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ス・データベースのように，各コンサルタントが利益を獲得した経験を方法論

やデータベースに成文化し，これをオブジェクトベース知淑とそのコンサルタ

ントについての知識に影響を及ぼす再使用資源とする．この再使用知識資源へ

の投資のため，コンサルタント業は新しい収益やチャージモデルを採用しよう

とする．その１つは，料金を決めるのに時間等を蕪礎として算定するのではな

く，結果や伝連可能性に基礎をおくというものである．つまり，もしコンサル

タントがパッケージ化された蝋かな知織にすばやくアクセスすることにより，

より効果的にコンサルができるなら，それにより，高い利益が得られるからで

ある.また,彼らのアドバイスサービスにたいする料金の代わりにスタートアッ

プビジネスの株式をとるというチャージモデルもある．この場合，彼らの報酬

は密接に彼らの顧客の成功と結びつく．別の戦略は，彼らの知識の一部を外部

に販売するために製IHIに移転させることである．これは，既存のベスト・プラ

クテイス・データベースのような内部製品を対外部販売用に作り直すことであ

る．又，知識製品は．会社内ですでに存在する色々な知識資源をパッケージす

ることによって開発されることもある．

コンサルタント業は，彼らの専門知職を製品化する

時、をかけて，アーサー・アンダーセンはデータベースのみごとな集大成と

そのコンサルタントが規則的に使用するイントラネットを榊築した．1998年２

月開始した,アーサー･アンダーセンのコンサルタント自身が使用するデーター

ソースの顧客版として提供されたナレッジ・スペース（http://www､knowledge・

space・com）である．これはまた，そのグローバル･ベスト・プラクテイス・デー

タベース（http://www・globalbestpractices‘com）のバージョンを提供するものでも

ある．395ドルを飛本会賀として支払う顧客は，オンライン悩報によって直接答

えが得られない質問について巡子メールを送ることができる．また,アーサー・

アンダーセンの製品ポートフォリオの中には，海外派遣されたビジネスマンや

海外在住渚のためのカントリーネットも含まれ，資金リスクをマネジメントす

るための121分でできるトレーニングコースには，想定できる限りの状況におい

て色々な方法を試みるためのインタラクティブなツールなども入っている．

人間の専門知識へのアクセスということについては，1996年５月に殻初にオ

ンライン化したアーサーヤングのＥＲＮＩＥサービス(http://ernieey・com)に焦点
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が当てられる．質問は，電子メールで答えるために適切な専門家に直接つなが

れる．機密部分はふせて，質疑応符は検索可能なデータベースに加えられる．

また，その対話的な機能としては，ソフトウェア･セレクション･アドバイザー

がある．これは，ユーザーに彼らの必要条件や選択基揃の性質についてたずね

る質問から始まり，オプションの中から本当に必要なものを選択した後に，提

案についての要鯛を引き出すテンプレートの中にユーザーを導く．その上で，

メンテナンスとアップグレートをどうするかについて交渉する．そのようにし

て，一社あたり3500ドル以上を支払う1500社以上の加入会社によって，ＥＲＮＩＥ

は現在毎年500万ドルを上回る収益を生み出す．

オブジェクトベースの知識製品

純粋な人間ベースのサービスを提供する場合の課題の１つは，収益を作り出

すキャパシティが熟練した人々の活動できる範朋によって制限されるというこ

とである．これは，未熟な人々が使用でき，簡単に繰り返しつかえるパッケー

ジに知識を体系化することによって克服することができる．知識は理解しやす

いように作られたフォーマット(表５－１）に規則正しくパッケージされる．その

結果としてできる知識製品は，概して知識の色々な要素を合成して，デザイン

と開発プロセスを上手く用いた結果である．このようにして，例えば化学製品

の治撫的な影騨についての科学的な知識は，医薬品に要約される．薬の価格は

その化学成分そのものの価値というよりは，この知識の価値を反映する．故障

の原因について診断し，修理する方法についての知識は，エンジニアの維験か

らｲ¥られて，修理とメンテナンス・マニュアルにパッケージされる．

オブジェクトベースの知識は，一般的にはコンピュータベースと紙ベースの

表５－１知職のパッケージ例

知霞のタイプ

科学的技術的

工学

手鏡的

組鍾的

ノウハウ

特定の専門知匿

砺爽知匿

パッケージ例

紺畦肥事特肝梱製品

設計図面製品

手醗マニュアルコンピュータソフト

手噸手続マニュアルコンピュータデータベース

ガイドラインベストプラクティスデータペース

専門システム

密而住所録冠歴帆
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２種類にパッケージされる．前者には，データベース，ウェプページ，ソフト

