
、内容物：商品・サービスなどの成分、添加物、機能、スペックなど（ex・

扇風機ならプロペラが回転、風力コントロール機能、リモコン機能など

となる）

③ＵＳＰ：UniqueSellin9Proposition(ユニークセリングブロポジション）

の略。和訳すれば特長となる。つまり、③内容物の中で特長的なもの

を選択すればよい(ex・扇風機なら特長はプロペラが回転して風を吹

く、となる）

③機能的ベネフィット：機能（この場合はUSP）から享受することができ

る利益(ex・扇風機ならプロペラが回転して風が吹くという機能から、

涼しいという機能的ベネフィットが享受できる）

⑬情緒的ベネフィット：機能的ベネフィットを享受したときに、短期的に

心に生じる気持ち（ex、扇風機なら風にあたることができた結果、「風

にあたって心地よい」という気持ちを感じるはずである）

⑰精神的ベネフィット：1情緒的ベネフィットが中・長期的に持続した結果、

心に生じる気持ちや思い入れ、商品との関わりあい(ex、扇風機なら

「風にあたって心地よい」という気持ちが続ければ、「快適な生活の実現」

という精神的ベネフィットを感じるだろう）

まずは、２００８年のヒット商品である「ケシポン」を解読してみよう。

ケシポンは、プラスステーショナリーが発売した個人情報保護スタンプで

ある。使い方はとてもシンプルで、ポンッとスタンプするだけで簡単に個

人情報を保誕することができる。

機能的には、耐水、対光、耐薬品性にすぐれた隠ぺい力の強い顔料系油

性インクを採用している。その結果、ダイレクトメールの宛名に使用され

る書体を見えにくくすることができる。

個人情報保誰が過熱化するなかで、簡単にダイレクトメールなどを処理

できる点が受けて、文房具ではめずらしく初回生産分がわずか１週間で売

り切れるヒットを記録した。

セキュリティ製品市場は、2006年は７，０００億円、2007年は1兆円（20％

増）と成長傾向にある（PLUS調べ)。個人情報保誰が過熱化していること

を考慮すると、ＰＬＣ（プロダクトライフサイクル）は成長期であろう。

また競合状況は、個人情報保護スタンプというカテゴリーを対象とした

場合は、ＰＬＵＳ（プラス)、コクヨ、シャチハタ、ビバリー、クリコムとなっ
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ている。

