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序文

2004年、（)'RcillyMediaとJohnBattclIeとＣＭＰ社がＷｃｂ２､OCon企rence（のち

にＷｅｂ２.()Ｓｕｍｍｉｔと改秘）のlM111(を立前した時点では、コンピュータ業界の次な

る大きな潮流に名前を与えることになるとは全く与えていなかった。Ｗｅｂ２．０とい

う名称のそもそもの前提のほうは、それよりも遥かにシンプルだ。ネットバプル崩

壊後の2001年には、誰もがウェブを見限っていた。しかしＯ・ReillyMediaの私た

ちはウェプの〃は失われていないと確佃していたし、それこそが次なるプラットフ

ォームだと侭じていた。バブル朋峻を生き延びたすべての企業一そして、驚く

べき牽引力を獲得しつつあった若々しくも興味深い新興企業のすべて－には共

通点があると揃摘もしていた。ネットワークをプラットフォームとして理解してい

たことと、古いビジネスをそこに接ぎ木しようとするのではなく、それが持つ機会

を引き出していたことだ。Ｗｅｂ2.0とは新たなウェプの出現ではなく、ウェプのポ

テンシャルの拠現、いわばウェプの再来であると私たちは答えた。それを祝明する

ためのカンファレンスを開き、このテクノロジーの「変化をもたらす力」について

業界の熱狂を呼び起こした。

Ｗｅｂ２．０という言葉は、Ｇ(〕ogIcやマッシュアップ、Ａｊａｘの景場と並なる絶妙な

タイミングで登場し、高い関心を染めた。しかし私たちにとってＷｅｂ2.0が意味す

るものは、単なる広告ベースのビジネスモデルでもなければ、ウェプアプリケーシ

ョンの新しいタイプでもなかったのだ。私は2(x)５年に「ＷｈａｔｌｓＷｃｂ２,0?」と脳

した箇文を杵き、この新しいプラットフォームの秒え方を正式に炎Iﾘ1したｏＷｅｂ

２０とは突き詰めれば、ネットワーク効果とユーザの典合的知性を生かし、ユーザ

が瑚加するにつれて禰実上進歩するアプリケーションを柵築することだ。さらに、

パーソナルコンピュータが１１時の大手企業に不意打ちを食らわせる形でコンピュー

タ業界のルールを響き換えたように、インターネットも今11の業界のあらゆる橘力
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僻造とビジネスモデルを逆椎させるであろうと主弧した。ビジネスの世界の新しい

ルールを理解・導入した企業だけが生き延び繁栄するだろう、と。

以来、Ｗｅｂ２．０という瑞称や、鐙文で示したコンセプトは広く知れ渡るようにな

り、Ｗｅｂ2.0の前身である「オープンソースのパラダイムシフト」が多くの新しい

１１業‘Il測や1M発戦略の基盤となった。だが、それは熱狂的に受け入れられ普及して

いくと同時に、間述った情報をも膨大にもたらしている。企業が、合おうと合うま

いとあらゆる商品をＷｅｂ２．０という呪文で包もうとしているためだ。

だから私は、AmyShucI1の『Ｗｅｂ2.0:ＡＳｌｒ弧cXyGuide‘！刊行を非常に弊ぱし

く思っている。本書は、プラットフォームとしてのウェプがビジネスにもたらす怠

味を平易な言葉で説明し、私の主張を典に正しく評価した初めての本だ。Ａｍｙは

Ｗｃｂ２.()成功の具体的なケーススタディを展側し、その坐本原那が各社の成長と収

益性に結びつく様子を明らかにしている。

学ぶべきことは今も多い。Ｗｅｂ2.0の革命は続き、企業家たちが連Ⅱのように

Ｗｅｂ2.0の原理を適用すべき新たな道を発兇している。今後も多くの驚きと、新し

いサクセスストーリーをＨにすることだろう。しかし現時点では、インターネット

時代のビジネスストラテジーを理解・応川したいすべての企巣にとって、本評が妓

良の出発点である。

ＴｉｍＯ･Reilly
2008年３〃

カリフォルニア州セバストポール



はじめに

あなたはもう、Wel)２．０の企業経済に欠かせない存在だ‐Googleで、WikiPedia

で、ＧＢｎｙで、あるいは八ｍ”ｏｎでクリソクー‘j･るたび、あなた(よ「ネット『フーク効
果」を触発す輸・桃,lW1ui(,＃で?j:典共ｲ1.サイ｜､の11,1ickrにアクセスしたり、ｉ'1'u､(料

