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サイバーエージェントの価値創造モデル



サイバーエージェントの価値創造モデル
成長産業であるインターネットに軸足を置き、変化対応力を支える
「技術力」「創出力」「人材力」を強みに、持続的な成長を目指しています。

技術力 研究機関

産学連携

人材力
採用

育成

活性化

創出力
生み出す仕組み

事業管理

新規事業

変
化
対
応
力

持続的な
業績の拡大

地域社会への
貢献

サイバーエージェントの価値創造モデル
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インターネット企業の競争力の要である技術力。動画配信「AbemaTV」や音楽配信「AWA」といったサービス、

50タイトル以上のスマートフォンゲーム、広告主の期待に応える広告プロダクトやクリエイティブなど多岐に

わたるサイバーエージェントのサービスは、高い技術力、クリエイティブ力に情熱とオーナーシップを持ち合わ

せた約2,000名のエンジニア、クリエイターが生み出し、支えています。

各開発チームが裁量権を持つ、自由闊達なカルチャーが特徴の開発組織に、社内に蓄積された様々なナレッジや

資産共有によるシナジー効果を掛け合わせ、今後はAI 技術やデータ活用強化などを重点分野に技術力を

さらに高めていきます。

技術力

サイバーエージェントの価値創造モデル
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人材力 創出力技術力

技術によって、今までなかった新しい価値や、

ビジネスチャンスを創出
長瀬 慶重

技術開発管轄
取締役

No r i s h i g e  N a g a s e

配信を絶対に途切れさせず、
高品質の映像を届ける

 「AbemaTV」のビジョンは「インターネット

発のマスメディアを創る」です。

開局以来、どれだけ多くの人が視聴し

ても映像を届けられるテレビのように、

「AbemaTV」でも高品質な映像を途切れ

ることなく配信しようと、映像、配信と再生

技術の改善を重ねてきました。というのも、

インターネット通信は「ベストエフォート」

という考え方が前提で、配信が途切れる

ことは当たり前となりがち。そんな中、多く

の人に同時にきれいな映像を配信し、快適

な視聴体験を提供することは、当時の技術

では大きなチャレンジでした。

2017年5月に「AbemaTV」で放送した元

プロボクサーと応募者がボクシングで対決

する『亀田興毅に勝ったら1,000万円』※と

いう番組では、試合開始と同時にサーバー

がダウンしました。その瞬間日本のイン

ターネット通信の約20%を占めたのですが、

サーバーが耐えられず配信できなくなって

しまいました。

それから「AbemaTV」の技術の中枢で

ある配信の安定性向上のため様々な改善

を行い、今では多くのアクセスが集中し

てもダウンしない堅牢なシステムになり

ました。これは大きなアドバンテージで、

今後も集中して投資していきたい領域です。

「AbemaTV」ではユーザーにわかりやす

く、シンプルなUI/UX の設計を最も重要

視しています。インターネットサービスを

数年運営していると機能が盛りだくさん

になることも多い中、「AbemaTV」では

何かを足したら断腸の思いで何かを削り、

「シンプル」を追求してきました。 

開局当初、「AbemaTV」はリニア視聴が

中心と考えていましたが、最近ではリニア

向きのニュースやスポーツ中継と、オンデ

マンド向きの恋愛リアリティー番組やアニ

メが共存することがわかりました。現在進

めているUI/UXの大幅リニューアルには、

混在するリニアとオンデマンドのコンテンツ

「AbemaTV」の開発方針は、
一貫して「シンプル」

「AbemaTV」を完成させることはできな

かったですし、数年のあいだは競合が参入

できないよう、すべて自分たちで組み上げ、

わずか 4か月ほどで作りました。

それを可能にしたのは、エンジニア一人

ひとりが高い技術力はもちろん、プロダクト

を自分の子どもと思うくらいの熱量とオー

ナーシップをもって開発に取り組んだから

です。この技術力と情熱は、自社で技術

開発していく上で最も大切なことで、競争

力の源泉です。

AI技術の汎用化が進んでいるように、これ

からは新しい技術をサービスの価値向上や

ビジネスの課題解決にどう生かすかが重要

になります。当社のエンジニアにも「技術

がすごい人」「新しい技術を作る人」に加えて、

ビジネス感覚とアイデアを持って「技術を”