●ＰＬＵＳ：ケシポン（980円）

■コクヨ：かくし夕口一（1,050～1,575円）

■ビバリー：ミッキーマウスめかくしスタンプ(1,050円）

リロ＆スティッチめかくしスタンプ(1,050円）

■シヤチハタ：セキユアスタンノト（735～1,575円）

ｑクリコム：ケシコムオープンプライス（通販で２個680円）

また、個人情報保護という観点からの競合状況は、

ｄプライバシー保護パンチ：インフ・デザイン｢ネームオフ」（1,785円）

■シュレッダーはさみ：アーネスト「秘密を守りきります!」シリーズ

（980～1,900円）

ａ手動タイプの個人向けシュレッダー

･1,000～3,000円程度まで多数の製品あり
．ナカバヤシ、サンワサプライ、イワタリョウ、ｅｔｃ

■電動タイプの個人向けシュレッダー

･5,000～20,000円程度まで多数の製品あり
．サンワサプライ、フェローズ、アイリスオーヤマ、conof、GBC、ｅｔｃ

となっているｃ

次にケシボンの顧客を調べてみた。ここではおもにケシポンを使ったと

いうユーザーのブログから意見を拾っている。

画購入層の69％は女1性（日経ＭＪ調べ）

園利用の理由は、簡単に個人情報を消したいというもの。ケシポン使用前

は住所・氏名などを引き裂くなどして、ゴミにだしていた

ほかには、

画資料の重要度によってシュレッダーなどと使い分けるユーザも存在

砲納１噸分冊



回主婦の場合、シュレッダーにかけると有料ゴミだが、ケシポンなら無料

の 資 源ゴミにだ せ る た め 使 用 し ている．

という意見も確認できた。

ここまでを整理して、見た目、ネーミング、内容物をまとめてみると、

ｑ見た目：四角くて手のひらサイズのはんこ

ｑネーミング：ケシポン

ｑ内容物：ボンと押すだけで使える個人情報保護スタンプ

となる｡

さらにＵＳＰを考えてみよう。ケシポンはあくまでもスタンプなので、

情報自体を切り刻むものではない。それゆえに顧客は、「ケシポンは押す

だけなので楽」「軽い気持ちで使っている｣。

ここからケシポンは、個人情報を完全に保誠するものではなく、あくま

でも「簡単に処理できればいい」という位置づけの商品だと考えられる。

この位置づけを具体化するために、ケシポンは特殊印面を使って、文字

(宛名に多いゴシック字体．明朝字体）を読みにくくしている。ここがきわ

めて特長的な機能だと判断し、ＵＳＰを「特殊印面パターンのはんこ」とし

た。

さらにＵＳＰ＝「特殊印面パターンのはんこ」から「ベネフィット」を検討

していこう。

まずは「機能的ベネフィット｣○ＵＳＰから得られるベネフィットは、「押

すだけで特定の文字を読みにくくする｣。

次は「情緒的ベネフィット」だが、特定の文字を読みにくくすることで、

短期的にどんな気持ちになるか。

主婦などの利用者の声には「ケシポンは押すだけで楽」が多く挙がって

いた。ゆえに完全に保護できて安心、というよりは簡単に処理できる点に

魅力を感じている。また利用者は主婦なので、家庭に郵送されるものが対

象となるだろう｡言い換えれば、企業の見澗轡などの機密情報保誰とは異
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形
態