にポッドキャストを取り込んだり、Yah(〕()1Financeで株価情報をチェックしている

なら、たとえ何1つ雌入していないとしても、企業にとってilf幣化Ⅲ】能な価値を創

出していることになる

Ｗｅｂ２．０はＷｅｂ１．０が始めたものをﾘ戦しつつ、その逃か先へとjLんでいるのだ

技術的可能性にビジネスモデルが追いつくにつれて、数々の絶大な機会が発生して

いる。インターネットに接続・貞献する人散のjWIjIIは、規悦の維済州によるコスト

低減だけではなく、ユーザによる{illilili611造をももたらす

そして企柴は、ウェプヒでユーザに避ばれる雌ﾉJ的な｣ﾙ所、共辿の辿味を持つ人々

がコミュニティを形成する場所を創出するビジネスモデルをＭ１発しようとしている。

ユーザが集まることでﾉｋじるのは派いの戊献のIiiなる稔和ではない器乗だ

とはいえ、維験1M&かな企驚家、帆'１１家、あるいはデジタルi雌代の杵汁であっても、

wOl)２．０のピジネスモデルのはたらきと州Ｉ拠得の典体的なＦ法は慨めてｲ<透Iﾘl、

あるいは削例やIIT感と典っ向から対立するものだと感じられるかもしれない。一ﾉｊ

で汝に挙げる通り、検iN･したい疑問ははっきりしている。

●Ｗｅｂ２．０はＷｅｂ１．０のネソトバブルおよびその崩壊とはどう述うのか

●Googleはいかに、検索利用荷には「１１１:界の知識」を無料で提供しつつも、100億

MKlrkc1Wi8･(,によあぃ,』ﾘＩｌｌ１Ｉ)〔明!〔､l<(:ｗ１ｌｕｗ》Ｉ;x〔､《･{･(lSlOIIilllI),】11820()乳ｌ〈2()0(;f１．３jI）次のＵＲｌ‘で

参照''『能ｌ】111》･‘ｗｗｗ‘1,nM1rkclc】狸oI11Arli(,k･柵1（?i〔１１〔)03885〔20〔>８f1.21脚Ｍ１
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ドル以上の収益Ｉと６８％の成腿率、そして2000値ドルに辿る株式時価総額を実

