
１章

ユーザが価値を創る

Ｗｅｂ２．０は、耶業と顧客と蜘莱パートナーのHIlf作用を令く新しい見方で捉え、

これまでとは汎なるビジネスモデルの柵広いⅡI能性を州いている。A1vinTomerは

1980年の時点で、ベストセラー鵜１６F「TheThirdWave」（Bantam）ｉにおいて「プ

ロシューマ」なる新しいタイプの消費肴の幾場を予見していた。「プロシューマ」は、

従来のオフライン市珊の消IｌＷｉ（コンシューマ）であると何時に、自らのニーズを

自らで満たすＤＩＹ（Do-It-YoUrself）スタイルの仙作行（プロデューサー）でもあ

る。それは優れた未来予想ではあったが、ウェプとデジタルテクノロジーの昨今の

めざましい進歩がなければ、インターネットユーザやモバイルユーザが飛踊的変化

を遂げることもなかっただろう。かつては受動的な閲覧番・続行だった多くの人々

が、今では祇微的に参加し、典川としてのﾉjを持ち、協働作梁の一端を担う「アッ

プローダー（コンテンツの投稿巷)」となった。人々はウェプの受け手であると同時

に送り手であり、コンテンツ充実に貞献する個人のクリエイターでもあるのだ。

ウェプユーザはもはや、どれだけの怖報を見つけ、閲覧し、ダウンロードできる

か、といった狭い枠組みにとらわれるのではなく、どれだけｎ分の好きなことがで

き、どれだけ帆広く交流し、細み合わせ、リミックスし、アップロードし、変更し、

カスタマイズできるか、と巷えている。ゆえにＷｅｂ２．０は、ネットワーク効果を一

気に加速させる力を持つ。このオンラインＤＩＹの自己炎現が、アップローダー個人

だけではなく、ビジネスや他のユーザにも利維をもたらすのだ．

Ｗｅｂ２．０を代災する、P4共ｲjサイトFlickrは、アップローダーが持つビジネスお

よび維済的影騨力と、その驚くべき「災合的ユーザ価依」を実証している。本章で

はまず、Flickrのマルチ収益ストリームとコスト柵迩を分析する。そして、覗業を
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２１ １章ユーザが価値を剣愚

Ｗｅｂ２．０のビジネスモデルへシフトすることによって発生する狐客収怖,ドkと企梁Ⅲｉ
値の損得評価方法を確認する

また、ネットバプル時代に創業したオンラインビデオレンタル会社Netflixとの

比'肢も行なう。Nctflixは多くの‘'ﾉ.(でFlick1･と1,1じ技術を利川しているが、ビジネ

スモデルは根本的に出なっている（Net,flixのほうが、より困雌である}。

本需の各草は、おおむね、理論に始まり次に詳細を述べている。しかしま

ずは、Ｗｅｂ２．０企堆がどん象盗をしていあかＪＩＭ解することから始めたい｡

FIickrと集合的ユーザ価値(CoIIectiveUserVaIue）
」〔Mｲ！§のF1ickl，（側１－１）は、Wel)２．０の「IlIし刺である，シンプルに'ＷＬが､１ｔ

んだ'llliiIi『（似11-2）を人Ｉ)｜｜として、ユーザは如雌に‘ﾉj:典を此;ｲ『することができる。

デフォルトのパブリ､｡'ク（公開）モードを選択している場合、写呉を共有するた

めに僻に余分な作業をする必要はない”アップロードし、門分が使いやすいメタデ

ータ（キ･｛'プションやコメントなど）を川えれば、iili;でも川j噸にそのｹj:典を兇るこ

とができる。，k人が投柵した雌斯のりj:典を兄たければ、イＨｆのFlickl'ページにアク

セスすればよい、並べ方を工夫したり（図1-3)、スライドショーで喪ﾉ汰させたりす
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もちろん、これはほんの手始めだFlickrには、ツj:典をアンプロードし好きなよ

うに手を加えるための多難な機能があるほか、複数の〃法で写真を整理する（｢オー

ガナイズ」する）こともできる寧典を地Ixlと結び付ける楽しいツールや、多彩な

フオ･－マットを指定でき為印Iliリオプションも提供されているサービスの,淵11につ

いては、Flick1･のガイドページ２にアクセスしていただきたい

Flickrの楽しげで使いやすいウェブインタフェイスと、無料の‘ゲ其答理およびス

トレージシステムは、Wcl)２‘Ｏの「フリーミアム」ビジネスモデルの索liIliらしい例

だ姫介的ユーザ111i仙と11;のネッ1､ワーク効果、そしてコミュニティシェアリング

を柵川すべくIIMl盤されていゐ。
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Wilsonは、典型的なＷｅｂ２．０の「巣合的ユーザ価仙」アプローチを利川して、こ

のビジネスモデルをどう呼ぶべきかプログで噸兇を帳ったビジネスコンサルティ

ング会社AlncrI1の1リコマース抑１１ディレクター、Ｊｌｌｒｉ(lLulinが、「無料〈F1･Ce）

･(･打料（P１℃ｍｉｕｍ）＝フリーミアム（F1℃cmium)」という梁を出し、これが文ｲﾘな

しに採用された。

「Business2.0』誌は、２００６イド１１１jり･で初めてのフリーミアム戦略に1Mするi把りＩ

｢W1Wltl)Ilyst()(IiveAwI1V(h(,Sto,･０（無料でなぜ冊かあか)」Iiを1Ntせてい為そ
の時ﾉﾉで既に、Ａ(l(〕ｂｅ社がI)1)FReIldel，で、MaCl･〔)１１Ｗ〔liI1社がShOCkwnv(､I〕layer

