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を跡入してAOLの持っていた市場占有率７～９％を確保している。アナリスト

からは、トラフイックがMicrosoftの手中に落ちることを防ぐための手段にして

は“払い過ぎ“だったのではないか、という意兄が聞かれた。しかし、硬のネッ

トワーク効果を兇込んだＧＯＯ闇lcにとって、このシェアには40値ドルの価仙が

あった。

ウェブ対応のオンラインネットワーク効果

正のネットワーク効果とは、ＷＷＩ砧やサービスを利川・採川する人散が畑えるほど、

その財の価仙が高まることをi~iう。岐も単純なのは「直接的ネットワーク効果」だ。

利用量の増加が、そのシステムの価値を直接的にjW加させる場合である．代表的な

例は電話サービスで、心沿をかけられる相手が噌えれば期えるほど、システムの価

仙は期していく。

ウェブ対応のオンライン広告ネットワークは、新しいタイプの「1Eのネットワー

ク効果」をいくつもﾉIくみ出してきた。いずれも、デジタル経済の大きな経済的強み

－先行投資はかかるが巡僻コストは低い一と、ユーザ散・利川餓や支払意欲を

術数INJ数的にjWやせるチャンスとを紬合させている．１１１緒サービスの例で小したよ

うに、利用鼓がjNえれば、全ユーザにとってそのシステムの価仙は高まる。それが

収益逓増をもたらし、賎争の本質を大きく変える。成長が加速庇的に広がる分岐点、

臨界点となる到述範囲を「クリティカルマス」と言うが、IiiI承のFlickrの例で見た

通り、クリティカルマスの述成は術政ＩＭＩ数的な成長のポテンシャルを持っている。

Ｗｅｂ２‘Ｏでは、オンラインのネットワーク効果を１つではなく似数糾み合わせる

ことこそが、競争優位を勝ち取るためのカギになる．Ｗｅｂ２．０のオンラインビジネ

スが次に雛げる特徴を備えているためだ。

●先行投資コストの著しい減少オンラインネットワークは物珊的なネットワーク

と比べて参入障砿が低く、摩擦の少ない拡張性(スケーラピリテイ）が得られる。

結果として顧容枇押コストが低減し、官伝や限定川IⅢだけではない無料の韮本

サービスを比牧的低コストかつ１４期的に提供'1i能となった。

●強力な需要側の規模の経済ユーザが新たなユーザを巡れて来る役割を果たす。

ユーザが増えたり巣団を形成したりするにつれ、メンバー金、にとっての全体的

価仙も高まる姉バンドワゴン効果が生まれ、巾珊が｢ひと押し」に左右される｢不

安定」な状態となるため、わずかなシェアが加わるだけで１社の独占になったり、

別の企業に航斜したりする。物理的ネットワークも規模の雑済の影響を受ける
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が、それは製造工程で発抑されることが多く、生産量が期えれば叩えるほど111価

がﾄﾞがる。その場合､規模の維済が尚級化や市場的な価値につながることはなく、

商ﾊﾙのコモデイテイ化を引き起こすため、オンラインネットワークで見られるよ

うな現象は滅多に起こらない。

●これまでよりも迅速かつ高頻度、インタラクティブ性の高いオンラインネット

ワークの形成積極的に活動する１％のアップローダーがいれば、そのネット

ワークを採用するユーザが急速に期え、クリティカルマスの述成とコミュニティ

形成につながる。多対多のネットワーク効果は以Iilより‐･般的になっている。

●オンラインネットワークやサービスは急速な拡大が可能伺境を越え、地理的条

件や市場セグメント、メディアタイプやチャネルの区別を超えて、バイラル的に

拡大しうる。

●参入障壁は低くなるが、成功の垣根は高くなる「勝粁総取り」の11iMII競争、「不

安定」なIIi糊、経路依存、標叩(規格および":換性をめぐる争いに災れるように、

タイミングが難しく、また顧客の変動性が増すためだ。

Ｗｅｂ２．０におけるネットワーク効果のはたらきを孝寮する前に、先に挙げた４棚

矧の区別も確泌しておきたい。

直接的ネットワーク効果

利用する人数が1Wえれば、その財やサービスの価値が商まること。新規Mn客が

１人jＷえるごとにネットワークの価仙が期し、たいていはそのサービスの側係

打余貝の支払意欲の増加に結び付く。直接的ネットワーク効果の代炎例はファッ

クスだ。ファックスの雁初の鵬人粁には送る相手がいないため、その機械は無

価tIiだが、ユーザの人脈が広がれば所ｲﾘ価航も商まる“

間接的ネットワーク効果

商品の利用が哨加すればそれを補完する商品やサービスの価価が商まり、補完

財が散多く生み川きれ、結果的に元の財やサービスの価仙向上に紬び付くこと。

例えばMicro瓢)ftWindowsとファイル亙換性には直接的ネットワーク効果もあ

るが、補完的アプリケーションソフトの品質向上と普及につながるため、そこ

から唯まれる間接的ネットワーク効果のほうが大きい。

クロスネットワーク効果(｢2面的ネットワーク効果」とも呼ばれる）

あるユーザ屑による利用戯瑚加が、別のユーザ層を狙う補完財やサービスの価
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仙向上につながること。ハードウェアの利川肴が贈えれば、ソフトウェアの価