なる。ここから情緒的ベネフィットを「ＤＭを捨てる際の手間が省けて楽」

とした。

次は「精神的ベネフィット｣。情緒的ベネフィットが中・長期的に続くこ

とでどんな気持ちになるか。

ケシポンは、個人情報保謹法が叫ばれるなか、個人向けのＤＭなどをそ

のまま廃棄するのがはばかられるという心の隙間をうまくついた商品であ

る。情緒的ベネフィットが｢ＤＭを捨てる際の手間が省けて楽」とすれば、

それが続くことで個人情報保誰の過熱化からの回避を感じるはずである。

ＤＭを捨てたい。だけどそのままでは恐いし、切り刻むのはめんどう。

ならばこの程度に不明にすれば十分だろうという気持ちを満たしたことが

ヒットの理由だろう。ゆえに精神的ベネフィットは、「情報廃棄のわずらわ

しさからの回避」とした（Ixl解2)。

図解２馬

バｯｹージ､装示妙四角〈て事のひらｻｲズの見た目 デザインはんこ

ﾈｰﾐﾝｸﾞﾀｲﾄﾙ､名前吟ｹｼポ〉

内容物蔑分､添加鋤ゆ
ボンと押すだけで使える

個人情報保謹スタンプ

USPいちばんの擬鵬吟櫛硫印面ﾀー ﾝのばん二

機能的べﾈﾌｨｯﾄ擬瀧から享受する測慧吟郷噌蕊駕字を

楠緒的べﾈﾌｨｯﾄ錘鵬陶に心に生じる澗益吟：削撫i潮

縦蝋艮吟怖繍臓蕊のわずらわしさ輔神的ベネフィットからの回避

形
閣

意
味

ケシポンの解読シート



次はデジタルフオトフレーム。デジタルフオトフレームは、デジタルカメ

ラなどで撮影したデータを投影できる、写真立て。スライドショー形式で

写真が切り替わる様を見ることで、手軽に思い出に浸ることができる。

フオトフレームは、海外ではすでに受け入れられていたが、日本でヒッ

トしたのは2008年５月。ソニーが再参入したことが大きな要因である。

本来はデジカメの写真データを映すものが主流だったが、ヒット後は動

画・音楽・ネットワーク対応などの多機能化が進んでいる。今後は大手メー

カーの参入など、さらなる成長が予測される。

２００７年の国内販売数量は約２万9,000台だったが、2008年は３倍以上

の約９万5,000台と大幅に拡大。その背景は先述したとおり、２００８年５

月にソニーが再参入し、市場を牽引したため。急速な立ち上がりから、市

場は黍明期と考えられる。

競争状況は、

詞リーダー：ソニー

．美しさと使いやすさを両立したS-Frameでリード（中高価格帯）

･無線LANを使用したインフォメーション機能が充実した高機能・高価格な

製品（CP1）でラインナップを拡大

画チャレンジャー：家電系(三洋電機、サムソン)、

カメラ系（ポラロイド、コダック）

･世界展開の１つとして日本に参入した大企業

句ニッチヤー：セガトイズ

･低価格な「おもちゃ」という独自的な位置づけ

ｄフォロワー：テクタイトなど

．美しさ(高精細）をアピールした製品（中価格帯）

･そのほかにもトランセンド、磁気研究所など中低価格品メーカが多数い

るが、いずれも画質が劣り、リーダーに比べ価格帯が低い

となっていた鏑

次は顧客の状況。デジタルフォトフレームの利用者は、データをハード

ディスクにおきっぱなしのデジカメユーザーで、子供のためのアルバムをつ

くっていない人が多く見られた同
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剥内容物：デジタル画像を表示する画面

ここまでから形態面を整理すると、デジタルフォトフレームは写真立て

のような外観であり、おもなスペックはデジタルカメラで撮影した写真＝

デジタル画像を表示する画面である。ゆえに、

ゆえに利用の理由は、「現像の手間がいらずに写真立てで観られる」「撮

りたまった写真もスライドショーで動的に写真が見られる」「そのほかの機

能もついている（時計や音楽など)」「印刷をするよりも経済的（１日１０時

間使用しても１カ月３０，４０円程度の電気代)」など、データをほったらか

しにしていることが原因となっている。

また用途は、観賞用、プレゼント、パソコンサブモニターとしての使用

などがあるが、特にギフトとして祖父母にプレゼントするという用途が多

く見られた。

■見た目：写真立てのような外観

とまとめることができるｃ

句ネーミング.：デジタルフオトフレーム

形
鰻

‘６鋪l潮分析

… Ｉ デジタルフォトフレームの解読シート悪

見た目
パッケージ､装丁、

デザイン 今零真立てのような外弧

ﾈー ﾐﾝｸ゙ ﾀｲﾄﾙ､名諭吟テジﾀﾙﾌｵﾄﾌﾚー ﾑ

内容物賊分､添加物ヰデジ徴ﾙ衝…示する画面

USPいちばんの嬢鵬吟編蝋にデジ似ﾙｍ１織遊淡示する機能

機能的べﾈﾌｨｯﾄ郷…愛する割豊中零幅に職…謙で誉§

悩緒的べﾈﾌｨｯﾄ遡鵬的に心に生じる利雲吟ヂーﾀ藤理からの解職

溌蕊難誉吟精神的ベネフィット
いつも思い出の写真を

楽しめる
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さらにＵＳＰを考えてみよう。

ふつう、デジタルカメラの写真を見るためには、アルバムを引っ張りだ

すか、あるいはパソコンを立ち上げ、どこかのフォルダに保存した画像を

探す必要があった。

しかし顧客の状況を見ると、データをハードディスクに置きっ放しである

し、子供のためのアルバムもつくっていない。

一方デジタルフオトフレームは、写真を表示し続けるので、視線を動か

すだけで何百・何千枚もの写真を見ることができる。以上からＵＳＰを、

｢デジタル画像を表示する機能」とした。

このＵＳＰから得られる機能的ベネフィットは、デジタル画像を表示する

機能があれば｢手軽に画像を表示できる」ことである。

次は情緒的ベネフィット。このように手軽に画像が表示できれば、従来、

ハードディスクに置きっぱなしのデータが活用できるのだから、管理にわず

らわされることがなくなる。ゆえに情緒的ベネフィットを「データ管理か

らの解放」とした。

最後は精神的ベネフィット。そもそも、なぜデジタルカメラで写真を撮

るかというと、思い出を残したいからであろう。一方、デジタルフォトフ

レームは、そのデジタルカメラの画像を映すことが目的である。

これにより、自分が残した思い出の管理から解放され、それが長く続く

ならば、中・長期的には「いつも思い出の写真を楽しめる」(IxI解3)。とす

ると、この商品のヒット要因は、アルバムのベネフィットを、より便利に

したことにほかならない。とすると、ほとんどの人がデジカメデータを

ほったらかしにしている現状を考えれば、ますますこの商品が売れていく

ことは間違いない。

鮒1職分Hｆ”



章

『ﾛ

■

分

■

‘ ８ 第1章分断

届胃鳳圃画

琵警l』情

分析事業
』

霊Xii聡
１．

■■■■

晒口■■V回

第

一
謡

8回顧軒固

ドメイン

西本阻圃

｜画冨 ミッション

財識園路’

撫繊砺鯛事業分析のアウトフレーム‘図1蝉Ｉ

遥眼

⑦なにに着眼したの
か？

Ｏ聯の始まりに注窓

人
あ

。

に影響

た人

ソン

麗合

③どのような競合

があったのか？

（ファイブフォ
ース｡鯉合地位）

○経

③どのような顧客を③社会的使命感は？

MH直鑑嬢W畷か？ 対離としているのか？ ⑨企業が存在する理由
は？

シーズ
･力は？

ドメイン活動の範囲や領域は？

商品･サービスを●どのような組織桶③賞金調達は?

