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組織は，２つの軍要な変化に直面している．第１に，高価値の資源と価値創

造の両輪としての知識センターの位謎付けである．第２に，インターネットの

衝撃であり事業をｅ－ビジネスへと進化させる.般近までこれらの発鵬は別物と

みなされていた．しかしこれらは互いに関係していることがはっきりしてきた．

知識は資産であり，知識ベースの製品やサービスへと再包装される．インター

ネットは，知識のマーケティングや配達の有効な媒体を提供する．２つの脈絡

を結びつけると知撤ビジネスへの基本的要素を持つことになり，オンラインの

知職ビジネスは組織の知識を利用し，インターネットをマーケティングや配達

の手段として開発する．

オンライン取引と知識の商業化

もし既知であるかどうかしか判明できないならば，組織における知識イニシ

アティブの最初の課題は,識別や既存知識の広範な共有になる．このナレッジ・

マネジメントはビジネスプロセスや生巌性向上の改稗のために利用され，新製

品開発期間を短縮し多くの恩恵を達成する．これら股初の恩恵が終わると，組

織はナレッジ・マネジメントが外部効率を改善するために利朋できるように転

換する．

製薬企業や経営コンサルタントは知識からの収入を確保したが，他の職翻で

は知識資産の確認や市場可能性を評価することに努めていない．その中でスカ

ンデイア社(Skandia)は進歩的な企業である．1994年以降，知的資産を含む知的

資本を常に評価し報告してきた．組織は落手すべき知識を利用する評価システ

ムを保有していないが，率業戦略として外部の知識開拓を課題としていないな

らば機会損失になる．内部的に一般化された知織は外部的にも適用でき，成畏

できる知餓ベースの製品やサービスへと転換できる．商業化される知識プロセ

スこそがこの本の第１の主要テーマである．

インターネットは知識ビジネスに多くの利点を提供する．取引コストを削減



し，市場範囲を拡大し,２４時間取引を可能にする．デジタル化される製品やサー

ビスに対し，即時の砥子配達が起こりうる．多くの組織は，多かれ少なかれｅ

-ビジネスになりつつある．ｅ－ビジネスは，インターネットとその関辿技術を

利用し，オンラインで実行される．インターネットは技術革新の温床であり，

新しいｅ－ビジネス･モデルが絶えず導入されている．企業間マーケティングや

競売のように，伝統的商業と併存する．インターネットは，機能性と市鳩範囲

を広げる．企業間地子商取引やオンライン・コミュニティ，冠子市場，市場変

動価格のような技術革新は，伝統的メディアを利用していては実用的でないか

コスト効果がない．インターネットの衝撃と有効な利用方法は，この本では第

２の主要テーマである．

知峨の商業化とインターネットの可能性を結合して，どの組織も知職ビジネ

スの機会を作り出せる．その知識をＢ２ＣやＢ２Ｂマーケティングとして販売で

きる．他方では，知識市場やオンライン助言ネットワーク，知織競売，他の同

榔な発案のように新しい穂類の知識取引機関が出現しつつある．すべてが成功

しているわけではない．先駆的な知識市掛であるアイキューポート・コムは，

市場試行後に全面的な商業化を放棄した．他のドット・コム企業がコストで学

んだように，インターネット・リーチが常に資金的に慰まれているわけではな

い．この本は，ドットコム・マーケティングの誇大広告以上に，インターネッ

トがいかに成功する知識ビジネスを創造し，支援する媒体として利用できるか

については批判的である．

本書の概要

この本ではインターネットと電子商取引の要素を扱っているが，これまでの

類書ではこの問題を取り上げてはいるものの知識のオンライン取引には多くを

W11いていない．またナレッジ・マネジメントに関する本が急期しているが，外

部開拓よりも組織内でのナレッジ・マネジメントに充てている．オンライン取

引と知職の商業化を結びつけるのは本番が初めてである．

開拓すべき知識を持つ誰もが，この本を読めば恩恵を得る．商業的に開拓可

能なノウハウやアイデアを持つためには，知識の先駆けとなる大組織に所属す

る必要はない．事実，世界の市場ニッチの傾向は，独自の維験や知搬を持つ佃

！
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人に有利であり，官僚的な製品創造プロセスに束縛されていない．他方でこの