値も高まる。リーダー（読み取り）アプリケーションとライター（１１:き込み）

アプリケーションにも、同じ効果がはたらく。一般市場、あるいは納幡相談所

もIIil棟である。

社会的ネットワーク効果(｢局地的ネットワーク効果」とも呼ばれる）

典川的・社会的なネットワーク効果の代表例はインスタント・メッセージング・

サービスだ。ユーザは、比戟的小規模な消賀希典Ⅲ（例えば、n分が腿してい

る社交的または仕事上のネットワーク）の判断から直接的な影卿を受ける。新

しい技術の採用や価格を判断するにあたって、得られる悩報のlltで判断するだ

けではなく、既にそれを利用している典剛の範囲や多様性が敢大な検討坐準と

なる《，

市場のｎ面性

市珊はほとんどの場合、「売り手」と「術りｆ」という２樋類の集団だけを結び付

けている．問いＦは収益源であI)、光りｆは見返りに,M物やサービスを提仙する。「MII

客」や「利用者」と、「売り手」や「'11粟パートナー」など、２つ以上のＮなる典団

を結び付ける市場を、経済学肴は「市場の、面性、ｎ面的市場（n-sidedmarket)」

と表現する《，「､」には果団の数が入る（災２－１は、Ｍａ１℃olansitiとRoyLevien

の杵i1f「ThoKeystoneAdvlm“Cｌ（Hnrvnr〔IBusinessI〕ru8s)Ｉと、「H､､vard

BusmcssReviewj誌に掲戦きれたEisenmannらによる論文「StmtegieslbrTwo-

Sidedmarkets」２で使われていた表や例をもとに、加兼訂証したものである。、而

的市珊とエコシステムに関する詳細は、巻末の注を参照のこと)．

AmericfmExpress、eBay、征犬'i;t，Microsoft、仙唯保険剛体のKaiser

PermImente，そしてMicrosoItは、いずれも、面的市場を対象としたプラットフォ

ームを提供し、それを連携させる役削を担っている企業だ。

「市珊のnim性」の例に挙げられることが多いのはＶｉｓａである。nlm的市場は相

互依存的コミュニティを互いに結び付けるはたらきがあるが、クレジットカードの

嶋合は小売業者・銀行・消費将という３つのコミュニティ間にカードを介した結び

１マルコ･イアンシティ／ロイ･レピーン「キーストーン職ロルイノベーシ副ンを持続きせるビジネルエコシステム」

（杉本幸太郎帆、期旅社、2007年)．

２トーマス･アィゼンマン「ツー･サイド･ブラノトプ１－』､戦略｣､｢ハーバード･ビジネス･レビュー」（2007ｲ''６月¥）
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付きを生んでいるのがはっきりとわかる。３巣、のそれぞれがクリティカルマスに

到達していなければ、エコシステム全体が機能しない。小規模の剛容で成立する市

場もあるが（その鳩合、向い噸客単価を設定する必要があるだろう)、クリテイカル

マスに述するカード所有荷散がなければ小売業将にとってＶｉｓａは何の価仙も持た

ないし、逆もまた'１１級である．対応する小光業荷が111:界什地に広がれば広がるほど、

利用者にとってもカードの利便性が増す。これがクロスネットワーク効果だ。Ｖｉｓａ

がキャッチコピーに「あなたの行きたいところ、どこにでも」というメッセージを

掲げ、Ameri“、Expressも「出かけるときは忘れずに」と似って同級のポジショ

ニングを行なうことが、非州に､､饗な意味を持つゆえんだ｡

「市場の、向性」という巷え方は、「支払い義務の発生しない．無料一顧客の価値

とは何か？」というIMIいに対して、説得力ある答えを提拡している。例えばeBay
は、オークションリストを検索する問い手の存征がなければ、出,Ｈ１荷に８％の取

扱手数料を探して収益性のある光間ビジネスを展開することはできない。ＩＢＭ、

Hewlett-Packard（ＨＰ)、Sun，Facebook、Amazon，Apple，そしてオンライン

ケームの「WorldofWarcraft」や「SecondLilb」のような人工'1t界でさえも同様

だ。活発に成及していくユーザ脳眺があり、その数がクリテイカルマスに到述する

ことがなければ、アプリケーション1M発肴やりf業パートナー、アフイリエイト契約

者、付加価値111販業行、閲迎または補完的な財やサービスの供給稀（間接的ネット

ワーク効果が生まれる）といったネットワークを意きつけることはできなかっただ

ろう。

本章で,j§す例で前うと、Googleでl-l々 検索されるキーワードに対して、何百万と

いう広告主が意欲的にクリック課金型の料金を支払っている．まず何十億件という

検索クエリがあり、１１t界'１０に検索ユーザが存在していなければ、このシステムは実

現しえない。

GoogIeが実現したネットワーク効果の結合

Google成腿の絶大な雌盤となったのは、「PageRank」というアルゴリズムであ

る。検索内容に対する側巡性の高ざを、そのサイトへのリンク散の多きで判断する

という仕組みだ。Googleの成功の理由は以下に挙げる通り、PuguRankが生み出し

たネットワーク効果を足場に、ほかの領域へと作用を拡大させ、そこからさらなる

ネットワーク効果を広げ、リソースを増幅させていくことができたのが大きな要囚

だった。



第２面

典Z-lさ室ざまなセクターにおけるｰ市埼の、1m側

業界｜プラットフォーム'第１面 薫料または最低限の

支出で活用する側

如き全蕩ロ語１

検案倹稚エンジン検索ユーザ広;』；１２第１面（検索ユーザ）Ｇ(x〕典Ｉｅは検索連動広杵から収銭の９７１１､（第一四
半剛におよそso億ドル）を側ている

決済クレジッI、カード所／｣．眼光薬fｆ鰯１面（カードﾉﾘfｲｉＡｍｅ【･icanExpressは、収縦の８０り6以上を、販先
サービスカード茜肴）蕊荷から の 取 扱 手 数 料 と い う 形 で 得 て い る

メディアＷｉＩＩＭ読苛広iIfl1鋪ｉ伽（統ff）析聞の収益のSOOuは幽;Iiliから側ている

オンラインウェプ求職好人材採用荷、第１面（求職汁）Ｃｌ･aigslistの収壁は１００％ﾉ１１１川荷閲から得ている
人材紹介凧川幹雄会社（ニューヨーク版では不動施術慨の広告掲載依菰
ビジネス・苫からも収鐘を得ている)．Ｍ《)nst“comの収益

の90％以上は、人材採川汁側から支払われている

ピデォヶームパソコン、ケームでケーム側篭黙どちらでもない間ＸｂＯｘやPlaystaliUnの製１１胴は、ハードウェア

ケーム懐器遊ぶ洲翻fｆＨ方が其払いをする駁允で利益を得るとともに、サードバーテイの

側発喪仔へのライセンス仙ＩＪ↑1を得ている、EA
EIcctr(》,lIcAI･[s）など‘)11k6蕪荷は利用苫への

ｌｆ雛的ケーム砿光:こよって刊錐をi1｝る中I副雄大
ＦのケームブロバィダＳＩｗ１(IFIは、プレイごとに

課金するシステムを捉1lしている

オーブンソーM11uxユーザアブリケーシ第１面（ユーザ）ＩＢＭ，Sun、ＨＰはハードウニアプラツトフォー

ス・ソフトゥユン間発詩ムを提供し 、 ハ ー ド ウ ニ ７ ． や サ ー ビ ス か ら 間 接 的

エア 収隻を得ている

ｗｅｂ２０LinlIx、Apnche、ユーザアブリケーシ第１I、【ユーザ）広涛支授、Ｓ麺S、ユーザ裳たば利用戯:二応じた
ソフトゥ霊７・ＭＬｓＱＬ、ＰＨＰ，ヨシ側発留課金制

