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れる可能性が高い．

コンピュータ化されたプロセスとそれを扱う人間がうまく機能しなかった耶

例として，私も苦い経験がある．「データベース･プロパイダーが機能しない｣，

「ホームページでリンクできない｣，「製品インフォメーションのための連絡先

が判明しない｣，「雑誌定期受信契約がオンライン上で消失した｣，「発挑後２週

間しても到蒲していなかった製肺の配逮確泌のため２‐３日''１１を要した｣,｢いく

つかの顧客サポート課にｅ‐メールを送る,そして１つの質問の回答がまったく

受け取れなかった｣，などというものである．

それでも私はなんとか先へ進むことができたが，これらの例は数多くの内の

いくつかに過ぎない．そして，いわゆるネットベンチャー企業においてではな

く，ＩＴに通じているはずの大企業での話である．つまり顧客に接する部分だけ

ではなく，組織全体を覆う問題なのだ．

このような問題を解決することへの従来型アプローチは，厳密なビジネスプ

ロセスを櫛築し，プロセス・モデリングを通して間題発生との相互依存関係を

チェックすることである．だがどんなビジネスプロセスも作られた途端に陳腐

化が始まる.ビジネスプロセスの各局面で必要となるナレッジは異なっている．

ビジネス・プロセスとはより低コストで業務の自動化と円滑化を促す蝦適な実

践的ナレッジを成文化したものといえよう．ナレッジ・フローとナレッジ・ス

トックに即応したビジネスプロセスについて考えるべきである．ルーチン化さ

れたビジネスプロセスは明瞭な方法，予測可能なナレッジ・フロー，安定した

ナレッジ・ストックを持っているであろう．

それぞれのプロセスを考慰に入れる時，顧客インフォメーションとナレッ

ジ･フローを関連付けるべきである．それが内部で２‐３つの処理プロセスを要

するなら，当該組織が顧客インターフェイスにおいてそのナレッジの使用と開

発を制約してしまっている可能性がある．顧客インターフェイスの問題解決に

は時間を要するので，関係しているそれぞれのスタッフの活動についても考噸

に入れることは亜要である．もし中核となるビジネスプロセスを生産性の観点

から純粋に測定するのであれば，顧客インターフェイスを本髄的活動として泌

識しないこともありえる．しかし顧客インターフェイスから得られたナレッジ

を知的資本の哨加として測定するのであれば，話が違ってくる．ナレッジのフ

ロー（流れ）とストック（幾高)に対応してビジネスプロセスを榔考することは真



Ⅱ他

に統合ｲﾋされた知識ビジネスの特徴となる．

Performance（パフォーマンス）：肝心な点

パフォーマンスはインターネット・マーケティングのlOPの股後である．こ

れまでの９つのＰはこの賦後のＰ，顧客に対するパフォーマンスに帝付するた

めのものである．プロバイダーのためのパフォーマンスではない．いまだ多く

のウェプサイトが期待されたレベルに到達していない．パフォーマンスを改良

する中心はパフォーマンス測定とマネジメントシステムである．パフォーマン

ス測定システムは，ますます進歩するビジネスを追跡するために使われる．だ

が,従来型のシステムは比較的新しいｅ－ビジネスと知識ビジネスに適している

のだろうか？

以下のようないくつかの相違点があろう．

・知識ビジネスは多くの無形資産を持っている（例えば知的資本)．

・多くの鳩合，鵬名性があるため原因と効果の因果関係を明砿にできない．

・データ収典の新しい方法が可能となる（例えば，オンラインの鋼在と統計仙)．

・顧客インターフェイスにおいてのパフォーマンスはサプライ・チェーンの他企

業のパフォーマンスレベルに依存している．

これらは基本的というよりむしろ細かい点における相違である．共通点もあ

る．従来型と同様ビジネスの一定の場所でパフォーマンスシステムを般定する

ことへのアプローチは同じである．目的を明確にして，測定方法と手段を開発

し組織をルーチンに動かせるシステムを導入して，資金の同収を確実にし，そ

してデータの分析を行うというアプローチである．

目的を明確に

多くのウェプサイトが他社との競争上とりあえずという形で創設ぎれてき

た．長い時側を経て，特に組織のインターネット上のプレゼンスが成熟すると

き，ウェプサイトが貨社の全体的なビジネス計画と目的をサポートし続けるこ

とを確認する必要が生じてくる．その主要な目的は何であるか．それは低コス

トの製品をダイレクト販売するために機能しているのか．それは冠話サポート

のコストを減らしているか．
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通常，組織には附凧と目的のネットワークがある．これらが明示的に承認さ