で、この職略を有効に播lllしていた。ばかにもSkyl)e、Flickl｡、MySI〕aceなどの多

５「BusiIw雛２０川叫U秘のＫ､(h〔､rill('1k,il“の肥'１１｢Ｗ１Ｗｌｌｌ》IlvgL｡(HiwAwlllb'th〔，Ｓｔ(》r(､｜旗のＵＲＬし

で参照ｌｌＪ能：】】111)〃I】】0Ⅱ〔洲･(!】1】1rO】】】/】】】Ⅱg“ilM,R川l1Bilw師2ﾊ)uHinU“2.Ｍ〔､hiw/2()0Ｍ()/(１１/s3871l51
mdGx,htm
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６１１章ユーザが価他を創る

梯な企業が実践に秘していたことから、『Business2.0」雌はのちにオンライン版で

｢ABusinessModelVCsLove（ベンチャーキャピタリストの好むビジネスモデル)」
という見出しで記事を再掲した。

Flickrの珊合、馴実上マーケティング費を一切かけない低コストなオンライン配

信と資本投下を行ない、付加価値のある有料サービスなどマルチ収益ストリームの

収益により、無料提供の基本サービスと顧客獲得コストの迅速なカバーを可能にし

ている。mickrのユーザ集合体やコミュニティが生成する価値の正のネットワーク

効果に雌づく、広告ベースの収続および「、而的市場」については、第２章で考察
する。

集合的ユーザ価値と正のネットワーク効果

Flickrのユーザ数、トラフイック、典約するフィードバックがjwえればjwえるほ

ど、直接的な正のネットワーク効果が発生し、システムは誰にとってもより優れた

はたらきをするようになる。ユーザは好きなようにサイトを閲覧し写真を共有した

り、ユーザ定義のタグやタグのクラスタ（まとまり）を作成したり、協働作業でフ

ィルタリングやランク付けをしたり、グループ単位で独向の楽しみ方を生み出した

り、写真をほかのサイトに配伯したり、プログをつけたりする。その直接的または

間接的なクリック行動をベースにFlickrは進歩し続け、正のフィードバックをさら

に増幅きせる。異なるタイプのユーザは、システムの異なる部分を利用する傾向が
ある（図1-5)。

網鰭するアワセス者：
ワグを付けるなど
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ユーザの声を聞く