現しているのか

●創業２年の写典共有サイトFlickrがYIlhoo1にとって4000万ドルの価値を持ち、

動向共布サイトのYOuTubeがGooHlcにとって16億ドルの価値を持ち、

Facebookと呼ばれるソーシャルネットワーキングサイトがMicmsonにとって

150億ドルの価仙を持ちえた瑚由は何だったのか

●Ｗｅｂ２０とは企業ブログ、ウィキ、ポッドキャスティングのことなのか。あるい

は何か全く別なもののことなのか

こうした問いに答えを出すためには、いくつかの分析ツールー単なるバズヮー

ドや熱狂ではなく－を使ってＷｅｂ２．０で成功している企乗の手法を理解し、そこ

に作用している経済的メカニズムを把抑しなくてはならない。本10Fでは実際の企梁

躯例を通じて、噸客が現金と同時に価仙を提供する仕組みを検征する。企業には、

単に財やサービスをユーザに直接的に販光するだけではなく、そうした価値を通じ

て収益を確保する方法が数多く存在しているのだ。それがネットワーク効果であり、

本秤に挙げるほぼすべての例において、ネットワーク効果のはたらきを確泌できる。

より従来剛の業界に幌するＣＥＯや幹部も続々とＷｅｂ２．０を支持し、それを裏付

ける確かな数字を出している（その--.部を次に示しておく)。「FortunelOO」に数

えられる企業にも、各業界の大手企業や耶業にも、多同轄企業にも、そして国家レ

ベルにさえもＷｅｂ２．０は関わってくる。Enterprise20を秒寮する「WikinomiCs」

(PortfblioHardcover）２の共著者であるDonTapscottは、「企業組織における世紀

雌大の変化」と表現した。端的に言えばＷｅｂ２．０とは、知識経済とネットワーク経

済の真価を発揮させ、ユーザや消費希やデジタルに強い世代の手を{lfりて成長し、

知織労働軒と知蝋ビジネスを世界規模で変化させつつ加速していくﾉJなのだ。

●Cisco社の会腿兼ＣＥＯであるJohnChambersは、コラボレーションとＷｅｂ２．０

に自社の将来を賭けている。「次なる波はコラボレーションとＷｅｂ2.0に関する

ものになるだろう。これがこの先１０年の碓旅性を動かしていくはずだ。コラポ

２ドン・タプスコツト／アンソニー。Ｄ・ウイリアムズ「ウイキノミクスマスコラボレーションによる開発・生産

の枇紀へ」（井ｕ緋_祝、１Ｊ経ＢＰ社、2007年)“

３「ZDNどtAu馬lralia」倒叙のStcvcnlx8Ir鯉による,値ﾘI｢Ci射心ｕＣＥＯＳｉｎ鵬I)r削鵬“oIWqP1》２，０fulu“」

（2007年４jl27I1)r,汰のＵＲＩ・で穆照可能：hItp:〃www・zdnc１．ｍｍ・au/､じＷＳ/S0itwK1m/乳〔叩/Ci斑０.CEO・

釧､屑spmiseS-0fWt9b､2.0.flIIurf/0.130061733‘棚9275139,00.ht、
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レーションの力を即解していないと、企業としても凶としても後れをとることに

なる｣３

●ＰｍＣｔｅｒ＆GambleのCEO，Ａ,Ｇ,LaI1eyは、新商品開発の成功＊を80％という

驚くべき水淋に上げる（業界平均は30％）ことで、一般消費財大手であるＰ＆Ｇ

をＷｅｂ２．０のイノベーションサクセスストーリーの代災的存在へと変えた。現在

では商品アイディアの35％以上が、InnoCentiveのようなコラポレーシヨンウェ

プサイトを通じて社外から生まれている⑥9000人の研究開発スタッフだけでは

なく、何百万人という社外の人材が面献できるシステムを柵築しているのだ4。

●ＩＢＭの新興インターネットテクノロジー担当バイスプレジデント、ＲｏｄＳｍｉｔｈ

は、「Ｗｅｂ2.0について尋ねる企業からの問い合わせで、我が社の電話はパンク

寸前だ」とi濡した5．ＩＢＭは、Linuxおよびオープンシステムの世界規模の開発

エコシステムと拠挑コミュニティを擁しており、それが厄大なユーザ股慨ベース

であるとIiil時に、500億ドル規模のサービスエンジンの役削を果たしている。

●Motorolaは｢Intranet2､0」と銘打った主導のもと、4400件のプログ、4200ペー

ジのウイキ、そして積極的にタグやブックマークをつける2600人のリソースを

抱え、股大のウェプコラボレーション導入例となっている。Emtcrprise20テク

ノロジー部門バイスプレジデントのTobyRedShaWによれば、側社は以前より

効果的にノウハウおよび専門知職を持った人材を発見できるようになったとい

う。「それは新たな関係性を人々に発見させることだ。スマートな人々、似通っ

た人々が行なっている活動を把押する地間を見ることになる」１１

●BankofAmerica，WensFargo，Boeing，FedEx，MorganStzmley，Pfizerな

ど多岐にわたる企業が、Enterprise2.0の成功例として知られている。調査会社

ForTesterResea1℃ｈによれば、企業はＷｅｂ2.0技術を莱務推産性のために

（74％)、あるいは雌争的プレッシャーのせいで(64％)、蒋定のl川迦解決のため

に（53％)、リド業パートナーからの推脳で（53％)、社側の求めに応じて（45％)、

．$nnfOrmalionW“k』越拠戯のJ､NichO1aRH《xwerによる記事｢AtIDrOctcr＆G3mblc.Ｔ比ＧｏＯｄｍｄ

ＢａｄＯＩＷｃｂ２､０‘、《ｊｋＪ（2007年６月231二l)L‘次の1.1《Lで穆照可能：http://www､inlbrmnti⑨nW“k,com／

ｓｌ⑥ry/sh⑪wArlM“ｈｔｍｌ?arlidど11)=200000229

５「Busin“ｓＷ“k」必栂概のＲ⑥bcrtH⑪iによる雌州「Ｗむｂ２．０IlasC⑥rp1)mtqPAmcri“SpinninR」（2006

年６月５１二I）。次のIfRLで参照可能：hKtp:〃wwwbusincssweek,“ｍ/t“htlukDHy/“ment/jun2006／

tc20060605424102‘htm

６脚注の５に同じ。

７Ｒ､Ｔｂｄｄ制印加､葛のブログ｢COⅡ､h⑪廊即gEIIIWIDri§Ｇ２・OImPlEmcnt弧i〔》IhOwrvicw」↓こおける、
FbrrcstcrのレポートにIMIする肥邪｢I，&ＧＷ１．１，２.()§11““§S1nry｣'2007年I1jj27I1に投稿きれた。次