れて実行レベルにおける優先順位を付けられるようにすることは，適当なパ

フォーマンス測定システムを開発するにおいて右効であろう．

結果の開示

パフォーマンスをどのように開派するかについては目的に基づくことにな

る．そして顧客，内部のプロセス，知的資本などとの間にバランスがとれるべ

きである．有用な助笥としてはインプット，アウトプットと結果を区別するこ

とであり，知識ビジネスのために利用可能ないくつかの方法がある．

・インプット使われたナレッジの城と紬質．時１１１１と新しいコンテンツ紫材，

ウェプベージ111版のコスト．

・アウトプットユニークなウェプページの数，ビジターの数，問合せの数．

応答したスピード，噸客となってくれたビジターの削合(知識ビジネスのために

はこれがウェプサイトパフォーマンス測定の中で最も爪嬰である)．

・結果ウェプサイトビジターの横足度，闘祉のビジネスが与える影智度．

通常インプットは測ることが容揚である，他方アウトプットと結果は最も亜

要である．慎砿に顧客ニーズを汲み取り，オンラインの動きを観察しなさい．

顧客がどのようにサービスから利便を得て，どれだけ顧客満足度を向上させる

ことができるか考えなさい．満足は「ハード｣，「ソフト｣，そして「正確さ」な

どの総合的所派であろう．このような無形の知識を評価することは難しいもの

である．ある緑度正確であれば良しとすべきものといえる．

システムを灘入する

効果的なビジネスの実践は新しいシステムの禅入の後に可能となる．新しい

システムがどのように既存の実行システムと測定システムを関係付けるかを理

解した上で，すべての利客関係新を巻き込むことを必要とする．しかし，新し

いシステムのためのトレーニング時IlMを過小評価しないでじっくり班を運ぶこ

とも亜要である．

新しいシステムは組織の意思決定システムそのものとして進行させなくては

ならない．もしそうではないなら，。#t社のインターネット・プレゼンスは単な

る「余興」である．販売促進者，オペレーション・マネージャー，新しい製品
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開発企業などはただ結果のみを見て活動するのではなく，組織的なアプローチ

をいっそう考慰するからだ．

データ収集と分析

前章で記述されるように，さまざまなウェプ解析パッケージソフトがウェプ

サイト使用法についてのインフォメーションを集める効果的な方法を提供して

くれる．ウェブサイトが自動的にさまざまなデータが入手してくれる．サービ

ス・プロバイダーあるいは企業内の情報システム課からデータを手に入れても

よい．

一般にオンラインの調査が有用なデータを提供するであろうと思うかもしれ

ない．かならずしもそれは正しいとはいえない．その理由は応答者の主観性が

入り込み，１対１の会話や電話インタビューで明らかにされるかもしれない付

加的なインフォメーションを誤認するということである．ウェプサイトにアク

セスしてこない人たちの見解が興味深い．これらの解決には従来の市場調在テ

クニックを試す必要があろう．

従来的な方法としてフィードバック形式の顧客訪問，電話での会話，オンラ

インのフォーカス・グループを使うという手段もある．通常ユーザーが何を考

えているか，そして何を必要としているのかといういっそう質的なインフォ

メーションを明らかにするのである．

ユーザーのみならず現在の顧客あるいは潜在的な顧客などで小グループをつ

くりウェブサイトの再検討を試みる．それぞれに何か質問をし，コメントをお

願いするのである．あるいは一定の作業を頼んで，簡単なテストに協力を依頼

してみるのもよい．使いやすさ，問合せへの反応，オーダー満足感のような項

目でどれほど顧客期待にかなっているか判断する必要がある．こうした古くか

らある消費者への市場調査も有効な方法である．

ボトム・ライン

ビジネスプロセスは，もちろん調森で終わるわけではない．パフォーマンス

測定システムの有用性の意義はそれを変更して，知識ビジネスを改善し，その

ための案内役となるということである．パフォーマンスはビジネスプロセスの

ボトム・ラインに関するものでなければならない．つまり入り口と経路を仙っ
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て顧客を引き付け,必要なナレッジをパッケージして,ウェプサイトのポジショ