Flickrのビジネスモデルを支えるのはユーザである。だが、Flickrはそれ以上

に深い総び付きをユーザとのあいだに築いている。そもそもFlickrの削巣瀞た

ちは、Ludicorpという社名でオンラインゲームのサイトを巡倣していた｡それ

がオンライン写真共有サイトへと移行したのは、ユーザの械械的な進言があった

ためなのだ。創業将たちは、リ蝶の極換を勧めるユーザの懲見を採り入れた。

Ludicorp社の維憐陣および開発チームは、オンラインフォーラムやプログを
はじめとする複散のチャネルでフィードバックを扉った。ユーザコミュニティ

は当時は小規模ながら問い結束で結ばれており、そこから驚くべきフィードバ

ックが寄せられた。

ユーザ側は、もっとソーシャルネットワーキングサイトのような存在に発鵬

きせるべきだと提案したのである。デジタルが典のオンラインｊＷｉサービスと

無料のストレージサービスを備え、アマチュア写真を揃えることによって多く

のアクセス打にそれらを利〃lさせる《、Ｉｌｉｌ時に、腫大かつ尚OKなデジタル画像の

素材典としてl2IiIt成Iとしていくことによって、駿録櫛とアクセス荷をjWやすと

いう内容だ。

Flickr創業肴のCatarina鹿ｋｅとStewartButterfieldが、ケームから写典共

有へと自社の蝶幹商品の急速転換を実現できたのは、Ｗｅｂ２．０的アプローチを採

川したからだった。技術稀でありソフトウェア1M発荷でもあった２人は、ユーザ

の意見を入れて迅速に（ときには迎11）新機能をリリースし、柵極的なユーザと

の協働作業で商品特徴、サービス、プラットフォームを進化させていった。

F1ickrの経街側がここまで深くユーザの愈兇に沿い、ビジネスモデルさえも

変虹するに至ったのは、侭じがたい蝋かな行為と見られていたかもしれない。

しかし彼らは自社の戦略的方Iill性をほぼ一夜にして礎え、そして、Flickrと呼

ばれる写真共有コミュニティが鍵生した。より碓確に表現するならば、鍵生し

たというよ')も、前身であるケームプラットフォームの灰の中から不死.卿のよ

うに飛び立ったと占うべきかもしれない．

７



８１１京ユーザが価仙を創る

ユーザは柚挫的に写典をアップロードし、コンテンツ允拠に貢献し、コラポレー

ションを行なう。そうした制械的な側わり方をしない場合でも、インデックス化さ

れ定最化可能なクリックストリームという形でのフィードバックを、広告主、マー

ケター、そして補完的商IH&やサービスの供給将へと知らず知らずのうちに提供する。

推かがザ典にタグ（「ターキー｣、「シャボン玉｣、「かわいい」といったキーワード）

のメタデータを付けるたび、Flickrの知織プールは蛸える。コミュニティがキーワ

ードを期やし、検索を行ない、キャプションやコメントを書き込むにつれ、データ

はユーザにとって探しやすいものになり、この検索可能な写真データベースの価値

が期していくことになる。

相互交流とコミュニティを生む信頼のコンテンツ

Flickrユーザは、デフォルトでは、アップロードした?j2典を公開．此布すること

になっている。Ｗｅｂ２．０を利川する企莱は、「クリックなし」つまl)デフォルトで、

当然のものとしてパブリック（公開）が選択されるようにすることが多い。もちろ

ん、データをプライベート（非公側）にしたければ、１．１分で選択してそうすること

ができる。

他人との結び付きオープンにするのが容易であれば、ユーザは気軽に聯典をアッ

プロードし、自分の制作したコンテンツを他人と共有しやすい。頻繁な相互交流（イ

ンタラクション）がコミュニティを築き、付執と自己管理の基盤を育む。２００６年の

時点で、Flickrのプラットフォームでは２００万人を超す笠録＃がアクティブな（実

髄的に活動する）アップローダーとなり、１値枚以上の‘ﾘ典を投稿していた。うち８

割は、Flickrの写典データベースを皿じて公開され共有されている。プロードバン

ドの浸透と、デジタルカメラおよびカメラ付き}棚帯fmtiWiの利川、ブログ、ソーシャ

ルネットワーキングサービス、ＲＳＳ配佃（ReallySimpleSyndiclltion）などの爆発

的瑚加から生まれる｣Eのネットワーク効果が、極めてタイミングよくFlickrのオン

ラインプラットフォームで州采きれていったのだ（Ｗｅｂ２．０のキーワードであるオ

ンラインシンジケーションについては、４歳でi伸しく考察する)。

公ＩＭＩ・共ｲjされた「オープンコンテンツ」であるが1'(が、なぜFIickrにとって爪

要な役削を果たすのか。あらゆる知織や両像がはっきりと公開されることで、コミ

ュニティはｋ乎なが典の搬り方を学び、画像の選び方やコンテンツの柵築、デザイ

ン、効耶的なコード化の〃法を学び、結果的に優れた作品の制作につながっていく

のである。ユーザ１１１士のコラボレーションが起きるたびに新しい知倣が唯まれる。

それだけではなく、コミュニティに新しいメンバーが参加して知倣やスキルを発抑
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Flickrの何百万人というユーザは、コンテンツを充実させる作業に熱心に参加す

るようになり、興味のある分野・渦動・イベント・グループなどを写真共有コミュ

ニティとデータベースにゆるやかに紬び付けて形成するようになった。

ユーザ側がわざわざ‘Jj2典をFlickrにアップロードしてタグまで付ける理山は、３

稲類の而で、自分が得をするからだ。まず、写真の保管と整理という身近な問題を

解決できる。さらに、驚くほど独nll性あふれる写真のデータベースと祷積された知

他プールに足を踏み入れ、デジタル写典について学ぶこともできる。３稀ロに、才

能あるが典家が｢1己をアピールし注Ⅱを染めるチャンスにもなる。

閃ｌ－６ｉ側たきれていなかったユーザニーズにFli《･krが応えている

するだけでも、個々の堆産活動がlijj上する。

ロングテールヘの到達、そのタグ付けと貨幣化

人はそれぞれ多彩なプロフィール、１１片好、仙川川途、lIU心のある耶柄や経験を持

っており、それに泊ってn分でサービスの利川の仕方を決めていく。クリック課金

剛（PPC）広告や、ウェブから企業に簡単に迩甜がつながる「クリック・トゥー・

コール」広告、ウェブ解析やクリックストリームを活用すれば、オンラインに染ま

る個人のまとまりごとにターケットを絞ったオファーや補充的なオファーをダイレ

クトに肺けやすい。あるいは、特定の脚にIMI心を持つスポンサーや広告皇i｛のサービ
●●●●

スを、その層に届けることもできる。Flick】Fの場合、創業者らは、オンライン写真

という世界のロングテールに到遮する方法、すなわち友人や家族以外との写典共有

に悩れていない初心将刑を取り込む画期的なｆ法を懸案した（IXIl-6)。

壷
一

軍
》

テジワノL写画梱影
のプロ

趣味として写画を肝む
一般的なコーザ … 団

Flickr：

画哩智理ツールとデーワペース
使用許駆を視圏できるワワ付け鯛鮭

コーザ同士のネットワーワを綱閑可能

熟心な写岡愛好者
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「MicroPersuasion」６というブログの瀞き下、SteveRubelに首わせれば、

Flickrのように人間の興味をもとにしっかりとタグ付けされたデータベースはマー

ケッターにとって実にありがたい存在である。ユーザが何に興味を持っているか、

リアルタイムで肥郷することができるからだ。SteveRubclは、「アクセスが巣まる

ところには、マーケティングを拭すチャンスがある」と書いている。

インタラクションを通じてユーザ価値を創出したFIickrの６つの方法

Flickrの核たるビジネスメッセージは、刷業にあたって２００４年11M催のＯ‘ReilIy
EmergingTcchnologyConIbrenceで提示した１枚のスライドにきれいに巣約され