のＵＲＬで参照可能：h1tpg//ｗｗｗ・rlodd.c⑥ｍ/“IInb⑪『a畔/2007/１１/pR-wじb-20-瓢l““s-story・hｔｍｌ
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そして何らかの一括サービスのために(25％)導入している7．

本詳は、１人歩きしつつあるバズワードを深く掘り下げ、その意味を明らかにし

ている。典合的ユーザ価仙（輔１章)、ネットワーク効果の衡怖化（鮒２章)、社会

的ネットワークの貸本化（鮒３京)、ダイナミックケイパビリテイ（鋪４埴)、そし

て協鋤的イノベーション（第５章）の背後にある理諭と実践を琴察する。大手企業

や多凶輔企紫のトップでさえ、Ｗｅｂ２．０の11t界では戦略および収錐分配についてこ

れまでと災なる考え方をしなければならない理由が、理解できるだろう。特に、「大

きさは１１０係ない」月と汀われる「フラット化した11t界」においては、中小企業や、社

貝数１格のローカルビジネスやプロジェクトでも、こうしたビジネスモデルを戦略

的優位性として活用することが可能だ。

1.1分はＷｅｂ２．０維済についてよく理解していないらしい、出巡れてしまったらし

い－そう感じる読智がいるとしたら、心配することはない。それはあなただけで

はないからだ。

Ｗｅｂ２．０のビジネス革命は、ファッショントレンドや映画やビデオケームなどの

流行、踊境に対する意紬、あるいは『SesameStreet」を通じた拙み沸き能力仏捕

といった多械な社会的現襲と同じく、それに火をつける「テイッピングポイント（そ

の後の趨勢を決める転換点、分岐点)」を経て爆発的拡大を遂げた。砿要なのはクリ

ティカルマス（決定的大多数）であり、ウェプは既にそのクリティカルマスに到連

している。無料のウェブサービス、バイラル的流辿、アクティブな「アップローダ

ー」が連結することによって、パワフルなクロスネットワーク効果と社会的ネット

ワーク効果を創出している。これらはほぼ即座に貨幣化可能であり、広告や、クリ

ック課金型ターケットマーケティングを利用して追跡可能である。

また、たとえＭＢＡコースを受撫していたとしても、Ｗｅｂ２．０のビジネスモデル

を柵成する必弧要紫をすべて把搬するのは困難だ。例えばビジネスモデル分析につ

いては企業戦略借の講義で教えられることもあるが、たいていは企業家輔神議の識

義で言及される。ユーザ１１t位の維済（会貝のもたらす経済性と2k澱価仙に韮づく）

については、マーケティング勘の蝋義で敬えられることもあるが、これもやはり企

業家輔神強のテーマとなる嶋合のほうが多い。オフライン広告やテレビ、新聞、そ

の他の出版媒体の収益モデルについてはマーケティングや広告宣伝の必須科目で手

短に教えられるが、その授業ではオンライン広('fとウェプ解析、クリック裸金型膜

８択i};：1W(文rSizcmat雌rsIM)t」は、映|向ｉＩスターウオーズ」のヨーダの台封９
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告、ターケット広告、オンラインの行動マーケティングについては教えない。