使う”人」が増えてきており、そういう人材

が活躍しています。

またエンジニア採用は報酬が注目されがち

ですが、やりがいや成長実感、切磋琢磨

できる仲間がいるといった総合的な満足

度が高いことも非常に大事です。サイバー

エージェントは1カンパニー1プロダクトと

は真逆で、メディア、広告、ゲームと異な

る領域で多数のプロジェクトを多種多様な

技術を使って日々開発していて成長機会も

多い。そして、こうしたサイバーエージェント

の魅力を学生に伝えていくことで、技術力

のベースになる採用力が年々上がってきて

います。最終的にはエンジニアの組織、人材

が会社の競争力になるため、スケールメ

リットを生かした組織作りとエンジニア

一人ひとりの満足度を高めることに取り

組んでいきたいと思っています。

表示を、いかにシンプルにわかりやすく

するかということに徹底的にこだわって

います。

そしてサブスクリプションサービスの成功

には、ユーザー満足度を向上させ、継続的

に利用してもらうことが重要です。そのた

めに、リニア、オンデマンドがシームレス

で快適な視聴体験に加え、ユーザーの

行動デ―タを活用した精度の高いレコメ

ンド、そしてユーザーに好まれるコンテンツ

の提供という3つを強化していきます。コン

テンツの企画から配信まで一気通貫でで

きる強みを生かして、ユーザーがもっと

「AbemaTV」を楽しめるようになれば、

自然と有料会員の増加につながっていくと

考えています。

あわせて、広告の配信技術についても見

直しています。リニア番組の放送中にリア

ルタイムでターゲティング配信ができる

広告を開発しており、これが実現すれば

配信効率と精度が高い「AbemaTV」なら

ではの広告価値が創出できます。

これは代表の藤田が常々言っていることで

すが、新規事業を成功させるには、プロダ

クトを最速でリリースするか、最高のクオ

リティで出すかの2択しかないという意味。

「AbemaTV」の開局当時の技術戦略は、

“他社が真似できない”ことでした。

当時、世に出ていたソリューションでは

サイバーエージェントの価値創造モデル
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人材力 創出力技術力
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※2017年5月7日放送　AbemaTV1周年記念企画「亀田興毅に勝ったら1000万円」

　https://abema.tv/channels/special-plus/slots/9YCojXFBHRK1F5

「AbemaTV」ではユーザーにわかりやす

く、シンプルなUI/UX の設計を最も重要

視しています。インターネットサービスを

数年運営していると機能が盛りだくさん

になることも多い中、「AbemaTV」では

何かを足したら断腸の思いで何かを削り、

「シンプル」を追求してきました。 

開局当初、「AbemaTV」はリニア視聴が

中心と考えていましたが、最近ではリニア

向きのニュースやスポーツ中継と、オンデ

マンド向きの恋愛リアリティー番組やアニ

メが共存することがわかりました。現在進

めているUI/UXの大幅リニューアルには、

混在するリニアとオンデマンドのコンテンツ

「AbemaTV」を完成させることはできな

かったですし、数年のあいだは競合が参入

できないよう、すべて自分たちで組み上げ、

わずか 4か月ほどで作りました。

それを可能にしたのは、エンジニア一人

ひとりが高い技術力はもちろん、プロダクト

を自分の子どもと思うくらいの熱量とオー

ナーシップをもって開発に取り組んだから

です。この技術力と情熱は、自社で技術

開発していく上で最も大切なことで、競争

力の源泉です。

AI技術の汎用化が進んでいるように、これ

からは新しい技術をサービスの価値向上や

ビジネスの課題解決にどう生かすかが重要

になります。当社のエンジニアにも「技術

がすごい人」「新しい技術を作る人」に加えて、

ビジネス感覚とアイデアを持って「技術を”