ている。

アプリケーションを櫛築するのではない。インタラクションにコンテキスト（前

後のつながり）を牌蕊する

Flickrは２００５年３月に、「アイディアという電球が燃えﾉ巡きてしまった分野に11F

投涜をした」とのif価から、『FastCompanyl誌の５０社ランキングトップに選ば

れた。同必のインタビューj把りIで、刺業粁のCatarinaFakeとStewartButterneld

は、自分たちの成功の根拠をひとことでまとめている－すなわち、ユーザである。

職たちは、臓大かつ雌商の状態で整理きれたオンライン写真ライブラリを、極め

て迅遮に作り川してきました．ライブラリには180万枚のイメージがあり、その

81‘%,が公M1され、８５％が人l川のｆによるメタデータを持っています。これは、ｎ

分の興味をそそるいかなる写典も見つけられることを意味しています。Flickrは

無Iﾘlに此ｲｉｌ１Ｊ能で、簡恥に検索可能なのです。７

デジタルコンテンツをグローバルなユーザインタラクションに開放する
Flickrの写真此右サービスは、個人個人がアップロードしたデジタルコンテンツ

ーヅ典や画像一を、枇界規模のオンラインコミュニティに開放する。写真をア

ップロードすると、自分の「友人」や「家族」として登録したユーザだけに閲覧を

、:可することもⅡI能だが、大半の写典はFlickrユーザのコミュニティやインターネ

ット全体に対しても公開される。デフォルトの写典表示設定はプライベート（非公

開）モードではなくパブリック（公開）モードとなっておI)、立ち上げから１年後

６httP:"ｗｗｗ,mlcmpcr瓢l“10,.comノ

７「脚飢ＣＯｍＩｍｎｙ５０Ｊ化のＳ【⑪wKlrtBUtt⑭rfMdに対･『る取ｲｲ延邪ｉＲ⑧iIWemingn皿t叩orywho錘
Ⅱ“hbulhlDumtouU１．次のＵ１(Ｌで参邸OII能;http:"ｗｗｗ､instcompany､com/magazineﾉarchiv“ﾉ2005
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には、全’1j:典の８０％以上がパブリックに,没定されていた。

ユーザが生成しアップロードしたデジタルコンテンツを開放するという手法は、

LinuxがスタートさせGooglPがオープンＡＰＩ〈アプリケーション・プログラミン

グ・インタフェイス）で追随したオープンシステム辿助の次な為ステージであゐ＆

オープンシステムとオープンAPIは、ハードウェアとソフトウェアのIlll発什や、｜Ｎｉ

品、サービスに大きな影響を与えている、・方、無ililI限にアップロードされたデジ

タルコンテンツは、従来のマスメディアマーケットと、何百万人というブロードバ

ンドユーザとモバイルユーザ、そしてあらゆゐメデイアを，慨唾する一般のili峨拙こ

対して、さらに大きな影響をおよぼすのである‘，

こうしたタイプの共有デジタルコンテンツは、ｌＩｌｌｉ像データベースの1冊広さ・多彩

さに1Kのネッ1,ワーク効恥をもたらし、バイラルマーケティングを加速きせ為。新

メンハーが続々 と投ｲﾙするデジタル'ｊｊ:典'よ、｛I6l人的ない'4コレクシ:'ンをjWやすと

いうよりも、Flick1･の雌合的フォトデータベースの瑚大につながる、11然ながら

Flickrユーザは、ツブ典の使用詐諾と所有椎を守って自己管理しつつ、が典を公|Ｍ・

共有することが可能だ、これまでに３００万人近い蕊録ユーザによって１億３()()０万

枚の'ﾉj:典が投稿されている、こうした「オーブンツj:L1Uｷｲr」の.↑jかげで、FIi(､k１，は

完全なるユーザノk成型の''''1像データベースたりえているのだYOuTul〕eは欺年後に、

明らかにこのスタイルを踏襲した。こちらは、やや異なる層をターケットとしたユ

ーザノk成型の動画データベースで、オンラインで公|刑した作品を共存するオープン

コミュニティを形成していあ｡

ユーザ生成情報を通じた優れた検索性の創出

友人に借りた本のページが折ってあったり、アンダーラインがｳIいてあったりす

るのを凡て、水の内祥とIlilじくらいその‘‘しゐし”がIIliI'Iいと感じた粍肱はないだ

ろうか、タグや脚注、汰釈（コメント）は、「メタデータ」の１つの形であるオリ

ジナルデータやコンテンツに意味を持たせ、強調し、くくってみせる炎現だ。

Flickrはユーザにも閲覧荷にも、タグやノーツを使って写典-1,|分の写真でも、

仙人のが典でも－にW(恢的にコメン，､をＮけゐよう奨励しているそうしたアク

ションの１つ１つによって、が典イメージがタグクラスタ｣（タグのまとまI)）で

分類されるとともに、集積するフィードバックが生まれるハそのおかげで、あい

まいな検索でも見たいものを探し出せる商度に人IHI的な検索が可能となる。例え

ば、「イスタンブール」という,淵と一緒に出てくゐ「ターキー（'rul‘key)」ならトル

コ共和国のことだが、「感謝祭」と一紺に使われる「ターキー」はじIIIi脇のことだ
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側l-7FIi《･krで城も人欠のタグが、タグクラウドに'1tくられてい亀