本書は、複数の典なる学問分野から関連のある枠組みおよび分析ツールをすべて

集め、Ｗｅｂ２．０のビジネスと経済全体に対する包括的な展望を提示する。私たちの

1-1の前で今まきに生じていることをはっきりと把押し、理解するための視点となる

だろう。

Ｗｅｂ２．０とは何か？

Ｗｅｂ２．０とは何か。この側ＩＮＩを「ぐぐって」みると、推定６５００万の該当ウェブ

ベージから雌初の１０件の検索結果が戎,爪される。本詳執筆時点以降にその結果が変

わっていないとすれば、峨初に登場する検索結果はWikipediaの記事だ。２番目は

ＴｉｍＯ・Reillyによるｲｲ名な121神「WhatISWeb2,０?」にIMIする記事が来る。

３許目と４冊Ⅱに戎,j§されるウェブサイトは、令く汎なるコンテキストおよび視

点ながら、共に一見の価値があるYouTubeのショートピデオだ。「WhatisWeb

2､0？（Ｗｅｂ２．０とは何か)」と題されたビデオのほうは、技術屋としての観点から、

AjaxやＲＳＳやウェプサービスによってリッチなユーザ体験、インタラクティブな

ソーシャルウェブが爽現するさまを脱lﾘIしている。川演将はホワイトポードと赤や

緑のマーカーを仙いながらあっさりと鋼炎しているものの、その内容は正確だ。

もう1本の動画は、「Ｗｅｂ2.0:TheMachineisUs/iｎｇＵｓ（我々 という機械一

または、災々を使う機械)」と胆して、デジタル人額学教授によるＷｅｂ２．０に関す

る視点を提示するものだ。ＸＭＬはコンテンツをフォームから切り離すので、複雑な

コードなしで知紬がエクスポートきれ配侶可能となる。そうした小きな変化が、ア

ップロードされたユーザ作成コンテンッの爆発的瑚加につながる。１Ｈ何十億件と

いうクリックは、巣合体としてのウェプの允爽に貢献すると共に、此有や．ラポレ

ーションや光Ⅲなどを通じて私たち自身の捉えﾉjを変えている。まるでテクノミュ

ージックのようなリズムでクリックされ、キーワードが作成され、ハイパーリンク

が結ばれていくウェプとブロゴスフィア（ブログの世界）のハイスピードな旅を、

この動画が祝此的に体験させてくれる。

この２本のYouTubeビデオは、Ｗｅｂ２．０の対概的な定推を永している。技術畑

の人llIlは、テクニック、アーキテクチャ、そしてテクノロジーが連紺することによ

って相転移一すなわち、締的なウェプサイトが集合したＷｅｂ１．０から、動的な

ソーシヘ･ルウェブアプリケーションとサービスの新１１t代であるＷｅｂ２．０のプラット

フォームへ至る愛化が生じたと1級している。…方で社会科学の見地からは、「ｗｅ

ａｒｅｔｈｅＷｅｂ（ウェプとは我々だ)」という炎現が生まれている。今まさに－それ
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をＷｅｂ２．０と呼ぶ呼ばないにかかわらず－アップロード作業やコンテンッ作成、

１日何十世というクリックを通じて、人々がウェプを、そして世界のデジタル化し

た巣合知を、予想のつかない方向へと形成しているのだ。「擬械」は、この超特大の

データセットを利川し、アルゴリズムによって向助的にデータマイニングを行ない、

フィードバックを集約・jWlPMさせていく。

こうしたＷｅｂ２．０の定錐をオンラインで見ていると、初めて象に触った盲目の男

性の有梢な小話を思い出す。Ｗｅｂ２．０の技術的側面だけを強調する定淡は、「象は柱

に似ている」と司っているようなものではないだろうか。確かに、その他の投備や

榊造物と111じく象が立ち、そして動くためには脚が不IIJ欠だが、Ｗｅｂ２０は単なる

テクノロジー以上の存在であるはずだ。

あるいはユーザの相互交流、双方向性を強綱する定義もある。確かにＷｅｂ２．０は

リードオンリーではなく、リード＆ライトだ。初期のウェプがもっと受動的で、ダ

ウンロードだけを推奨していたのとは対照的に、Ｗｅｂ２．０の新しいアプリケーショ

ンはインタラクティブかつダイナミックで、ユーザに参加を促し、コンテンツをウ

ェプにアップロードさせる。だがこの側面だけを強綱するのは、象が大きな耳を持

ち、それを助かすからという理111で「象は刷肌機に似ている」とｌｊうようなもので

はないのか。

Ｗｅｂ２．０とはAjaxのことである、と述べる意見もある。GoogleMapsなどのア

プリケーションのためのJavaScript利用を指してＷｅｂ２０だと汗う亜見だ。これ

では、細くて短い尼に触って「蚊は蛇に似ている」と画うのに近い。また、プログ、

ウィキ、マッシュアップ、ボッドキヤストなど、あらゆるバズワードを列雛して

Ｗｅｂ２，０とはソーシャルウェプだと考え、爆発的に浸透した有名なアプリケーショ

ンやウェブサービスによって定義されると考える兄方もあるが、この鳩合は牙を理

由に「象は大根に似ている」と訂うようなものだろう。

当然ながら、４人の目のｲSrlI11な男たちは動いている象を見ることができない。

見られたとしたら、きっと象が食事をする様子を観察することになるだろう。何し

ろ１日１６時川も物を食べ続けるのだ。草食動物である峡が生き延び、３メートルか

ら４メートルに成長し、４トン近いＥ体にf『つためには、充分な柴や枝や果物や竹

などを概取しなければならない。もしかしたらこれこそが、Ｗｅｂ２．０が蚊も象に似

ていると耐える点ではないだろうか。
ロングテール

しかし蚊と連って、Ｗｅｂ２．０には是い尻j心がある。その現象があるゆえに、人気

の商１Ｍを大litに光るのではなく、兇つけにくいIHiIHbを少なく光ることでの利維獲1リ

が可能となる（｢ロングテール」とは滞要曲線を示している)。ロングテールの貨幣
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化一これまでオンラインに広悔を川したことない中小企梁という、象にとって