Ｉ》Ｍなど

DVDＩ)1.Ｄプレイヤーユーザ映仙i製作鋪１面（ユーザNetilixのレンタルサービスおよび無料お試しキ

スクジオNetnixの無料おＩ此しヤンペーンは、映画製作スタジオ閲から部分的に

期間）援助を受けている

オンライン，ﾂニプ疑い手蝿り系買い系（人ﾄL汁）光りＦはｅＢａｖに８１)ｈの取り｜Ｆ政料を支払う
才 一 ク シ ゴン【入札荷１１出船粋

辛
）
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指数関数的成長

ｌｉｔｈ()1．neI,l}ｉｊ発粁のBobMetcaln､は、ネッI､ワークの川仙はユー･1ﾉ:の政に比

例してjⅧ|lすることをIi1､くから把州していた。新ユーザ】,人がそれぞれ１，－１

人の肌がユーザと紬び付く新規利川什か加わったことは既ｲ河ﾘﾉⅡ汁１人１人

にとってベネフィットとなる、この法則は主に「メトカーフの法則」と呼ばれ

ており、ユーザ増加が成畏と収益性の加速につながるｰバンドワゴン効采」現

製の珊解に役逝つ

インターネットが拡大するにつれて、よりイ『益だと人々が感じようになるの

も、メトカーフの法則を思い浮かべれば理解しやすい二だが、これはユーザの

γクセスjｿ､外の戊献を拶噸に入れていないので、極めてiii純化した,iliIﾘjと１１.え

ゐだろう‘ユーザがｲIりらかの戊献をすゐ｣ル合（それはユーザの折1m'の：次的効

果であって、本人は愈,磯していないかもしれないが）は、より急速なⅡi仙成１４

が狸現しうる

別のネットワーク科学巷、ＤＩｗｉ〔IＰ.Ｒ“ｄの名を冠した「リードの法則」は、

メｌ､カーブの法則が川いる、という概念は允分ではないと.iﾐ姫すあリードの

法則は、効果の広がりは「２の、唯」に近いのではないかと述べるメトカー

フが鋤&するネットワークの単なる１対１の'１１能性ではなく、利用背l1ill:の組

み介わせの''１Mに熊づき多対多の111.能↑ﾉ|;のぶんだけベネフィットが発ﾉ|ｉするから

だ‘，（hIll):"('11.wiki1)Cdia.()1,9/wiki/I(“(１，ｓ１１１Ｗ）

検索エンジンの直接的ネットワーク効果

ユーザが人ﾉJする検索クエリの１つ１つがＰ雌eRankを動的にアップデート

するとともに、検索エンジンのユーザ適合性もアップさせるさらに、、ｌｉ時

の一般的なスタイルとは異なる収益分割式を採用し、ＡＯＬや検索サービスの

Askjcevesなどとアフィリエイ１､契約を結んで、１､ラフィックおよびｲ|川jil1･の

ｊⅧ11に成功した』

広告主の直接的ネットワーク効果

成鵬州酬のクリック課金制によ')、広('f･蝋は（そしてＧ〔x)gleは）広Ilf効架を簡

111.にモニタリングできあようになったＧ〔X)91じのAdWordSはＤＩＹスタイルで

広杵をiIjIl作・騰悦できるサービスで、’'１小企堆でも父'雛かつ安価に活川できる
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''1込み時に５ドル、ｌクリックあたり５セント,拠金という魅ﾉJ的な料金システ