諾も称｡ｗ
ｐ

FIickeI･はそうしたタグワードのまとまりをjilj的にI“ﾘ・解併し、「タグクラスター

を総横している．こうしたタグをトップレベルで蝋合させたかたまりは「タグクラ

ウド」（岡１－７）と呼ばれる冊人弧のタグがアルフアベツl､川(に1Miぴ、文'i:の人

きさで人父皮を表すという仕細みだ，

Flickrはユーザの巻き込みに成功し、今ではサービスヒにある全写典の８５％が手

作離によるメタデータを持つようになった，（｝《)(〕閑ｌｃのI>agcRImkやAdWordsのア

ルゴリズムとlljj械に、閲覧杵敗や?j典に対すゐコメント、「お鉱に入り」の薙録、タ

グ付けの数が地えれば堀えあほと，、検索‘fli能やImi像分)WlのWj度が向上するユーザ

数と利用量の増加から直擬的ネットワーク効采が生まれ、システム全体の有効性と

価値も向上する加えて、個人個人が生成するコメントとタグがますます充実し、

ますます複雑なメタデータの入り１１となるその撤ｆは蹄くほどに多１m的だ例え

ば何かにじやれている子猫のが典は、拙」や「ネコゲ:|‘」といった客観的な分類よ'）
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も、「かわいい」とか「だっこしたい」といった感州に雌づく災現でタグ付けされる

ことが多いとわかっている。

FliCkr創業者の１人、StewartButterIieldは次のように述べている。

タグ付けの作業は、１１t界''1の令梢側を帖理砿噸するためのものではない8．既存の

膨大なデータに価値を与えるためのものなのだ9．

こうしたユーザ生成型のタグ付けシステムは、インフォメーション・アーキテク

トのThomasVanderWalが考案した「フォークソノミー（fblksonomy)」という

造語で呼ばれることが多い。彼はこの鵠について、次のように表現している。

ユーザは積械的に､典I‘Ⅱとしてタグ付け作繋を行なう。そして、~べき法則｡．とネッ

トワーク効果に沿った成果を発抑する．そうした光殿を目にするのは喜ばしいも

のだ。タグ付けに関わる人数が端えれば、それだけ価値は商まっていく。１０

オンライン集団の開拓と活用

Flickrは、写真のメタデータというものを普及きせた先駆肴的存在である。メタ

データのおかげでFlickrのオープン写真データベースのフィルタリングおよび検索

が容易になるだけではなく、何円万人ものユーザがｲ'りらかのまとまりごとの'ﾉﾒ典を

兇つけて油川できるようになっている。Flickrは、典欄した写典やタグの数を楢川

し、その上で使用状況やユーザ行動を動的に解析して、検索やクラスタなどのサー

ビスの向上に役立てている。それはまさに前述した集合的価値の一部であり、自分

の写真をFlickrデータベースに寄附したユーザに報いるものだ。グループを柵成す

るのは写典だけではない。ユーザ自身も‘Ij?典のテーマ（｢旅行」など）に柚ってﾉk成

された災団の一貝となり、グループイベントに参加している。

グループソーシャルネットワーク効果の触発と増幅

さらにFlickrは、写典をランク付けし、ソートし、探し出すための独自の動的な

アルゴリズムを持っている。これは、「インタレスティングネス（interestingness：

８択注「世界中の令愉似を鞍照するｊというのは、Ｇ⑪Ogleがミツシ訂ンとして側げている火皿へ

９WiIred･com側戟の、11,Ｍ'1,⑪rdimnI1によるＪｄ１Ｉ｢Folk鴬(,n〔)ｍｉ“'1,mpI，“pIIpIDow皿（2005年２IjllIハ

次のＵＲＩ､で参照可能：ｈｌ叩;"ｗｗｗ・wir⑱｡.,Jom/“i砥､“ﾉ｡i凶ｃ《〕vwi“/newsﾉ2005/02ﾉ66456
10脚注の９にＭじ．
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肌味仙)」と||fばれており、’'１.な為人弧コンテストペ』｜ページランキング.ｌ（リンク

