けるともっ

と便利にしたいと思う人も出てくる。そんな無

料サービス（スタンダード会員）のユーザーのために、

Evernoteでは有料サービス（プレミアム会員）を用

意する。

　スタンダード会員とプレミアム

会員の大きな違いは、後者は

有料である点と、Evernoteに

アップロード（転送）できるデー

タ量が10倍以上になる点だ。

　ここで注意したいのが、「月ごとの転送量」という

考え方だ。Evernoteでは、その月にEvernoteサー

バーに転送できるデータ量に上限がある。スタンダー

ド会員はひと月に40Mバイトまで転送できる。決まっ

EvernoteはWebブラウザーで使えるクラウド

サービスだが、専用のクライアントソフトをパソ

コンやスマートフォンに入れれば、さらに便利に使え

る。というのも、このクライアントソフトとインターネッ

ト上のEvernoteサーバーを同

期させることで、保存するデー

タを両者で同じものにできるから

だ。これなら、データを見るた

めにわざわざインターネットに接

続する必要はない。

　スマートフォンではない携帯電話機を使う場合は、

Evernoteあてにメールでデータを送れば保存できる。

画像データもメールに添付すればOKだ。 近々、携

帯電話機からもクライアントソフトのようなことができ

ているのはこの「転送量」だ。翌月にはそれがリセッ

トされるので、転送量の上限まで使っていれば、毎

月40MバイトずつEvernoteサーバーに保存された

容量は増える。プレミアム会員の場合、これが毎月

500Mバイトなのだ。

　もう一つの使い勝手の大き

な差は、転送できるファイル形

式の種類だ。プレミアム会員

はExcelやWordといったファイ

ル形式も転送できるが、スタンダード会員はそれらの

ファイル形式は転送できない。ビジネスで使うならば

プレミアム会員がいい。なお、オンラインでプレミア

ム会員の登録ができない人は、ソースネクストの

「EVERNOTE スターターパック」を使うといいだろう。

るようになるだろう。

　最初からデジタルデータであるものを保存するだけ

がEvernoteを使うメリットではない。むしろ、紙の資

料をデジタル化して保存することのメリットのほうが大

きい。紙の書類をドキュメントス

キャナーを使ってEvernoteに

保存するのはEvernoteが得意

とするところだ。 書類に書かれ

た文字も検索して表示してくれ

るのだから大助かりだ。

　Evernoteはほかのクラウドサービスと連携すること

もできる。 例えば、Twit terでのつぶやきをEver 

noteに保存することが可能だ。Evernoteは、実に

様々な使い方ができるのである。

有料版は
何が違うのか？

どうやって
使うのか？

Evernoteとは？

●無料版と有料版の違いは？

●どうやって保存するの？

アップロード
できる容量

5ドル/月
または
45ドル/年

ノート
一つ当たりの

最大容量
料金

PDF
ファイル内の

文字検索

対応する
ファイル形式

50M
バイト○全ファイル形式

（制限なし）
500M
バイト/月

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

会
員

プ
レ
ミ
ア
ム

会
員

無料25M
バイト×

画像
（JPEG、GIF、
PNG）、

音声、ink※、PDF

40M
バイト/月

ショップで買えるパッケージ版

EVERNOTE スターターパック
●ソースネクスト
実売価格 1500円
3カ月分のプレミアム会員権をパッケージソフトとして販売。インター
ネットでのオンライン決済ができない人やしたくない人にとって、手軽
にEvernoteのプレミアム会員のフル機能を試せる商品だ。