ニングに工夫を凝らし，魅力的なベージ作り，剛群ニーズのパーソナル化，ビ

ジターから大切な顧客までの進歩をサポートし，代金を回収するというマーケ

ティングの一連の業務を企業のビジネスプロセスとして落とし込むことを意味

する．

これらすべてのＰが企業活動のボトム・ラインとなることで，インターネッ

ト・マーケティングは適切に実行されて，撒社のインターネット上のプレゼン

スとパフォーマンスが向上し知識ビジネス戦略に多大な貢献をもたらすことに

なる．

マーケティング・サイクルの再考

前章で見込み顧客が４つの段階を通して顛要な顧客へと導かれる販売サイク

ルを紹介した．つまり「気付かない｣－｢気付いている｣一｢興味を持った｣－｢忠

実な顧客」というサイクルである．本章で脱IﾘＩした10Ｐをこのサイクルに付加

することでより深みのある議論ができる．以下に示すような見込み顧客の３つ

の移行を通して，１０Ｐの意義を再考してみたい．

移行１「気付かない」から「気付いている」のためには，入りｕと経路を

使うことでウェブサイトを紹介しよう．適切なオンラインのフォーラムなどを

活発に行い，アクセスする可能性がある顧客を振り向かせるのである．同じく

護説や会議のプレゼンテーションを通してウェプサイトを宣伝してくれるＰＲ

という従来のマーケティング方法を使いなさい．

移行２「気付いている」から「興味を持っている」に．このためには股初

の数秒以内に人々の注目を引きつける必要がある．それ故，ポジショニングと

ページ作りの亜要性が認識されるべきである．なるべくユーザー側の視点に

立って多くの適切で布用なコンテンツを提供しなさい．

さらに製品の販売を促進して，顧客の間廻解決，よく尋ねられる質問に関し

てビジターをサポートしなければならない．なるべく簡単にビジターの興味を

記録するよう奨励しなさい.ビジター側へアクセスできる状態をつくりｅ－メー

ルなどによってヒジターをパーソナル化するのである．いったんユーザーとな



I“

れば,次への移行を通して進歩するようにサポートしていくべきである．また，

キーページは絶えず史新し新鮮に保ちなさい．

移行３「興味を持っている」から「忠実である」に．今後のビジネスを容

易にするためにはこの移行が不可欠となる．顧客の意思決定を支えるために詳

細な質問に答えることが顛要となる.入念に用意された同答,相手が望むナレッ

ジの提供，素早い応答，さらには担当者への明確な連絡ポイント(例えばｅ－メー

ルアドレス）の提供を必要とする．

また分かりやすい料金体系と決済システムも決定的な役割を果たすであろ

う．

最終的には，進行中の契約とim客との関係を維持していくことになる．ビジ

ネスプロセスが完全な販売サイクルを通して顧客をサポートし，ナレッジの品

質や製品・サービスを確実に配達することを保証しなさい．すべての局面を想

定しインターネット・マーケティング・ミックスが効果的であることを保証し

うるパフォーマンス測定方法を開発して，使いこなすのである．
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第８章成功する知識ビジネスの展開

成功する秘訣は目的の一貫性である．

ベンジャミン・ディスラェリ

多くの点で，知識ビジネスを展開することは他のビジネスを展開するのと変

わりがない．優れたビジネスアイデア，実行可能なビジネスプラン，それを実

行するための適切な手段が必要である．しかし製IHIが知識であり，インターネッ

トがマーケティングと情報の伝達に使われる場合，加えて考服すべき邪項があ

る．インターネットを利用する市場は時節にあった市場ということである．つ

まり新しい知識ビジネスは数年ではなく，数カ月以内に作られるべきなのであ

る．さらに，人材に依存する部分が大きいため，最適な人材を典め，保つこと

に注意が払われるべきだということである．

この章では，継続的な知識ビジネスを計画し，立ち上げる際に注意を払うべ

き主な要因をみていく．それをkbiz､comの頭文字であらわし説明していく．

ｋは知識ビジネス（k-business)の主な財産である「知識」（knowledge）をあらわ

す．ｂは収入源と利益の雅礎を築くアイデアとビジネスモデルである「ビジネ

スコンセプト」(businessconcept)をあらわす．ｉはコンセプトを現実にするアイ

デアを育てるプロセスである「培養」（incubation)をあらわす．Ｚはドイツ語の

「一緒に」（zusammen)に由来するものである．それは内容，技術，櫛成要素を

含む，多くの異なった実行面を統合するプロセスである．ｃは「顧容経験」

（customerexperience)，つまり顧客の一般的な期待に応えるのと同様に，どのよ

うに付加価値を与えるか，をあらわす．ｏは操作上の卓越性（operationalexccl・

lence）をあらわす．最後にｍは推進力（momentum）をあらわす．今、の急激に

変化するビジネスやインターネット環境では，どの企業も変化に順応し進化を

続けることが必要である．
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何が成功する知識ビジネスをつくるのか

成功はビジネスを行う人の頭の中にある．ドットコムの世界では，多くの人

がアイデアを新規株式公開という形で実現することで成功をみる．起業家たち

は夢のようなコンセプトを，少なくとも机上では価値のあるビジネスとするの

に成功している．しかし第２章で見たように，多くのドットコム企業は彼らの

ビジネスが実行可能になる前に消えていく．成功の概念とは，どの利害関係者

も短期同様に,長期でも利益を得ることである.これは顧客に役立つ製品やサー

ビスを提供したり，より広い社会のために知識を活用したり，従業貝やパート

ナーにやる気と報酬を与えたり，増大する価値を株主に分配したりすることを

含む．つまりそれは持続できるビジネスを展開することに他ならない．

以上の視点から判断する際，何が一番成功に貢献するのか．一言で述べると

よいアイデアを持つことである．それは，前の章で論じられたコンセプトの多

くを，いかに効果的に実行できるかにかかっている．鋪１章では，知職財産を

見極め対外的に活用するコンセプトを扱い，第５章は，これらの財産をどのよ

うに製品やサービスにまとめるのかを提案した．第２章以下は，マーケティン

グと伝達手段の質を高める手段としてのインターネットの役割を繰り返した．

第６末と第７末は,顧客に関することとオンライン現境での売買方法について，

商葉化するの

はどの財産か

知職財産

私たちがもっ

ているのはど

んな貴亜な財
産か

明確な人間の

潤足はどのよ

うな避合物か

製品と

サービス

私たちのビジ

ネスモデルは

何か

マーケティ

ングと伝違

マーケティン

製品の一覧はグの混合物は

何か何か（10個の

ｐなど）
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どの部分か
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具体的に検討した．これらの考察は，図８－１のビジネス椛成にまとめている．

