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Flickrには、1つの大きな技術的'111題があった。莫大な予算を投じることなしに、

拡張・検索可能な画像データベースを椛築する、という課題である。それを助けた

のがタグをベースとするアプローチだ。タグの帯欄が検索性の1mで力を発押すると

ともに、初期の多くの画像ストレージサービスとは異なる優先順位を持ったデータ

ベース柵築を可能にした。このアプローチを『11心としたアプリケーションの柵築に

より、F1ickrはユーザの貢献を活かしつつ、技術的問題を解決して事業を強化して

いくことができたのだ。また、すべての機能を哩光特許のプログラミングとして社

内M1築するのではなく、ユーザやサードパーテイの１Ｍ発行との巡柵から生み11'すこ

とによって、徹底的にコストおよびリスクを低減し、高性能な（そして、より良く

結び付いた）写真管理データベースの開発・運営に成功した。つまり、Flickrをは

じめとするＷｅｂ２．０テクノロジー企粟の収益柵造を変質させるにあたって、集合的

ユーザ価値は戦略的な醗争優位となったのであ患。

企業価値の計算

Yahoo1は２００５年３月にFlickrを推定3.000万ドルから4,000万ドルで買収し

ている。Flickr創業荷らはプログで、「これでもう、縦が紛料を受け取るかくじを引

く必要はなくなった」１１と香いているが、それはかなり搾えめな表現だ。Flickrは

Yahoo1に急成長の鞭略を教え、Yahoo1はFlickrの知名度を舟めるとともに、広が

り続ける写真サービスのためのインフラを提供できたからだ。

しかし、Flickrの価仙を叶るのは篭難の業である。それは企梁インフラでもない

し、ブランドですらもない。このような急成腿を果たした企業としての価仙は、顧

客にあるからだ。かつては、この価値蛙準は原則として合意されてはいたものの、

定鹸化が雌しかった。企業の経済的価値は株価収益率と、市jﾙおよび生派敬の成長

予測に鵬づいてiil･郡きれていた。しかし、ケーブルテレビや拠梢砥謝のような多数

の登録会貝を抱えるビジネスを分析するため、「噸容あI)き」の企粟評価額を帥･る形

式とモデルの新しい形態が開発された。そうしたビジネスの嶋合、収益は商貼単価

ではなく、馴客の支払いに直接的に紬び付くことになる。

収益成腿とビジネスモデルの実間的な「鵬醗」として、商品ごとの光上向ではな

く、個々のMH客の行動や測定基椛を迫跡する作業は、大半のuII乗管理荷およびＭＢＡ

保持者にとっては比較的馴染みのない専門用諾へとつながっていく。アナリストら

は「個々の顧客収益性」や「平均生涯顧客価価｣、「ロイヤルティ」といった用語を
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２２１１章ユーザが価欣を創る

使って、多くの剛審iIl心型業界において－ケームやカジノ業界を含む一定戯的

計測鵬準を集約させれば詳細な財務的企業価航を算出できる、と主張している。こ

うした81測基郡は、個々 の槻客レベルで劇的に収益性を商めるための戦略的な分

析にも利用できる。その典卿的な例が、Harmh，sEntertl1inmentInc・の総憐する

Harrnh1SCaSinoだ。カジノで遊ぶ「VlPと、大金を賭ける客たち」の定並的なＭｎ

群分析をすることで、同社はサービスおよびビジネスモデルを大きく変更した。

平均的な豊録ユーザの平均生涯がlか月から５年の柵に広がる場合は、生涯価仙

の削引キャッシュフローモデル（ＤＣＦ法）による本質的企梁価仙jiI仲を〃lいること

が亜饗だ‘，股|i'tベースのユーザが襖数のプランや他社とのあいだで捕れ助いたり恥

Ｉ)換えたりする危険性が高く、なおかつ料金は月額など定期的に徴収される場合に

も、この手法が有効だ。

一・方、FlickrやYahoo1やGoogleのようなオンラインビジネスの場介は、広告

ベースの収入が「Ⅷ群1人の､14均生派価値」の大半をIliめふほとんどのオンライ

ンビジネスの場合、クリック課金広告やページ・インプレッション（表永回数）の

解析や追跡といったデータを使って「検索クエリあたりの､lを均収益」を伸出するこ

とができる。そこから、１１１あたり、あるいはﾉ1Ⅲlや年1111での「MIi群あたりの平均

収益」を導く。例えば２００６年に１１M雌されたＷｅｂ２０Ｓｕｍｍｉｔにおいて、Morgam

Stanleyの首席インターネット・アナリストMaryMeekerは、Googleの推定平均
収銑が噸客１人あたり１３ドルだと述べた。

インターネットのトップサイト何件かについて、ユーザあたＩ)の（年I川の）広街

収些を淵べてみると、Googleは約１３ドルを得ています。Ｙｏｕｍｂｅは１ドル未満

です．GoogIOがそのレベルで１つの基準となっていることから、その他のサイト

の貸幣的価仙は推して知ることができるとMAいます。’2

Flickrの珊合、上な貿収剛111となったのは、忠誠心がlvくアクティブな２００万人

のユーザによる噸客唯盤と、Ｗｅｂ２０的プラットフォームである。ゆえに４０００万

ドルという買収額は、２００万のユーザが、広併の平均収雑、有料会員の会費、輔業

パートナー収益をあわせてこの先３年から５年で１人あたり２０ドルの収益を生み

出すと兄られていることになる。「ユーザ１人あたり２０ドル」といった掛け算は単

純すぎるように見えるかもしれないが、先日提示されたFacebookの評価額に関す

る槻散のアナリストの意見においても、類似のユーザベースのアプローチが採られ
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％から１０％の魅力あるセグメントだ．欄械的かつ影智力を持ったユーザの生涯価値