使う”人」が増えてきており、そういう人材

が活躍しています。

またエンジニア採用は報酬が注目されがち

ですが、やりがいや成長実感、切磋琢磨

できる仲間がいるといった総合的な満足

度が高いことも非常に大事です。サイバー

エージェントは1カンパニー1プロダクトと

は真逆で、メディア、広告、ゲームと異な

る領域で多数のプロジェクトを多種多様な

技術を使って日々開発していて成長機会も

多い。そして、こうしたサイバーエージェント

の魅力を学生に伝えていくことで、技術力

のベースになる採用力が年々上がってきて

います。最終的にはエンジニアの組織、人材

が会社の競争力になるため、スケールメ

リットを生かした組織作りとエンジニア

一人ひとりの満足度を高めることに取り

組んでいきたいと思っています。

表示を、いかにシンプルにわかりやすく

するかということに徹底的にこだわって

います。

そしてサブスクリプションサービスの成功

には、ユーザー満足度を向上させ、継続的

に利用してもらうことが重要です。そのた

めに、リニア、オンデマンドがシームレス

で快適な視聴体験に加え、ユーザーの

行動デ―タを活用した精度の高いレコメ

ンド、そしてユーザーに好まれるコンテンツ

の提供という3つを強化していきます。コン

テンツの企画から配信まで一気通貫でで

きる強みを生かして、ユーザーがもっと

「AbemaTV」を楽しめるようになれば、

自然と有料会員の増加につながっていくと

考えています。

あわせて、広告の配信技術についても見

直しています。リニア番組の放送中にリア

ルタイムでターゲティング配信ができる

広告を開発しており、これが実現すれば

配信効率と精度が高い「AbemaTV」なら

ではの広告価値が創出できます。

これは代表の藤田が常々言っていることで

すが、新規事業を成功させるには、プロダ

クトを最速でリリースするか、最高のクオ

リティで出すかの2択しかないという意味。

「AbemaTV」の開局当時の技術戦略は、

“他社が真似できない”ことでした。

当時、世に出ていたソリューションでは

「最速か最高か」

エンジニアの組織、
人材が最終的な競争力

サイバーエージェントの価値創造モデル
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研究機関

株式会社AbemaTVデータテクノロジーズ

「AbemaTV」が2016年4月の開局以来蓄積したログを広告配信はもちろん、編成や調達、

課金、回遊等の課題へ活用することを目的に設立。

「データ活用による経営意思決定への貢献」および、「統計的なモデルによるプロダクト改善」

の2つをテーマとして、より多くのユーザーが集まるサービス運営と、リコメンド精度の向上を

はじめとしたユーザー導線の最適化などに取り組んでいます。

秋葉原ラボ

大規模データ処理やデータ分析、機械学習などを専門とするエンジニア約 40名が在籍する

研究開発組織。 2011年4月、秋葉原にオフィスを開設。

サイバーエージェントのメディアサービスにおけるユーザー満足度向上のため、インターネット

上の人間行動理解を目的に、大学・研究機関との産学連携を強化しながら、計算社会科学

の研究に取り組んでいます。

人材力 創出力技術力

秋葉原ラボの様子

サイバーエージェントの価値創造モデル
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AI Lab

 AI（人工知能）を活用した広告配信技術の研究・開発を目的に設立。機械学習、計量経済学、

コンピュータビジョン、自然言語処理、HAI/HRI などを専門とする研究者が所属し、

主に「対話エージェント 自動対話技術」、「広告クリエイティブの制作支援と自動生成」、「広告

の因果効果の分析」の3つの研究領域に取り組んでいます。

また、高度な AI 研究技術を持ち実用化に積極的な大学・研究機関 (大阪大学、Yale大学、

東京工業大学等 ) と各分野において提携し、さらなる技術の向上を目指し、研究・開発を

進めています。

人材力 創出力技術力

1

2

1　AI Labと大阪大学によるコミュニケーションロボットの実証実験

2　ロボット婚活

サイバーエージェントの価値創造モデル
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産学連携の成果

2018年度山下記念研究賞※受賞

2019 年 3月、「秋葉原ラボ」高野雅典と、東京大学大学院工学系研究科 鳥海不二夫准

教授の共著による定額制音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」 のユーザーの楽曲

聴取行動系列を階層的に分析する手法を提案した論文が、情報処理学会にて2018 年度

山下記念研究賞※を受賞しました。

※情報処理学会の各研究会およびシンポジウムにて年度中に発表された論文の中から、特に優秀な論文の発表者に贈られる賞

人工知能分野の国際会議「AAAI 2019」※1 に採択

2018年12月、「AI Lab」安井翔太と、Yale 大学の成田悠輔氏・矢田紘平氏の共著による、

バンディットアルゴリズム※2 を代表とするような機械学習を応用した意思決定の評価

において、従来の手法よりも評価における不確実性が少なくなる方法を提案した論文が、

人工知能分野の国際会議「AAAI 2019」※1に採択されました。

※1  「AAAI」は世界中の様々な人工知能分野の研究者が一堂に集い毎年開催される国際会議で、人工知能分野で権威ある国際会議の一つ

※2  限られた情報から最適な選択肢を効率的に探すためのアルゴリズム