の数で優位性を検討する)、Googlcの「juice」（雌近のトラフィックやインタラクシ

ョン）とは拠なI〕、またユーザに投票を蕨る〃法とも述った、Flickl‘独''１の非公１Ｍ

のＦ法だこのシステムの．秘裕のソース”に含まれ為のは、‘ﾉj:典の閲剛''１敗、コ

メンl､故、お弧に入りとしてマークされた散、タグの散といった多倣な叫紫であ為

また、それぞれのアクションを誰がいつ行なったかという１１'織も]剛Aしていゐ。

７Ｊ:典がお気に入I)に選ばれた''１１数を数え為雄jIfでは、ただの人父i汁測折|鼎になる

だけだこのアルゴリズムは、リ#危のユーザの助ｌｉｌｊを他のユーザよl)I叩けること

で災合的彬聯を分析し、ｉ挫なトレンドセッターとトレンドスボッター、コミュニ

ティの触媒的存在の従幣化を可能にしている

ＤＩＹ(Do-ltYouself）式のセルフサービスシンジケーション

Flickrは、デジタルカメラやカメラ付き桃‘附心1＃、尚述プロードバンドなど、さ

まざまな帯域I脳でデジタル'リ真スl､レージを利用できる低コストなインフラ利川'）

爆発的噌加に応えるべく、セルフサービスのツールとＷｅｂ２．０のプラットフポーム

サーピス、そしてAPIをひと揃いの統合･セットとして提供しているこうした拭み

をｲj:なったのはFlick1･が抽初だったこのサービスによって、りj:典やビジュアルイ

メージを、ブログやソーシャルネットワーキングサイトやＲＳＳに組み込むことが､ｌ

単になる２００６年には３億台以ｋのカメラ(jき挑帯髄研が幣及し、１０値枚以ｋの

噸典が拙‘柵Ii耐で&t影されたFlickl･に投橘されていたが典も、約１荊がモバイル

機器から直接アップロードされたものだ

特に配信（シンジケーション）の仕組みはFlick1･成功を決めた飛妥な典推である

ユーザに写真をＲＳＳフイードとして僻説させるという、全く新しいアイディアをｿ４

行しているベーシックアカウントを無料にし、ｊ:喫なプ、グプラットフサームに

対応した包括的サホーl､を提供することで、たちまちのうちに、ｊ帥lIしていた枇械

的なブロガーたちから好んで選ばれるが征になったこうした俄極的なプロガーが、

有料の「ProAcco1mL」サービスの初期の続録荷となっている

デジタルエコシステムに他者を引き込む

FlickrのAPIをオープンにしたことから、第三荷（サードパーティ）の企堆また

は個人の開発･禅が、さまざまなＯＳで利用叩能な仙i像アップロードツールを独1.1にHリ

蕊したそして、多搬なデバイスやアプリケーションから簡ＩiにF1ickl･を刊川'1｢能

となった例えばShoZuというウェプ･け･イトは、棚|純１冊からFlick】･を利川するた
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めのツールを提供している。ほかにも、MicrosoftのSmartphonejMのフリーウェア

ソフト「zipPhoto」など、多くのアップロードアプリケーションが生まれている。

こうしてFlickrは、Ｗ業パートナーやサードパーティのアプリケーション、マッ

シュアップディベロッパー、ブロガーによって柵成される「デジタル写典エコシス

テム」の中心となった．これが開発費削減とイノベーション促進につながっただけ

ではなく、テクノロジーに強い１２級レベルのユーザや開発将とのあいだに偏頼と長

期的な関係性を築いている。

なぜ共有が利益になるのか
FIickrはどのように価値を獲得しているのだろうか。そして、その価仙はどうi汁

測すればよいだろうか。企業価仙計測の一般的な観点は、‐I《に次の２猟頬に分けら

れる。

●企業内の嚇業マネジャーが社内事業モデルを分析し、自社の「収雑エンジン」を

特徴づけ、視覚的に同氷する

●企業を外から評価する驚界アナリストやストラテジストが、雌合他社や業界大ｆ

と比較し、株式資本価値、買収価仙、あるいは本賀的企業価値を判断する。繋界

の構造的分析と、消費者向けビジネスの投資価値を材料に分析する

まず検討すべきは、アイディアを収磯および持続可能なビジネスに礎えていくため

の重要な判断と取引を征きれる維常者、企業家にとってふきわしい分析手法、すなわ

ち２つのうち鹸初の項目である。「収艦エンジンとしてのビジネスモデル」を正しく

判断するには、ビジネスが単一の収益の流れに領っているのか、複数あるいは相互依

存的な収益を見込んでいるのか確似する。次に、流れのそれぞれを検吋し、収錐iMi、

成民のポテンシャル、斬規顧客僅僻時のキャッシュフローを確泌する。

ビジネスの「収益エンジン」を‐調律一するには、収益源と張なコスト要因、投

資の規模、額な成功要因の内部的はたらきを特定しなくてはならない。-．般的に、

企業が栃川する収益の流れ（収維ストリーム）は４通I)の迦択肢がある｡

単一の流れ(シングルストリーム）

企業が、１つの財またはサービスから生まれる、１本の支配的な収益ストリーム

に依存している嶋介。
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複数のストリーム(マルチストリーム）