※Evernoteが持つ手書きメモ機能「インクノート」のファイル形式

パソコンやスマートフォンは
クライアントソフト経由で

携帯電話ではメールで送信する

スキャンしたデータを保存する

ほかのクラウドサービスと連携する

テキストや写真をメールで送信

パソコン経由でスキャンデータを保存

Twitterへのつぶやきも保存

❷自動的にイン
ターネット上の
Eve r no t eサー
バーと同期

❶データを
クライアン
トソフトにド
ラッグする

❸Evernoteサーバー
にデータを
保存した

スマートフォン

インターネット

携帯電話機

スキャナー

パソコン
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利用料は会社に払ってもらおう

新しい料金プランは、企業や学校などでのEvernoteの利用を加
速するだろう、と話すフィル・リービンCEO。

企業向けの料金プランが12月に登場する予定！

②米エバーノート社はA社
から依頼のあった数だけス
ポンサードアカウントのラ
イセンスを発行する

③従業員にスポン
サードアカウントの
ライセンスを渡す

④Evernoteを使う

①A社のシステム担当者
などが、従業員のために
Evernoteのスポンサード
アカウントの契約を申請・
料金の支払いをする

Evernoteを従業員に使わせたいA社

米エバーノート社

インターネット

A社の
システム担当者など

従業員A

料金を払う人実際に使う人

従業員B

・
・
・

利用

利用

　p.7で紹介した料金プランに加え、新たなプラン

が加わるニュースが飛び込んできた。企業や学校な

どの団体がEvernoteを活用するためのプランだ。

　新プランは「スポンサードアカウント」という。

Evernoteの利用料を、利用する個人が支払うので

はなく、その個人が所属する企業や学校などがまと

めて支払うという料金プランだ。個人にとっては、今

まで使っている（または、 これから使う）E v e r 

noteのサービスを、会社などがスポンサーとなって料

金を負担してくれることになる。

　このプランを作るに至った経緯を、米エバーノート

のフィル・リービンCEOはこう語る。「既にユーザー

の80%は、Evernoteを仕事でも使っています。記

憶というものに、仕事とパーソナルの境界線は引け

ません。そこで個人が使うEvernoteの利用料を企

業が援助し、結果として企業の生産性や効率を上

げるための料金プランを作ることにしました」。

まとめてライセンスを購入
従業員を招待メールで登録

　それでは、スポンサードアカウントの具体的なサー

ビス利用法を見ていこう。

　スポンサードアカウントに登録するには、まず企業

や学校が米エバーノートと契約を結ぶ。「我が社の

従業員1000人分のスポンサードアカウントを購入し

ます」といった具合だ。Evernoteを利用している個

人が、自由にスポンサードアカウントに登録できるわ

けではない。1000人分のスポンサードアカウントを

米エバーノートから購入した企業のシステム担当者は、

Evernoteのスポンサードアカウントに登録させるため

の招待メールを従業員に対して送る。

　ここで押さえておきたいのは、Evernoteのアカウ

ントは、スポンサードアカウントになった場合でも「一

人に一つが原則」という考え方だ。

　招待メールを受け取った従業員の立場で見てみよ

う。 今までEvernoteを使っていなかった従業員は、

招待メールの指示に従ってEvernoteの登録手続き

をすれば、スポンサードアカウントで登録される。

　一方、それまで個人でEvernoteを使っていた従

業員は、新しいEvernoteのアカウントを取る必要は

ない。招待メールの指示に従い、自分が使っている

無料のスタンダードアカウント（会員）または有料の

プレミアムアカウント（会員）のアカウントを、自社

のスポンサードアカウントに切り替えるだけだ。スポ

ンサードアカウントに変わってもそれまで蓄積した“記

憶”はそのまま使えるし、データを移行する必要もな

い。アカウントの属性が変わるだけだ。

　「例えば、高校でEvernoteのスポンサードアカウ

ントで使っていた生徒は、大学に進学したら大学の

スポンサードアカウントに切り替え、就職したら企業

のものに切り替えればいいのです。料金を支払って

くれる組織や団体が変わっても、記憶を蓄えるスペー

スはその人のものとしてずっと使えます。会社を辞め

ても、個人で利用料を払えばアカウントは使い続けら

れます」（フィル・リービンCEO）。

　料金の考え方は個人向けのプレミアムアカウント

と同じで、毎月5ドルが基本となる。ただし、「大量

契約してくれる企業にはボリュームディスカウントを用

意します。1000ユーザーまではいくらといった料金

表を作ることになるでしょう。既に決まっていることの

一つは、学校などの教育機関が導入する場合には

50%のディスカウントをすることです」（フィル・リー

ビンCEO）。このスポンサードアカウントのサービス

開始は、2010年12月を予定している。

文＝岩元直久
写真＝小林伸

利用料は会社に払ってもらおう

Evernoteの利用料を自腹で払いながら、実際は会社の仕事でも使っている、という
ビジネスパーソンは多いはず。こうした方々はぜひこの記事を読んでほしい。従業員が使う
Evernoteの料金を、会社が一括して支払うプランが12月にも登場しそうなのだ。

企業向けEvernoteプランが登場間近!!