本を組織的視点から銑むと，組織的知職を利用する棚々の方法が見出される．

この本は主に専門家向けである．その知撤の組織的な間右の価値でもって，

すべての専門家や経営者，コンサルタントは，知識の一括方法や開拓方法に関

する有益なアイデアや指針が見つかるであろう．新しいビジネス機会を開発す

る人々が最も恩恵をこうむるべきである．ビジネス開発やマーケティングjW理

将，製,H,．サービス管理者，知識専門家，ＩＴＷ【'’11家が含まれる．知識ビジネス

の構築を支援するために,他の組織が実施した実践的な指導や事例が見つかる．

私は自己の仕事で有効であると証明されたモデルを紹介した．厳密な学術調森

というよりも個人的な体験との思考結果である．コンサルタントの仕耶のため

に，学術的厳密さや文献澗森に十分な時'１１１が棚けない．結果をもたらす実践道

具を必要としており，変化の早いこの時期にこのアイデアを素早く公開し，実

際的な場面で実行され試験されることが好ましい．それゆえ，有効な基礎理論

に対して無駄なように見える大学教貝や学生に対しては謝らなければならない

が，その人たちに対してもこの本を銃むことで恩恵を受けると側じている．そ

のため多くの質問には回答せずにしており，研究に値すると信じている．

商業的事業に対して組織的強調が明瞭であるが，多くの概念や教訓は非営利

や公的部門の組織にも適用できる．愉報・知識を提供する個人やチーム，組織

は，一括したり，オンライン化することで恩慰を得る．主要目的が，収入を生

み出すことでなくても問題でない．コスト有効的なサービスを分配しようとし

ているなら，顧客ニーズや，有効な一括，容易にアクセスできるオンライン化

という知識が必要である．

本書の櫛成

最初の２つの章は，知識ビジネスとｅ－ビジネスの基礎を述べている．鋪１章

は，最近のコースであるナレッジ・マネジメントに触れ，知識を通して価値が

一般化される方法を見ている.対象ベースと人々のベースとのⅢlで遮いがある．

この章はまた，ナレッジ・マネジメントチームがどのようにして自身の知識を

開拓できるかの事例を示している．第２章は，電子商取引の発展とｅ－ビジネス

の展開に関して急速な変化を考察しており，多屑インターネット市場モデルの

Ｉ
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枠組内で取り扱われている．ｅ－ビジネスで利用される種々の接近と方法は，知