どのような方法で造をつくっている○購買方法は？
展開するか？のか？

③Product,Pfice，

PIace

⑧オペレーション
は？

①パートナーは？

。どのようにして

信頼を柵たか？

ｅ賜知活動は？

②Promotion

畷Z蕊》Keyfactorforsuccess:成功の鎚は？

茜鳳圃墜 Ｚ日画■W画

画本麗画

面害

財塞 璽堅

ミッション

Ｉ筑閲画路



「事業分析」のアウトフレームは、設立者の基礎情報やドメイン、顧客、

ミッション、各種戦略を明らかにすることで、「KFS(成功要因)」を読み解

くためのフォーマットである（例解l)。それではこれを使って、Googleの

分析を行いたいと思う。

GoogleのＫＦＳを分析するために、まず「基本認識」の分析を行う。基本

認識の各項目は、「着眼」「人脈」「競合」「経営形態」の４点である。

まずは、「着眼｣。Googleを調べてみると、検索エンジンには改良の余

地があり、利用者にとって重要な情報を検索結果として示す方法を考えた

のが始まりであった。

そして大規模な'情報を、高速、かつ信頼性高<処理できる低コストのコ

ンピュータシステムを、豊富な優秀な人材と、オープンソースを用いるこ

とで、ゼロから構築できることに気づいた。

さらに完壁な検索エンジンを、「ユーザーの意図を正確に把握し、ユー

ザーのニーズにぴったり一致するものを提供する」と定義し、その“完壁な

検索エンジン”の開発に向かって迩進した。

これらから、Googleが創立当初潜眼したのは、検索エンジンにおける

正確性と速度であることがわかる。

難Ｉ着服 Ｉｉ
Ｌｑ▲Ｌ血巳Ｅ預曲曲勺函里…ぬ鴎も、Ｌ､”凸型＝ＬＬＬ凸Ｅ豆で完王可迅一戸▼マ両マ■ママ凸Ｌ_=b▲△L凸L=．■一一一二二ニーョーニニム二=凸

Ｉ

画速度：汎用パソコンを利用した負荷分散システムの構築

■正確性：ペイジランク方式というWebページのランキングづけに

もとづいた検索手法を提案

次は「人脈｣。事業開始当初は、特に事業運営の成功要因の１つとして、

人脈が大きく関わっていることが多い。ゆえに、事業開始当初の人脈構成

を明らかにし、事業の成功に影響を与えたかどうかを分析することが重要

である。
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Googleの場合、創業者のラリーベイジ、サーゲイブリンとともに、後