人材力 創出力技術力

クリエイティブB

クリエイティブA

クリエイティブC

クリエイティブC

Log datauser Result

Click

non-Click

Click

non-Click

クリエイティブA

クリエイティブA

クリエイティブC

クリエイティブB

New policy Result

Unknown

non-Click

Click

Unknown

A

B

C

D

プロダクトに実装し、

実際に配信したログデータ

新しい方法によるクリエイティブ選択

※実際のログデータを元に検証
1

3

2

2
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損
を
補
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た
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評価データの欠損

Off-Policy Evaluation イメージ図

サイバーエージェントの価値創造モデル
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Developer Experts制度

特定の分野に抜きん出た知識とスキルを持ち、第一人者として実績を上げているエンジニア

に、新たな活躍の場を提供するとともに、各専門領域の発展およびサイバーエージェント

グループへの還元に貢献することを目指す制度。国内外を問わず活動費のサポートなど、

全面的にバックアップしています。

現在サイバーエージェントが注力する領域から5名が選出され、大きく以下の３つの役割が

任されています。

人事制度

各専門領域において高い専門性を身につけ、その発展に貢献する。

対外活動（登壇・コミュニティ活動・執筆・情報発信）を通して、各専門領域に

おけるサイバーエージェントのブランド確立を行う。

管轄や事業部の垣根を超えて、社内で担当領域の相談を受けたりサポートする。

1
2

3

五藤 佑典
動画技術 / 
プロダクトデザイン

青山 真也
Kubernetes /
Cloud Native

谷 拓樹
UX デザイン / 
プロダクトデザイン

降矢 大地
Android

桝田 草一
アクセシビリティ

人材力 創出力技術力サイバーエージェントの価値創造モデル
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サイバーエージェントでは、人材の「採用・育成・活性化・適材

適所」を重視し経営しています。進化の早いインターネット

産業で成長し続ける会社であるために、社員が一人ひとりの

力を最大限に活かして働ける環境とカルチャーを、さまざまな

制度によって生み出しています。

人材力

サイバーエージェントの価値創造モデル
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YJC

Ｙ（良い人を）、Ｊ（自分たちで）、Ｃ（ちゃんと採用する）の頭文字をとってネーミングされた、

人事担当者だけでなく、多くの社員が協力して採用活動に取り組む新卒採用強化プロ

ジェクト。「21世紀を代表する人材を採用する」というビジョンのもと、2017年に始動

しました。関わる社員数は約 400名※にのぼり、現場社員と人事担当が一丸となって

採用の競争力を高めています。

※YJCに関わる社員数　ビジネス職：約 200 名　｜　エンジニア職＆デザイナー職：約 200 名　｜　合計：約 400 名

DRAFT

DRAFTは、サイバーエージェントが全国各地で開催する様々なインターンシップの中から、

選抜された学生のみが参加できる選抜型インターンシップ。2016年から毎年開催されて

おり、優勝チームの提案内容が事業化され、新卒内定者が子会社を作り、サービス運営を

任されるケース※も増えています。

※株式会社 CAmotion、株式会社ビズボット等

採用

人材力 創出力技術力サイバーエージェントの価値創造モデル
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人材力 創出力技術力

CA24

未来のサイバーエージェントを担う人材を発掘・育成するための施策。

1年ごとに若手社員から24人を選出し、自ら全社課題を定義し、解決に取り組みながら、

役員会での提案や報告を通じて、次世代マネジメント層の育成を行います。

育成

ＣＡ24のメンバー 研修会場の様子

サイバーエージェントの価値創造モデル
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YMCA

20 代社員の持つ熱量を次の世代に繋いでいくこと、トップラインを引き上げ抜擢のチャンス

を増やすこと、当事者意識を持ってサイバーエージェントの未来を考えるきっかけをつくる

ことを目的とした全社横断のプロジェクト。

20代の若手リーダークラスの社員で構成されるプロジェクトチームが中心になり、社内外に

向けた様々な活動に取り組んでいます。

20代の割合が 40.6%を占める組織だからこそ、若手社員が「21世紀を代表する会社を

創るのは自分である」というオーナーシップを持ち、今後さらに組織が大きくなったとしても、

若手が活躍する会社であり続けるための施策です。

活性化

人材力 創出力技術力

ＹＭＣＡあした会議告知ポスター

サイバーエージェントの価値創造モデル
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CA BASE CAMP