は、典体的な典介的ユーザ価仙としても、ユーザコミュニティに還元きれる両献と

いう愈味でも耐くなるはずなので、これは非常に筋の通る兇方だ。さらに、そうし

た非常に積極的なユーザは、全体的なシステムとの価値および品質の向上、高いレ

ベルのコミュニティの結束〃、そしてバイラルマーケティングやくちコミマーケテ

ィングを皿じてⅦ容敗を期加させるきっかけとなる。

例えば、Yahoo1の製品佃路部１１１１担当バイスプレジデントのBradleyHomwitzは、

｢Creators,Synthesizers,andConsumers（制作肴、統合者、消費者)」と題したプ

ログで、次のように述べている。

Yahoo1GrouI)sにおいては、ユーザ人｢1の１％がグループを､Xち上げ、１０１%,が撒

極的に参加してコンテンツ執旅などを行ない、100％がそうした層の活動から恩恵

を受けている。

WikipcdiIlにおいてさえ、全糊巣の1§分は、ユーザのわずか２５％によって行なわ

れている．（……）ソーシャル・ソフトウ.唖γ・サイトは、絶大な価仙を発ﾉｋさせ

るために、100％のユーザの棚械的参加を必災とはしないのだ。’和

顧客向けビジネスにとって、このようなﾙド価アプローチは、企業価価における顧

客とその成1との爪典性を独洲する（MIi群がlｌ々lr献する非維済的な渦動を含めるこ

ともあるが、それを定戯化するのは雌しいだろうLFlickrの場合、これが企業価値

を計る唯一の比較的シンプルな方法と計えるかもしれない。

検証：NetfIixが抱えた異なる課題

さて、オンラインビデオ（ＤＶＤ）レンタル会社Netnixは、ネットバプルとその

崩壊を筒尾よくﾉl壱延び、その後の数年で多くのコミュニティ機能を増やしてきた。

FlickrとIiil棟、Netnixは次のような将微を伽えている。
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成長のコスト

「バーンレート（慨本焼却＊)」とは、ネットバプル時代によく使われた川i柵であ

る。規棋の維済性はウェプの飯大なアドバンテージなので、企業は市場占有率を急

速に成腿させるべきだというのが一般的な見方だった。図１－８のＪ曲線のようなキ

ャッシュフローは、新興企梁が投資家からの資金を投じて新規顧客と市場シェアを

.‘Ⅲおうとする,，槻子を,j:している。

１１１１線1W半のI､.り坂は、企業が利潤辿求よりも市場占有率確保に沓金を投じている

期1111を氷す。マーケティング、人材扉用、インフラ拡張に多額の出資をするので、

当初のバーンレートは急激な下降を示すが、まだ顧客はその大規模な投資の恩恵を

‘受けていない。MIi客散が期えると収推は支出を上回り始め、1111線の1,.降はゆるやか

になり、柚ぱいになり、そして上昇を始める。1111線の上昇はプラス〃向のキャッシ

ュフローがﾉkまれたことを示しており、（うまくいけば）黒字転換につながる。

Netilixは極めて錐本的な問題に直面していた。それは、新規顧客獲得にかかる商

額な支出だ．もちろんウェブ柵築にも商い費用がかかるが、それ以上に大きく深刻

なlIllHUは槻容に送るべきI剛&、すなわちＤＶＤの代金である．１９９７年当時、そして

2000年になってもＤＶＤはまだまだ新技術で、ディスク１枚の値段は安くなかった。

NGtnixは「アーリーアダプター」のオーディエンスにサービスを提供し、商価な映

両を冊安で一加入lfI:後は曇料で－提供することで雌初の溺惑には成功していた“

だが、加入荷が何Ｔ･人というレベルであっても、顧客が競新映画や火ヒット映画を

しかしFlickrと異なるのは、Netflixが、一般消費者が共有可能なコンテンッを

作成するのがまだ難しかった時代にスタートしたことだ。また、このサービスの提

供は物理的なディスクが愈剛から顧客の自宅に移動し、後に返却されることを息味

していた。ＤＶＤというものがデータではなく形ある物体であることと、商品在庫と

してⅣい揃える費川がかかることから、Netflixにはさまざまな課題があったのであ

る。それに対してNetnixが導き出したソリューションは、純粋なるウェプアプロ

ーチが持つ多くの利点を例征している。

●
●
●
●

コミュニケーションメディアの性賀が変わり始めた時期に登場した

大敗のビジュアルインフォメーションをユーザに流通させている

進化し続けるウェブインタフェイスの力で、顧客と相互交流している

ユーザがＨ分の体験を友人に伝えたおかげで急速成長に成功した（他社がやすや

すとは太〃打ちしがたいI1j場シェアを迅速に獲得している）

ﾕ４１１歳ユーザが価値を創る
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常に確実に借りたいと考えるならば、それだけの岱出ライブラリを揃えておくのは