ムに懸かれ、オンライン広粋を初めて試す２１喋什が多く染まI〕、岬も広まった㈹

広告主検索ユーザのクロスネットワーク効果

規悦の大小にかかわらず広('f鵬は、検索クエリとユーザ数の雌も多い検紫エン

ジンを求めていた

需要側のネットワーク効果:広告主の支払意欲

八〔iR311kでは、キーワードの川仙が肋的に決定されるようにして、広ｉ１ｆｉｉによ

る入札1jl雌を導入した。クリック抑金システムのおかげで、広ｉＩｉ－ｋは役職lIIl収

率と職客動向怖報を把柵し、オンライン広皆とオフライン広告の直接販光また

はブランド柵築のYWIl効果を比椎することができた紬llLとして、膜皆主側は

さらなるマーケティング”):‘広告流>:をＣ()()照！(､の･り･－ビスへとつぎ込み始め

た

（}《)ogleが満用した４１１剛のネットワーク効果は、ｊi:いをＭｉ強しあう形でさらに効

采を発lil【した‘，披初の３{'1煎一'''1:接的ネッ|､ワーク効果、’111接的ネットワーク効

M1:、クロスネットワーク効染一について検ﾙ1．するIMIに、少し後ﾉﾉきりをして、．lつ

めの効果を理解するいくつかの州批を確認しておきたい

需要側のネットワーク効果とクリティカルマス

ビジネスにおいて蛾も馴難み深いのは、供給側の規似の粍済によって収益迎噌が加

出するパターンだ供給側を,j〈した岡２－１の左側の鷲lMlllI線は、製造驚昔が4窪１１ｔ

をjWやすにつれ、単位あたりの限界伽１１.平均YY用が一定のポイントまで減少する隙

j先を,パしていゐ。供給側から兄れば、成1N:物の蚊や1,tで礎1IiIrﾘー る､ド均伽11に沿って''１１

級が変化すると言えるだろう‘、ド均伽WがFがると収俄と11t川の格差が広が})、収ｉｆ

迎jWを生み出し収益性が高まるが、費用曲線はある時‘'Ｊ１で.下げ止まってしまう

ネッI､ワークが持つ需喫側の規悦の維済は、それとは対照的だ凶２－１の(I側の

グラフは、Ｙ１柚がえ払迩欲｣、XDhlIが「ユーザ散を示しているビジネスが成災

のSlMI線のクリテイカルマスを突き抜けると、正のネッI､ワーク効果に促されて、

そこから指歎関数的成長が始まあ『クリティカルマスに到述してからはユーザにと

っての111i(|(iが急速に,l‘liま為ため（メトカーフの法則を細介した「術数関数的成１２」

を参11(()、父払‘獣欲がjW加すゐ,，Iilli仙が,I‘liまると、Ｗりi１１.illliと、ユーザがI｡Lりんで支払

う棚もアップする傾ｌｉｌ｣があ為,，
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供給側 照唇側

串

Ｌ Ⅱ１１１
供紹者のシエア企購のシェア肌入者のシェア

剛出されだ価廻全他

聞2-1供給主導経済と、需要主導粍滴の違い３

Googleのようなネットワークが生み出す価値は、価値供給秤・企巣・価値雌人粁

の３粁で共有している。例２－１の下の部分に、創出された価値のシェアを示した。

価値供給側のシェア

ネットワークシステムの１１．位あたりの平均賀用曲線は、多くの増合、先行投資

が高く巡営経費が低いので、下降をぷす。代表的な例がソフトウェアや香輔、

音楽だ｡最初の執筆や制作には時間も費用もかかる｡それが済んでしまえば､コー

ドやデジタル商品を複製し流通させる経費は非常に少なく、ゼロに近い。

ユーザが価値供給秤となる勘合や、その商品・サービスの価仙の少なからぬ荊

合が「ボランティア」によって労なく貢献・寄付される吻合がある。このとき、

迎衡費用は低いままだが、創出された価値全体に対する供給側のシェアは大き

くなる。専門家にプリタニカ百科那典の項目を執飛させるのは経欝がかかるが、

Wikipediaの執飛粁はボランティアだ。ユーザがＨ発的かつ無料で知識を共有・

配侶し、自分が享受した価値を他粁とも共有する。悩慨が入力されれば､あとは、

知識の複製・配信および糟築・改善経費も限りなく低い。

:Ｉ「MnMl)(川鈴ｉｎｍＳｌｒ狐噸y:EXPl⑪ｒｉｎＲＮｃｔｗ《ＤｒｋＥｍｎ〔Dmi“」（IL噸ＨＭｉ聡⑪ｎｌｌｗ畔１ｍ“lＲどI)｡ｒｌｌ２()()‘Ｉ

ｆＩ１１０ｊｌｌｌＨ）に藤づき、WeI)2.0の収佳迎州を炎現するため訂１F。



4９

、槻に､GcogleのPageRKlnkのアルゴリズムは､検索クエリに対する反応として、

人気重視の順位で検索納果を表示している。検索ユーザのクリックが貴重な梢

報提供となり､それが巣稲することで､検索結果のWi度が向上し続けるのだ｡ユー

ザはＧｏ《)照leで検索するだけで、Ｗｉ繁に用いられるキーワード検索輔度のIi1l上に

貢献し、価値創造にｆを岱している。

企業のシェア

創出された価価全体におけるGoogIcのシェアは、広告主が検索ｌ同につき意欲

的に支払う平均価格と、検索エンジン業界におけるリーダー的ポジションの独

得および維持（ユーザ雑盤と、何十億という検索クエリの維持）にかかる質川

との差額から生まれる。

アフィリエイト契約者のシェア

GOogleは、トラフイックを呼び正のネットワーク効果を生み出す馴莱パートナー

やアフイリエイト契約先に、広告費の収益を分配している。

価値鯛入者(広告主）のシェア

幽告主は成果報酬ベースでｌクリックごとの支払いをする。検索時に広併が炎

氷される掲載優先順位を決めるのは、広告ランキングとクリック人気、そして

入札制のキーワード価格だ。このため、検索用綿に対する広告主の支払意欲が

生まれる。

広告主に検索用語を購入させる－Ｇｄｌｂの手法

IdeaLabとＧｏＴｏ（のちのOverture）の創業荷BillGrossは、「広告主に検索川

棚（キーワード）の値段を支払わせることができれば、検索エンジンは無料で検索

を捉供し、収益性もあげられる」という銃みを基雌に、「GoTo」の検索サービスを

立ち上げた。JognBattleの箸沸「TheSearch』（PUrtfblio)４には、Grossの次のよ

うな台詞が引用されている。

初期のさまざまな失敗から､秘は､検鍛の本当の価仙は検ボルlIIHにあると気づいた．

(……)誰かが検索エンジンに｢ダイアナ妃｣と人力するとき､その人物は､いわば｢ダ

イアナ妃ショップ」にアクセスしたいと考えている。そのショップでは、ダイア

ナ妃に閲する手に入る限りの全怖慨や品物を見つけることができる……

イジョン・バッテル『ザ・サーチグーグルが世界を変えた』（010谷¥'1ﾘｊｊ(、Ⅱ雑、P社、2005年)。
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Grossはキーワードシステムの機能を証Ⅲlするべく、ＧｏＴｏにクリック課金式の成