日経ビジネス主催のセミナー「NET.イノベーションフォーラム」において、企業導入向けの料金プランを2010年12月から始める予定だと
発表する、米エバーノートのフィル・リービンCEO。
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や学校が米エバーノートと契約を結ぶ。「我が社の

従業員1000人分のスポンサードアカウントを購入し

ます」といった具合だ。Evernoteを利用している個

人が、自由にスポンサードアカウントに登録できるわ

けではない。1000人分のスポンサードアカウントを

米エバーノートから購入した企業のシステム担当者は、

Evernoteのスポンサードアカウントに登録させるため

の招待メールを従業員に対して送る。

　ここで押さえておきたいのは、Evernoteのアカウ

ントは、スポンサードアカウントになった場合でも「一

人に一つが原則」という考え方だ。

　招待メールを受け取った従業員の立場で見てみよ

う。 今までEvernoteを使っていなかった従業員は、

招待メールの指示に従ってEvernoteの登録手続き

をすれば、スポンサードアカウントで登録される。

　一方、それまで個人でEvernoteを使っていた従

業員は、新しいEvernoteのアカウントを取る必要は

ない。招待メールの指示に従い、自分が使っている

無料のスタンダードアカウント（会員）または有料の

プレミアムアカウント（会員）のアカウントを、自社

のスポンサードアカウントに切り替えるだけだ。スポ

ンサードアカウントに変わってもそれまで蓄積した“記

憶”はそのまま使えるし、データを移行する必要もな

い。アカウントの属性が変わるだけだ。

　「例えば、高校でEvernoteのスポンサードアカウ

ントで使っていた生徒は、大学に進学したら大学の

スポンサードアカウントに切り替え、就職したら企業

のものに切り替えればいいのです。料金を支払って

くれる組織や団体が変わっても、記憶を蓄えるスペー

スはその人のものとしてずっと使えます。会社を辞め

ても、個人で利用料を払えばアカウントは使い続けら

れます」（フィル・リービンCEO）。

　料金の考え方は個人向けのプレミアムアカウント

と同じで、毎月5ドルが基本となる。ただし、「大量

契約してくれる企業にはボリュームディスカウントを用

意します。1000ユーザーまではいくらといった料金

表を作ることになるでしょう。既に決まっていることの

一つは、学校などの教育機関が導入する場合には

50%のディスカウントをすることです」（フィル・リー

ビンCEO）。このスポンサードアカウントのサービス

開始は、2010年12月を予定している。

文＝岩元直久
写真＝小林伸

利用料は会社に払ってもらおう

Evernoteの利用料を自腹で払いながら、実際は会社の仕事でも使っている、という
ビジネスパーソンは多いはず。こうした方々はぜひこの記事を読んでほしい。従業員が使う
Evernoteの料金を、会社が一括して支払うプランが12月にも登場しそうなのだ。

企業向けEvernoteプランが登場間近!!

日経ビジネス主催のセミナー「NET.イノベーションフォーラム」において、企業導入向けの料金プランを2010年12月から始める予定だと
発表する、米エバーノートのフィル・リービンCEO。
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利用料は会社に払ってもらおう