新しいビジネスを作るには,必要な知識とスキルとを合わせた明確な思考と，

ビジネス展開への組織的アプローチを必要とする．しかしこれが全てではない．

いかなる新しいビジネスも意欲的なリーダーシップと起業家精神が必要であ

る．組織は，革新的なものが育つような，よい状態を作らなければならない．

多くの組織で，ビジネスプランの分析や会社のプロセスと制約との適合に時間

がかかったとすれば，時代に合ったビジネスをスタートさせることは難しいだ

ろう．

知識ビジネスを熱望するなら，この両者の般適なブレンドを必要とする．大

企業の中には，創設希や育成途上の会社に投資することで，これを行っている

ところがある．たとえば，ケーブル．アンド・ワイアレス社（Cablc＆Wireless）

は，ヨーロッパのインキュベーターにおいてベンチャーキャピタル企業である

ゴリラパーク社(GorillaPark)に投資している．他の例としては，プロクター・

アンド・ギャンブル社（ProCter＆GambIe）がシリコンバレーでリフレクト・コ

ム社(Renect・com)をつくり，若い管理職を価いて，地域の起業家組織と同盟関

係を結んだ．同時にそれは，ｅ－コマース･インキュベーターを創り出し，そこ

においてスタッフは，アイデアを商業化したり，発足を助けてくれる会社と利

害関係を持ったりすることが可能となる．

成功する知識ビジネスとインターネットベンチャーの分析は，７つの皿要な

成功要因を示唆する．これらは，kbizcom（図８‐２）の頭文字に要約される．

kbizcomはまた，ドットコムの知識ビジネス（略してkbiz）を示すために使わ

れる．つまり，kbizcomの文字で表される７つの要因とは図８‐２のようにな

る．

１．知醗財産これは，商業化することのできる知的財産を表す．データベー

膜濡離隔
図８－２成功する知蹴ビジネスの創造と成長の頭文字（ｋｂｉｚ・com）
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スや出版物のような柵報資席も含む．人I川の専門的知識もまた，大きなもの

である．

２．ビジネスコンセプトこれはビジネスの背後にある核となるアイデアであ

る．アーンスト・ヤング杜(Ernst＆Youngs)の，‘‘FromThoughttoFinish”

のようにビジョンの声明やスローガンとして炎されるかもしれない．それは

実行可能なビジネスモデルによって実鉦される．

３．インキュベーシヨン会社の内でも外でも，ビジネスコンセプトをアイデ

アから試験的なビジネスモデルへと培養するために適切な環境が必要とさ

れる.外部のインキュベーターは，ｅ‐コマースの股立者を助けるためのさま

ざまなアドバイスやサービスを提供する．ビジネスプランニング，オフィス

サービス，法律上のアドバイス，資金猟へのアクセスを含む．

４．ｚ要因描動のあらゆる要紫は首尾一貫したやり方で展開されるべきであ

る

５．顧客経験満足のいく顧客維験をつくりだす要閃は，３１Wのモデルに分類

される．土台となる部分．Ｍｎ客を中心とした分顛，付加価仙の向上，である．

６．操作上の卓越性全てのビジネスプロセス，とくに順々に遂行するサイク

ルは，効率よく優れたサービスと価値を顧客に届けなければならない．

７．推進力急速に進化する知蹴継済とインターネット現境では，絶えず評価

し，必要であれば，ビジネスを再び考え出すことが煎要である．

それでは，これらの要因を1ｍに検討していくことにする．

活用できる知識財産

知識ビジネスの出発点は，簡業化するものがどのような知識財産か考えるこ

とである．第１章で述べたように，存在する知識が潜在的に製品やサービスに

変わりうる．人間の能力に相応の注意を向けるべきである．潜在的な顧客の視

点で全体を眺めるのもjIt要である．この知淑はどのように届けられるのか．そ

れをどのように利用するのか．その知淑に早くアクセスすることで顧客はどん

な利益を得られるのか．前に述べた知撤マネジメントの利益に関する記述を見

て，どの知撤が潜在的な製品とその用途に当てはまるかを確かめるとよい．知

倣ビジネスの核として利用する知撤1M･派の最終選択はまた，顧客の価値魁識と
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製品化のコストにかかっている．第１章の価値に関する部分と第５章のパッ

ケージングに関する部分がこれを決めるうえで指針となる．

新しいビジネスにとって主要な知識財産は，岐初のアイデアと設立者の知識

である．これらの財産が育成され，ビジネスを大きくするために力を発揮され

るまで，気をつけて守らなければならない．法的保護の形式が必要かもしれな

い．企業秘密や所有する傭報は，機密協約で保謹できる．従業貝の知識は，就

労契約と，従業貝にモチベーションを与え，退職の場合には柵失を軽減できる

ストックオプションのような奨励金によって保謹できる．特許制度の利用は，

大企業では普通だが，役立者にはわかりにくく手に負えないかもしれない．

全ての知識ビジネスにとって，暇初から知識マネジメントを適用することは

よい習慣である．ビジネスが発展するにつれて生まれる知識をとらえるべきで

ある．早い時期に，顧客の知撒を把握するメカニズムを整備するのがよい．蓄

積されているどの知識が，ビジネスの役に立ち，また未来の製品とサービスに

内在する知識財脈を与えるのか，注意深く考えるべきである．

優れたビジネスコンセプト

優れたビジネスコンセプトとは，知識製品とサービスが利益を生むように販

売されることである．これはおそらく知搬製品やその環境が独自性を持ち，そ

のためにプレミア価格が付く場合である．インターネットのコスト効果を利用

することによって得られた操作上の効率も成功の一因となる．

インターネットの特別な性質を利用する手法は，優れたビジネスコンセプト

をもたらす．例としては，オンラインでのアドバイスと企業間取引がある．コ

ンセプトの蝦近のI川迦は,特杵を取らなければ簡単にコピーされることである．

先駆者の後についていくビジネスはリスクも少ない．彼らは最初のビジネスコ

ンセプトが成功するかしないかわかるからである.買い手と売り手がつながり，

互いにリンクするいろいろな方法によって，新しい方法を発明する機会は多く

ある．

有益なニッチ市場を開拓する

既成の方法を使うか,適合させるか,またはそれを顧客の特定グループをター
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ケットにしてユニークな知識の提供と結びつけるというのが，ほとんどの会社