生半可な作業ではない。

ＤＶＤ耽人費はⅦ客漉神のコストにも火きく郷いていたし、その投涜をIﾘI収する時

川も腿引かせていた。1人のMn秤の加人後の維紳を琴察すれば（マーケティングコス

トは無視する)、どれだけのコストがかかるか確認することができる（詳細は、次ペ

ージの補足記事｢NetflixlRIi客１人の利俄性および期待される価値」を参照されたい)。

新規会貝はたいてい新作ＤＶＤを1ルリたがる。斬規公L１１人に新作ＤＶＤを１１虻

に４枚を送るだけでも商いコストがかかり、会貝の）j会費で初期の資金流出をlul収

するのは４か月から６か月後となる。ＤＶＤの購入費に比べれば、送料はそれほど峨

喪ではない。

少なくとも理鐙化では、多くの会１１がサービスに瀞んで対価を支払っているのだ

から、Netnixにはそれだけの価値があるはずだ。「企業価値の計算」で紹介した本

質的企業価値の計算なら、同社の１９９９年の価値は１億2000万ドルだった。しかし、

Netflixのビジネスモデルの比較的Ili純な分析で浮かび上がってくるキャッシュフロ

ー曲線は、Netflixが１侭２０００万ドルの企業価仙を途成するまで生き延びられる可

能性が低いことを証明している。

閃1-8キャッシュフローのjlMI線



2６１１章ユーザが価値を制選

NetfIix顧客１人による利益性および期待される価値

犠録会員１人の利続ﾔkは、、ド均収入（ｊＩ額利用料ｊから、その会'1の独得お

よび維排にかかるコストをリ|いて仲:川する

キヤロラインは１１１にNctllixの会貝にな')、すぐに「映lIliリスト」にイルi）

たいＤＶＤを４枚盗録した』この｣ﾙ合、彼女は４枚のレンタルDVI）を郵送で

受け取り、NQtflixには８(）ドルのコスl､が苑′'２すあ（DVD１枚をl叫IIIIiスタジオ

から恥人すあのに２(）ドルかか為），またＮｅM'ｉｘには８ドル、つまり，枚あた

I)２ドルのｲl§復送料が猫′'ﾐするゆえに緋＃,L噸客挫i1iLコス'､は８８ドルと‘'け>：

され、Xetflix側の純現金丈川または初期投資となる、ﾉ]iキャロラインは、「，

か月無料」の将典を利川しているので、最初の月は何も収益をﾉlくみ出さない

キャロラインの人会I‘1体は１K典だが、職録ｌかﾉ１１１の彼女は利蛙をﾉｋまず、キ

ャッシュフローはi1i･８８ドルの幻Hのみということになる

新規会員の3096は無料サービスが終わると退会するキャロラインがその１

人だった場合、ｌか月後の彼女の利締性および堆涯価値はマイナスとなってし

まう

だが、Ｍ時期に入会したクリスは“i継続を決め、半ｲlilHl20ドルの１１縦利

用料を支払っているクリスは、退会した会員が返したぶんと、期えた在ﾉ,1(の

111からもDvT)を選ぶので、、ドｲドで退会する会貝１人のキヤッシ皇#､フ,.］ーは、

'５かﾉ」×j１６ドル〔ﾉ)純｣l↓企収人（ﾉj棚ｲﾘ川朴2(）ドルー送料‘１ドルＩ)Vl)jU

0ll附人にかかあコストｌか１１あたI）１(）ドル)」だとするいったんM惟人したデ

ィスクが何避'1｣能コストなので、NeLfIix(二とって８０ドルの得だ。クリスのよ

うな半年間の会tIがﾉkみ'l}す現金収入は、３０ドル＋８０ドル＝１，０ドルに近い

斬規公１１のうち、’１%年より1＆く継続す為のは２８％だ’)jにＮ(､t,,ｉｘイ,川jを

始めたピーターが、その２８()｡と|‘１じく継続するとしたら、ピーターは〃６ドル

ずつの利益を生み続ける彼がNetnixに年間で生み出す現余収入は、，１０ド

ル÷３６ドル－１４６ドルだ

この前提で、その他の難1Mはないものと秒えると、３人の典珊的新規加入荷

－１かⅡのお試し期lNlだけ利川するキャロライン、’'2年継続するクリス、入

会後１年後も継続してii１．５ｲＩｉも利jl'し続ける忠実な長期会貝ピーター－の)号

測される価価から，|f均をjl･伸１１１.能だ斬規会貝がもたらす平均的川'1/((よ、１か

jIで退会してマイナス８８ドルとなx'Ⅱ１．能‘|'|Zが３()U16であるのに対‘し、、トｲド細細

してプラス１１０ドルとなる１１１．能牝か.12り6、災lUj継続して年川でプラス，‘１６ド



ルとなるⅡI能性が２８％であることから、Netnix会貝１人あたりの年Ⅲ純益６０

ドルと与えられる。

では、このｉｉｉ純化した登録会員１人あたりの利益性分析と、現金収入のタイ

ミングの追跡から、Netnixの現在のビジネスモデル拠現性、そして成功する

IPO（新規株式公開）の可能性について、どのようなif価をすることができる

だろうか。

ステップ１：このキィ･ツシュフロー状況は良いか、想いか？まずは１年111

位で見て、Netflix会員１人あたりの平均利益を確遡した。しかし純現金収入は

月６ドルなので、「１か月お試し無料」を利用する新規噸客獲得にかかる８８ド

ルのコストと、リターンとのあいだにはタイムラグが発生する‘､峨初の散年Ⅲ

はロイヤルテイ厚い会、の投世ベースが斯規剛秤推得にかかるハイコストをま

かなう資金とならないので（図１－８参照)、この初期投資|川迦は急成災に対す

る大きな懸念となる。Netflix会貝による染約的な年|Ⅲキャッシュフローを試煉

する場合、ＤＶＤプレイヤーの販売数の公表データで年５０％ずつ公側数が伸び

たと想定すると、１９９９人の会貝は１１万人、２０００年は４２〃人、２００１ｲドは６３

万人、２００２年は９４．５万人、２００３年が140刀人、２００４年は２１０万人だ。巡

営緒経費、同定費、製品開発経費の推定額にもよるが、Netflixの2000年にお

ける現金支川は１５００万ドルから2000万ドルだったと号えられる。これでは、

2000年夏にIPOを成功させられたとはⅢえない。時に同ｲド券にはNASDAQ

市場ﾙl壊したし、もっと深刻な点として、急速な成催聯を支えようとしていた

Netnixは、２０００年には現金が枯渇している可能性が商い。

ステップ２：では、このビジネスモデルをどのように変史すれば、キャッシ

ュフロー状況を劇的に好転させることができるだろうか？個々の会、のキャ

ッシュフロー分析を見ると、現金収入・支出の発生するタイミングおよび規模

がより珊確になってくる．１か月ロは多大な現金流出がある－会衡が発生し

ないし、ＤＶＤの雌入費がかかるからだ－ので、検iMすべきカギはここに存在