果報酬型広告モデルを組み込むという、大きな賭けにⅡ｝た。広告主は、アクセス者

が広告をクリックして腹告－１《のサイトにジャンプした吻合だけ、１回あたりの料金

を支払う。ＩＭＩ払いの料金は必腿とされず、あくまで門祉の膜i1iにクリックがあった

ときだけ操金されるというものだ。

このサービスを成立させるには、できるだけ多くの膜沓_脱に「クリック課金型の

検索巡動型広告はリスキーではない」と納得させ、獲得広;'誰の散でクリティカル

マスに到述しなくてはならないi，このためGrossは、Pli時のバナー広需の料金は１

クリック７セントから１０セントが｣城だったにもかかわらず、１クリック１セント

に料金設定した。実際のところ、「TheSearchjの検証によれば、Grossはトラフィ

ックと検索ユーザの獲得に５セント、あるときには１０セントも投じ、その検索ユー

ザへの広告機会を１クリック１セントで販光している。これでは愈味がないのでは

ないだろうか？

この下法が意味を持つ唯一の珊山は、「クリテイカルマスの到達こそが亜要」と考

えるためだ。クリティカルマスに到達すれば、そこから検＊ユーザと利用量に正の

ネットワーク効果がﾉkまれる．検索ユーザを呼び込むためのYWUが急速に減る一ノノ

で、広(!f主側の支払意欲と支払う仙段がアップすれば、確かに収益および収益迎期

につながるはずだｃ

Ｇｒｏｓｓは次のように説明している。

肢が１mえたことで除々に、トラブィック捜僻費Ⅱ}を６セントから、時には４セン

トまでドげることができるようになった。そうして獲得したユーザが、２クリック

以上することもあるので、１セントか２セントの利益が出る、サイトをブックマー

クして何度もアクセスするユーザもいて、それが新規検索利川荷獲得の､ド均費用

を引き~ドげた。ユーザ散がjflえ、サイトに対するロイヤルティが尚まるにつれ、

検蛎を呼び込むために私が支払う卿ijは毎ｊＷｊｊドがっていく‘，Ｉ‘illlfに、検索か

ら得られる収銑はあがっていく。（『TheSearch｣）

ＧｏＴｏは、ｉｌＩＩ費行には輔庇の商い検索機能を艇料で提供し、広告liには広告-kの

サイトへのトラフィックをｌクリック数セントで提供した。それまでオンライン広

告を試したことのなかった広告主は、その投資回収率に驚偶した。そして、より多

くの広古費をオフライン媒体からオンラインへ振り分けていった。

また､広侍北はひと柵りの尚爪なキーワードを独得すべ<醜うようになった。「巾」

や「カメラ」といったキーワードで、検索紬果表城のできるだけ|:のほうに広告が



弧

表氷されるよう、支払う仙段を齢I)上げていったのである。つま1）ＧｏＴｏ側がユー

ザ獲得に多額の費用を投じても、正のネットワーク効果の発生によって、広告主が

さまざまなキーワードの恢段をアップする（１セントから、雌商２ドルまで）ため、

利俄および収益性を確保できるというわけだ。Grossはこの時点で既に、そういっ

たピジﾈｽﾓデﾙのはたらきを柾明していた｡彼は当時を振り返り､次のように述

べている◇

約半年11Mで、広iO注が支払う平均iil､価は、GoTOが検索ユーザを１人郷)するため

に支払う､'4均賀川を上1101つた。（……）ｒ測よりもjfLい成j&だった。（･…･'）時Ⅲ１

が雑てば、人札価絡があるべき値段に追いつくはずだと確{パしていた、（……）ｌ

クリック25セントから2.5ドル､あるいはきらに高い値段のつく検索川紬もあった。

(｢TheSearch｣）

さらにGoToは、MicrosoIt、NetScape、ＡＯＬと大I~1のトラフィック拠得契約を

かわしている。相手のウェブサイトに検索サービスを提供し、手数料を探したり、

あるいは収益を共ｲiしたりしている（その割合は５０：５０だったと推測されている)。

Googleの参入

それでは、なぜGoogleが2003年にそのレースで勝利を収めることができたのだ

ろうか。GoToはキーワード広告分野の第一人将であり、強力なネットワーク効果

と検索巡勤広告職略を多放|M発している”遅れて参入したGoogleは、その先駆稀の

手法を踏襲して以ドのような特徴を伽えた。

検索エンジンの直接的ネットワーク効果

●PageRankによるオーガニックサーチ(純粋な愉報検索)の雌適化
●検索連動広皆

●アフイリエイト契約を結んだパートナーからのトラフィック獲榔

広告主の直接的ネットワーク効果

●成果報酬のクリック抑金システム

●AdWOrds-小規機の広告上にとって使いやすいセルフサービス
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広告主／検索利用者のクロスネットワーク効果

需要側のネットワーク効果に対する広告主の支払意欲

●動的な価格設定きれるキーワードと、広告上に対するキーワード人札制の導入
●広告掲戦の優先順位決定に、AdRankも利用

●クリック課金システムのおかげで、広告主は投資回収率とMII客動向愉報を把捌

し、オンライン広告とオフライン広告の直販またはブランド柳築に対する費用効

果を比較可能。結果として、広告主はさらなるマーケティング予算・広告予算を
GOogleのサービスへとつぎ込み始めた

Googleは、GoToから拝僧したモデルに、以下に挙げる３つの屯要な手法を付け

加えている。

●PageRankによるオーガニックサーチの岐適化

●クレジットカード１枚でオンラインのテキスト膜告を購入できるセルフサービス

AdWordsの導入。広告とオーガニックサーチ結果の表示場所を分離した

●掲戦の優先順位を決めるスコアAdRankの導入。人札制とクリック裸金制だけで

はなく、広告の人気やクリックスルー率の評価も行なう

PageRank：オーガニックサーチの最適化

GoogleのPageRankアルゴリズムは、つながっているリンクの散でサイトのIlU

巡性の商さを計算し、さらにリンク先のサイトに対するリンクの数も考慮に入れ

る。リンクの数が多い、つまり人気のあるサイトは検索結果の上位に表示され、人

欠の低いサイトは下のほうに友永される。PageRankによる検索結果は、ほぼキ

ーワードの関連性だけに雌づいて納果を表示させていた従来の検索エンジンよりも

柵庇が高く、広告性が低い（純粋な怖報だけが表示される）ものだった。それだけ

ではなく、ウェプそのものの規模の経済性を直接的な味方につけることができた。

PageRankはリンクの数と人気を分析する。つまり、ウェブが拡大するにつれ、エ

ンジン性能も向上した。

直接的な正のネットワーク効果は、Googleの検索エンジンに結び付いているユー

ザの数と、その「群集の知」から発生している。１回ごとの検索クエリが人気情報

を動的に提供し、システムにフィードバックするはたらきを持っていたからだ。

２００２年,トばになると、Ｇ()oglcはほかのあらゆるオンラインブランドよりも厚い

ロイヤルテイを諭るようになった。ユーザは熱托的にGoogleを支持し、メディアも



1.000

４
５

htlpI〃bno叩y・lyp笹Pad.c⑪ｍ/bIM〕Opy/2005/03/thc-k)nH-tail-n､ｈｔｍｌ
クリス･アンダーソン『ロングテール「光れないl縦ｈ」を笈の111に災える斬帆略」（楠陳ゆりこ鵬、Ijl川脊l"、

2()06年)．

こぞってGoogleを艇め称えた。

AdWords:検索クエリのロングテールをつかむセルフサービス

Googleには、蹴落とさなければならないライバルが数多く存在した。初期の検索
エンジンExciteの創業将で、ウィキの先駆けだったJotspot（のちにGoogleによ

って買収きれる）の創設者でもあるＪｏｅＫｒａｕｓは、「GoogleがしてExciteがしな

かったこと」は何だったのか考察している5．KrauSが主弧する「検索クエリ分布

の“べき法則向」は、のちにChrisAndersonがベストセラー群iiF『TheLongTail：

WhytheFutureofBusinessisSeIlmgLessofMorej（HyIperion)０で提唱した「ロ
ングテール」という表現で広く知られている。

Ｋｒausは、Exciteの検索クエリを分析した際、実賀的に検索され日々 それなりの

ヒット散をあげるキーワードは３％であることに気づいた。残りの９７％のキーワー

ドのクエリ率は、111あたり10001'1:未満だ。例えば歌下の「ブリトニー・スビアー

ズ」というキーワードは１１１１万件ヒットしているが、「中皮脈」という珍しい腫癌

の名前は１０００件に満たない（図2-2)。Exciteは急速な成腿を遂げていたし、優れ

た検索テクノロジーを持っていたが、Ｋｒausをはじめとする維僻陣は検索クエリIIj

１０

１１

１１

１１

１１ 〒

卿

図2.2検然結果のロングテール
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ﾉﾙの『】ングテールから収俄を{｛卜る方法をＷ|'すことができなかったそれがIl1XcitU
の敗脚となったのでああ，

それではGOoglcはと'のようにして、検索辿ImIJW広告を通じた検索クエリ市場のロ
ングテールの効果的な１１t幣化方法を見つけたのだろうか－，liillの蚊ﾉくのライバル
()verLureから押借したのだ