大事な食事である「葉」を育てる作業だ－こそ、Ｗｅｂ２．０がウェプを富に変える

方法だ。JohnBattel1eは著普「TheSearch:HowGoogleImdltsRivalsRewrote

theRulesofBu8ines8and'1,mnsfbrmcdOurCulture』（PorUblioTrade）９で、そ

れを「グーグルは１ｕ５セントで数1.億ドルを儲ける」と表現した。もちろんこれ

は、検索連動広告でキーワードがクリックされるたび広告主が雌低５セントを支払

うGoogleのＤＩＹ式広併プラットフォーム「AdWords」を指している。Ｗｅｂ２．０が

新しいのは、馴杵にサービスを無料提供することによって企業および個人の両方に

とっての利潤追求を可能にしている点だ。

私が教える社会人対象ＭＢＡクラスの受講生は、Ｗｅｂ２．０は「Ｗ２Ｗ｣、すなわち

｢ウェブから筒（webtowealth)」になりうるという、より的確な定義を提案してい

る。ネットバブルの頃のウェプビジネス鋪一世代一新規株式公開（IPO）を狐っ

て、莫大なベンチャーマネーを投じて新規剛群および持続不叩能なIlj場シェアを獲

得しようとした－と迎い、Ｗｅｂ２．０の企業は、成畏へとlillかう収益性のある道を

見極める．ロングテールを柵成する全枇界のユーザの多様きわまるニーズと、その

ネットワーク効果を広併ベースで尚幣化する道を理解している。これこそが「Ｗｅｂ

2.0という象の全体図」であると同時に、Ｗｅｂ２．０のビジネスモデルがMIi客独得を実

現し、その絶大なネットワーク効果の獲得にも成功する理由なのだ。

この現象に杓iiiを７えたＷｅｂ２．０Confbrenceの創立メンバー、ＴｉｍＯ･Reillyは、

Ｗｅｂ２．０を次のようにまとめている。

Ｗｅｂ２０は、、プラットフォームとしてのインターネット．への蛮遷によって発生

したコンピュータ案界のビジネス革命であり、その新しいプラットフォームにお

ける成功の法則を即解しようとする試みである。その波Mﾘの雌噸点が、「ユーザが

期えればjWえるほど性能が良くなるよう、ネットワーク効果を生かすブブリケー

ションを榊築せよ.ｌだ。１０

Ｗｅｂ２．０をJEM解するためには、技術肴である必要はない。爪喫なのは韮盤となる

技術ではなく、大勢の人lHlによる共lIiI作業や共ｲj､柵築を可能にする新たな方法の

数々 だ。ORGillyが指摘したネットワーク効果こそが、Ｗｅｂ２．０のビジネスチャン

スの中核である。本杏はほぼ全般にわたって、ネットワーク効果がいかに利潤追求

９ジョン・バッテル「ザ・サー･トグーグルがMt界を変えた｣（'１or洲Iﾘj択、１１純nIDIt，２０(胴fI;Ｌ

ｌＯ詐緬は次のＵＲＩ‘を参蝋：httI》://r5ldnr,ＵｒｒｉⅡy､“ｍ/amghiv“ﾉ2006/１２Ｗ山-20“ｍＩ〕拠唖.IDlml
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の手助けとなるか、その具体的方法を考察していく。