ウェアが含まれ，後者には，文番と本や記那などの出版が含まれる．ハードコ

ピー出版は，伝統的に知識を製品化して，普及させるための人気がある方法で

あった．しかし，出版はCD-ROMや電子ファイルのようなコンピュータ媒体

によってなされるようになってきている．デジタル・フォーマットの中の出版

は，多くの内容をパッケージしなおすことができるようにして，ユーザーがそ

の内容を彼らの特定のニーズに適応させるか，それを転送するのを杵す．紙出

版物の受動的な性質と比較して，コンピュータに基づく知識は，すぐに検索さ

れるという面で対話的であり，知的でありうる．

パッケージ・バリエーション

知識パッケージは，手続き，サイズ，範囲，品質やスタイルによって異なる．

たとえば,特許は法律によって保護されている知的所有権の形式的部分である．

手順マニュアルは，明確な会社や業界標辿として存続するであろう．正式に設

立された委貝会によって同意された国際基地，例えばISO9000は般善な方法の

規則の成文化である．他方，多くの明確な知識は，最小の構造と評価抜きの文

書または電子メールとしてパッケージされ得る．知識パッケージは，しポート

のように，分削できない全体的なものである場合もあるし，多くの完全独立の

知識の典合である場合もある．一塊の知撤パッケージは原文の資料の多くの

ページから,データベースの記録における１つの項目にまで多様に展開できる．

それは，最初のニュースの未確認な部分かも知れないし，またはレビューされ

て品質が確認されたアイテムであるかもしれない.それは,一般的なマーケティ

ング概念のように非常に一般的な性質をもつものになっていくかもしれない

し,非常にカスタマイズされ,特殊なものになるかもしれない.同じ知識であっ

ても，消費者のニーズに応じた色々な方法や，彼らの使い方にあわせた方法で

パッケージ化される．人々が必要とすると想定されるパッケージタイプの一部

を以下に示す．

・別々に値段のついた知撤製品は発僧者の直接的かつ源泉的紫礎知織を利用す

る．

・その内容を記述したり検証したりしている「ラッパー」によって知識製品は保

証きれる．
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・知識内容別表例えば｢あなたが自分でｅ－ビジネスをはじめる法」といった

ハウツウガイドのようなコア知職の鵡本的なパッケージ，

・カスタマイズされた知餓パッケージ知職のワンストップショップで知蹴を

売る人によってか又は自動的に組み立てられるように設定された知織製品の

コレクションに手をいれたものである．

．「(キーボードを）たたく」知識「必要に応じて」ということを蛾本として，

特定の知識のために24時IMI，耶門家にアクセスされる．

あるパッケージングは知識をよりオープンによりアクセスしやすくする．ま

た別のパッケージングは，簡易に再生できるものとして知識を要約することに

より，ある特定の文脈をなくし，発傭者とエンドユーザーの間を見えにくくす

る．我々は今，パッケージの異なるタイプについて考察する．

特許と知的所有椎

特許申謂は，多くの研究開発者が彼らの組織の知識を保捜しようとする一般

的な方法である．発明や発見がその新しさで出願蕪地を満たすならば，特許は

般高25年間，保有者に独占権を提供する．例えばIBMは所有する特許の数に

よってそのグループを率いる.IBMの特許の多くはビジネス戦略の基本である

ソフトウェア技術のためにあった．そのビジネスプロセスとソフトウェアをカ

バーする特許出願の数に成長の謎があった．ｅ‐コマースの世界では，「あなた

自身の価格を示す方法」に対してプライスライン・コム社に，「ワンクリック・

オーダー」に対してアマゾン・コム社に特許が与えられた．

また，特許は認可されれば，寓をもたらす収益の源泉となるので，製品やプ

ロセスの開発と同じように価値がある.IBMはその特許からの収益が毎年10値

ドルを超える．しかしながら，多くの組織は特許をそれほど活用していない．

特許を蘇らせて利用した，ダウ・ケミカル（DowChemical）のケースは，短期間

で有意な利益を上げた知識マネジメントの成功例として広く認められている．

知的資本測定の先駆者であるパトリック・サリヴァン・ジュニアによれば，組

織では，法的なくくりにとらわれずに考えられ，知識資産はビジネス文書に存

在すると推定する必要がある．スマート・パテント（Smartpatents）のようなコ

ンピュータベースのシステムは，組織の中で知識ソースに対してそれを図示す

るのを助ける．ビジュアルな図は，特許の一群を識別し，市場開拓の可能性に
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導くのを手伝う．

知識の漉縮された製品

知識は主に２つの方法により製品に濃縮される．まず，それは製品の一部と

して埋めこむことができる．２番目に，それは補完的なサービスとして中心的

な製品を取り州む形で使用できる．ソフトウェアアルゴリズムや，状況から学

習する神経系ネットワークや，化学薬品においてさえ，多くの方法で知識は製

品に埋め込まれる．「高性能な」（smart）製品は，刺激に対応するよう事前にプ

ログラミングされた反応を超える知性を持つものである．例えば「高性能な」

油ドリルは，前の岩盤を紫早く感知して，最大の油の昂を引き出せるようにド

リルを進めるために，油タンクのコンピュータ･シュミレーションを使用する．

また，ミラバント（Miravant)は病気にかかった細胞から健康な細胞を区別し，

選択的に活動する知的薬に取り組む．多くの知的製品は，多様な源から知的情

報を集積し検知し適切に行動する．例えばリアルタイムに最適のルートを調節

するために，巾のナピケーションは，交通の流れ，地理的位慨と，目的地を統

合して，現在の情報を表示する．軍の研究者は，服に編みこまれた光学繊維で

場所を決定し，ミニチュア分光計で放出量の感知をし，センサーとマイクロホ

ンで弾丸の進入の深さと怪我の範囲の測定することにより，兵士の怪我を評価

する知的ユニフォームを開発している．タイムリーに，地理的位髄測定装世に

よって決定される彼らの所在とともに，兵士の発信機は救謹隊に自動的にこの

情報を送る．これらの例が指し示すように，処理可能で，その知性を増加させ

た製品の裏には，多くの潜在的な情報源と知識がある．このような技術的な精

巧さの中で，製品やサービスに最商の知恵を加えるのは人間の知性であるとい

う事実を見落としてはならない．

それでは，製品知識に関連して，製品をとりまいて強化する知識の第２の使

用方法を考える．これには主に２つの源がある．製品の開発に使用されても製

舶中に実際に埋め込まれないものは，その使用において利jLHきれる．工学会社

は，製品のユーザーにコンサルタント業またはトレーナーとしてそれを売るこ

とによって，製品に使っていない開発知識の一部を商業化する．製品とは別個

に知識が販売されることさえある．製造応用知識はより豊かな収益源である可

能性を秘めている．供給者は全顧客からの応用知識を対照して知識ベースを更
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新しておくのに都合の良い位祇にいる．これはすなわち，アドバイザリーサー