確かにGoogleは検索述勤広告分野に遅れて参入したしかしそれは、ＩＩｉ場の変動

を利１１]し、何'･側という撫料検索作業をｌＩｌ入するＦ段であるクリック別1'1余ﾉ(リテキス

ト広倍へのメディアのii;Ⅱの尚まI)に唯じた、絶妙なタイミングだ=』た（)v(典】､tul｡Ｇ

はGOOglGに対･し勝,il:焔ｉｆの‘J『えを起こしたが、のちにH1解しているそして

(Ioogleは２００４年に折規株式上場（IPO）を染たし、現在、検索ユーザの大半が同

社のクリック課金)Wlリステイングビジネスモデルを使っているOvertllreは後H
Yalloo1に岡収され、YI111oo1のキーワード検索システムのl§要I災紫となった

Ｊ()ImBatteI1eが『'1,1wSOI1rch‘Ｉで冗談めかして炎現している通I)、Ｇ(〕(〕glGは「l
IlIl（１広告）５セントで！(〕億ドル」というレベルに到達した,，この小釧は、膜告を

11}すこと向体が初めての何Ｗ万という中小企雌が父払っていゐものだ（IC()gleは
2()００ｲl§ｌ()ﾉjに、折サービスAdWo1･ｄｓを尊人したクレジットカード１枚あれば

テキスト広箇を附人できゐという自動セルフサービスモデルで、宣伝文ｲﾘは「クレ

ジットカードと、５分の時佃がおありですか？今すぐGoogleに広告を出しましょ

う」このオンラインセルフサービスは、これまでオンライン広告など．度も出稿し

たことのない何I7iﾉjという''1小企雌にIljﾑﾙをllll放す為も’>だった‘

鋪ｌｌＩｌＩ株i{総会で、（)()oglc(11‘)ＯのIjl･ics(PhI11i(1tは次のように述べている。
ジﾛ

GoogIE,の使命はロングテールにサービスを提INiすることだ‐WaI・ＭＨ11.1のような

１１t界最大Ｆの企梁から、零細企業や例人にう：るまで、あらゆる広;'ｉｉｉを吋蝋とす

るだから災々 は2つの〃向性を捗ってjLんでさた超Iik企梁には、ﾉ1t適なツー

ルー式を提供した’１１然ながら我が社のモデルにおいて、広杵とは効鵬の測りが

ｎJ能であり、それがコンノ､－ジョンをはじめとしてさまざまな成果を生むだか

ら企業には大きな収維をもたらす。

では、（Ⅲ′Ｗ)州峨ぺ』111小企'雌、ごく州､の人4'が(､E()や(､l{)ペ』Ｃド()ペ'作難什

やサポーl､役を勝めあ企雌についてIよどうだろうかIMI入り(業､ｉl:11敗２人の企鵜

３人の企業典々 はそういった企業にも、ほほIDI動的にサービスを利川できる小規

模でセルフサービスのツールを数多く提供している

２つの方IiI1性と‘『"’たのは、こういうことだＩMWfにはセルフサービスを提供する
ことで、「従来式の広;'iは伽片が問い」と砿じていた卿'雑を取り込むことができ



たそしてｍｋ付近にもあらゆるサービスを尽くすことによって、I-iﾉくだが正年

充分なサービスを受けてこなかった広告主の心をつかんだだけではなく、こうし

たオンラインサービスには緑がなかった髄域にも到述することができた紺に光

り物を入れたインドの||W人｛よ、さ･).がに(〕o〔〕９１(､の広１１テサービスを#11川すゐことは

ないかもしれない，しかしインターネjﾉ1,接統卿ﾙiがくｳ)I)、ｉ''jらか(ﾉ〕'１１雛をぺ』っ

ていれば、彼らが付くﾉ)外でビジネスを鵬IﾘMできるよう災々がＦ肋けする。彼らが

大きなI1rjルにｊ§ﾘ逆し、より診くのサプラノヤーを得て、よ})｣､&いiIli情髄争を･乎に

できるようにする

閲

AdRank：広告の掲職順位を決める

ＡｄＷｏ１．．sの成災によ')、GOogleの２００１年収益は８５００ノブドルに系が届く勢いで

伸びていたしかしOvCtU1･ｅ（G0To）の紫裁のほうが好洲だったＯＷｒｔＵ１.eが、

入札制のクリック,服金剛広iiiネットワークで何ﾉjというクライアントを抱えていた

からだ。そこで(}()oHleは、２００２年２ノIにＡ〔ＩＷＯ１･(脂の折バーションを'Xち上げる

入札制とクリックIML紺ljlIに、広杵の人気とクリックスルー半《にﾉｌＬづくAdRankとい

うｆｉのＷＭ測脂際を川lえたものだ，

ハーバード・ビジネススクールのケースメソツド細;イ．(I〔》〔)gl〔４Ａ《lv()】･Iisi1,9.1で、

l〕avi(lViseは次のように脂州している、

Over、１℃のモデルは、敬栴な街水i号錠的モデルだった侭夢くｲﾉ､えば、‐ノーンパーワ

ンになれる（)()〔)H1(､はよりI:|,会iﾐ捉的な傾Ihjがああユーザに投肌{ｉｆを'ｊ･えるこ

とを好む

マスコミはこのシステムを絶賛した‐広告掲戦トップの座をカネで賀うことを許

さず、人気という妥紫も求めるシステムだと考えたからだＧ(〕oglOにとっては、最

もクリックスルーの商い広ilfを先蚊に炎ボさせるので、クリック&1M金による収維が

発生しやすくなみ

PageRankと|'リじくＡ(IRRnkでも、検索１回ごとに「俳災の知」の人気がクリ

ックスルー1Ｗ服として維ﾉｋし、１'iI:披的な'|；のネットワーク効llLがﾉｋじる。また、

000910の広く'fプラットフ１－ムにつながっている広ｉ１ｒｋの散からも、やはI)'''1接的
な征のネッI､『ノーク効采が生まれる。AdRankの〃ｲ|§と、広(ｌｆｌｉがｉＩｌＬられる問い投