にとって最も可能性のあるビジネスコンセプトであろう．これは，特定のニッ

チ市場を選ぶことになる．開発可能なニッチ市場の例は，以下のようになる．

･顧客区分適切なニッチ市場は，情報と知識ニーズが今のところ十分に満た

されていないと思われる集団である．このような刑を対象にしている会社には

ユアイーブル･ゴム社（YourcabIc､com）があるが，これは身体陳榔特の典体的

な情報ニーズをターケットにしたイギリスのウェプサイトである．そのサイト

は，ホテルの設備，ある建物への出入りのしやすさ，公共の事業での旅行制限

に関する詳細についての悩報を提供している．あとから考えると明らかなニッ

チ市場だが,身体障蒋将の約500万人のターケットグループが,以IliIは光全に無

視されていた．

･特定の知臓領域知識の最が噌大するにつれて，知識領域をより専門的な領

域に分ける機会が期えてくる．ファーマ･アウトソーシング(Pharma-outsourc・

ing・com)社は．アウトソーシング計画についての悩報を，製薬業，とくに日本

の市場に雌点を合わせて提供している．

･能力に関するニッチ市嶋これは，本来，人によって提供される専門知識を

供給することである．インターネットは主としてマーケティングツールとして

使われる．華巻のビジネスのコンサルタントとワークショップが一例である．

･知職を分析するというニッチ市嶋顧客が知識をより早く使うことができる

ように,あらかじめ知識を分析することで価値がつく．一例は．ロイターの3000

ＸＴＲＡサービスである．

･サービスのニッチ市堀これは，一般的な知識製品を識別するために使われ

ている製品珂境の一部の例である．ギガウェプ社（Gigaweb）のオンラインリ

サーチサービスは，クライアントにギガウェプ社の外部卑門家のネットワーク

へのアクセスを提供している．

．より高いサービスこれはカスタマイズされたサービスを，より洗練するこ

とで，前述の２つのニッチ市場を結びつける．個人のアドバイザーが一例とな

る．テルテック・コム社（Teltechcom）の加入満は，問題の解決法を探すため

に，直接，知識を有するアナリストと話すことができる．

･地理的な喝所多くの分野で，知識源の場所は重要ではなくなっている．し

かし，泌所が爪要な喪因である活動もたくさんある．人に鱗づいたサービスを
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提供するうえで，その土地の専門家を利用できることは，顧客に他とは違う

サービスと，対而式が必要とされるコストの利点を与えられる．

特別な知識領域の取り合わせ，顧客区分，分析方法，付加的なサービスを選

べるオプションは，開拓可能性のあるニッチ市場が多く存在することを示す．

実行可能なピジネスモデルの開発

ニッチ市場を決定すれば，優れたビジネスコンセプトの次の要素は，実行可

能なビジネスモデルである．モデルの別の種類は第３章で論じた．胎児のごと

き，ほとんどの知識ビジネスにとって，そのビジネスモデルが選択きれたニッ

チ市場にどれだけ現実的か，という点を考えなければならない．マーケットの

大きさと，潜在する需要レベルの見積，ビジネスプランにおいて，考えられる

コストについて議論を重ねるであろう．しかし最も重要な２点は,顧客満足と，

顧客の要求レベルである．例えば，イギリスで無制限の無料インターネットア

クセスを提供するある会社は，それぞれの顧客がオンラインに費やす時間の畏

さについて，仮説をもとにビジネスモデルを作った．結果的には，顧客は予想

よりもかなり長い時間を費やした．ＩＳＰのサービスは，電気通信会社へのライ

ン使用料が利益となる点を超えて増加したため，撤退せざるをえなくなった．

よくあることだが，顧客が必ずしも計画どおりに行動するとは限らない．将来

有望なビジネスコンセプトとして始まるものは，市場の現実という試練に耐え

られないのである．

ビジネスプランナーは,ダウンサイドリスクの計画を立てなければならない．

このためのよい方法は，最小の固定コストによる「簡単な」ビジネスモデルを

持つことである．知識製品は低いコストに適している．設備は買うよりも借り

るほうがよい．リスクを股小にする最善の方法は，知識を利用することである．

ビジネスコンセプトは研究され，また実験されなければならない．すでに使

われている同様のコンセプトがあるか．市場調査から顧客満足についてどのよ

うなことがわかるか．グループに焦点を合わせてユーザーを観察することは，

オンラインサービスに対する消費者の反応を判断するとくに効果的な方法であ

る．

コンセプトを確湧する－プランソンスタイル

1970年台前半，バージンレコード店のコンセプトは，やわらかいイスがたくさ
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んある和やかな雰囲気の中で斉楽が聞こえるという，入店が楽しみになる店だっ