共有ノートブックがクライアントソフトから使えるようになる！

共有に設定した
Aさんの
ノートブック

共有ノートに
招待された側の

Bさん

Webブラウザーでしか
Aさんの共有ノートブックは見られない

URL

共有した
Aさんの
ノートブック

11月上旬
時点

近い
将来

共有に設定した
Aさんの
ノートブック

共有ノートに
招待された側の

Bさん

クライアントソフトで
Aさんの共有ノートブックを見られる

共有した
Aさんの
ノートブック

クライアントソフトWebブラウザー

新機能で企業利用をサポート
転送量の上限を増やすことも検討

　実は、個人向け・企業向けを問わず、Evernote

のクライアントソフトのバージョンアップが近々行われ

る予定だ。 バージョンアップでは共有機能をブラッ

シュアップし、企業などでの共同作業にEvernoteを

使いやすくする。これは朗報だ。

　具体的には、「（このムックが発売される11月から）

2〜3カ月のうちに、新しいEvernoteクライアントソフ

トをプラットフォームごとに順次提供します。新クライ

アントソフトは共有ノートブックの機能を使えるように

なります。これがユーザーからの最も多い要望でした」

（フィル・リービンCEO）。

　Evernoteのサービスは、個別の情報を記録した

「ノート」と、ノートを分類してまとめた「ノートブック」

という2階層で情報を整理する。ノートブックはパソコ

ンのフォルダーに近い概念だ。現時点でもこのノート

ブックをほかのユーザーとネット上で共有する「共有

ノートブック」という機能がある。しかし現行の共有ノー

トブックの機能は、Webブラウザーからしか使えない。

バージョンアップ後は、クライアントソフトから使える

統一性と、オフラインでも共有ノートブックの情報に

アクセスできる利便性が手に入る。

　もう一つ、うれしい知らせがある。月間の転送量

の増加計画だ。 現在はスタンダードアカウントで

40Mバイト、プレミアムアカウントでも500Mバイトま

でが転送容量の上限だ。スポンサードアカウントはプ

レミアム同様500Mバイトでサービスが始まるが、こ

の転送量の増加が検討課題に上っているという。

　フィル・リービンCEOは「サービスを始めた2008

年とは状況が変わり、携帯電話のカメラの画素数も

増えている。転送量の上限が低いという声も届いて

いる。Evernoteのサービス全体として、容量を増や

したり追加容量を購入できたりするような改善を考え

ている」と対応の方向性を示した。
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Evernote CEO フィル・
リ
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る
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モ
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ル
」

注
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め
て
い
る「
フ
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ム
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キ
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ド
。

米
エ
バ
ー
ノ
ー
ト
も
フ
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ー
ミ
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戦
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を
と
る
企
業
だ
。フ
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ビ
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ー
ミ
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ム
に
つ
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ど
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よ
う
な
こ
と
を
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え
て
い
る
か
、話
を
聞
い
た
。

――Evernoteはどのような人が使っているのです

か？

　Evernoteユーザーの80%はビジネスとパーソナル

の両方の用途に使っており、常にいろいろなことを

考えている現代の知識労働者（ナレッジワーカー）

です。従業員が典型的な知識労働者である業界で

は、会社の生産性を左右する最も重要な要素の一

つが、人々の頭脳の生産性です。Evernoteはその

ための素晴らしいツールです。ビジネスとパーソナル

の両方の生産性を高めるために必要なものをすべて

持ち合わせているからです。

――ビジネスでの利用例を紹介してください。

　非常によく使われるのが、リサーチです。報告書

を書いたり、問題に取り組んだりするときに、Ever 

noteは非常に便利です。コンピュータでWebを見て

いるとき、何か興味のある情報が見つかったらすぐに

クリッピングできます。アイデアがわいたときに覚えて

おきたいと思ったら、写真を撮ったり、音声メモを録

音したりすれば、自動的に保存され、どこにいてもス

マートフォンやパソコンからアクセスできます。そして

ビジネスプランや報告書を書き始める際には、それら

がEvernoteにあるわけです。

――日本の人々の関心度はどうですか？

　2010年10月現在、日本だけでも50万人以上の

ユーザーがいます。世界中で見ると、ユーザーの約

18%は日本の人です。面白いことに、昨日ビズ・ストー

ン（米ツイッターの共同創業者の一人）の話を聞い

たのですが、Twitter上のすべてのツイートの18%

は日本国内のものだと彼は言っていました。18%は

ある種のマジックナンバーですね。日本のユーザー

数は、日本以降に続くランキング20位までの国の

ユーザー数を合わせたものよりも多いです。

――Evernoteを企業に導入する際の鍵となる要素

は何だと思いますか？

　ほとんどのビジネスソフトウエアの会社は、どうすれ

ば企業にこの商品が売れるかを考えるところから始め

ます。私たちはこれと正反対のアプローチをとってい

ます。会社で働いている人も、一般の人と変わらな

いと考えているからです。ですから、その人たちに対

して個人的にアプローチしようと考えています。その

人たちはEvernoteを使いたがります。そして彼・彼

女らが勤めている会社に私たちがアプローチするとき

には、既にEvernoteを使っています。ですから、私

たちはビジネスユーザーを従業員ではなく、個人とし

て扱います。

　現在のほとんどの企業は、知的でクリエイティブな

知識労働者を数多く抱えています。そうした知識労

働者の生産性を決定するのは、いくつの自動車を組

み立てるかではなく、どれだけ頭の中にあるものを結

び付けられるか、どれだけのアイデアを生み出せるか、

なのです。

――「フリーミアム」についてのお考えを聞かせてく

ださい。

　Evernoteのサービスをやっていてみなさんによく聞

聞
き
手
＝
久
保
田
浩

写
真
＝
小
林
伸 米

エ
バ
ー
ノ
ー
ト
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
語
る
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フリーミアムで「成長する企業モデル」