本書の対象読者
あなたが何らかの!』f業を経常しているか、リト乗ボートフォリオや複敗のグループ

またはプロジェクトを管理しているのであれば、ウェプがいかにビジネスおよび競

争を変化させているか理解する必要がある。大々的な戦略的手法や興収を折抑する

企業幹部、耶業拡大の道を探している中小那業i§、あるいは新たなiZち上げを計画

している起業家は、いずれも本番の対蝋縦荷だ。巷にあふれる「Ｗｅｂ２．０」に興味

を鵬じているだけの読者でも、あるいは何かのﾘ業やプロジェクトで参加を狐って

いる縦諦でもかまわない。

本書を説むにあたって、プログラミングやウェプ1Ｍ発の知倣は一切必婆ない。ビ

ジネスにIMIする坐本的なコンセプトやウェブの一般的な柵造について多少の知織が

あれば役に血つが、ＭＢＡを収得している必嬰もなければ、コンピュータサイエンス

の学位もいらない。新しいアプローチの前では古い予iMlが裏切られ、緋は縦横無尽

の広がりを見せるかもしれないが、柔らかな頭さえあれば把撮できる。

また、本沸は新拠耶業にかかわる読将だけを対禦にしているのではない。ビジネ

スがＷｅｂ２．０と無関係でも問題はない。細部は異なるかもしれないが、本神で考察

する邪例の全体的展望は、多種多様な企業やプロジェクトに応jWul能だ。

本書が提示するテーマ

本普は、ウェブが実現するネットワーク効果の貨幣化による利益盤側の方法を考

察していく。実際の企業事例の検証を通して、そうした個々のはたらきを明らかに

する。

Ｗｅｂ２．０をめぐるツアーは、まずは写真此ｲ『サイＩ、Flickrからスタートするu

Flickrは、ユーザによるユーザのための価仙創造を手伝い、それによってビジネス

としての価値創造に成功した、模範的なユーザ主導剛ビジネスである。Flickrの初

期の動向は、オンラインの染合的ユーザ価仙でビジネスまたはテクノロジーに推進

ﾉｊと術引力を緋たせる方法を例征するものだ。典合的ユーザ価仙を橘川した６つ

の雌新的戦略が、コミュニティを育てるだけではなく、純利益およびキャッシュフ

ローに貞献していることを確認できる。さらに、オンラインビデオレンタル会社の

Netflixとも比絞検討したい．NetnixはＷｅｂ２．０のコミュニティコンセプトを数多

く沿川しているが、そのコアビジネスであるＤＶＤレンタルライブラリを､XちI:げ

るにあたっては、Flickrの戒ち上げよりもコストがかかっているのがわかるｕ
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次は、肱もｲ祁なＷｃｂ２.()成功ﾙﾘである（1()〔)gleを検illiし、鵬料検索サービスに