ビスの一部として仙川できる知撒の進化の源である．それに加えて，あるもの

はユーザーのためのトレーニング・コースとしてパッケージ化できる．大部分

の組織は,活用の下で洩っていく応川知撤と製品の累積した樹を所有している．

摘報製品

悩報として知撤をパッケージすることは，知識を製品化する一般的で比較的

直接的な方法である．伝統的に，サービス提供している出版社とデータベース

は，知識を所有する人に市場への道を提供した．インターネットは，知識所有

者がデータベース，文神，デジタルマガジン，会報などによって売っている悩

報をより簡蝋に売れるようにした．プロバイダや地子メールをjｍして，その悩

報の作り手のウェブサイトにアクセスして手に入れることができるのである．

記事,口書，レポートや価値ある怖報を戦せた本であっても，肢初からインター

ネット上で排他的に出版されることが良くある．これらは料金を取って売られ

ることもあるが，しばしばより商い価仙知撤ベースの製肺に対する関心を得る

ためのマーケティングツールとして使われる．いずれにせよ，梢報として若干

の知識をパッケージすることは，実質的に知識ビジネスを成功させるために必

要なことである．次に，オンライン悩報製品のより一般的な形を考える．

オンライン・データベース

定期刊行物のオンライン版はここ10年間ダイアログのような専用のオンライン

サービスの主な提供物であった．それには，ビジネスや財政怖報の専門的デー

タベース，マーケティング澗在，法祁1W報そして特杵も含まれる．そしてその

多くはまたＣＤ－ＲＯＭ版で提供される．大部分のオンラインサービスの煎要な

特徴は，広範囲の知識の源を横断的に検索する能力である．インターネットが

ポピュラーになったので,今では愉報検索をするのは,専門的なエンドユーザー

になってきている．例えば，財務アナリストとか製品開発者とかマーケッター

といったエンドユーザーの特別のグループと同じくらい．ユーザーフレンド

リーなインターフェースに1W報検索が移ってきている．

ベストプラクティス知馳のパッケージング

ノースキャロライナの那例研究をベースにベンチマーキングに特化したコン
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サルタントのベストプラクティスＬＬＣ（BestPracticesLLC）は1992年にコンサ