た．レコード白体も従来からある店よりも安かった．リチャード・プランソン達

はイギリスの通りを街外れまで歩き，音楽の好みの変化や，店を栂えるのにベス

トな場所について様々な知識を集めながら若者と話した．リスクを最小にするた

め，ブランソンは，テナントの貸し手が３カ月間の無料賃貸期間に同意しなけれ

ば，どの不動産も賃貸しないということを主弧した．

インキュベーション：アイデアを育てる

多くの会社では，よいビジネスアイデアも，生まれたときに立ち消えになっ

てしまう．それらのアイデアは，詳細なビジネスプラニングを求め，迦常にお

いてもわざと複雑性を持たせるような官僚的な拘束をうける．カリフォルニア

のシリコンバレーや，テキサスのオーステインのように，ビジネス改革が成功

する地域では，外部環境が改革を促進させサポートする．芽を出しかけた起業

家たちは多くのビジネスネットワークに助けられる．彼らは単なるベンチャー

資本家ではなく，個人投資家としてファイナンスにタッチする．彼らは作り出

されようとしているビジネスについて深い知識を持つ人々によって運営されて

いる法律やビジネスアドバイスのネットワークである．

このサポートを受けることのできる特別な紺繊がビジネスインキュベーター

である．インキュベーターは何も新しいものではない．初期のものの多くは大

学に隣接する自然科学公園で非営利的なベンチャーとしてはじめられた．成功

したオーステイン・テクノロジー・インキュベーター（ATI）は，自治体やオー

ステインのテキサス大学を含んだ地元密蒜の合同ベンチャーとして1989年に創

設された．それはオフィススペース，共有のオフィス設備，専門知識へのアク

セスを提供し，ベンチャーキャピタルネットワークへリンクしている．ATIは

50を超えるハイテクノロジー企業を生んでいる．最新の例は，ｅ－コマースとイ

ンターネットベンチャーに専念するインキュベーターがあげられる．ほとんど

は彼らが育てる会社に利害関係をもつ個人のベンチャーである．初期の例はビ

ル･グロスにより創設されたイデアラブ(idealab1)社であるが，これは常に約３０

の成長中のベンチャーを持っていた.2000年の半ばまでにはｅ－ビジネスを専門

にした150をこすインキュベーターがあった．



第８軍成功する知識ビジネスの鵬間‘万

Equityengine､ｃｏｍ－仮想のインキュペーター

ヒューレット・パッカード社によって支援されたエクイティエンジンコム

（Equityengine･com)社は，世界て稲初のＨ動仮想インキュベーターとして成腿し

た．オンライン市場だが，それは空想家，起業家，財源提供家，ビジネスを育て

る投資家にメカニズムを提供する．エクイティエンジンコム社はプロセス．イン

フラストラクチャー，サポートを提供する．

大企業は新しいビジネスを立ち上げる人がインキュベーターによって提供さ

れるのと同様の支援を得る革新的な環境をどのように作るのか．大企業におけ

る保守主義は，うまくいくという確信のあるプロジェクトだけが支持されるこ

とを意味する．これに反してベンチャー資本家は，たとえ那業が危険に兄えて

もアイデアと責任を背負った人が行う．彼らは投資を，ほんのいくつかが成功

するものとしてみている．一般的に彼らの投資先の10の会社のうち，５つが失

敗し，３つが藩々と進展し，１つが投資額の価値を２倍に上げ，残りの幸巡な

投資が失敗を補う以上の，ヤフー(Yahoo1)社のような会社に大化けするかもし

れないのである．貸社組織がシリコンバレーの環境にどれだけI胆敵するか検iけ

すべきである.それは現行のビジネスを単に拡大するよりも,新たなベンチャー

ビジネス分野に挑戦できる力を持っているか．従業員は面倒な決済を得ること

なく，直接に費用計画を会社へと提案できるか．もし会社内部の総理担当肴が

ノーという結鎗を出した場合に，その計画を理解しうる他社に支持されるか．

大企業のいくつかはすでにこのような環境を作り出している．

シェル社のゲームチェンジャー

1996年の終わりにスタートしたケームチェンジャーはエクスプロレーション・

アンド・プロダクション・ディビジョン・オブ・シェル社に導入きれた方法であ

る．どの従業貝もアウトラインプランを叩附し，調企パネルとともに短い会凝(１０

分のプレゼンテーションに続き15分の質疑応杵)の81'でアイデアを提案することがで

きる．可能性のあるアイデアはその後．関連の専門家によってIIj検討される．一

般的にアイデアの立案者は，審在に通過すれば１０万ドルの初期助成金を受け取

り，その後しばしば現行のビジネスイニシアティブの中で発展させられる．１９９９

年，シェル社の主要な５つの提案のうち４つはケームチェンジャー提案としてス

タートした．ケームチェンジャーは遅いスタートだったが．初期にアイデアはほ

とんどなかった.７２人が初期の起業家のワークショップに参加し,240のビジネス
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プランを生み出した．そしてそのうち12のビジネスプランに資金が投入きれた．