識が製IWlであるという適用可能性を再澗在している．

第３章は，インターネット市勘とビジネス・モデルの評価を詳細に試論して

いる．知識ビジネスに対する課題として役立つであろう，知識価値システムに

おける種々の役削を考察している．また収入が一般化される異なった方法が議

諭される．第４章は，知識市場の評価に充てられている．いくつかのキー概念

が導入された後，この章の残りは何が成功する知識市場を作るかという質問に

向けられ，特別な注意が維験と対照的な早期の開拓肴や学習に払われている．

第５章の焦点は知識の一括化と製品化である．種々の方法が知識資産の種々

のタイプや諏々の結合に対していかに右効であるかが示されている．もっとも

有効な知識製品・サービスの多くは，オブジェクトベースと人Ⅲlベースの知裁

の混合を含むハイブリッドである.この章で導入された煎要な概念は,パッケー

ジの基礎をなす記述と宣伝販売である製品カバーである．この章は，知識の製

品とサービスのバランスが取れた荊合を如何にして作るかという挑戦に充てる

ことによって結総を下している．

次の２つの章はマーテイングを見ており，マーケティングの無形財産の視点

と，主要なマーケティング手段としてのインターネット利用という視点の２つ

の視点から見ている．節６章は，マーケティングの典型的な教訓である３Ｃ(カ

スタマー．カンパニー．コンベティター)や４Ｐ（プロダクト，プライス，プロモーション，

プレイス）をインターネットが如何にして変化させるかについて鯛在している．

第７章は，新しい手段たるインターネット・マーケティングのlOPを紹介して

いる．ポジショニング(適材辿所)，パッケージング，ポータル，パスウェイ（経

路)，ページ，パーソナル化，プログレッション(巡行)，ペイメント(支払い)，プ

ロセス，パフォーマンスである．

前述の４つの章の概念は，第８域において一緒に引用されているように，オ

ンラインの知識ビジネスを発鵬させる実用性を見ている．知識ビジネスに対す

る７つの成功嬰閃のセットに対応して組織化されている．これらは，製侃開発

や運川熟練，技術インフラ，良質な狐客維験の分配を含んでいる．

本番の般終章である節９索では，オンラインの知織経済の広範な文脈でいく

つかの方向を見越している.組織や政府に対して同様に挑戦を提起する技術的，

経済的，規定的な婆IAIのいくつかを強綱している．これらの挑戦は，解決が容

Ｉ
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易でない戦略か政策かという二者択一の形式で述べられている．

本将は知織に関してのツールを提供しようとしている．本幣でよりよく学習

をしたいならば，銃沓するときと同じに行えばよい．少なくとも，カラーの蛍

光ペンを利用し，余白にアイデアや注記，事例，心覚えを書いて欲しい．組織

とあなた自身が知識の資本化の機会を考察し，仲間とともに熟考や発見をする

べきである．その方法は，私の印刷物による説明よりも，より多くの知識と理

解を深めることができる．

最新情報の入手方法

インターネットやⅧ子商取引のような変化の速い分野をカバーするどのよう

な本の間腿も，出版される前に時代遅れになる危険があるということである．

ｅ－ビジネスは，合併したり再柵成したり，単純に消滅して名前が変わる．製品

が名前を変えて新版として登場する．技術は発展し続け今日の予言をし，熱中

は途方もなく後知忠のように思える．新解決策は新名称を伴う．インターネッ

トの用語災はより素早く発展させる．

これらの開題を克服するためにいくつかの方法を試みた．第１に，この本の

強調は砿要概念や原則的な指導，実際の指針に関してである．これらの多くは

根本的でゆっくり変化すべきであり，それゆえ統者は広範な原則に集中すべき

である．一方で群細ないくつかは変化すべきである．半実，大いに適切である

と考える話題は，インターネットからもっと最近の資料によって知識を最新に

し，特定の事例を探すことによって恩忠をうけることができよう．第２に，開

発や趨勢はまだ未発連であり，二粁択一のシナリオを提示した．それゆえ実際

の結果は，バランスの取れた影郷に依存している．第３に，これらの領域では，

変化はもっともらしいものである．ホームページの所在や，統計，説明に役立

つ事例，製品の柑前のように，チェックは111版に先立ち変化すべき最新の実行

可能な時期である2000年10｝1になされた．一般に，その起源が反映する最善で

ある時期に関迎する名前が利用された．ソフェオン（Sopheon）よりもテルテッ

ク（Teltech)．キャップ･ジェミニアーンスト・ヤング(CapGeminiEmst＆Young）

よりもアーンスト・ヤング（Emst＆Young）のようにである．

問題を般新のものにする般終的な解決策は，この本を通してインターネット



を広範に譲論するメディアを利用することである.この本へのウェブサイトは，

枕者に主要な発展を知らせ続ける．それは，次のサイトである．

http://www､skyrme､com/kcomm/index・htm

加えて，股新のものにするために私へのコンタクトは冠子メールでお願いし

たい（david＠skyrmecom)．あなたからの返信，他の事例の提示，どのようなコ

メントでも結栂である．これらの梢報はウェプサイトで説者と共有したい．
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知識アグリケーター／知識ポータル／知識リファイナー