ルタント業としてスタートした．そして'997年には，インターネットに対する製

品とサービスに移行し姑めた．それは術に顧客に対する最善な方法のデータベー

スの提供を目的としていたが，娘近．テクノロジーがこれを簡単にできるくらい

充分に成熟してきたことを感じる．その最初のオンライン・データベースはロー

タス・ノーツを使用して．内部Ⅷ客でテストされた.外部が利用できるデータベー

スは1999年にIMI姑された．特にエグゼクティブとコンサルタントをターケットと

するビジネス機能と，特定の問題別に分類された技術情報を提供することは自社

のコンサルタント経験と実殴から導かれ，ケースごとに描かれる．ユーザーはま

た，無料でテキスト検索をすることができる．符通のユーザーがその欲しいもの

を早く兇つけることができるように，合成された梢報は，標池のテンプレートを

使用して提示される．はじめは年会費(4000ドル)を基本として開始されたが，今

では文替あたりの仙川料（ｌアイテムたり３ドルから５ドル)で利用可能である．こ

れは特別にユーザーがその必饗とするアイテムだけ岡うことを可能にする．ベス

トプラクテイスはまた，ベンチマーキング提iiにおける彼らのコンサルテイグの

洞察力を製胎化したものである．これらもまたオンラインで売られる．この意識

的な製品化により，怖報サービスからの収益は急激に成長し、2000年の終わりに

はコンサルタント収益を上側るどf測される．

文番のブロック化

文蒋は，知識のもっとも一・般的なものの１つである．その多くは，従来は章，

節と段落に分かれていた．しかし，文書の供給者が，それぞれが潜在的な知識

パッケージでもある異なった嬰紫が禽まれている怖報について，意識して考脳

することはほとんどない．エコノミスト誌のインフォメーションユニットは，

現在色々な大きさのユニットで怖報を売る１つの組織である．

EIU－都合が良い1W鞭の大きさ

エコノミスト雌のインテリジェンスユニット（EIU)はエグゼクティブに商賊質

の会報や１１M在報告や維済予測を与える災い伝統をもつ．その亜要な知識資産の1

つは，190ケ国のビジネス環境の現状分析である．ＥＩＵは1999年10月にそのオン

ラインストア（http://storcciu･com）を開始した．これは，「バイトサイズ」のビ

ジネス悩報を買う能力を与えたので.顧客は必要とするだけの悩報だけ恥入する



ｍ月

ことができる．ストアのウェブサイトのユーザーは,側,業ｲ'11.ベストプラクティ

スといった分捌によって検索できる．彼らはｌ１ｌｉ入するために,ｲlM々 のセクション，

記4¥，職またはレポート令休を逃ぶことができる．例えば．一人の細祥は，特徴

のある特定の会社のニュースレターからの短い抜粋が欲しいだけかもしれない．

会報耽読巾し込みのための数'丁ドルと比べて，そのような抜粋はほんの数ドルだ

けのコストですむであろう．佃々のアイテムにアクセスする〃法を選ぶか，全て

のh州iへの無(ljll限のアクセスのために年会賀を払うﾉﾉ法を選ぶか，そのIl1llljの

色々なオプションを選んで顧客は支払をすることができる.オンラインストア

は，頻繁に史新される無料州報のセクションと，法人クライアントのためのセク

ションと，一般的なＥＩＵウェプサイトによってhli光される．ＥＩＵはまた，デイ

スカッションフォーラムやリーダーシップペーパーや分析やニュスをけ.える

ｅビジネスフォーラムを，ｅ‐コマースとして運営する．

組織がジャストインタイムのバイトサイズの知激，すなわち必要なときに必要

とするものを使うということの利益をいっそう,世識するようになるので,文洲の

榊造ｋの典紫と婆紫l川の関係について１１”する必嬰が姫じた．内容怖理の規ｌｌｌｌは

そのような要業に宛洛(タグ)をつける．文諜において構造上の要糸を定淀するこ

とは新しいことではない．構造上の定雑の一つのレベルは，ウェブページで広く

使われているより11i純なＨＴＭＬの前身であるＳＧＭＬを使用して作られる文iIIi

の''1にすでに1Ｗ1首す為．より股近のマーカ,ソプi澱ｆＸＭＬは，タグが梢報ブロッ

クの内容を記述するのを許すことにより，,榊造上の定抵を史なるステージに持っ

ていく．〈著者＞を見れば著者名が，〈会社＞を見れば会社名が，〈製品＞を見れば

製舶説明が参照できる．内容は，ｅ－コマースプログラムのような，アプリケー

ションによって処理されるか，データベースのフイールドの!|'から検索するよう

に与えられた塊のなかから冊報を‘検索するのに帆川さｵLる．これらのタグは，

各々の文書の定義の一部として定筏される．しかしこの点に問題が隠されてい

る．う･ロバイダーとユーザーがタグの一般的な組み合わせに同意しない限り，あ

る人の<会祉＞は他の人の<組織〉であるかも知れない．タグ定雄の一般的同窓

とそれらが含むものに刈する規則無しでは，我々はコンピュータシステムにたび

たび訪れる多くの問題にぶつかる．幸いにも，色々な規格の団体や同業組合はす

でにこの問題に取り組んでいる．

一般的に、櫛造ｋのプロ‘ソクは比絞的小さいlli位であり，それが躯めらｵして緋
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定の方法で配列される時．ウェプページや文番ができる．梢報をはっきりとした

ブロックに組織することは．いくつかの利点を提供する．技術文瞥のフィールド

では，そのようなアプローチを使うことは，怖報のIfh質と偲頼性を改稗するとい

うことが示されている．インフォメーション・マッピング・メソッド（ロバート・

ホーン開発)のユーザーは故障発見及び修理マニュアルにおいて，なんと60％から

90％以上にまで輔座が改良されたことを報告した．そのメソッドはその悩報ブ

ロックの栂適と性格上，かなり厳しい規則をもつ．例えば耶実とか原Illjとかプロ

セス概念といった限られたブロックのタイプがあるだけである．各種のブロック

の最善の方法のガイドラインがあり，一般的な読みやすさについてのガイドライ

ンがある．そして．ｌｉ&いりストはより小さいグループに分削される．

文群のブロック化アプローチのより－股的な災所は，出発点において梢報が彼

ら自身の椛利において，愉報の対象の交換とか異なる怖報製品への再利用という

ような，創造的な怖報対象を提供するということである．コンピュータソフト

ウェアのフィールドでは，目的折向アプローチはより一般的になっている．例え

ばジャパアプレッ卜（Javeal〕plets)は，特定のウェプページを閲覧するとき，個

人のパソコンにダウンロードされて．ある指示を実行するプログラムである．利

用できるアプレットの資料室が，販売又は無料のダウンロードのためにある．将

来に目を向けると，携帯Ⅷ蹄機に早くダウンロードされることができる小さな情

報ブロックは大きな浦嬰になりそうである．

鷲かさを怖報に加えること

多くの怖報製品は，受動的である．それらに含まれる悩報は，単に読者に提

出されるだけである．ハードコピーではこれは必然的である．にもかかわらず，

多くの悩報提供粉はその特徴を愈蛾しないでニューメディアに彼らの製品を移

行させた．消蝋者が魅力的で十二分に優れた内容を必要とした時から，プリタ

ニカ大百科馴鋤lの股初のCD-ROMは期待はずれの市場の反応を受けた．対照

的に，マイクロソフトのエンカルタは，安価であるのと同じくらい，マルチメ

ディア･クリップとオンライン史新へのリンクという内容を魅力的に提示した．

マルチメディアにおいてインターネットと開発の機能性を利用することによっ

て，悩報の有用性とＨかさは，かなり期やされる．

マルチメディアを使った例をあげよう．ＢＰアモコ（BPAmoco）は，イント
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表５－２情報に豊かさと使いやすさを付加する特徴

特徴

柵造

ハイパーリンク

専門家との接触

マルチメディア

対話的である

準価できているとこ

ろへの使用適応可能

である

カスタマイズされる

コミュニティ

ユーザーの利便

酋理的な区分に分けて提示される情報はより醗みやすい一般的なフォー

マットの使用はユーザーが関連のセクションをすばやく発見できるよう

にする．

XMLタグを加えることは，データベースとアプリケーションの間の情報

交換を単純化する．

ユーザーはインデックスページにもどったりしなくても‘参考資料や関

迎ぺｰジにすばやくつなぐことができる.