にＣＥＯになるエリックシュミットが重要人物である。彼は、創業者２人

の求めるエンジニアリングの知識があり、投資家から合格点を得るための

マネジメント能力とリーダーシップを兼ね備えた存在であった。

そのほかのキーパーソンは次のとおり。

' 日直■

■曲面

■ｎ回 人脈
ﾛ可…－－口…画一■抽出､晶望も､!執虹己い蛇描Aぶ、,肉弛咽､ｰ坐釣■曲むら

■テリーウィグノラッド（スタンフォード大主任教授〕

ｑデイビッドチェリントン（スタンフォード大主任教授）

■アンデイベクトルシエイム（SunMicrosystems共同設立者）

→１０万ドルの小切手で出資、GooOleの会社名の名付け親

鍵

次は「競合｣。競合の分析も重要である。競合を明らかにすることで、

どのようなポジションを築いたのか？また、どのように戦ってきたかを

考えることができる。

GoogIeの事業に関しては、、検索と、＠広告、、ほかのWebサービス、

の３つがあるが、今回は株式公開前までの分析をしたので、⑩検索と、広

告に関して調べた。

■鷺冨

■種■

■■画 競合
燕癖1「 γ弾撰謙蕊輔癖縦 馳

■両Ｐ甲F■ー＝

”2004年世界市場

回検索エンジン

･チャレンジャー：Yahoo1（21.3％）

･フォロワー：ＭＳＮ（8.6％）、ＡＯＬ(3.5％）、その他

図検索連動広告

･Yahoo1（オーバーチュア）

”2004年国内市場

国検索エンジン

・リーダー：Ｙａｈｏｏｌ
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･チャレンジャー：ＭＳＮ

･フォロワー：Excite、infoseekなど

国検索運動広告

･コートゥー・ドットコム（オーバーチュア）

･Yahoo1

次は「経営形態｣。経営者の意志は企業がどの規模になったとしても大き

な影響を与えるものであるが、創業当時は、特にそれが色濃くでる。ゆえ

に、経営形態を明らかにすることによって、どのように事業を推進し、成

功へと導いたのかが明らかになる場合が多い。

Googleの意思決定はシュミット、ベイジ、プリンのうち２人が同意して

決定するスタイルになっていた。３人の役割分担は、ペイジが｢短期の技

術研究の優先順位の決定、指導｣、プリンが｢企業文化、モチベーション、

契約関係、長期的なプロジェクトのモニタリング｣、シュミットが｢会計、

財政のシステム構築、海外進出に必要なインフラ構築、ペイジ、プリンの

相談役｣。それぞれが役割を担いつつ、バランスを取って、経営に取り組

んでいた。

ここで重要なのは、常に３人で意志決定を行う「コンセンサスとパート

ナーシップにもとづく三頭政治」を導入していたことである。

■頭■

陣口■

■■■ 経営形態 灘蕊
■司則奄甲ママ足、可喝

経営形態 譲蕊蕊

ｑコンセンサスとパートナーシップにもとづく三頭政治

基本認識に続いて、「ドメインの分析」を行う。ここでは、「出自・・・

どんなことをしていた人か？」「シーズ・・・能力、技術など事業を生みだ

すきっかけになったものは？」「ドメイン・・・活動の範囲と領域は？」の

３つを明らかにする。

サーゲイ・プリン、うり一・ペイジの出自は、スタンフォード大学のコ

ンピュータサイエンス分野の博士課程の学生であった。

在学中に彼らは、「TheAnatomyofaLarge､ScaIeHypertextuaIWeb

SearchEngiｎｅ(大規模なハイパーテキスト的なＷｅｂ検索エンジンに関す

鮒l申分析刀



る解剖)」と題した検索エンジンに関する論文を書きあげた。これは

Googleのペイジランク技術に取り入れている重要な理論であり、Google

の事業シーズは２人の大学中につちかわれたといえるだろう。

そしてドメインを、「インターネット検索・検索連動型広告」とした。こ

のドメイン設定が、後のWebサービスとともに、Googleが繁栄する土壌

となったのである。

隙ドメイン
、｡Ⅵ蝋､､郡v政､S&S＆｡弧郡&ＷＷｌｖﾓﾓ、昭bS鉦N申ＡＷやＷh軸姶へいへい、Ｗ,AhFRJL,神AA鞭ｈＷ沖WEuWA鈴やｗＷｉｍ,蛾､沖Ｓ１ＷＷＡ､SNT,ＷＳロ

旬出自：スタンフォード大学計算機科学(博士課程）

Ｉ

■シーズ：TheAnatomyofaLar9e-ScaleHypertextualWebSearch

En9ine(大規模なハイパーテキスト的なＷｅｂ検索エンジンに関
する解剖)」と題された検索エンジンに関する論文

ｑドメイン：インターネット検索・検索這動型広告

続いて顧客の分析。顧客を分析することで、誰をターゲットとし、誰か

ら収益を上げることを想定していたのかがわかる。分析は、GoogIe事業

領域から「検索エンジン」と「広告」の２側面から行った。

’ 蝿簿；
頃詞江で窓ご割

難Ii1l顧客 総織
マ、,や式や､賦唖ｗｈｈ砧､い､和可蛾へ､い､hYhやsWAP9ｳ且RqRR1’弓へ--,,ｍﾍﾏ.孔､雨､ｍｗｗｙｕＬｎＴ祁函栓ＬＬ．｡,、啄別賦唖Ⅱ唖Ｗ角､q肉＆¥て唖甲押ｘザh雨祁守雨ＷＰ,ｗ,､蓉一