する。

まず、「lか月お試し無料」の特典をやめるという選択肢がある。これによっ

て人食後ｌか月ロにも新規会員１人あたり２０ドルが発生するので、折規噸蒋

猫１１ﾄにかかるキャッシュフロー嬰件が火帆に削減される《，しかし、これは新規

剛客の獲柵数および成腿率の大概な－50％近くとなるⅡ『能性もある一縮小

ﾕｧ
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にもなるだろう。

次に、雌も大きな新規顧客獲得コスト、すなわち新作ＤＶＤの購入費を映画

製作側との交捗によって削減する選択肢がある。ＶＨＳレンタルの世界において

は、Blockbustorなどの人手レンタルチェーンが映画製作側と６対４の収粧分

配契約を結んでいた。Blockbusterにとっては顧客が借りたがる新作を常に確

保できるとともに、レンタルチェーンと映画スタジオ双方にとって、映画１本

ごとの収益を雌大化できる。

３冊Ijに、ｌか〃に会、へ送るＤＶＤの枚数を変更することもできる。雌初

の１かⅡに新規剛客へ送るＤＶＤ枚数を４枚ではなく３枚にすれば、新規顧客

１人あたりの現金支出を２０ドル節約することになる。かわりに、利用量・利用

猟度・脈Ⅱ(IfりるＤＶＤ散に応じた会貝の識別とセグメンテーションを行なえ

ば、多撒なレベルのサービスにそれぞれ異なる料金を課金することが可能だ。

のちにユーザ柳成が、３京で巷察するLinkedlnのような「ロングテール」に

なれば、この手法は確かに合理的なものとなる．Ijnkedlnの場合、会貝の９０

％が安定はしているが比較的孤hXした韮本機能のみのユーザであるのに対し、

10％がｲj償で枇似的な利川をしている。

落とし穴を回避する

MIi審盤ｲ1ﾄと維排にかかるハイコストをI可避するには、複数のステップが必要だっ

た。１枚約２０ドルのＤＶＤ雌人費総額の負狐は血くのしかかっており、影郷がおよ

んでいるのはⅧ客穫得段階だけではなかった。Netnixは独立企業であり、映画製作

スタジオと提抑しているわけではなかったので、スタジオ側が手を差し伸べてくれ

る剛１１は何もない｡スタジオ側にしてみれば、Netflixという大'-1噸客から販光収銑

が流れ込むのは再ばしいことだったが、馴業としての利害は一致していなかった。

家巡小光の業界ニュースを専門とするオンライン・ニュースレター「Rentrak

News」の説明によると、「高額なレンタルビデオテープの人気絶頂期」には、主に

小規模なピデオレンタルチェーンが映画のＶＨＳテープを充令蛾入することにより、

映IlIIi製作スタジオは１本あたり６５ドルの収入を得ていた'４･そうしたレンタルチェ

ーンは、３０日以内に既に視聴されたビデオを売却でき、新たな作品を買える権利が

ｌ４ｒＲ⑩ｎｔｍｋＮ“gonli恥｜に111種ＳれたKUrtIn《lVikによる型税『Ｒい，-Shar⑬SlilII‘ｉＷ蝿〈2005年９jI16Il）次

のＵＲ１,で憩照６，J館：hllI》:"背ｗｗ・M1lrlbk⑪nIiuW,、ﾉmnt⑱ntﾉ、ＷＳﾉnew309-16-05.ｈｔｍｌ
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あるほうを好んだからだ。一〃Blockbusterのような大手ビデオレンタルチェーン

は、新作映画の推定70％を製作スタジオとの６対４の収益分配方式でⅢい揃えてい

たが、新作ビデオの直接販光との此食いを避けるため、勝手な売却は契約で厳しく

策1ｔされていた．

Netflixの般尚コンテンツ貴柾荷（チーフ・コンテント・オフィサー）の'1,ed

Sarandosによると、現在のlIil社は新作の６０％を収益分配方式で持っているとい

う。「収益分配方式は、利約'１立の方法で顧審満足度を蛾大化する方法だ」と、

Sarandosは前う'5．

驚くことに２０００年１２ｊｌの時点で、Netnixは、ColumbinTristarとWarner

HomeVideoという大手映仙i配給会社と収益分配協約を結ぶ初のインターネット

ＤＶＤ販売乗者となった。当時のNetflixのＤＶＤ在庫は９０００枚、会貝鵬雛は２５万

人だった。会貝は岱出枚散無制限でｊｊ額19,95ドルを支払う。当時のＣＥＯで側１ｋ

肴の１人でもあるReedHastin屑ｓは、次のように話している。

こうした人手スタジオが、作紬の飛要な流通チャネルとしてNetnixをiml撤してく

れたことを、とても蛸しく思っている。この収錐分配契約があれば、Ⅷ群に雌向

の映画体験を提供するという約束を‘,)胃り続けることが1iI能だ－Ⅷ群はiMたい作

品を、観たいときに、好きな期INIで楽しめる。また、この契約のおかげで、サー

ビスの質を妥協することなく典が社の非凡なる成災ペースを守ることにもつな

がっているｕｌ６

WarnerHomeVideo祉腿のWarrenLieberfhlrbも、未来の標jlA的形式としての

DⅥ〕の愈要性を指摘し、ＤＶＤレンタルは新作公開の市場よりも遥かに大きな市場

を拓くだろう、との見解を述べている。

ＤＶＤは未来のエンタテイメン卜形式であり、Netnixは災が社にとって、ＤＶＤ

レンタル分野で雌も憩成腿‘ICの噸客である含NetniXと協力して、ＤＶＤ棚聴老に

Wamerの膨大な作砧リストを届けていきたいと想っている。’７

Columbiaのセールス狐当バイスプレジテントであるSteveLyonsも、ＤＶＩ)巾jル

１５「U1timi,齢ＡＶ』蕗オンライン版佃戟の記申｢NetFIiXSi宵nsRBvElnUe-Shari叩IjnCtsWilhWnrI1配Cohlmbi組」

（2000fI;l2H17I1）より口次のＵＲＩ‘でお照可能：http:"ultimateavmag･ＥＵｍ/neWg/108981/

１６脚旅の１５にI‘jlじ．

１７NetI1ixのプレスリリース｢Netflix脳､､()unc“aglreementswithmnjormotionIDicturcdi8tributors」
（2000年１２月６日）よlル次のＵＲＬで悉照可能：http:"www・netHiX.c⑥ｍ/McdiIlCmtPr?id=102‘１
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と映1曲iファンの未来に注目し、次のように述べた。