発個者との詳細にわたる接触によって,たとえば雌子メール・ハイパーリ

ンクを通じて読者と専門家の間で直通チャンネルが開けられる.これは

説明やフィードバックや対話の促進のための機会を提供する．

音声と画像と映像の使用は，より多くの感覚を刺激し，多くの院者のた

めに，そして特定の弧額の傭蝿のための理解を深める，

佃報をアプリケーションまたは検索可能なデータベースにつなげること

によって，ユーザーは怖報を通して関連した経路を選択したり’学習目

的のための真の環境をシミュレートしたり，仕事の手噸の一部として摘

報をより直接的にしようすることができる．

摘報は画接アプリケーション（たとえばデータベースやスプレッドシー

ドなどの使用蛎伽が出来ている佃報）に投入できる．

使用パターンにあわせて異なる情報を袈示することによって，ユーザー

の匝接のニーズを表示するように情報に手を入れる．

ユーザーの優先順位に情報内容やフォーマットをあわせるから，ユー

ザーの文脈にもつ上市捨的に適用できる．

又他国語版の提供は情報の創造者ﾉｰ士亜な言函が異なる読者にもアク

セスしやすい．

ユーザーをそれぞれの一般的な興味で結ぶことは，情報提供の有用性に

ついての見解を共有したり，知識を絶えず強化したり，経験を共有する

ことを可能にする．

ラネット・データベース幾鉢に専門家の論評を随時に30秒挿入するというビデ

オ・クリップが登録の個人化と同化を助けることを見つけた．現代のデジタル

圧縮技術は，比較的少ない容量でイメージや図やオーディオやビデオやアニ

メーションをパッケージすることを可能にする．例えば，テレビ品質の１分間

ビデオ・クリップは，今日ではたった30メガバイトという，ハードディスクの

小さな部分を占めるに過ぎないが，ビデオと音>封に流れる効果は同じくらい政

要である．コンピュータ・スクリーン上で，多くのウェプ・ユーザーは，現在

おこなわれている会議のスピーチまたはリアルタイムに流れ出す財界指導者と

のインタビューを低品質のビデオによって聞くことになれている．メタグルー
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プの対話的調在報告は，後のテレビ番組のためにＰＣにダウンロードされるこ

とができる．それらは通常のテキストや図と同槻に，カラー･プレゼンテーショ

ン・スライドとストリーミング・オーディオをも含む．オンラインバンド幅で

の高品質リアルタイム･ビデオが来る日はそう遠くない．表５－２の特徴が豊か

に付加されたもの以外の静的悩報は，白黒画像が今日時代おくれになっている

のと同じくらい時代巡れになる．

警告のコメントつきで，多くのウェプ・ユーザーはまだ制限のあるアクセス

を持ち，そして，誰もが憎報を吸収するそれぞれの好ましいスタイルを持つ．

パワーポイントプレゼンテーションとか30分間にわたる会議話としてだけ情報

をパッケージすることは，関連したアイテムすばや〈選ぶための情報を早く掬

い取りたがっている銃瞥をうんざりさせる．プロバイダーは必要な豊かさの全

てのレベルを滴足させなければならない．

知激ハイブリッド

これまで，人川ベースやオブジェクトベースの知識製品や知識サービスにつ

いて例を挙げて説明してきた．それらは様々なタイプの知識物件を併せ持つ，

ハイブリッドである．知識物件とは知識を形成する要素の１つであり，そのコ

アの部分は人々が史なる知識秘転を起こす為の一・片の1W報である．パッケージ

された知撤は高庇に体系化され抑生されやすいのだ．ハイブリッドな知識製IHI

は，知撤物件の可能性と，人と人との豊かな相互作用を生み出すものだ．それ

では２つの例を見てみよう．それは「知的出版物」と「ｅ－ラーニング｣である．

知的出版物

知的出版物は，いくつかの方法で知識を化合し，効果的に活動させる（図５

－２)．未加工の悩報は，分析と解釈を通じて洗練され，より高品質の内容を提供

する．その後，顧客知識は特別にユーザーのニーズに沿った生産物を供給する

ために知的に利用される．出版物はリアルタイムに更新されることにより機能

的によいものとなる.ユーザーがその出版物のコンテンツにアクセスした場合，

そこに内蔵されたアルゴリズムが組み込まれた知能は自動的に動いたり，もし

くはコンテンツに関連する小さなポップアップ・ウインドウを生み出すである
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フ．

人間の知識は様々な知識ネットワークを通じて期ｶﾛしていく．その一つが，

「アンサーネット」（answernet)というエキスパートであり，出版物の各章の主

題についての質問に対する答えを電子メール等によって入手しやすくするもの

である．同様に，それらの知識は｢エキスパーネット」（expartnet)－ユーザー

と交流する人工知能システムーに集約されるものもある．

一方で，知的出版物は知識物件とそのつながりの集合体をダイナミックに変

化させるものであるという見方ができる．これまでのように順番に読み進める

ような出版物と違って，読者はハイパーリンクを経由して特定の対象から読み

始め，特に連続性なく対象を探せるのである．従来からの通念以外にも｢Mind．

活
基礎的な知織物件

、

エキスパート

｢アンサーネット」

、

、

知的な

｢エキスパートネット」

〆

〆

〆

動的なオブ
ジェクト

版物知的知的出版物 コンテンツ

の相互作用

‐、
〆

〆

ヂ

洗練された

コンテンツ

／、、、
、

カスタマイズ

された冊報

図５－２典型的な知的出版物の要素

カスタマイズされた出版物

回向'515151

図５－３出版物の栂造的アプローチ
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Manager」や「TheBrain」のような右脳訓練システムが断片的な情報を概念