基づく利益狼得のＦ法を巻察するおそらく硫尚･がこれまでど･えたこともなかった

派のネッ1,ワーク効果の迎動を明らかにすると共に、Ｇｏｏｇ１ｅがそれを利川して支椛

的な'Z｣ルを・弧に砿係したやりﾉjをJIl1jWすゐ‘カギとなったＡ()I』との契約(よ、ユ

ーザメ,蛾の成艮が(]ooglGにとっていかにIIi災であったか、はっきi)と,j烏している。

Googleを競合他社から遥かに抜きん出る存在にしたのは、そのユーザ堆稚の成艮だ。

また、それぞれの問遡にＷｅｂ２．０のソリューションを適用したいと考えている企業

あみいは仙人も、CO()gleのサービスを皿じて、そうしたベネフィットにＦがIII1くこ

とがわか為。（】oogleは競うだけの企業ではない。ウェプピジネスのルールを変え、

読肴も活用できる機会を広く開放しているのだ⑤

Googleを訪ねたあとは、FaccbookおよびLinkedlnを例に、社会的ネットワー

ク効果について¥祭する。学ﾉい峰のソーシャルネットワーキングサイト（SNS）

のFacebookがなぜこれほど急速に成｣をし、５５００〃人のユーザを擁するまでになっ

たか、不思議に思ったことはないだろうか社会的ネットワーク効果や社会的影響

力、そしてアプリケーションのバイラル的流通をどのように断幣化しているのだろ

うかまたビジネス'､Ｗ１１ＳＮＳのLi11kcdlnは、｛|:‘ｌｉｋの人脈が持つ性伍をどのよう

に変えたのだろうかｃ少人数の「ハブ」や「コネクター」が、コミュニティまたは

設置ベースの余ユーザにとっての価仙増加をもたらすのはなぜだろうか』

ネットワーク効果の認識と、その利点を確認したら、次はその剛解を、「F０，､tunP

50()」に選ばれるﾉく企業や多lliI附企梁を合め、あらゆあ叫塊のナレッジベース企堆

に』１１てはめて検,謝する。SalesibrcG.c０ｍ，ＩＢＭ、Ａｍ雌(ｍといった企業のダイナミ

ックケイバビリティやコンピタンスシンジケーションに注|イしたい,，企業は、新し

く独創的なアプローチで投資対象を貨幣化し、間接的な収益源としてウェブの〃を

引き出すことが'１Ｊ能だ。例えばＡ】1ｗＯＩ１は、噸容が''1分にふさわしいものを兄つけ

られるよう他の顧客の手をllWI)る仕組みを作り、いたれりつくせ()のサービスを揃

えた通販カタログでも実現しえない「信頼」を枇築している。さらに、そうしたコ

ミュニティとテクノロジーの組み合わせを足場に、ホステイングサービスの「ＥＣ2」

や「S3」といった新たなサービスを作り出した｡あるいはコミュニティのﾉJでコミ

ュニティを柵築することも'１１.能だＩＢＭはそれを活かしてＬｉ１,ｕｘを混透させる率先

的役割を担い、インドやil1lJlで生まれつつある１４００万から１６００万人のオープンシ

ステムlIM発プログラマーにとってのＬｉｍｌｘの利便性を大きく府めている。

Ｗｃｈ２０は厳幣にウェプだけを示すものではなく、協伽的イノベーションや、オ

ンラインとオフラインでの共,A.も含まれている。Appleのil>０．とil〕honcは、物珊
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的なエコシステムと、ウェプやコミュニティのエコシステム、そしてライセンス契

約にかかわるエコシステムを巻き込み、爆発的な人気を呼び音楽および挑帯fIi紙業

界の性質を変えた「完全なる体験」を生み出している。VolＰサービスJajahの災距

離髄搬ビジネスはiPodほど裡雑ではないが、通偏業界の旧態に堀す既存企業との巡

撹と、ユーザが自分の友人に宜伝したくなるバイラル的ポテンシャルを活用してい

る点では、ｉPodと同じだ。

曜後に、読者自身のビジネスにＷｅｂ２．０を組み込む具体的な方法を検討し、ビジ

ネスを変貌させる道を探る。辿究すべき選択肢、下すべき決断は決して少なくはな

い。だが、Ｗｅｂ２．０をめぐる本111:の旅を終えたとき、Ｗｅｂ２．０を個々のシチュエー

ションに適用する準備はすっかり縦っているだろう。

Ｗｅｂ２．０や、ＩＭＩ連するビジネス-1%のテーマについてさらに深く学びたいM;Ｉ

合は、巻末の注釈および穆捗文献を参照されたい。

Ｗｅｂ２．０の実装

本書は、Ｗｅｂ２．０の手法そのものよりもＷｅｂ２．０が効果を示す理１１１について考察
タクサィクスストラテジー

し、戦術よりも戦略に１１眼をiW1いている。より具体的なＷｅｂ２．０の実施について把

握したい場合は、まずはＴｉｍＯ･Rcillyの「WhatisWeb2､０?」’1に月を通すのが良

いだろう。

Ｗｅｂ２．０に関する技術的な昨細を知りたい勘合は、JohnMusscrの粁組ド『Ｗｅｂ

2.0:PrinciplesandBestPractices」（０，Reilly）で、ＴｉｍＯ・Reillyの描く８つのパ

ターンが詳細に拶察ぎれている。また、Ｗｅｂ２．０戦略の実施にあたって検討すべき

探題のチェックリストも掲戟されている。

意見と質問

本詳（日本語翻訳版）の内存については、峨大限の努力をもって検征および確遡

しているが、縦りや不lE碓な点、誤解や拠乱を棚くような表現、iii純な膜Niに気付

かれることがあるかもしれない。本普を跳んで気付いたことは、今後の版で改普で

きるように知らせていただきたい。将来の改訂に関する提案なども歓迎する。

ｌｌｈｌ１ｐ:〃ｗｗｗ.U『曲ⅡyU肥１．ｍｍ/』)111)/KO/Wtpilly/IiI1】/11【§ＷＳ/2005/09/30/WID狐-is-wとb-20.hｔｍｌ
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オライリーに関するその他の情慨については、次のオライリーのＷｃｂサイトを参

照されたい。

株式会社オライリー・ジャパン

〒160.0002束京都新宿区坂町26番地２７インテリジェントブラザビル1Ｆ

電話O3-3356-5227

FAXO3､3356.5261

証子メールjapan＠oreilly､ＣＯ､jｐ

本番に関する質問や意見については、次の宛先に電子メール（英文）をお送りく

ださい。

bookquestions＠oreilly“、

本許のWebページには、服縦炎、迫加州報が掲斌されている。以下のアドレスで

閲覧可能。

本誹は災い発見の旅を総て完成した。その旅賂には多くの甘険があり、篤くべき

景色があり、予想もしていなかった壁にもぶつかった。以ドの方々に心からの感鮒

を表したい．

hltP://ｗｗｗ､OrCiIly,CO.jＰ

http://www・orCilly､com
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