企業が、複数の財やサービスから生まれる複数の収益ストリームを巣合させて

いる場合。

相互依存的ストリーム

企業が､ある商品の販売によって､ほかの商品の収雛と成長を刺激している珊合。

カミソリとカミソリの刃など。

ロスリーダー(おとり商品）

すべてのストリームが独自に利益をあげているわけではないが、ある商品での

損失がトラフイックを促し他の商肋の鱗買につながり、合わせて収益性を確保

している場合。

Flickrは単一･の収益ストリームではなく、次に挙げる３仙類の収維を見込むマル

チ収益ストリームモデルを採用している。

●無制限のストレージ、尚解倣度の1町像、広皆Ｊｌ§炎j,J§のサービスを受けるｲ1.科アカ

ウント会貝から、Ⅱ額利用料を徴収する

●文脈と連動する広告サービスを提供し、広告主に広告取扱料を胡求する

●人手の小売業軒や補充的な写真サービス会社と提抑関係を結び、川資を受ける。

または収維を分配する

このようなFlickrの収益モデルを理解するために、一般的なビジネスの収益モデ

ルを確認しておきたいっオンラインビジネス、オフラインビジネスともに、以下の

ような６靴類の収益モデルが存在し、Flickrの珊合は雌初の３つが11てはまる。

鴎読者／会員制の収益モデル

豊録会員の人数に応じて、定則的に一定額の収益が1¥られるモデル。スポーツ

クラプの会１１や雑必の定則脳i塊のように、ｊ､常は1Mやサービスの受釧に先立っ

て支払いが行なわれる。FlickrのProAccountの珊合、（月額ではなく）年Ⅲ

24.95ドルで、無制限のストレージ、高解像度の画像、広告非表示のサービスを

利用できる。
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広告ベースの収益モデル

ユーザが無料で財やサービスを活用できるモデル。広告主が、Googleの検索エ

ンジンのようにクリックに応じて支払いをするか、テレビ広告と同じく閲覧者

散に応じて支払いをする。Flickrの糊合は文脈巡動刑広(』了を提供している。こ

れは、既存の大規棋かつ忽迎に期加を続けるユーザの投悩ベースとオンライン

使用動向を渦用し、極めて効率的にクリックを貨幣化する収益モデルだ。この

モデルを利用するもう１つのメリットは、膜皆やマーケティングキャンペーン

の投資回収率（ROI）に唯じて、広告慨またはⅦ群ターケットを１Wやしていけ

る点である。

取引手数料による収益モデル

剛客に、一定金額または取り|総額の何パーセントかを企繋に対して支払わせる

モデル。オークションサイトのｅＢａｙが出品智に８％の取引下数料を課している

のが、その一例である。小光デパートチェーンのTargetは、Flickrの写真現像

をTarget店舗で受け取るサービスを開始し、クリックストリーム収益の一部を
Flickrから分配されている。

ボリューム単位、販売散単位の収益モデル

顧客や買い手は眼位あたI)の定価を売り手に支払い、見返りに商品またはサー

ビスを受け取る。オフライン（現爽世界）で災際の府舗を持つビジネスやサー

ビスにおいて・般的なモデル。

ライセンス供与やシンジケーション(配信）による収益モデル

商品の使用または砿光を杵１１｢する一時的なライセンスを与え、許諾料や配信料

を探すモデル。企剰Ⅲ取引では、Ⅶい和Mがそれぞれにライセンスや粋作柄使

川料を払うことが多い。企雄がソフトウェア会社に料金を支払って一・進数のサ

イトライセンス（決められた勘所に限り必典な分だけソフトをコピーできる権

利）を得るMII合や、製蕊会社がバイオ技術の新興企業から医薬,品の使用許諾を

受けるMII合などがある。写典然材サービス会社のlii大下(;cttylm《収e勝によって

Ⅲ収されたオンライン写典索材サービスiSloCkPh⑪ｔｏは、サイトからダウンロー

ドするIlIli似に少額のライセンス澱を猟している（一部のプロガーからは、FIickr

ユーザが収益を受け取る形でのライセンス／配僧システムを設けることも難し

くはない、とのﾒｲが上がっている。写典に興味を持った雌人将がそれを投稿し

たユーザに耕作椛仙川料を支払い、その何パーセントかがFlickrに入るという
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{t細みだＩ

スポンサー共同マーケティングの収益モデル

リベニューシェアリングモデル（収俄分I1ilﾘﾉ.j<i）とも言われる．スポンサーが

Mji群へのダイレクトマーケティングペ｣プランデイングのjルを御ゐことに対し、

対lilliを払うモデル

ツ泡'〔紫材を提供する企災や底(¥会社は、プロの‘ﾘﾝ:l/雌界で発展したライ･ヒンス

収舵モデルを棚川しているそしてshutLcrnvやＯ血(〕のようなデジタル写典プ

リントサービスの会社は、ボリューム単位ベースの収益モデルを利用している

Flickrのビジネスはどちらの流れにも沿わず、遥かにﾉ<規棋な、しかし”き上は米

Ⅲ苑のllijルーI{に趣味としてりﾒ典を好み、ブロードハンドやモバイル撒淵などを

洲|｝す為一般ｉＭ蹄の典合体一を柳|Ｉする道を迦んだのであるく

低コストだが,州噸、尚解像度のデジタルカメラとカメラ付き携柵電蒲の進歩は、

人々 の‘ﾉj:Ll4侃影のハターンを大きく変えた雌近ではIMIよりも多くのデジタル'Ｊｊ:L'（

を如陥に雌影できる虻に入らないものはすぐに削除できるし、それでもまだ膨ﾉく

な写典が磯るだろう今すぐ現像する必甥のないが典、現像したいとは思わない写

典も、保存・絡理し、誰かと一箱に楽しみたい３５ｍｍ写真はフイルム１本写すご

とに現倣料.を文払い、光沢紙に１枚ずつプリントしてもらっていただがプロのカ

メラマンではない一般の愛好家にしてみれば、と,んどんj(ｳえ続けるデジタル′Ｗ４の

仙人的コレクションをオンライン上で北イル、｜Ｗ“、雌埋し、補則しアクセスで

きる雌料または絡安の使いやすいサービスがあれば、それでいいのであるo

Flickl･はそうした「アマチュア写真家」が蚊も必災とし求めていたサービス、す

なわち‘ｊｊ:１，４jWl.、オンラインストレージ、インデックス作成、タグ1,1.け、Ｗ〔コレ

クションといったサービスを、基本的には艇料で拠供している＆Fiickrの収賊モデ

ルは、非商業的なアマチュア写典コミュニティにとって極めて魅力的な、年会凹と

広告と取引収維分配という３つのモデルに主眼が慨かれているデジタル災ｲf，

マルチデバイス、ストレージやコンテンツ流川の仰１１パターンにおける剛的なシフ

トを老胆した収雌モデルだ

Ｉ岨ckrのメインである写共共有コミュニテイは、州唾依ｲ紬ｳなマルチ収益ストリ

ームの111のロスリーダーに見えるかもしれないコミュニティは無料サービスであ

り、ほかの収舵''1iの,Wiいストリームにええられていゐからだしかし1.1スリーダー

とは、Ｗｉ』棚１群の猫11卜を1Lいとして一時的にlillil什がカットされていゐ場合をllfiすこ
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とが多い。フリーミアムやnliIi的蝋略は、それとは対11((的に、クロスネットワーク