化させるようなシステムであることを腿撤すべきである．

出版物はもともとは紙で作られたものであり，紙はいまだ堅い読み物に適し

ている．今日の技術では読者がコンピュータとの対話を通じて，コンピュータ

が自らのライブラリに持つ知識を基にカスタマイズされた出版物を編集するこ

とは可能である．これは，他の分野で既に使用されている製品開発の栂築アプ

ローチと同じであり，共通のプラットフォームは，標漁のインターフェースを

使用して，異なるモジュールをつなぎ合わせるための基礎を作る．図５－３は，

このアプローチが出版に適用されることを示す．出版者は見出しや読者別に分

類された広範囲の知識物件を利用することができる．これらの選択は，数ベー

ジのテキストか章と同篠度のボリュームを持つ「節」に事前に組み込まれてい

る．カスタマイズされた出版物が作られる過碓において，筋の通ったドキュメ

ントを作成するためには，冊報を滑らかに移行させることが必要だ．これは，

多少内容や文体による各知識物件の変形を必要とし，確実に順番に並べること

や文や段落のリンクへの将き込みに関するルールが必要である．そのようなア

プローチは，従来の執鉦スタイルへの挑戦である．しかし既に一部の作家はテ

キストとハイパーリンクのようなウェブスタイルで響くことに方向転換を行っ

ている．

ｅ－ラーニング

ハイブリッドな知識製品のもう一つの例はｅ－ラーニングである．これは，通

信教育とインターネットとを組み合わせたものである．電子メールは指導教員

と学生の通僧のために使用される．放送大学におけるビジネススクールはイン

ターネットをさらに活用している．というのも世界的な専門家に学生をつない

だり，指導教員同士が悩報と経験を交換するためにコンピュータ会議を利用し

ているからだ.その他,自身のパートナーの知識を開発するためにｅ－ラーニング

を媒体として活用している細繊の１つに，「スコテイッシュ･ナレッジ｣がある．

世界に向けてパッケージされたスコティッシュ・ナレッジ

スコットランドの亜要な知的財産のひとつである市掛のコンソーシアムであ

る．その法人株主にはスコットランドの右力粁である，エルンスト＆ヤングおよ

びブリティッシュ・ペトローリアム・アモコらが淵を巡れる．彼らは．オンライ
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ン形式に関心を持って資金を提供しており，10-15パーセントの手数料を得る.熊

点は，スコットランドの科学やIＴ竿，敬育の強さにある．提供されている学位

はアバデイーン大学のＭＡ（文学博士)，およびスターリング大学のＭＢＡであ

る．

（出所）リッキー・ドルトン「スコットランド人は学習のグローバル市場を発見する」

「サンデータイムズ』ｐ､3.11（1999年４jj11I1)．

Website：http://www､scottishknowledgeco、

これらの例から，ｅ‐ラーニングはひとつの学禰方法であり，シリーズ化され

た指導モジュールとなる．だが実際多くの教育現場で必要とされるのは，例え

ば「私的なシソーラスを作る方法は？」という知識ニーズに応えるような初級

クラスの目標に対するものである．これらの梢報の対象は，関巡する資料や煎

要な資源へのハイパーリンク，そして人間の技術及び，適切なオンライン・コ

ミュニティへのアクセス等を包含している．中級の学習対象は様々なパッケー

ジ・ソフトを使いこなせるように個別指導をしてくれるようなもの，つまり短

い股新版トレーニング・モジュールであり，それに関連する「ヘルプ」ファイ

ルであると言う躯ができよう．

多くの組織が内部の専門家によって啓かれ，簡単に学習成果を得ることがで

きる既存のコンテンツに満足してしまっている．実際これらは既に決まったト

レーニング方法になっているのかもしれない．プロバイダーはユーザーの観点

からものごとを兄なければならないのだから特定の知識業務活動およびビジネ

ス・プロセスについて何が問題かという問いに答える必要がある．悩報は，イ

ントロダクション，キーコンセプト，識別機能，標本，ガイドラインおよび追

加の資源というように典型的な学習順序に袷って再柵築する際にも有効なもの

なのである．

知識製品の特性

知識製姉や知識サービスを従来の製品と比較することは，その特性を要約す

るのに役立つ（災５‐３)．般初の６つの特性はデイピスとボトキンによって淑別

されたものである．

他方でこの表から言えること，人間ベースのサービスや本章で議論されたオ

ンライン製品の特性を付加している，ということである.知識製品もしくはサー
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表５－３知職製品やサービスの明硫な特徴