我が社がNetflixとの提携関係に踏み込んだ理111は、NctnixがＤＶＤ視藍者との

あいだに優れた関係性を結んでいたからだ。会11の多くは映I1hiについての知識が

あり、映画悦聡体験をもっと楽しくする方法を探している･Netnixは、映１曲iファ

ンに我が社の作品をAliける巡になると確個している。’８

その頃のＤＶＤ技術はまだ揺鴨期で、ＤＶＤプレイヤーも（当時は）高価だった。

ビデオテープを凌ぐＤＶＤの利点が一般に擾透するのには、しばらく時冊がかかっ

た。だがNetflixはＤＶＤの大きな利点、すなわち)Wiい形状を渦かした郵送というア

イディアで、ビデオレンタル店への延滞金支払いに昨易していた消費者にアピール

した。ＤＶＤ同体が画期的な発明（破壊的な勢力）だったが、Netflixは顧客に格安

利用料と絶大な利便性および品質を提供し、ＤＶＩ)の優越性をさらに冊めると約束し

ていたのである。ＤＶＤプレイヤーのメーカー側は、NctflixがＤＶＤの魅力を蛸や

したことでかなりのベネフィットを享受している．ＤＶＤプレイヤー導入促進に貢献

した見返りとしてメーカー側から支援のI|'し出があればNetflixにとって好都合だ

ったのだが、当然ながら、それは災現しなかった。ゆえにNctnixはＤｖＤ供給側に

注Ⅲしてコスト削減の道を探そうとした。

供給側、すなわち映画製作スタジオは、高価なＤＶＤをNetnixに大量販売する

ことでベネフィットを得ている、しかし、いったん光ってしまったＤＶＤに関して、

Netnixと供給側とを結び付けるものは何もない。むしろ､｢映脚はいつでも‐Netflix

する~」ことをおぼえた消費者がＤＶＤ剛入を控えるようになったせいで、販売売止

が落ち込み始めていたことが懸念対象となっていた．Netnixは収益への艮期的な打

撃を覚悟しながらも、状況をなんとか打側したいと拶えた。

そのソリューションが、Netflixと供給側の利瞥を捌粘した１つの契約だったので

ある。NetflixがＤＶＤを１枚１ドルで雌人できる兄返りとして、そのＤＶＤレンタ

ルで発生した収益の４０％を供給側に還元するという内容だ。先行投資を少なく抑え

ることで、Netflixの資金焼却が綴和される‘》供給側は、長いＨで見れば減少傾向に

あるＤＶＤ峨入行からの収銑見込みよりも、Netnixの成功に興味を寄せるようにな

った。しかし、顧客１人あたりの長期的な収雑見込みは波少した。

この契約を交わしたのが2000年のことだ。Netilixは予定していた新規株式公開

(IPO）を中止してはいるが、同年にはほかにも大きなステップを踏み出した。顧客

１８脚推の１７に同じ皇
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盤得戦略に対する悠影解のリスクを路まえながらも、Ｉ加人後ｌか月無料.」のキヘ’ン

ペーンを打ち切り、一度に階f)られるI)ＶＤの枚数を４枚から３枚に減らしたのだ

新規会員の利用できる枚数は減ったが、その時点で確保していた顧客はサービスに

欄足していたので、力'1人を縦緋しくちコミをﾘ;めてくれた

驚くべきことに、「､||人後１か１１雌ﾈ:'.」のlliIkにもかかわらず、NctlliXは慨めて

急速な成長が続いている‘』200()ｲ内に収舵が3700万ドルに届き、１９９９年のほぼ８

傭になった。２００１イ|藍３ﾉj雌ｌｊＫでは、１１１ｲｆからきつか'）100％１Wの３１〃人の会此を

抱えている。ビジネスモデルの”IiMilt･．にJ:′〕て典｣11‘した変ｌｌｌＹのおかげで、会L似

が５０万人にjI1Iいた２()()１年ｌ()ｊｊに、Ｎ(‘tIlixは肌宇１１騒換を発表した｡そして２()()２

年５月２４１１には上場を果たし、｜I1jl'､洲に斯規株式公開をした各社が桁彩を欠いてい

た時期だったにもかかわらず、８６００〃ドルの利益をあげた

応用へのヒント

FlickrとXetHixは、いずれも慨)Rにウュプサイトを拡張し、大規模な,肯料金１１

堆盤を広げていった皇だが多くの剛IlIで、Flickrのたどった道のりはNctHixと冊

なる結果につながっている

顧客獲得コスト、インベントリ、成長率

Flickl，のデジタル写典共ｲ『コミュニテイとNctnixの映画共有サービスとを区別

すゐ雌ﾉくのビジネス的州人|は、Ｎ(､l‘I､lixのMn群j岬トコストであゐ，このコストは、

DVDライブラリインベントリデータベースの冊築と、それをiI噺の状態に洲:排

するためのコストに直接的な影響をﾉﾉ､えた．NeIflixはいくつか大々的な変化を逃げ

てＩＪ上いるが、Flick1･のほうがＮｅ(I1ixよりも楽に染I〕越えてきたことは''11述いない

(炎１－２）

菱I-2NeMl1xとFIickrの比較

所以馴客獲刊

ゴスI､

顧客数

i収益分醒前のNeliiix I収益分配役のNeH1ix IFIiCkr

ＤＶＤ購入賀１００ドル(１Ｍ〔２０

ドルの1)Ⅵ)5侠・送刊５ド

ル字プラットフォーム構猫‘

保守費

3年で30万人

I)ＶI)隅人溌３ドル＋送料３

ドル…プラントフ１．－ム附

蕊･侃守費

5年で60万人

０ドル＋ブラシトフヤーム

惜蕊･保守賀

2年で200万人

Flickrのデジタル'ゲ典データベースは１億枚を超え、その８５％がタグ１，lけされて、
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完全なるユーザ生成型の写典データベースを形成している。一方NetnixのＤＶＤイ