効果に基づく新しく画期的なオンラインビジネスモデルである。

前述した通り、トラフイックが促されその他の附人行助や令体的な収益性と成長

につながっている限り、必ずしもすべてのストリームがそれぞれ収益性を将つ必腿

はない。Flickrの珊合、無料かつ非IWi梁的（しかし、｛＃頼性の高い）でインタラク

ティブなオープン写真データベースを維持していること白体が、ユーザの生み出す

活動を共振させるはたらきを拠っている。さらにこの無料のデータベースは、コミ

ュニティと、提抑会社やサードバーテイの1M1発肴とのパートナーシップによるエコ

システムの成此をもたらすほか、FlickrI21身が噸群ニーズに直接応えていくjﾙ合よ

りも低いコストでの発展を可能にしている。

FIickrのコスト要因

コスト要因の内部的はたらきを剛解するため、以下の間Ⅲlに対する杵えを碁えて

みたい。

●雌大のコスト嬰因はｲﾘか。その喫閃は固定されているか、半変動的か､愛動的か、

あるいは単発的(反復性がない)か

●時間の経過とともに、そのコスト要因はどのように変わるか。あるいはiIi位鼓あ

たI)、剛客散あたり、または利川状況によってどのように変わるか

Flickrは初期の段階で、普通の写真現像小光ビジネスやオンラインヤメ典淵材サー

ビス会社が持つ４つの主なコスト災閃を凹避するIIIIi期的な手法を見出していた。災

合的ユーザ価値を活かしたFlickrの職略がいかに大幅なコスト削減を実現し、鏡争

優位と正のネットワーク効果の発'kにつながっているか必寮するため、まずは従来

の４つのコスト要因を確遡してみたい。

１番目のコスト要因は「インベントリ（商品のIHhp、IHI揃え)」である。従来式の

写真素材サービス会社は、オンラインであれオフラインであれ、商IHI閥な写典のイ

ンベントリを揃え、その商,Mhカタログを制作しなければならない。そして、閲覧渦・

や見込みMII客や画像ライセンス所打荷にとって兄つけやすく配イパしやすい帆広いイ

ンベントリを管理する能力が必要だ。

２番目のコスト要因は「ペイロール（給与)」である。写典現像の小充栗村の嶋合、

現像とプリントに桃わる従繋貝に面接的な給料支払いが発'1;するほか、受付でHji客

対応にあたるスタッフや、lil;鯛故備や側IHIをメンテナンスする拠､li将に対するⅢ1接
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的な給'』.上払いが発4kすゐ

３紺Iのコスト妥閃は「ＩＴシステムと開発梁者」であるコオンライン店舗のほと

んどは、少なからぬ経費をＩＴの設訓･‘開発・保守・給与システムに充てているオ

フラインの小光店棚の場合は、ｉｉｉ務所や小売店舗のIii､他面Wiあたりのｲ《勤娠価値に
蝶づいた空1111コスト、ｔ砿コストが発fkする

．'紺ｌのコスト要因は「マーケティング、度告、顧客関係管理（CRM)」である

突際のi締A販売IMIにはマーケティングと広告コストがかかり、販売後にはｋにlWi客

lMj係制:理のコストがかかる写典現像の小売店舗も、オンラインのが１，４紫材サービ

スビジネスも、’1雌の参入隙壁は商<ない。そのためマーケティングと広好と順客

関係怖珊は、トラフィックと新規顧客獲得のためだけではなく、差別化要閃として
も極めてjR典である

炎１－１のi;の11には典合的ユーザのｲ剛菖があればこそi＃川できるFIickl･の７つの

li世略を11Kべ、先皿には多撒なコスト柵造に共辿するコス1,要lﾉ､Iを示した。「ﾉ<ilIMな削

械.ｌと'パした柵は、Flickrが集合的ユーザの活用により大柵なコストWﾘ減に成功し

ていゐことを蹴味している』「かなりの削減」と示した冊は、ユーザのLT献ぺ』州jI:交

流によ論利怖を受けない従米パフ調ブローチと比べればｲ'1,11のコス1,1111減に成功して

いることを戯味していゐ，

I販畑IWIWIの原価」は'R要なコスト要因だが、炎１－１からは背略した《

FIi〔､k】･にはそもそも､'１てはまらないからだが、定維によればIklIIM駁lljlI減ｉ

に州'11-ﾘーる

災１－１１個略的柵造によるFIickrのコスト削減

削澱要因

タグ１．Iけ

協鋤作撹によ患

オープンが其共ｲｨ

･ ヒ ルフサーピス

ＤＩＹツール

シンジヶーシ則ンと

フｆルタリング

グループの発見と活川

オープンが其共ｲ『

、ヒルフサーピス

Ｉ)ＩＹツール

タグ付け

協鋤作業による

フィルタリング

グループの発見と活川

シンジケーシ別ンと

プログプログ

蝿妾的

姶与支払い

火粧な削減

脇】謄砺

給与支払い

大禰な削減

かなりの削減

大稲な削減

かなりの削澄

かなりの削減

かたりの削減

インベントリ

大幅な削減

火柵な削減

大輔左削減

ﾛ『システム マーケティング

広告ＣＲＭ'Tｼｽﾃﾑ|穂テ鮒

火棚な削減

力､摩l)の削減

かなりの削減

かなりの削減

火輔な削減

大釧な削減

火槻な削減

大棚な削減

大棚な削減

火州な削減

大ｳ肱削減