特徴

切歯型具

使うほどに，よりスマートに手に入るもので

ある

使うほどに，（あなたが）よりスマートに手に

入れることができるものである．

環堀の蜜化に適応する

カスタマイズできる

ライフサイクルは比較的短い

顧客のリアルタイムの行動を可能にする

人間ペースの知幽

不 可解

不 可分性

可変性

限定された資諏

オブジェクトベースの知磯(α1h泊）

同時利用

マルチプルな再利用

常に利用可能である

適切でタイムリー

ワールドワイドな専門知騒

例

コンピューターの音声入力システムを使うほ

どミスが少なくなる．

問題解決データベースにより囲客のサポート

チームになってくれるであろう．

車のエンジンの監視システムは主嬰な制御や

メンテナンス必要時の「知臓」である．

アマゾン・コムはあなたが銃みたい本の噌好

を覚えていたり，提案をする

営紫システムで使用する電蕗番号データベー

スは通常，更新の必要性がある．

自分の皿の交通監視システムは交通渋滞を回

避するためのルートを示してくれる．

哩房器具を修理するのになぜ特定の修理屋に

頼むのか不明である．

土消戻の診察はまとめ買いはできない．生産

と配送は同時である．

列血の時刻や接続のための鉄迦凹壷を行う時，

同じ質問に対する２つの答を御る．

私が３カ月という最短期間でランドスケープ

デザインの仕事をやりとげられたのはデザイ

ナーたちが目一杯やってくれたからだ．

rTh⑪MotI0yFOOl」での投資相麟を世界中

の人々と同時に醜むことができる．

一度このアドバイスを使うと再利用すること

ができる．物理資源と違って劣化しない．

いつでも家庭における緊急時のアドバイス

を受けることができる．

問題解決のために必要な修掴マニュアルに

アクセスできる．股新のソリューションであ

ることに自侶がある

知織は地域に限定されず，それが提供するも

のは質がよいという可能性が高い．

ビスを開発する場合，これらは最適な専門知識へアクセスするマーケティン

グ・ツールに変身できるという利点がある一方でそのアクセスにはしっかりし

たアドレス指定が必要となるので注意が必要だ．
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知識パッケージの完成

基本的な知識製品あるいは知識サービスを創造することは，パッケージ化へ

の第一歩にすぎない．マーケティング担当者は，コアプロダクト(製品のコア)及

び，そのプロダクトサラウンドという概念を使用する（図５‐４)．知識ビジネス

においては，コアプロダクトが悩報もしくは知識に当たる．従来の製砧のよう

に，製品のコアの部分は見えない．多くの人々は製品が稼動しさえすればその

内部に何があるか気に留めないように，通常インターネット･ユーザはウェブ・

ページに埋め込まれたＨＴＭＬコード等について関心を持っていないのであ

る.般近は,知的所有椛悩報を記録するという使い方が注目され始めている(｢デ

ジタル椛利」を参照)．

多くの製造ラインにおいて，「コア」よりむしろ「サラウンド」に高い価値が

ある．顧客に対するインパクトや価値が，製品の中心的機能よりはるかに意味

のあるものになる．「サラウンド｣の特性は広範囲にわたり，無形資産を多く含

んでいる．知識製品にとってのサラウンドに内臓されているものは｢ラッパー」

と呼ばれる．

知職ラッパー

知識ラッパーの本質は製品の特質をできるだけ明確に伝えることにある．そ

れにはフォーマット等の事実情報，調査や格付けのような主観的情報，そして

味のある宣伝用のマーケティングが含まれている（表５－４)．

これらの基本要素は，文弊やウェプ・ページ期メタデータを作成する人々に

受け容れられていくであろう．ウェブページのメタタグは，テキスト中の言葉

の頻度計算等の検索エンジンに使用される．最もポピュラーなメタデータ基準

は，著書目録のデータのために図書館貝によって使用され，ダプリンコア(ダブ

リン．オハイオで開州されたその発明者の初会合にちなんで命端された）として知られて

いた．これは15のコアの要素を３つのカテゴリーに分額する．

１．内容タイトル，主題，記述，出所，言謡関係，報道．

２．知的財産クリエーター，出版者，寄稿家，権利．

３．例示化日付，タイプ．フォーマット，確認者．
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サラウンド：２０％がコスト，８０％がインパクト

図５－４「コア・プロダクト」及び「プロダクトサラウンド」

哀５－４知職製品ラツパーの典型的な要素

タイトル

撮観または，要約

キーワード

フォーマット（構成）

サイズ

ユニークな特色

応用と範囲

使用者利益

クリエーター

いかに隅入し，オープンにするか？

使用教育

品質評価

独立した審査

作成日

バージョン醤号

最新情報

〃７

標単的な研究の多くはＷ３ＣのResourceDescriptionFrameworkの援助で

開発されている．この研究によって横断的にコンテンツプロバイダー間の用語

に統一性ができた．基準が高度に発達し成熟した知識領域に対して意味伝途す

ることや，知識進化が起こっている分野でのコンセンサスを得ることはより難

しい命題になる．しかしこれらの発展は知識クリエーターにとって菰要である．

よいラッパーは対象物を表すメタデータ以上にその本質を表し，潜在顧客を

魅了する．しかし一方で目に見えるような品物と異なり，単に知識オブジェク

トを開いてその内容を見るという行為だけでも知識が移転されたことを意味す
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る．これらの障害を克服するために，知撤プロバイダーは買い手が満足するよ