かれるのは、“ユーザーの何％がプレミアム（有料）

会員なんでしょう？”ということです。その割合をみん

な知りたがります。しかし、私にとってその割合は重

要ではないし、割合を増やしたいと思っているわけで

はないのです。半年前は全体の2%くらいだったと思

いますが、今は2.5%くらいでしょう。 私の目標は、

この数字を上げることではありません。プレミアム会

員の総数を上げることが目的なのです。

　料金を支払う個人を増やしたいと思いますが、そ

の割合を増やしたいとは思いません。実際、割合に

ついては…低いままのほうがいいと思っています。で

きれば5%未満にとどめたいと考えています。なぜな

ら、それが5%以上になるということは、無料バージョ

ンが不十分だということを意味しているからです。無

料バージョンが不十分であれば、利用する人が急速

に増えることはありません。

　料金を払ってもらうことより、使い続けてもらうこと

のほうがはるかに重要です。Evernoteを長く使えば

使うほど、それが無料であっても、それについて友達

に話し、次の月には料金を払う可能性が高くなりま

す。つまりEvernoteのビジネス戦略は、日本語にす

るとおかしくなるかもしれませんが、私は『長期的な

欲張り』（long-term greedy）と呼んでいます。

――「長期的な欲張り」ですか？

　私たちは長期的な価値を最大化しようと常に努力

しています。 短期的な欲張りにはなりたくありません。

“今すぐ金をくれ”とは絶対に言いません。“Evernote

が大好きになるまで好きなだけ使ってほしい”と言っ

ています。そうすればお金を払う人が多くなって、私

たちは多くの利益を上げることができます。

　今でも、プレミアム会員の割合を増やすことは、

簡単にできます。無料会員へのサービスの質を少し

下げればいいだけです。例えば、“無料会員はiPad

で使うことはできません”と言えばいいのです。しかし、

それは短期的な欲張りです。今は利益を増やすこと

ができますが、5年後の利用者は少なくなります。私

たちの戦略は、みんなが気軽に、無料で使えるよう

にして、十分に時間をかけられるようにすることです。

それを始めてから2年半たっていますが、今のところ

この戦略はとてもうまくいっています。

――それがフリーミアムという考え方なのですね。

　フリーミアムという考え方は、すべての業界でうまく

いくわけではありません。Evernoteの場合にうまく

いっている重要な要因は、ユーザーが使う時間が長

くなればなるほど、ユーザーにとっての価値が上昇す

るということです。 例えば、私の2年半分の思い出

がEvernoteに入っていて、2年前の私をそこに見る

ことができたら、それは2年前に見るよりも価値があり

ます。そして5年後にはもっと価値が上がり、10年

後にはもっともっと価値があるものになります。

　これに対して、例えば映画を観ることができるサイ

トがあったとしても、時間とともに価値が上がることは

ありません。5年前に観た映画は今も観られます。で

も、それ自体の価値が上がる理由はありません。個

人的な結び付きを持っていないからです。ですから、

フリーミアムは、コンテンツサイトでは非常に難しいと

思います。

――適さない企業もあるということですね。

　フリーミアムの事業モデルをすべての企業に勧め

ることはできません。ビデオゲームを作ったとします。

でもそのゲームにプレミアム登録するのはおそらくあま

りいい考えではありません。そのビデオゲームを長く

使い続けることはないからです。 今はそのゲームを

やって価値を得ることができますが、5年後に上昇し

た価値が得られるものではありません。どんどん価値

が高まっていくものなら、意味があります。“この部

分は無料で読めるけど、この記事を読みたいなら有

料です”というようなコンテンツでは、フリーミアムの

事業モデルは難しいと思います。

2010年10月初旬、
都内にてインタビュー。

14


	Copied Bookmark