資回収率が、ネットワーク効果を瑚幅させる力を篭押して、オフラインからオンラ

インへと広皆iiiIl略を切Ｉ){+える企業をiWやしていった

誉らにＡ(lRImkは、jI2も効鵬的で適合枕の問い広ＩＩｉ－すなわち、ノ１kもIWiいクリ

ックスルーの発生する広鮮一を優先的に上位に炎,パしたこれによって、広告に



;６１２章ネントワークが効染を蝋穂する

単に卜Iをリ|<、隙をj脱せるのではなく、キーワードで検索に対する適合性を高め患

傾向が強まった

複合的ネットワーク効果

ここまでに雌‘１Ｍした皿I)、（}《)()gleは０()'110から１１Ｗﾔしたモデルに、「I)agcRank

による検索雌適化｣、「A〔ｌＷｏ１､(1sのセルフサービスモデル｣、そして「AdRank」と

いう３つのＩ異紫を加えたそれぞれが、検索クエリ１件ごとに、あるいはクリック

スルー率を通じて(1〔)〔》９１(､システムのlili価を商め、1111:接的な'1ﾐのネットワーク効果を

倍瑚させたつまり、（iOOgleの成峰をﾉkんだのは、ｌＩｉな為ユーザ政と広(!f主散の噌

加ではなかったのだ人気と、リンクやサイトや広告クリックスルーの利用頻度と

いった形で喪現される「群衆の知」を集積したからこそ、ＩｉｌＩ狼的な正のネットワー

ク効巣が発ﾉI§したそして肋的なmi惟殻定冊l股を通じて、帝せられたf'州lの価値を

確保しｉｆ帯化した炎２－２に、ソフトウェア|H1発会社XcdImtがiTなった２()０６年

の調査に坐づき、雌も収碓性の高いキーワードの一部をボす

災2-2W雛lljllIiによ為"《{'j収倣

;キ ーワード１クリックあたりの課金甑クリッ ク 数 ／ 日

in凱】１．１ｍ〔･ｅ（保険）Ｓｌ７‘1１49893‘５

hotels（ホテル・棋数形〉Ｓ３‘5２200636,0

film（映閲〉 Ｓ2.s８1830.Ｍ‘Ｏ

ｈｏｍｃ【叢腿】Ｓ8.89102282.5

ｃｍ．（jIL S5.09５２０６９５

sc110ols《学侠） Ｓ‘1.13６０９１３０

acting諭技Ｓ2.2s106337.0
Credit（クレジソト）Ｓ８‘6７25705"０

Che”安い） Ｓ2.71ｓ2139‘５

．噸itnl(デジｸﾙ】S1.70130607.0
ｈｏＭ【:f:テル・'１１敗形Ｓ2.洲８‘17765

ｍｍ馬ch(〕01鳥（映伽学技）Ｓ5.6435501.5

softwil1,ｅ（ソフト，ｼｪﾌ‘）Ｓ3.23６】259.5

,ＧＷ（折しい〉＄2.1790415 .0

nutoinsul'(,】ＩＣ《、（ｌ'Ｍｊｌｌｌ.＃1職｝＄29.‘1８（;11鋤.(｝

1℃lltnlルンタル）＄5,9731635. 5

ハ℃ｅ（燃料） ＄1‘〔１６172680‘５

travel（旅行）＄5‘０２35084.5

Sl741

S3‘５２

s2.SS

S8.89

$5‘０９

s‘1.13

s2.2S

S8‘６７

s2.71

s１．７０

s2.3Ｈ

S5.64

s3.23

$2.17

$29.‘ＩＦ

$5,97

$1‘０６

$5．０２

49893‘5

200636,0

183()･州‘0

102282.5

520695

609130

106337.0

25705,0

s2139‘3

130607.0

847765

35501.5

6】259,5

90415.0

6153.(｝

31635.5

172680.5

35084.5

課金額日

$8686.15.81

$706238.75

s527166.75

s897878.91

s265033.75

s251570,69

s24244s､３６

s222s62.34

s222598.05

$222031.91

$201766.06

$200228.45

S19786819

S19G20055

S19023‘lルi

S188863‘９４

s18:1011.33

$17612.1.19

’

Iブログで小遣い稼ぎ_ｌ

ＧｏｏＫｌｅには、もう１つの広IIfサービス「A〔lSenSOjがあるこれは、プログと

いう現象にも雌適なシステムだプログは個人の日紀や輔定の納辿に沿って許かれ



f７

るウェプサイトで、定期的な投稿があり、古い投稿内容を「ログ」として時系列的

に保存している。AdSemseスタート時点で、既に多くの人々がプログを立ちｋげ史

斬していた。初期投資がたいしてかからず、コンテンツの文脈に沿った広告が表示

されることから、AdSensuはあっというまにプログ1M:界に広がっていった。前述の

｢GoogleAdvertising」は、次のように炎現している。

AdSenseはAdWordsとは対照的だった。広併-膜に広告枠を購入できるメカニズ

ムを提供するのではなく、コンテンツ提供汁が121分のウェプサイトに広告枠を作

るメカニズムを提供したのだ。

プログ運営者は、自分のサイトｋでアクセス者からクリックきれそうなスペース

を提供し、そこにGooglcの広併を般俄する。クリックスルーによる収維はGoogle

とブログ巡憐軒で分割する。このシステムにより、多くがブログ運常で初めて旭川

収益を得るようになった．ブログをつけることは、単なる趣味ではなくビジネスと

しても成立可能となったのだ．

Googleの広告プラットフォームは推定８０：２０の収益分割で、獲得した価仙

と収益分配をエコシステムのパートナー共ｲjしている。同２－３は、あるブロ

グ（｢Vaughn‘ssummaries｣）に掲戦されたブロック図の簡易版で、AdWordsと

AdSenseとブロガーの柑関関係を示している7n

MaryMeekerが2006年に行なった獅油「Stateofthelnternet」８で指摘した

辿り、このサイクルはインターネットビジネスに多くの収入をもたらす．そして、

Googleに入った収益の火半は、提抑パートナーへと還元されている。

ＩＢのデータによれば、GoogIcとY6Ih〔x)1は、アメリカのオンライン広併収雑の約

60％をIIiめています。（;〔)()9kgとY8lIMx)!は、そのうち３０《脇をパートナーやアフィ

リエイト契約荷に分配します“多くのiMl係行と、多くの金額が共ｲIされているの

です邑

Googleは検索を行なうユーザを雌初の襲謎として、その蕪盤の上に広告エンジン

を榊築した。次に、広告収益をブロガーなどと災ｲiすることで（検索ユーザに、広

告掲戦肴の役割も祖わせることで)、その広告エンジンの再利用に成功している。こ

こでも、プラスのフィードバックサイクルがうまく作用している。

７充令版:htlI〕:〃www‘v;I'哨1ｍ§.'.”xcr筋‘唖)、/intt･rlM/81(1Ｗ〔,rds・ild“､“.｡i鴫r;,【1,.19i「

８http:〃ｗｗｗ,oreiIlyI脈１，ｍｍ/ＩｐＩ/』L/6848



；８１２京ネノトワークが効巣を増幅す為

勺

AdWords

広告牢

広皆に支出

↓

Goo9Ieの噸謂エンジン
とアノLゴ‘リズム

|Coo，Ie膜閑ｺーｻdｌ

寸
ROIと、オンライン
広告間をレヒコーｃ

一

AdSense利用者かいる
場合は、AdScnseを砿
せだウェうけイトの辿
台鰯と．バフォマンス
レボートをレヒコーするAdWO｢｡s利用酉'●‘ オンライン広缶