”「検索エンジン」事業領域における顧客

■Web視聴者(＝エンドユーt岸）：インターネットの中から価値ある

情報を探している人

且ポータルサイト事業者：自社でポータルサイトを運用しているが、

自前の検索エンジンをもたない人

■Webサイトを保有する企業：自社のWebサイトへエンドユーザを

誘導したい企業

”『広告」事業領域における而客

図広告主：費用対効果が明確な広告を望む企業。それまでの広告では、

ターゲットへのリーチ率が悪かった企業

Ｚ２第１単分りＩ



ａWebページ運営者：魅力のあるコンテンツを保有．作成していて、

収益をあげたい人(企業含む）

画Web視聴者（＝エンドユーザ）：インターネットでWebページを見る人

次はミッション。ここは経営者の意志がもっとも色濃くでる部分である。

Googleの場合は、どこからでもアクセスできる高速で正確、かつ使いや

すい検索サービスを提供するために、常に限界に挑戦するという企業姿勢
が読み取れる。

瀧ミツション
ローヘ軸や月雫ｈｗ角輔ｗ戒､尋ﾏ満i志蒜高i箭詫郡師輔､.､･･･､ﾛ､､､,..､…･………､､可,、画凸曲ｎｍ､ｗ、ﾍ……E可､、ｗ,､､ｗＬ１､豆､平飛wR…….,､…‘､､…_,._,_.､､L,､､､､_.、