知識パッケージャ／知識ブローカー

知識パブリッシャ（”）

知識モールまたは知識ショップ（”）

知識コミュニティ（”）

知識プロセッサ（'8）

知識フランチャイザ（’8）

知識エニシング（ｙ９）

有料から無料へ（6｡）

役に立つ知識／関係枇築／無料交換

無料から有料へ（“）

定期畑批対現金払い方式／広告／アフィリエイト・プログラム

手数料と収入分配／知識の値段を決める14の方法

最良のモデルはどれか（刀）
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第４章オンライン知識市場……･………･……………･………”

知識市場は存在するか（”）

現実から仮想へ／主な拙成要紫／オンライン知識市場の股前線

次の111:代

市場の魅力（88）

市場へのアクセスのしやすさ／正確な組み合わせ／商い透明性

知識の共創と開発

何がよい知識市場を作るのか（9‘）

可能性と落とし穴（，ｆ）

Ｘ



第５章知識の製品化・………………………………………･…･”

製品とサービスの中の知識（”）

知識の形

人間ベースのサービス（‘o｡）

コンサルタント業は，彼らの専門知識を製儲化する

オブジェクトベースの知識製品（‘｡ｚ）

パッケージ・バリエーション／特許と知的所有権

知識の浪縮された製品／情報製品

知識ハイブリッド（‘血）

知的出版物／ｅ－ラーニング／知識製品の特性

知識パッケージの完成（‘‘6）

知識ラッパー／デジタル権利／プロダクトサラウンド

製品化の過程（Z2｡）

１
１
１
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ｆ
ｌ
ｌ
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‐

第６章 マーケティング再訪間…………………………………z22

何が同じで何が違うのか（‘2ｮ）

顧客を知る（K2,）

兇えないものから見えるものへ／顧客のプロファイル

思いがけない競争相手を期待する（r29）

新しい醜争のフレームワーク

顧客は知識の堆備ができているか（咽2）

製品：台頭と進化（”）

価格：下落と活動（咽¥）

流通：サイバースペース（’”）

販売促進：個人と対話型（‘”）

対話から親密な関係へ

マーケティングの知識（岬‘）

第７章 インターネット・マーケティングの10Ｐ……･･……･If6

Positioning（ポジショニング）（r”）

目次ｘｉ



Ｘ1１

Packaging(パッケージング)：開いているか，あるいは閉じられ

ているか（噂8）

ブラックボックス・ナレッジ／バラエティーｖｓコスト

Portals（入り口）：ナレッジへのケートウェイ（巧｡）

Pathways（総路）（巧2）

Pages（ページ）：印象を与えよう（噸３）

見た目と印象／インフォメーション・アーキテクチャー

Personalization（パーソナル化）（咽6）

Progression（進化)：無料から有料へ（廟8）

Payments（支払い方法)：仮想上の必要性（zﾀ9）

Processes（プロセス）（z6b）

Performance（パフォーマンス）：肝心な点（極）

マーケティング・サイクルの再考（z命）

第８章成功する知識ビジネスの展開…………………………zの

何が成功する知識ビジネスをつくるのか（z砧）

活用できる知識財産（ワｏ）

優れたビジネスコンセプト（ワェ）

イj益なニッチ市場を開拓する／実行可能なピジネスモデルの州発

インキュベーション：アイデアを育てる（Ｚ群）

ｚ要因一全て一緒にする（ゥ6）

顧客の経験（z＆）

操作性（心）

知識プロセスのデザイン

成長速度の持続（r＄）

第９章展望とジレンマ……･………･……………………･……z〃

イノベーションの開放（発押）（z88）

既存企業の対応（z89）

人工的知識と人間の知識（‘，o）

’
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１

知識の価値をどのように評価するか（r9Z）

結局，稚の知撤なのか（斑92）

税々はＷＫＯが必要か（Ｗ）

メタ知識経済（r96）

ネットワーク化された知識エコノミーの進展

監訳者あとがき（z”）

索 引（2ｏｚ）

、 次 和Ⅱ

(”）