／ウェつマーケティンワキやンペ一

AdSensc

|ﾌﾛｶー’

Ｉ
lAdSenseーﾄﾅー倉’

－歩

Lし

フロワやウェフ
Iナイト(Java対岨）

↓
ﾄー＞

AdSenseの
プラットフＸ－ムｆ

一一一一－１

↓
ワリッワ§剛の支払い

２０９８０の分割

eAdSenseのハートナーは．『フロヮ

やウェフサイトを作り｣．『コンテ
ンツをアツフロードし｣．『間理の

あるキーワードを脇り込み｣、「Javaンは。『使用し厄い鯛閑用語を決屋。キーヮー牌を含む誤索し｣．『短いテキスト広宙を制作し｣、対応にしてGoO9IeのAdSense広告を
ワエリを入力する

『選んだ絹南胃 紐 に 入 ＃ L す る 』 表 示 させる」

bAdWordsのブラットフ河一ムは、ｆ・AdSenseのフラットフ計一ムは、
「 ワリックをカウ ン ト し _ I ． 「 Ｉ Ｆ と 『 ワ リ ッ クをカウントし｣、「ＩＦを
マーケティングレ ポートをチェッワチェッワし ｣、「ウェフ附肝とマー
して｣、「クリツワ猟金の糾蛾を計ケテインワ レボートを作成し｣、
筒する」『クリック報酬を針御するｊ

ｃＲＯＩをレヒコーし．綱寮用題，テキ
スト広告、入乳価紺．広宙ランキン
ワのポジションを副圃する

側2-3ＡｄＷ()】･〔脂、IdS(‘11雛、棚拝、１１f龍パートナーの|ⅢMJIMl係

プラスのフィードバックのアッブダウン

ＩＩｆのネット『フーク効鵬が篭ﾉi(すると、成功がそれI,凶を剛に忽辿にＩｌｌＩぴていくよ

うに見えるため、Ｉプラスのフィードバック」は「急速な成長とイコールであると

誤解されやすいだが正確には、プラスのフィードバックは、好術環を瑚幅させ強

箭をより強くする。〃で、同じくらい迅速に反対の変化一すなわち、肪持がさら

にjiりくなる：“,噸も加速させるＩＸ１２－‘Ｉでこのjj峰の概念似lを,｣ﾐした

ネットワーク効ＩＩＬによって生まれ為仙ﾉ｣なプラスのフィードバックが&ﾉkするllj
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場で、２社以上の企業がシェアをめぐって争っている場合、勝省になるのは１社だ

けだ。「１社」もしくは「その他大勢」で大きく傾斜する可能性があるので、経済学

打はこうした市場は「ひと押しで傾いてしまいそうなほどｲﾐ安定（tippy)」である

と炎現する。強力なプラスのフィードバックは、１社または１つの技術によって支

配される「勝者総取り」体制につながりやすい。

CarlShapiroとＨａｌＲ,Varianの共著「InfbrmationRulesj（HarvardBusiness

SchoolPress）９は、「勝者総取り」市蝋の発生の撤・ｆをグラフで解説している（同

2-5)。砿争は接戦状態かもしれないが、ｌ社または１つの技術が淵初から優位な血

糊で市嶋の半分以上を押さえ、好淵環に染って１００％近くまで成長する一方で、雌

初の決定的な時期に技術も振るわず市場占有卒も低かった企業は悪循環にはまりこ

み、１０％未満まで落ち込んでいく。好柵環と悪Wi塀の両方の引き金をひくプラスの

フィードバックは、ユーザの剛待とバンドワゴン的欲剖によってさらに州帆する，

雄もが、できるだけ多くの人が利用している先行きIⅢるい企業や技術を、自分も使

いたいと考えるからだ。他人が誰も使っていない、あるいは他のどこもサービスを

提供していない技術は互換性に欠け、臓魁の珊合は孤１kしてしまうと答えられるた

め、推も利川したいと恩わない。

こういった不安定な市場の占典的な例が、１９８０年代のビデオレコーダー市場であ

る。ＪＶＣと松下が率いる世界各地の企巣はＶＨＳ規格を支持し、Sonvが推進してい

９カール・シャピロ／ハル。Ｒ・バリァン「｢ｵ､･ソI､リーク締済」の峡MリアトムjM巌繋からピ･ｿI､捌巌藁へ…変

砿期をfl;き抜く72の揃針ｊ（Ｔ･本伸生/'商水再．,孔１，Ｇ．ミューケーシコンズ、１”９年)。

互換牲のあるユーザ獣

間2.4ネットワーク効果によって生まれる好柵噸と懸柵堀
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6Ｃｌ２歳ネットワークが効果を増幅する

ＡＯＬ／GoogIeの顛末

２００５年１２月に、Googleは１０億ドルを投じてＴｉｍｅＷａｒｎｅｒグループのＡＯＬ部

門の株式５％を取得し、Google上でＴｉｍｅＷａｒｎｅｒ商品を宣伝する３億ドル分の広

告川稿桁を提供した。この取り決めによってGoogleは、lEl内検索巡動広告Ilj期の

7～９％を郷きえるＡＯＬと、検索連動型広告の川稿および収益分配の５年契約をか

ためたのである。これは、ＡＯＬと検索連動型広告での合弁事業を持ちかけていた

Microsoftを締め出すことにもなった。

ハーバード・ビジネススクールのケースメソッド放材『GoogleInc.」によれば、

当時のアナリストからは、トラフイックがMicrosoftの手に蒲ちるのを防ぐための

手段にしては割払い過ぎ“ではないか、との紡縦が起こっている。確かに一見した

ところ、GoogleはＡＯＬの株式取得に３億ドルも余分な出資を行なった。それによ

って、２００６年から２０１０年の５年間で５世ドルの総広告収益が見込まれたが、収益

分配によりGoogleが盤得するのはそのうち約２位ドルとなる。それが３億ドルの

与信で相殺されてしまうので、結局Googleは１値ドル余制･に出しすぎたことにな

るのではないかと碁えられたのだ。

しかしここまでに述べてきた通り、強い正のネットワーク効果がはたらく雌争Ilj

場においては、市jMj1Ii打卒４０％から６０％の範州が雌も争いの倣烈なエリアだ。こ

100

圏者

たＢｅｔａ規格を打ち負かした。図２－６で、１９７８年にＶＨＳとＢｅｔａの技術概幽規格

行く末を分ける決定的な分岐点があったことを確泌していただきたい。ちょうど市

場占有串50％のポイントだ。

時間

倣壱

０

因２－５プラスのフィードバックの起こる雛争