正社員の40%以上、約1,800 名にのぼる全社のエンジニア・クリエイター同志のノウ

ハウ共有や交流を促進することで、チーム・サイバーエージェントの技術力強化を目的と

した社内カンファレンス。2018 年から年に 1 度開催しています。

メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業と多様な事業を展開するサイバーエー

ジェントの各事業領域で蓄積されたノウハウを積極的に共有し、部門・職種を越えた

技術者同士の交流を促進することで、さらなる技術力の向上と事業の成長に貢献しています。

Battle Conference Under30

2019年に第 3 回目を迎えた、登壇者と参加者を30歳未満に限定したテックカンファレンス。 

社内、社外問わず若手エンジニアによる技術やキャリアにおける挑戦の発表、登壇者と直接

議論できるブース、誰でも参加できるプログラミングコンテスト、デモ展示やポスター展示

など、参加者同士のコミュニケーションを促進する様々なコンテンツによって、互いに刺激

を受けあい切磋琢磨できる場の提供を目的としています。

人材力 創出力技術力

カンファレンス会場の様子カンファレンス会場の様子

サイバーエージェントの価値創造モデル
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Woman Tech Terrace

女性エンジニアがキャリアを築くうえで「他の女性エンジニアの考えをもっと知りたい」

「高め合える仲間が欲しい」「出産後もエンジニアを続けている人の話が聞きたい」という

声を受け、サイバーエージェントの女性エンジニア数人が発起人となり女性エンジニアに

よる女性エンジニアのためのカンファレンス「Woman Tech Terrace」を2019年6月に

初開催。当日は約140人の方が参加しました。

経済産業省発表の調査結果※によると、日本全体の女性エンジニアの比率は16% と、

かなり低い状況が10年近く続いています。「Woman Tech Terrace」は「女性エンジニ

アが “長く自分らしく” 働くことを応援する」をコンセプトに、キャリアに関するパネル

ディスカッションや、技術セッションを通じて、女性エンジニアが所属を越えて繋がり、

長期的に活躍できるキャリアイメージを描くきっかけ作りとなることを目指しています。

CAramel

「CAramel（カラメル）」は、「女性社員のリアルな声を、経営層に届けたい」「女性社員同

士の交流の機会を増やしたい」という想いのもと、2017年9月の「あした会議」で決議され

た女性横断組織。名前の通り「たくさんの女性社員同士の絡める場をつくる」という意味

が込められています。

これまでに「女性の健康」「新卒・内定者向け」「中途入社向け」「営業出身女性向け」など

毎回テーマの異なるイベントを実施しており、延べ220名以上の女性社員が参加。ライフ

ステージの変化がキャリアに影響しやすい女性が、変化をポジティブに受け止め、中長期的

に活躍しキャリアを築いていけるようサポートしています。

※2017年 情報サービス産業 基本統計調査 P27

人材力 創出力技術力

CAramel イベントの様子

カンファレンス登壇者と会場の様子

サイバーエージェントの価値創造モデル
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広告営業、“攻める”広報というキャリア

が「経営者」を志すきっかけに

「リスクをとってでも大きな挑戦をする」

を大事にしているカルチャーを持つ (株 )