革新的な企業は似流な涜金と，時期がマッチした知職商業化のプロセスに支え

られたアイアデが競争する甥をつくる．「成功するか」ということより，「これが

Yahoo1になり拙ねたら何がおきるか.」という韮池にもとづいた避択とともに，

アイデアはインキュベーション段階では次々と浮かぶ．そしてシリコンバレーと

は述い，失敗した企業にもまたビジネスのチャンスは肋れる．

ｚ要因一全て一緒にする

ｚはドイツ語のzusammen(一締に）をあらわす．知識ビジネスを実行するに

はいくつかの活動要素，つまり製品の製作、ウェプサイトとサポートするアプ

リケーションのデザインと開発,ビジネスプロセスの創設と再榔築,マーケティ

ングプランの開発,知識ビジネス知識の基礎開発を統合することが必要となる．

知識ビジネスにとってウェプサイトはこれらの活動要素を統合する撫点であ

る．知識製品をつくり，市場に出す活動の多くは前の素で既に麓じられた．実

行への道のりは，これらを引き出し，目標をもって一猟したプロジェクトプラ

ンにまとめあげることである．たとえば，

・15日目：コンセプトの発淡．完成したサイトがどう見えるか．

・４５日目：先行発表バージョン（輔1発淡)．すべてのメインページの完成．

・75日目：テストバージョン(節２発我)．アプリケーションが完全に機能し、耶

実上，すべての内容はオンライン上にある．

・100日目：完全発表バージョン．誰でもウェプが利用できる．

１００mという数字は、要である．ウェプ計画がIＴチームによって行われてい

る多くの状況では伝統的なＩＴ計画の形式的な方法が使われる．必要な般淵･僻

は詳細に説明され，プロセス，流れ図が描かれる．そして般後の製品は１－２年

後に約束される．これは変化の早いインターネットの世界や，経営者にとって

自分たちがしたいことを十分に表現するのが難しいビジネスでは全く受け入れ

られない．より望ましいのは，ＩＴ開発者が「100日間で何を提供できるのか.」

と尋ねられることによる,挑戦を要求される繰り返しの開発アプローチである．

それでも経営者は積極的に，ゴールを最短の期限から少しだけ延ばすべきであ

る．経営者はまた，多くのＩＴ担当ではないスタッフが，ウェブ開発チームに
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仕事の内容を伝える時間が必要であるということに気づかなくてはならない．

ウェプサイトは有機的であり，有機的な方法で開発されるべきである．紙の

上に詳細をたくさん明示するよりも，繰り返し製肺を開発し，徐々に発表バー

ジョンに改良する．ウェブサイトのデザインは今はかなり発達している．社内

のプロジェクトチームを含む多くの企業は幅広いウェプ開発サービスを提供し

ている．

責任と役割

最初にウェププロジェクトは，技術だけでなくビジネスのプロジェクトでも

あるということを思い出すことが亜要である．主要な熊点は知識製品とその仙

報内容に合わせられるべきである．その結果，役割が明らかになってくる．こ

れらの役割は，フルタイムかパートタイム，個人の資任か数人で分担する資任

か，社内の人間で実行されるのか外部のコンサルタントに委託するのか，で変

わってくる．

製品の内容の管理

内容の１つの特性は，その濃さのレベルにある．内容が濃くなれば濃くなる

ほど開発努力も増えるが，ユーザー経験の質も高まる．内容の特性や状態を伝

えるデータベースは，大きなウェププロジェクトにおける内容開発を監悔する

必要条件である．もうひとつの砿要なプロセスは，内容の質と流行が術示され

るためにユーザーの反応を集めて照らし合わせることである．注意深い取り扱

いが必要なもうひとつの面は，製品を最新式にすることである．発表に関して

は特定の発表日をもち，すべての悩報への問い合わせはその日に返答しないと

意味がない．ウェプページは史新が簡叩である．逆にいえば時代遅れになるこ

とがある．もし更新が定期的に行われたなら，果たしてあなたはそのページは

変化するものとみなすか，もしくは更新された各々を別のバージョンとみなす

であろうか．あなたは顧客がダウンロードしたどのバージョンを考えるか．す

べての関連ページが同梯に史新されたかどうかを判断するのは難しい．もっと

も便利な方法としては、特定の発表日に更新することである．
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要員会