ンベントリは、収益分配を期待する供給側から1¥ているものだ。コスト桝造と、顧

客中心型ビジネスの成長に必要なキャッシュフローに対して、「集合的ユーザ価仙」

が面接的かつ確実なインパクトを与えているのがわかる。

キヤッシュフロー曲線と黒字転換までの期間

FlickrがＷｅｂ２．０曲線をたどったのに対し、NetflixはＷｅｂ１．０曲線をたどって

いる。あるいは、より典型的な“物珊的11t界”の1111級をたどったと両うこともでき

る（図1-9)。

物理的世界の曲線は、収益性を目指すにあたっての、より従来式の道筋を示して

いる。ウェプのようにユーザを囲い込むための英大な投資は不要だが、リターンの

1mではウェプに届かない。Ｗｅｂ１．０１H1線は多数のオーデイエンス確保に高い出賀を

しているが、投資家の心を意きつけるだけの良好な投資luI収（うまく行けば）に成

功しているのがわかる。Ernst＆Young社のベンチャーキャピタル顧問グループの

グローバルディレクターを務めるGilFOrerは、２００７年３川のプレスリリースで次

のように述べている。

投資家の観点から詩えば、低い必要資本と商いＭ収兇込み、そして開発から短期

間での収益達成という要素が、Ｗｃｂ２.Ｏ分野にベンチャーキャピタルによる投資

が州加している第一愛因だ。加えて、YouTubcのようなサクセスストーリーが、

起業家と投資家の両〃にプラスのインパクトを'j､えている,’’９

Ｗｅｂ２．０曲線は、物理的世界の曲線ともＷｅｂ１．０曲線とも異なり、より魅力的で

もある。理由の一部は次に雑げる通りだ。

初期の顧客麺得コストがかからない

コミュニティ構築と、出来るだけ多くのユーザを染めることとはイコールでは

ない。初期投資を低く抑えてコミュニティを成立させれば（ユーザ１人あたり

の投涜は多くなる'1｢能性があるが)、のちにコミュニティ自体がユーザの誘い込

みに貞献する。

１９４ﾄ細については次のＵＩｔＬ壁参蝋：http:ﾉﾉｗｗｗ.⑪y､c⑪ｍﾉgl⑪bnI/content・nsI7Int唾mlionalﾉＭ⑪diIl---
IDr“§１Ｍ“錘一ＷｎｔｌｍＰＯｎＵＮｅｗＷ⑪ｂ
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一一ー

I則１．９物J111的世界、Ｗｃｂ1.0、ｗｃｂ２､0のキャッシュフロー比較

製品コストの軽減

物理的インベントリが存在しない（または、オンデマンドでインベントリが作

成される場合もある）ことによって、先行投資が削減される。

開発コストがシフトしている

大規模なウェプサイト柵築に必要とされたハードウェアおよびソフトウェアに

対する莫大な柳川投涜は、昨今では符しく縮小している。フリーソフトや、低

コストながら簡単に拡扱可能なハードウェアが利川できるようになり、初期の

負担が軽減きれたからだ。

反復による曲線の変化

コミュニティを蕪盤とした小規模なモデルで少しずつ11M発を亜ねることにより、

必婆殿低限の地点からスタートを切り、大規模投資をする前に収益ストリーム

を確保できる。

急成長する影響力の買献

コミュニティがクリテイカルマス(成焚に必嬰なIIj場挺進＊)に刈述すれば､色々
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な而で蝋なるカタログにすぎないサイトでは述成不IIJ能なＦ法で価値を創出す