Ｉ
ｂ

aGoo91eの使命：「世界中の情報を整理し、世界中の人々 がアクセス

できて使えるようにすること」

■Googleの理念：“最高，，に甘んじない

さて、ここからは事業戦略を「商品」「組織」「財務」「情報」の４つの視点

から分析する。まずは商品戦略。Googleの商品は大きく、検索エンジン、

広告、無料サービスの３つに分かれる。

”検索エンジン

Google登場前は、「高速かつ正確」なWeb検索機能をもつ検索エンジン

は存在しなかった。GoogIeの検索エンジンはこれを実現したのである。こ

れにより利用者から、Googleの検索結果は適切な情報が入手できるとい

う評判を猫得した。

これを達成するためのキーテクノロジーの１つは「クラスタリング｣。こ

れにより爆発的に増加するホームページを難なくデータベース化することが

できた。そしてもう１つは「ベイジランクテクノロジー｣。人気のサイト、

有名なサイトからリンクを張られているサイトを高評価する仕組みである。
坤広告

これは関連性の高い検索キーワードが指定された際に、検索結果に広告

を表示させることができるサービス。広告主がGoogIeに支払う料金は「１

クリック７円」からで、１日単位で予算の上限を決めることができる。

姉 I 草 分 析 Ｚ ３



初期（2000年１０月開始）はＣＰＭ方式を採用していた。これは広告を

1,000人あたりのコストで売る方式で、1,000回クリックされるまでは掲

赦を続けるインプレッション保証型である。

新バージョン（2002年２月開始）は、広告の人気という概念をランキン

グに取り入れ、クリックの回数でランクが決まる方式（アドランク）とし

た。これでクリックごとの支払いが低くても、クリック回数が多ければ上

位に掲戦するようになった。

さらにアドセンス（2003年３月より開始、コンテンツターゲット広告）

に進化し、個人や事業者のホームページ上にGoogleが提供するさまざまな

サイズの広告を掲載して、その広告がクリックされることにより収入を得

るようになった。表示される広告は、ホームページ上のキーワードと関連性

の強いものなので、ホームページの訪問者が興味を示す確率が高くなった。

”無料サービス

そして無料サービス事業に参入する。これにより、多くのユーザーが集

まり、広告主からの依頼が増えた。またユーザーから得られる情報(検索

キーワードなど）も多くなっている。

トレ初期の代表的なサービス

･ニュース（GooqIeニュース）

･地図（Googleマップ、GoogIeアース）

･習籍全文検索(Googleプリント）

以下は買収により実現。

･写真共有（Picasa）

，ブログサービス（ブロガー）

･衛星地図データサービス（キーホール）

同 兎 勺 Ｔ 、 ワ マ 弔 干 ､ 可 宅 ■ ﾛ ■ ー 画一一
謹識蕊Ｉ商

ｚ正確、かつ高速な検索エンジンの地位を築き、その利用者に対して、検

索連動型広告のアドワーズ、コンテンツターケット広告のアドセンスで収

益を上げる。利用者をさらに引き寄せ、広告媒体としての魅力を高める

ため、多くの無料サービスを展開

”輔1噸分{jｉ



次は、組織戦略の分析。ここでは、組織運営・橘築においてどのような

考えや施策を用いたか。結果として、それらが事業の成功のために重要な

要素であったのかを明らかにする。

まずは、採用が独特であることがわかる。すぐれた技術と人材を確保す

るために、インセンテイブによる社員の評価を行い、同時に、優秀な人材

を採用するため、「若く自分でリスクがとれるエンジニア」「一流の実綴を

上げているスター研究者」「すぐれたコミュニケーション能力をもつ者」とい

う３点を重視している。

次は文化づくり。これも特徴的であり、新しく革新的なサービスを提供

するために、自由な環境をつくりだしている。なかでも、「就業時間の２

割は新しいアイデアをだすための時間を設ける」「自身が好きな環境でリ

ラックスして仕事をできる」ようにしているのはユニークである。

また、それだけでなく「ハッカーの倫理」に支えられた自由な開発体制と

自己評価５割・同僚の評価５割の評価体制を設け、よりよい開発環境を生

みだすようにしている。

次は情報共有。社員は、製品開発情報共有メディアを通じて、社内の全

プロジェクトの情報にアクセスすることができる。また、同時に人的資源

情報共有メディア：GoogleResume（グーグル・レジュメ）を通して、全エ

ンジニアの職歴・職能を共有している。

これにより、必要な情報にいつでもアクセスでき、かつ必要な技術を

もった人間にアプローチすることができる。

最後は意思決定。Googleの意思決定の中心は、基本的に経営者３人の

うち２人が同意すると決定する仕組みであり、これがスピードを加速させ

ている。

結論としてGoogleにはすぐれた技術と人材、それらを活性化させるよ

うな自由な環境と創造的な共創の哲学がしっかりと根づいているといえる。

■■軍

画屈■

画亜、 組織戦略
一画■n勺勺愈,9F3￥q嘘ＷＷＩ､

－$

回事業促進のために「20％タイムルール」「アイディアフォーラム」「報酬制

度」を採用し、これらの制度を生かすことができ人事戦略（採用基準、

働きやすいオフィス空間）を設けている

紬1噸分析万



次は財務戦略の分析。ここでは資金調達方法と、購買における戦略を分

析する。

まずは資金調達。会社設立前後にシリコンバレーの有力投資家から投資

(AndyBechtolsheim氏から１０万ドル、SequoiaCapitalとKleinerPerk

insから2,500万ドル）を受けることに成功した。また、競合である、Ya

hoo1、ＡＯＬなどのネット大手と提携し、安定したキャッシュインを生みだ

すことにも成功している。

次は購買についてであるが、最初はプリンの恋人のガレージにオフィス

を構え、サーバーはメーカーのものを職入すると高価であるため、自分たち

でパーツをかき集めた。このように自分たちでサーバーを構築し、オープン

ソースのＯＳを使い、独自サーバーを低コストで維持する技術とノウハウを

蓄稲していった。

また一般的なマーケティング活動など、本業に関係のないものにはお金

を使わず、製品（サービス）に集中した。つまり、キャッシュはみずからの

強みに投資し、かつ無駄を徹底的に省くという姿勢が成功へとつながった

のである。

難 I 財務戦略……｜
丙EﾀTqqq蝿市部群.電制TlhS*弛操や働凡､､who負凡郵がq式諒1勺守tQ､…ﾛ煮弾錦雫剤n日蛾申に邦Rw9伶伸ｎｍ､UIWlR無勺蛾奄荊嬬l岬ﾛｮべhhgw3呼神ｍ･酌耐噌瞬巾hFm曙神３，Q閉睡や内内へ､ｗｗ$､1軒vOq郷ＷＳ杓抽毎祇頑碩壷祁､ﾀ円堀亭勺虹哩挿１画蹴咽向NＦ