マネージメン

トチーム

プロジェクト

リーダー

製品のマネー

ジャー

慨報の設計者

楓鰯委員会

内容．サービ

スの所有者

知塵縞製者

プロセス所有

者

グラフィック

デザイナー

ページ製作者

ウェブマス

ター

ユーザーと皿

客

表８－１ウェプ開発プロジェクトにおける資任と役割

プロジェクトのピジネスゴールを定める．必圏ならビジネスの方針やプロセス

をかえながら，経過やビジネスとの関係を見回す．

毎週のミーティングのように定期的にプロジェクトの巡行を監督する．鎗争を

解決し決断する．

日々のプロジェクトの進行に置任を持つ．活動に優先順位をつけ，物資を配分

し活動を四塾する．

知腫製品とサービスの特徴を明縮にする．製品樋能，パッケージ．値段設定，販

売促進などのマーケティングの避合に貿任を持つ．

内容を位睡付ける知腫地図をデザインし，各項目の関係を砿鹿する．異なった

内容をカテゴリーに分額し，テンプレートと特徴の基準を決める．他の考え方，

ナビゲーションエイドを発連させる．異なった内容間の結合力を強める．

原則と内容の委任，再検肘の手噸を決める．それぞれの内容，ただし普通はポ

リシーに忠実かをチェックするためのサンプルを再検肘する．

寄付．砿鹿，特定の内容を一定した上質のレベルに維持することに寅任をもつ．

関連する内容を繕びつける．相互作用と馴客経験のレベルを明確にする．

定期的に内容をみなおし．要約し、多くのページから皿要な知腫を新しい内容

に鮫合する．

オンラインとオフラインの要緊が滞りなく動くのを砺鹿しながら．ビジネスプ

ロセスをデザインし管理する．

サイトの外観，雰囲気を作り出し，レイアウトの基準と指針を決める．セレク

トし作り上げ，画像とマルチメディアを最大限に活用する．ページ製作者にテ

ンプレートを提供する．

内容をスピードと有用性のために最大限に生かされたウェブ用フォーマットに

庇える．これはしばしば内容笹理やウェブ綱鰯ソフトによって半自動的に処理

される．

規則的な更新とバックアップ手鏡きなどにより，サイトの陳実性，確実性を確

鹿する欠陥報告を処理し，使用統叶をとる．

実殴的なアプリケーションのためにウェブサイトをテストし，批判的に見直す．

製品の特徴．ウェブサイトの質と有用性，サポーティングシステムをフィード

バックする．有用性の問題を明らかにして，製品とウェブサイトの改善点を提

案する．

有用性

ウェブサイトに関する股も共皿した不澗は，有用性に乏しいということであ

る．人川とコンピュータの相:ﾉﾉ:作用〈ＨＣＩ）で，発述した知識が胆揃にあるにも

かかわらず，多くのウェプサイトの開発者はそれを無視しているか，またはそ

の存在に気づいていない．傾雑な多くのレイアウト，乏しい色の組み合わせ，

不完全な1W報，不十分なナビケーションが多くの企業のウェプサイト上でも地
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加している．広く適用された少数の技術が有用性に違いを生じさせる．

・ユーザーが全郁のレイアウトに親しみをもてるように全ページに渡って共通し

たレイアウトを使うべきである．

・一般的な見出しよりも，むしろ内容を明示した見出しや小見出しを上手に使う

こと．たとえば｢有用性はユーザーの一稀の関心ごとです.」という文句は，単

純な「調在結果」よりも，一般的にはより上手な見出しといえるのである．

．最初にページの目的を明示し，ユーザーにアピールする内容を税明する．

・画像の前に重要な本文を表示する．大きな画像がトップページにあるのは適切

ではなく，画像のサイズを親指大ぐらいに縮めることで早くダウンロードする

ことができ，またいろいろな技術を組み合わせることも可能になる．

。はっきりしていて簡潔なよい瞥体スタイルを使うべきである．

・関連した素材やコンセプトにハイパーリンクするのも重要である．素材やコン

セプトが大きい場合は．ページ内でハイパーリンクを使用する．

・適切なフォントを選択するべきである．基郡としては，ひとつのページで２つ

以上の＃ト体や３つ以上のフォントサイズを使用しないことである．

・ユーザー登録怖報など,ユーザーがすでに供給している憎報をうまく利用する．

・ユーザーが望む事を早く簡単に達成できるようにすべきである．

この最後のポイントは明白でありふれていると思われるが，しばしば忘れら

れている．批評家の間で共通する不満は，ユーザーが１１にどんなサイトかを兄

たいだけなのに，パスワードや必要のない登録情報を記入しなくてはいけない

ことである．これを克服するために多くのサイトは，内容を見たり購入するの

に必要な詳細であっても，早いサーチ機能を提供し，内容に関する情報を表示

している．

有用性をテストする方法は,観察するユーザーによるものである.ソフトウェ

アの大企業は，ユーザーのグループで実施されている有用性に関する研究室を

持っている．プロトタイプ化とテストの間，開発者によるユーザー観察はほと

んどのウェプサイトにとって，入念に行うのに越したことはない．

技術的な考慮

開発者はユーザーのコンピュータ機器のバリエーションを意識しなければい

けない．多くのユーザーはウェプサイトの開発者が望むような最新のプラウザ
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やすべてのプラグインを持っているわけではない．彼らは遅いモデムや典型的

な256色の限定された色しか表示できないモニターを持っているかもしれない．

可能なバリエーションは適応され，それ以外ははっきりと除外されなければい

けない．

「このサイトはブラウザに対応するフレームでのみご覧になれます.」とメッ

セージを表示するのはとても合理的である．

考えられるユーザーバリエーションに広く対応できるように，開発者とテス

ターが手本にできるような一連の基漁を開発することが重要である．その基準

はソフトウェアやアプリケーションパッケージもカバーすべきである．注意が

必要なもうひとつのものはサービスの質である．ユーザーが期待する利便性と

レスポンスにかかる時間はどの程度であろうか．これは世界中の異なった鋤所

で定期的にテストすることでチェックできるであろうか．基蹴や指針を定めな

ければいけないものとして以下があげられる．

・データベースウェプページがデータベースからどのように生まれるか．そ

れらはマイクロソフトのＡＳＰ（アプリケーションサーピスプロバイダー）やコー

ルドフュージョンのような他のツールで実行されるか．誰がデータベースの登

録を確認するか．

・住所氏名録の作成とアクセス誰が住所氏名録を削り当て，内容を更新する

柵威肴を定めるか．技術的な見方から，更新とバージョンコントロールはどの

ように扱われるか．

・セキュリティサイトはハッカーなどによる攻撃といった脅威からどのよう

に守られるか．

・柵造ウェプやアプリケーション機能はどのように流皿するか．多くの企業

では，アプリケーション，ウェブ，データベースが異なったサービスによって

支えられ，「ミドルウェア」の形式で伝達する多くの層からなる榊造を選ぶ．

・規模ハードウェア，ソフトウェアの両方の観点から，キャパシティをどの

程度まで拡大できるか．

テスト

オンラインへの急激な殺到は,インターネットの世界では自然な流れである．

しかし多くのウェプサイトの立ち上げが大失敗に終わった.わずかｌカノ1間で，