るFlickrは成災するにつれてその利便性を劇的に伸ばし、より多くのアクセ

ス蒜を惣きつけ、さらに拡大を進めていった｡

：'1然ながら戊｣"すゐ峨法の郷'１など存在しないので、Jllll級も途'1iでいきな')j企

切れてしまう可.能ﾔliがあるそれでもコミュニティを唯盤としたWeI〕２．０のアプロ

ーチならば、予f>:が厳しい｣捌合は初期締費を抑え、イビ開いてから（花がⅢけば）リ

ターンを叩やすことは111.能だ

企業の財務評価

本質的企難価値の,f１．棟は鞭客中心で企業評価を測るための手法だが、これはアナ

リストや総街什が他川する拶搬なツールの１つにすぎない

先にも述べた通I)、FlickrのjIt終的分割評価額はYnhoo1が父払った‘１０００万ドル

だった。どのようにその刊Ⅲ額に達したか完全には明らかではないが、逆算すれば

Mfi客１人あたＩ)のIlli値は２０ドルと練出されたことになる‘Fli(Fkl，のi§典衡雁は顧

客であり、ブランドでもああ（それがmickl，とMn群とを紬ぴ1,1けてい為)‘ゆえに、

評111i縦はMlM群をベースに帥:川されたⅡ1.能性が問い。

Netflixの場合、それとは対･照的に株式上ｵﾙを果たし、斬塊株式でＳ６００７ｊドルと

いう成果が出たノk1I;価格が２０ドル、顧客が６０〃人なら、水Wi的企業､i値の計算

は約１値２()()()ノノドルになるだがIli場はそう判断せず、．おそらく、１W川を統ける

I)Vl）というインベントリは、Ⅶ容にとってのi：たるベネフィットであるとiril時にコ

スト要閃だと鞍えていた

起業家／創業者の売却時の純資産

企業評価額はエグジット|I＃（光」:'１，撤退など）の純賛産袖に影郷をjj､える卿これ

は、NetHixやⅢi(､k１．のような新興企業の起業家.制業:l'i･にとって非常にｌＲ要な喫

素だ。

NcM1ix(よ、ネツトバブル||‘1代に(Iﾘ雌した多くの企黙と|,,Ⅱ１t，ベンチヘ，－キヘ･ピ

タル資本である外IすあFlickl'は、Ｗｅｂ２．０技術で,1/:ちI島げられた多くの企業と!‘i１

棟、かなりの低溢水かつ少ないインベントリ、マーケティング、ｌＩｊ発費でスタート

していゐFIickl･の(ilI堆貯２人は、・度もベンチャーキャピタルからの礎余調透を

必要とせずに、’'１Ｎ:を収俄性のある持続可能な企熊に育て上げてきたそのため、

Yahoo1（こよる批収時の.100()刀ドルに柑当する資姫所右椛の大'催は２人の#)のだっ



識、、
た。

一方Netnixが斬規株ｪt公開で８６００万ドルをi¥た際には、１両I社が損益分岐点に逃

し黒字此縦するのを５年も仲っていたベンチャー投盗家らには、リスキーな投涜を

続けてきた忍耐への1,‘'』返りとして約５０％の|ﾉ､l祁投Yf利{M:＊（lRR）が必1鹿だった

似数の投街家がIIMlj,していることと、liiI述してきたキ．Ｙツシュフ'｣－の間胆から、

創業者が保ｲ】･すゐ株式の割合は低く、立ち上げ５ｲ|§後のIPOで創業者らが僻られた

純資産額にも彩職を'j･えたと見られる

チェックリスト

読苦にとって、mickrとNetflixは自社とは縁遠い，Ii例に見えるかもしれない

しかし、統什のプロジ采クトが既存事業または新j1Mml喋逝ち上げのいずれに関す為

ものであっても、イミfifで脈隠した内存を応川ill能である以1,.のチェックリスト（料

えを検J1~１．べきWi間）をjlnし、個々 の,川州にあてはめて勝えてみていただきたい。

戦略的質問事項

自社蛎業および業界の現在の動向を考えた場合…

染合的ユーザ価値をどの程度飛災祝しているだろうかプロジェクト、チーム、

あるいは細線部門内外のユーザが､集合的作堆や知識やシステムを活用.集約し、

発押できる〃法を1W殖させているか

CEOや戦略的リーダーの視点に立った場合…

Wel)２．()X‘↑応の災合的ユーザ価値は､現〈l;のＦ法、ビジネスモデル､競争優位.Ijl:、

ビジネスおよび業界の経済を､いつ､どのように破壊するだろうか‘業界リーダー

にな為11J能'''１;、あ為いは「ラガード（負け細）｜となゐ危険性はどれくらいあゐ

だろうかいつのタイミングで、役ｕ会の,1it地とするべきだろうか．

ClＯ(最高情報責任者）やプログラム責任者の視点に立った場合…

マーケティングとセールス、財とサービス、｜H１発、弧容サポート、インベント

リ補皿、物流と皿川、採川と研修、１蝶パートナーや供雑巣荷とのlMj係性や,リリ

述など、ｋ要な機能領域で集合的ユーザｉＭＷｉとコミュニティに発生する変化の

影響を、どのように評価し、分析し、比蚊し、定耽化できるだろうかｰ甑群独

得コスト、キヘ，ツシュフロー'''1線、ユーザごとの解脈クリ.ソクごとの指隙な

どを雄111:化寸為ことによって、企卿liIi仙と1M勝(ililiIiをilIllる折たな職ｉ１がどう′|：

みⅡ1されあだﾝ>うか，
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プロジェクトのチームメンバーの視点に立った蝿合…

Flickrの例で説明された染合的ユーザ価値の活用が、、祉邪業一消費者中心

／業界中心、商仙志向／サービス志向、オフライン／オンライン、ローカル／

グローバル、小規模／大規模のいずれにかかわらず－にどのように効果的に

適用されるか、チームメンバーとブレインストーミングをする恥伽はできてい

るだろうか。どんなイベントがパイロットプロジェクトになりうるか。

戦術的質問事項

●、社のウェプサイト、店師、ウェプでの露出、側発エコシステム、ユーザ体験は、

オープンかつ典合的なユーザ価値のベストプラクティスと足並みが揃っているか

●自分は（あるいは、会社上砥部は)、ユーザに向社サイトヒで個々に発言する機

会を与えることに対して前Iiijきな評価をしているか

●ユーザがサイト上で何らかの活動に参加できるようにしているか。ユーザは互い

の質問やアイディアを共打できるか

●どのようにユーザの心を葱きつけ、サイトに参加させているか。ユーザにそのサ

イI､に１１妙Iのアクセスをさせる繍囚は何か、そしてどのように再アクセスを促

すか

●ユーザ同士の結び付きを促す機能を備えているか。知り合ったユーザ同士がグ

ループを形成することができるか

●ユーザは感此災現ゆたかな参加ができるようになっているか。肝や動画、または

フォーマットされたテキストであっても、何らかの災現油勤ができるか

●ユーザが自分なりの使い勝手に合わせてサイトを閲覧する機能（タグ付けなど）

を提供しているか

●ユーザはサイトにコメントを排き込むことができるか

●ユーザ行動をどのように学習し、その知織をユーザに過川しているか。個々の瑚

例において、どういったユーザ行動が最も大きなポテンシャルを持つか

●ユーザが新たなユーザをサイトに呼び込むようにするために、どういった手法を

取っているか

●情慨共有によってiI;のネットワーク効果が期待できる吻合、どのようにユーザに

共有を促しているか（サイトのデフォルトモードは「パブリック」になっている

か）

●ユーザの喫求と、それを満たすキャパシティとのあいだに、フィードバックの飴

を生んでいるか。あるいは、その蛤を適切に引き締めているか
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●ＲＳＳなどの配付（シンジケーション）アプローチを通じて、ユーザがサイトNi報

を追えるようにしているか

●ユーザが作るコンテンツを、別の場所からの補完的な素材と組み合わせたい

（｢マッシュアップ」したい）と脅えるサードパーティの開発稀のために、API（ア

プリケーション・プログラミング・インタフェイス）を側放しているか

●サイトのコンテンツにどのようなライセンスシステムを波けているか。ユーザは

自分が投稿したコンテンツに対し、どのようなライセンスを主張できるか(｢禁

無断娠戦(allrightsreServed)｣、部分的に禁止111J１Kを設けて共有する「クリエイ
ティプコモンズー部栃利保有（CreativeCommonssomerightsreServe｡)」