CyberZでスマートフォン広告の営業を

経験し、入社 2年目に代表の山内から「広

報をやってほしい」という打診がありま

した。広報という仕事は“守り”のイメージ

があったので抵抗を感じましたが、「営業

職同様、広報で“攻め”てほしい。」と言わ

れたことから、覚悟が決まり、広報への

異動を決意しました。

「“攻める”広報」に必要なことは経営陣

の意図を汲み取り、彼らのビジョンをどう

表現するか、だと考え実践。営業は売る

ものが広告商材ですが、広報とは会社自

体を世の中に売っていく仕事だと感じ、

営業と似ていることにも気づきました。

そうして次第に広報としての成果が出始

めると、今は経営の代弁者として経営に

関わる立場だけど、いつかは自分自身が

経営を行いたいと思う様になりました。

その気持ちを上司に伝えたところ、子会社

の代表を任されることに。キャリアや性別

に関係なく、挑戦を応援してもらえる環境

に感謝してます。

ライフステージの変化も楽しみながら、

自分らしくキャリアを創っていく

実は、経営者になると同時期に結婚と

いうライフステージの変化がありました。

そのタイミングで経営者という、時間的

にも精神的にも負担のある、ある意味

リスクをとる挑戦をすることに周囲から

心配されました。私自身、不安がなかった

と言ったら嘘になりますが、「キャリアは、

時流と社流が重なったときに与えられる

もの。その時が来るまで、とにかく刀を

研いで準備しておくことが大事」という

山内がよく言っていて、その言葉に背中を

おされました。

これまでも、最初は何も知らなかったし、

出来ませんでした。ただ、目の前のことを

一生懸命やって、成果を出して、自信を

つけてきたんです。その経験すべてが現在

の自分の糧となってます。持ち前のポジ

ティブさと行動力を生かして、自分らしく、

キャリアを創っていければと思います。

2014 年 4 月、サイバーエージェント新卒入社。株式会社

CyberZ にて、広告営業を経験。その後、同社広報部門

に異動。攻めの広報として事業成長に貢献。

2018 年 4月より、(株 ) eStream の代表取締役社長、

「eチャンス！」の事業責任者に。2018年10月より現職。

株式会社 eStream　代表取締役社長

高井 里菜

人材力 創出力技術力

女性活躍インタビュー

会社もキャリアも自分で創りたい、

経営者として女性として挑戦しつづける。

サイバーエージェントの価値創造モデル

24



サイバーエージェントではこれまで多くの新規事業を立ち上げ、

大型のM&Aに頼らない自前成長を続けてきました。新規事業

の創出を仕組み化し、チャレンジを継続する一方、明確な撤退

ルールを持った育成プログラムも用意し、不採算事業に固執せず、

全体の収益性を高める工夫をしています。

創出力

サイバーエージェントの価値創造モデル
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あした会議

取締役を中心としたチームで、サイバーエージェントの「あした（未来）」に繋がる新規事

業や課題解決の方法などを提案、決議する会議。年に2 回、各取締役が事業責任者や

専門分野に長けた人材 4 名を選抜、チームを組み提案を競います。2019 年9月からはそれ

までの合計得点を競うランキング形式からトーナメント方式に変更。さらに緊張感の

高いイベントとなりました。

2006 年に開始した「あした会議」で設立が決まった子会社数は29 社。それら新規事業

から累計売上高約2,500億円※、営業利益約350億円※を創出し、事業拡大に寄与して

います。

スタートアップチャレンジ

社員・内定者向けの事業プランコンテスト。社長・役員へのプレゼンを経て、事業案が

決議されればすぐに事業化へと移ります。2019年は「学生版 STARTUP CHALLENGE」

として全国の大学生（1年生～大学院生）を対象としたビジネスプランコンテストを開催しま

した。100案以上の書類選考を通過し、10 名が参加した決勝プレゼンでは、当社代表取締

役社長  藤田晋が審査員を務め、優秀案には、若手経営者の応援を目的とした投資を強化

している通称「藤田ファンド」からの投資が決定しました。

生み出す仕組み

※2019 年9月末時点

あした会議トーナメント表 学生版STARTUP CHALLENGE

人材力 創出力技術力サイバーエージェントの価値創造モデル
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戦略会議

サイバーエージェントで運営しているすべての事業を対象に、四半期に一度、事業責任者

の「戦略脳」を鍛える目的で実施している会議。各事業責任者が社長に事業戦略を説明し、

事業の成長を確認する機会としています。市場成長同等以上の事業成長の兆しが見えな

い場合は撤退を含め、事業内容の転換などの戦略変更を行います。

CAJJプログラム

サイバーエージェント（CyberAgent）事業（Jigyo）人材（Jinzai）育成プログラム。

営業利益によって事業をランク分けし、事業成長を図るとともに、2 四半期連続で減収

減益になったら撤退もしくは事業責任者の交代といった撤退基準を設けています。

また、月に一度、C A JJプログラムに所属する全ての子会社や事業を集めた会議を開催する

事で、グループ内シナジーの強化やリスク管理の横展開など競争と協業を促進しています。

事業管理

四半期営業利益10億円以上

四半期営業利益1億円以上

営業利益黒字

撤退基準　2四半期連続で減収減益になったら撤退

事業のランク分け

J1

J2

J3

人材力 創出力技術力

戦略会議の様子

サイバーエージェントの価値創造モデル
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スタートアップJJJ