国会社設立前後にシリコンバレーの投資家からの投資（2,500万ドル）

qYahoo1、ＡＯＬなどと提携

国検索連動広告AdWordsの成功

回一般的なマーケティング活動など本業に関係のないものにはお金を

使わず、サービスに集中して投資

最後は、情報戦略。ここでは、事業をよりスムースに拡大するために、

どのような情報活動を行ったかを明らかにする。

ほかのインターネット企業が巨額のマーケティング費用を使うなか、グー

グルは一般的なマーケティング活動にはお金を使わず、ＰＲ活動に集中した。

投資は製品に向け、製品自体を新聞や雑誌に記事として取り上げてもらっ

た。

また、ユニークな無料サービスを次々と展開した。これにより、新聞や

7６鋪1軍分腕



雑誌などのメディアに取り上げられる機会が多くなり、その結果、多くの

ユーザーを集めることができた。これが広告媒体としての魅力を高め、広

告主を集めることにつながった。

ここで読み取れるのは、無料のサービスを提供することで口コミを広げ、

積極的なプロモーションというよりはむしろ、自動的に認知されていく仕

組みをつくったことが成功につながったということである。

聯 情報戦略…

必ほかのインターネット企業は、巨額のマーケティング費用を使うが、

Goo9Ieは、一般的なマーケティング活動にお金を使わず、投資を製品に
集中。これにより、新聞や雑誌に取り上げられ、認知度を高めた

以上のような分析にもとづき、GoogleのＫＦＳ(成功要因）を検討する。

さまざまな要素が浮き彫りとなったが、その中でもGoogleが成功する

ためにもっとも重要な要素はなんだろう？先述の要素から重要と思われ

るものを挙げてみると、

回初期に、最高の検索エンジン(速くて正確)を開発したこと

回無料で使えるサービスを取りそろえ、認知を狸得したこと

回検索揮励型広告という収益モデルを砥立したこと

国収益の基盤を非営利で構築したこと

この中でポイントとなるのは、「そもそもなぜ検索機能が支持されたの

か？従来の検索サービスとの違いはどのような部分にあったのか」とい

う点と、「広告機能はいままでのものとなにが違ったのか？いままでと

違ったからこそ、クライアント／生活者ともに支持され、収益化できたの

ではないのだろうか」という点である。

これらからGoogIeのＫＦＳを、「正確で高速な検索エンジンと公平な検

索運動型広告」を実現したこととした（似Ｉ解2)。

跡l常分析フフ



ミッション

インターネット

ドメイン検索と検索辿励型
広告

ドメイン 顧客

商品騨略｜｜組鰯騨略｜｜財務靭略｜｜楠報騨略

7８鮒１噸分獅
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第２章

戦
TiV萄
劉倉’

ビジネスは戦略抜きには語れない。第２章では、コスト

から競合他社･競合製品との差別化、特定ﾀﾖずﾂﾄを

意識した戦略まで、どのように思考を進め、戦略を組

み立てていけばよいかを解説していく。
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ポーターとコトラーの
戦略

未来的差別化戦略一

カテゴリー構築戦略

関係性
マーケティング戦略一

創造的模倣戦略
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戦略というと、Ｍ・Ｅ・ポーターの『競争の戦略（ダイヤモンド社)』が有

名である。この中でポーターは、「コストリーダーシップ戦略」「差別化戦略」

｢集中戦略」の３つを挙げている（図解1)。

ブ戦略 Ⅱコストリーダーシッ 謹別化峨略

廊圃砺雨 ポーターの戦略；凶jWF上

競争順位

雌縫より鱈いｺｽi、’|’識‘化」
他社よりも一円でも喪いコストで副品をつく他社にはない製品なり、サービスを実現させ

広り､低価格戦略に打ってでるる｡ボｰﾀｰは越別化には6つあるとしており、

２・麹内に鮒…が蝿れても．製品調の題馴化
＃。瀦淵窯蕊鰯ととがで雪、。ﾃｸﾉﾛジーの璽刷化

③ブランドイメージの蕊別化

ツ③原材料のコストが咽えても閲樋､錘に③図品特艮の璽別化
卜対応でき、

．代閏慰晶に対し伺鳳…詞に葱れ、：蹴誤淵'1;野’化
③魯入の画風を高くする

集 中Ｉ
狭特定の買い手や特定の圏品の弧頚､特定の地域ばどに猟中する
い

;'｡…-…”ｒ’…
卜蒋定ターゲットに対して低コストの爽現糖足ターゲットに対しての趣別化の爽現
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他社より低いｺスト

コストリーダーシップ戦略， 蓋別化戦陥

差 別 化

コストリーダーシップ戦略

集中
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