など）

●サイトに脚分の愉報を信託したユーザは、それを内分の意思で管理できるように

なっているか。191分で愉報をサイトから取り~ドげることはﾛ『能か

●積概的なコミュニティメンバーをどのようにサポートしているか

●サイトが腿供するサービスに課金できるか⑨裸金できるとすれば、低料金または

無料でサイト充爽に貢献する方法を残しつつも、有料ユーザが鐙も直接なメリッ

トを受けられるシステムに変更することができるか
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ネットワークが効果を増幅する

オフラインの“現実世界一で「トラフイック」と言えば、たいていは悪いものだ。

ラッシュアワーの近路に多くのIIiが集まって渋滞を引き起こし、「負のネットワーク

効果」を発生させる。０１(の１台１台が高速道路のネットワークを飽和させ、限界を

超える負荷をかけることによって、運転という体験の価値を失わせていく．ところ

がそれとは対照的に、オンラインの枇界の「トラフイック」とI『えば、「パワフルな

瓜いもの」を戯味している。

Ｗｅｂ２．０ネットワークのプラットフォームを生み、GoogleやＹ勘hoo!、cBay，

Skype、Wikipedia，Flickr，地域情報サイトのCraigslistなどを急成焚させたのは、

｢11§のネットワーク効果」だ。各社は異なるネットワーク効果一直接的／1m接的ネ

ットワーク効果、クロスネットワーク効果、滞饗側のネットワーク効果一を戦略

的に細み合わせ、ネットワーク価値創造のボジテイプな影智を川棚きせた。例えば、

初期の革新的な検索エンジン「GoTo」が、見事だが１１道を外れた経済感党を発揮し

たのも、正のネットワーク効果があったからである。ＧｏＴｏは、新規噸群（検索ユ

ーザ）の猫得に１人あたＩ）５セントを支川しながらも、広皆上に膜沓１クリックあ

たり１セントそこそこの支払いを課すだけで成立するという、クリックiMll金型の検

索連動広告の画期的なシステムを実現させた。

のちに賎場したGoogleは、このネットワーク効果を二〃向から（２面的に）ｊn幅

させた。検索エンジン利川粁には艇料でサービスを提供する（Googleプラットフォ

ームにおける、消費省が中心となる面）とIiil時に、咳iii二kからの支払いを受ける（セ

ルフサービスの広告システム「AdWOrds」でGoogleプラットフォームに緋び付い

た、もう１つの而)。検索連動広告分野に遅れて参入したGooKleが、先行荷である

ＧｏＴｏとExcitOを腿いで初めてクリティカルマスに到述し、持続的な収椛柵造を碓

戎することができたのは、このように２Ini的なネットワーク効果を柵）il・jN柵した
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からだ。Googleをはじめとする、オンライン広告収錐に基づく企梁は、Ｉ‘ilじく広告

収益を重視するオフラインの企業との競争ルールを大きく崩峻させつつある。

２００７年の全米の広告支出額は約1000億ドル、全枇界の凶!『費のほぼ半分だった。

ちなみに比較材料として、２００７年第一四半期中に米ベンチャーキヘ･ビタルがあらゆ

るステージ（iXちｋげ初期から、後期に至るまで）の企業に対して行なった投資総

額はわずか７０億ドル。年間を通じても３００値ドルに満たないと予想される。米同

企業は広告予算配分をオンライン重視へとシフトさせ続けており、２００８年には総額

195位ドルがオンラインに振り分けられ、うち８３位ドルが検索辿助型広告にあてら

れると兄られる。検索巡動広告とは、広告が１回クリックされるごとに支払いをす

るクリック課金型（pay-per-click：PPC）広告、利用肴が実際に商IMIを脳入するな

ど行動に結び付いた場合に課金されるアクション課金型（co8t-per-action：CPA）

腹皆、またはオンラインスポンサーシップなどだ‘,現ｲIIこうした検索辿動型広告を

柵川している企業の４４％は、過去２年以内に利用し始めたばかりなので、この分野

に投じられる広告費は“ニューマネー”である。だが､各社が次々とキーワード（検

索用i冊）を脳入するので、値段は跳ね上がり、広告予算と文111の全体的な刈加につ

ながっている。

Googleはオンライン広告の雌大手であり、アメリカ市j勘および凶際Ilj腸を一・手に

独占している。２００６年には世界で最高額のオンライン収雑をあげただけではなく、

l‘il業他社の２倍近い成長率を見せつけた。YahoO1、ＡＯＬ，オンラインマーケティ

ング会祉のMarchex、求人怖棚サイトのMonster、大祇折聞社GImnett，Ｉ‘jlじく

ＮＹＴｉｍｅｓＯｎｌｉｎｅやKnight-Ridderといった国内のオンライン広告ネットワーク

との娩争があったにもかかわらず、昨年のGoogleは広涛純利益を前年比６３％も伸

ばしている。

この鯖<べき成功にⅢを奪われていると、Googleにも011(饗な極換点があった

ことは忘れられやすい。検索連動広告市場は、「勝者による独占、勝行の総取り

(Wimler-takes-most)」をルールとする過酷な戦場だ。その競争を勝ち抜き市場を

独｢Iiするにあたって、Googleは過去に２度「のるかそるか」のAjImを越えてきた。

以下にまとめる通り、２１災の自然実験は砿大な愈味を持っている。

●遅れて参入したGoogleは、ネットワーク効果を満用した戦略を強力に組み合わ

せることによって、椎みいる強敵を退けた。

●Googlcの何内の検索クエリあたりの平均収締は、砿合他社のほぼ３１商を実現して

いる。これを助けたのがＡＯＬの「ひと押し」の力だった。GoogleはＡＯＬの株式