新規事業（Jigyo）人材（ Jinzai ）時価総額（Jika sougaku）育成プログラム。原則

設立２年以内で収益化していないスタートアップ事業を対象に、市場No.1 やサイバーエージェ

ントに大きなインパクトを与えられる事業になってほしいという想いから時価総額評価と

しています。

「スタートアップ J J J」は、時価総額によって事業をランク分けし、事業成長を図るとともに、

６四半期連続停滞している事業や競争優位性が見い出せない場合は、事業撤退というルール

を明確化しています。

撤退基準
シードが6四半期 (1年半)連続で続く、粗利益が 3四半期連続で減少するなど

30億円以上～50億円未満

5億円以上～10億円未満

10億円以上～30億円未満

1億円以上～5億円未満

算定不能～1億円未満シード

アーリー

シリーズA

シリーズB

上場
前夜

想定時価総額50億円以上で上場上位の「CAJJ」に

事業価値向上に向けた評価指標 想定時価総額ごとにランク付け

人材力 創出力技術力

「スタートアップJJJ」表彰式の様子

サイバーエージェントの価値創造モデル
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新規事業事例

RAGE

「RAGE」とは、次世代スポーツ競技「e スポーツ」に様々なエンタテインメント性を掛け

合わせた、(株)CyberZ、エイベックス・エンタテインメント (株)、(株) テレビ朝日の3社

で協業し運営する e スポーツイベントおよび、eスポーツリーグの総称です。

現在 RAGEでは、主にオフラインで開催する一般参加型の「イベント」と、プロ選手に

よる競技をオンラインで配信する観戦型の「プロリーグ」、2つのプロジェクトを実施して

います。「イベント」では、複数のジャンルに渡るゲームタイトルが一堂に介し、各タイトル

の最強王者を決める eスポーツ大会のほか、会場限定の大会や新作タイトルの試遊会、

アーティストライヴなども実施しています。

賞金制で開催したe スポーツ大会はこれまで、「ウイニングイレブン 2017」（(株 )コナミデジ

タルエンタテインメント）、「Shadowverse」（(株)Cygames）、「ストリートファイターⅤ」

（(株)カプコン） 、「Vainglory」（Super EVill Megacorp社）計4タイトル（並びは五十音順）

を採用しています。また、非賞金制の大会として「スプラトゥーン２」（任天堂 ( 株 )）や

「PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS（PUBG(株)）」を採用したイベントも開催

しています。

国内のトッププレイヤーたちが参加する eスポーツリーグでは、「RAGE Shadowverse 

Pro League」と「RAGE STREET FIGHTER V All-Star League powered by CAPCOM」

などのリーグを運営しています。

人材力 創出力技術力サイバーエージェントの価値創造モデル
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タップル誕生

( 株 ) マッチングエージェントの運営する、趣味でつながる恋活マッチングアプリ「タップル

誕生」は、グルメや映画、スポーツ観戦など、自分の趣味をきっかけに恋の相手が見つ

けられるマッチングサービスとして、20 代前半の若い男女を中心にインターネットに慣れ

親しんだ世代からの支持を受け、2014年5月のサービス開始以来毎月約 7,200人の恋人

が誕生しています。

現会員数は500 万人※を突破し、「タップル誕生」を通して成立したマッチング数は延べ

約2億組※と、国内最大規模のサービスに成長しました。

人材力 創出力技術力

※2019年10月末現在

サイバーエージェントの価値創造モデル

30



WinTicket

2019年4月、(株 )WinTicket が競輪の勝者投票券を購入できるインターネット投票サー

ビス「WinTicket」を開始、同時に「AbemaTV」に「競輪チャンネル」を新たに開設しました。

「競輪チャンネル」では、既存ファンはもちろん、これまで競輪にあまり触れることの無かった

若い世代の方にもその面白さを伝えることを目指し、競輪のレース中継やミッドナイト

競輪を中心とした特別番組を制作・配信、さらに番組を観ている方がそのまま勝者投票券を

購入することも可能です。

今後もサービスの幅を広げ、「AbemaTV」のマネタイズへの貢献を目指しています。

人材力 創出力技術力サイバーエージェントの価値創造モデル
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