う熊料の試用期1m，あるいは返金保祇を提示するであろう．ラッパーは潜在的

顧客が独自の測森から得た消潤者の意見を染約したものである．他にラッパー

の一部を形成する梢報は保証番の詳細，股新のオプション，顧客サービスおよ

びディジタル権利等である．

デジタル樋利

知識のコピーがさらに簡単になってくると，デジタル権利は知識製品のラッ

パーにとってますます重要なものになる．怖報が容易に醤及するに従い，買い

手とユーザーが，使用またはコピーに対する様々な制限を理解することが砿要

である．吉楽脈業界は，特に，インターネット上の粁作Wiiを行するデータの不

法コピーおよび配信について関心を持っている．作曲家等の知識クリエーター

は，収益を守る為に知的投資に対する合法的な仕組みを作る必要があると主張

する．現在デジタル権利を保頭するツールがある．例えば冠子すかしは肉眼で

見えなくても画像の中で略号化し埋め込むことができ，無詐可の複写や閲覧を

防ぐ．他の発展途上産業とliil様に，補助的なアプローチやソフトウェアおよび

サービス・プロバイダーがあり，そのうち明確な唯準が出てくるであろう．最

も知られているものはインタートラストテクノロジーズであり．それはプライ

スウォーターハウスクーパーズ(以下を参照)によって作成されたDigiHubサー

ビスを含んでおり，多くの試験的なサービスの中でそのソフトウェアが仙川さ

れている．

DigiHub：デジタル梱利を管理するための環境

プライスウォーターハウスクーパーズはインタートラストテクノロジーズの

技術を利川し，DigiHub（デジタル伽に管理堀境を供給する，オンライン・ビジネス）

を開発した．般初にデジタル音楽に筋目した．それはユーザーの椛利を守るだけ

でなく，オンラインとオフラインの両方でデジタル帝楽としての資産を有効に活

かしきることができる．コンテンツ製作稀は資賑を「包み込む」ためにDigiHub

のサービスを利川するがこれは価格遮択柵のようなビジネスルールを脚侭のコ

ンテンツに付加することと同様だと脱明している．DigiboXは売買可能なアイテ

ムであり．そこでは，代理店は独自のルールを付加することができる．消費者は

ディジタル財布や，DigiboXのコンテンツヘのアクセス術を欲する．「優先椛伯
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号」（token）は彼らのＰＣにロードされ，それらの製品選択や支払いの量に応じ

て，適切なアクセスを与える．洲費粁は希胡するフォーマットを選択することが

できる．さらに，顧客の好みや批評はサプライチェーンのクリエーターに戻って

くる．プライスウォーターハウスクーパーズが関与する理由の１つは，サプライ

ヤーと消費者によって信頼を得ているからである．

私たちはそれをサラウンドの一部と表したが，ラッパーにとって，製品の不

可欠な部分であることは明白である．これは，使用法および任意の権利憎報の

煎要な条件が容易にアクセス可能であることを保証する．もちろん，その権利

は，すべてのページあるいはスクリーンにある著作権表示のような権利が明快

に検証されることによって強化される．

プロダクトサラウンド

ラッパーの外側には，提携サービス，ブランドイメージ等，製品販売を達成

する為の要素がある．無形要因は買い手に大きな影靭を与える．これらは，サ

プライヤーの評判やサービスレベルを明確にする．オンライン環境では，ユー

ザーの第一印象が販売の成否を決する．さらに亜要なのは，サプライヤーが，

ユーザーの欲求を満たす方法論である.インターネット上の多くの潜在顧客は，

ウェプサイトの操作性や注文に対する対応が悪ければがっかりして他で同じよ

うなもの見つけることができれば再びそのサイトには訪れないだろう．これら

の問題は８章でより詳細に取上げられている．

他のプロダクトサラウンドの側而は自己説明的であるということだが，ブラ

ンドイメージは特に重要であり，インターネット上のブランドの重要性は度々

縦総の中心となる．伝統的にブランドは製IHIの地位を表し，サービスのレベル

や質(金額に見合う価価等）を伝える．インターネット上では，現実の世界に有名

ブランド名を持っていても成功の保証はない．評判のよいブランド名を持った

会社でさえ失敗することもある．成功例には，純粋にインターネット上で作ら

れ成功したブランド，Yahoo1そしてアマゾン・コムが国際的に著名である．そ

れらのウェプサイトは，再三アクセスされるサイトとしての地位を築いた．両

者は，偶然に，５年一インターネットの時間尺度では非常に長い時間である

－以上回り道をしており，したがってその間にオンライン信用を確立する時

IW1があったのである．商品の質や営業のしやすさは，潜在的踊入者の目をひき
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つけるプロダクトサラウンドによって立証される．数年前までは知らなかった

であろうPowersize，MoreoverandAutonomyのような会社がインターネッ

ト上に知識集約型のビジネスを開拓した．

製品化の過程

新しい知識ベースの製品およびサービスの開発は，新製品開発における方法

論の確立を促進する．このことは連続してアイデアを生み出し，製品の可能性

を探してそれらをある種類の投資フィルタに通すこと，そしてそれらを市場試

験や最終的に生産というプロトタイプを選択することに影靭を与えるのであ

る．しかしこの従来のアプローチさえナレッジ･マネジメントの適用やインター

ネットの使用によって高められている．簡単に，各過程毎にそれらの影響を検

討しよう．

生産のアイデア創造確立された知識プログラムは，既に良いスタートを

切った．知識明細表か知識監査は知識資派と腿められるだろう．ただ一つ異議

があるとすれば，それがユーザーからの梢報として典めらたものであり，資産

かどうか疑わしいと言うことだ.もしクリエーターが自覚していなければ,ユー

ザーはそれが自分たちが得るべき利益であることを主張できるだろう．アイデ

アの源はアイデアバンクに典められた知職であり，コールセンターやウェプサ

イトなどへの電子メールリクエスト等は顧客が求めているアイデアをさらに提

供するであろう．

追求すべきアイデアの選択通常アイデアを投資基地と一致するかどうか確

かめるのだが，インターネット上では不破定要素があるため，コミュニティは

この時非常に価値がある．股初にアイデアはコミュニティ内で評価され，次に

初期のプロトタイプはコミュニティのメンバーに認められる．インターネット

の利用により，限られた時間内にそのアイデアに対する多くの意見を得ること

ができる．また，オブジェクトベースの知織製品の本質は，ユーザーにとって

テストするに値するプロトタイプを持つことが物理的に可能であることを意味

する．

製品の開発知識製品は，プロトタイプから大蔵生産への急転換を可能にす

る．そのためにウェブサイトをよりアクセスしやすくし，コンピューター・シ


