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のバトルゾーンを超えたｌ社または’技術が好慨環と市珊の期待をバネに勝肴Iこの

し上がり、その他大勢は悪循環に陥って敗粁の道をたどる。

閃２－７にあるように、２００５年１２月の段階で、Googleの検索トラフィックのシ

ェアは約５０％だった。仮にＡＯＬの株式取得に失敗した場合、全検索巡助JM広告に

おけるシェアは４３％となり、過半数を割り込む。Yahooが37％を押さえているの

で、４１～４３％では、Googleが市場を独占していると言い切ることはできない。だ

がＡＯＬの株式を収得することによって、GoogIeは５７～５９％の市場シェアを確保

し、市場リーダーとしてのポジションを手に入れた。ＡＯＬは、好棚現とIIjiMI)Ul侍を

勝ち取るための浮動票と見なすことができたのだｃ

つまりGoogleが余計に支払った１億ドルは、その先５年にわたって市場占有率

59％を確保するための戦略的投資だったのだろうか。それだけのためだったのか、

と疑llllに思えるかもしれないが、簡IItな制・算をしてみると、蚊い正のネットワーク

効果が作用する不安定な市場では、７～９％の茶が１値ではなく約４０億ドルの価値

を持ちうることがわかる。

この計算のカギは、広告の検索１回あたりの収維（returnpcr8earch：RPS）が、

市場占有率によって劇的に蛮化する点を剛解することだ。腹告忌I｛は、検索ユーザと

検索クエリ数を圧倒的に押さえる検索エンジンに対して、獄維的に広告叫入を行な

いたがる。ＡＯＬのトラフィックシェア７～９％を守ることにより、Googleは５０％

１０ＭＭ１“１Ａ・Ｃｕ制ｌｍ８ｍ⑪YiDrg(ISMyk)Ｍｄ鵬RM181『ｄＳ.'い“nbI(xDm符「SIrilI叩icManuwwiIl間ｎｎｄ

Ｍ拙錨･Mark⑯ｔＤｙｍｍｉ“:'1,脈‘I､riumphofVIISnv⑱ｒＢ“」（『Bu副１１１‘齢Ili帥oryRrvigwj雌、】”2年

春号）の災ｌ腫騰づく。
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米I団市jLM 世界市塀

1期２－７２()()5fI叫点で、Ｇ１)(>９１じは飛脚内および枇界市jﾙにおける膜ｉＩＩｒ１Ｚの'ｆ数を仰ぎえていたが、

充分とI『えるほどではなかった

の検索連助ｊＵ広脊トラブイックで得ていたＲＰＳがIずがるのを防いだのである株式

アナリストによれば、Ｇ(〕(〕9k,と、Yaho()1を含む「Google以外のＲ}〕Ｓの雄は慨

めて火きかつた‘征搬会N:I(ＢＣＣ敬pitI11Mm･ketsは、GoogleのＲｌ〕ＳがYahoo1を

少なくとも４０％は|:'''1っていたと評価している》

簡単な戦'ﾅﾆで考えてみたい２００５ｲドの雌界金作のオンライン度(ＩＦ収益が総額120

値ドル、検索クエリ('|:政が4()００値１１;だとすると、熊界全休のＲ1,ｓは().０３ドルだ

そのうち（Ioogleの広(If収碓は８０億ドル、検索クエリ激は,汁２０００億('1:。つまり

GoogleのＲＰＳは０．０４ドルで、「その他人勢」のＲＰＳは０．０２ドルである。

しかし２００５年末でGoogleのシェアが5096だとしたら、AOI』を逃していたらシ

ェアは・１３９６まで落ち込んでいたことになるすると、それに対して拠約を諾ぶ広押

剛皇推の減少につなが'j，ｌ(1)ｓ,ド均仙にも膨響をｌＪえあ．負のネノトワーク効果と、

支配的リーダーのポジションから戦然したことにより、（Yoogl0のＲｌ〕Ｓが０．０２ドル

に減れば、得られる収益が「クエリ２８０億件（･lOO()侭の７％）×().０４ドル」ぶん

減る（11.2値ドルのマイナス）だけで済む鮒ではない（.;()(〕gleのＲＰｓが「その他

火勢」とliiIじレベルに藩ち込んでいたとしたら、ｌクリックあたり().()４ドル郷られ

ていたはずの収益が０．０２ドルしか人らなくなる。つまり、「クエリ1720億件（20()０

億の.139（１）×０．０２ドルも失っていたことになるのだ（34.4鰹ドルのマイナス）

つまり、８０職ドルのうち｡15.6億ドルの州ﾘﾐを患味する

ＡＯＩ』のトラフィックを碓保するｌ他ドルの“過払い“は、イ§宏定な'1『場で過､|｛



6１

数ぎI)ぎりをｲ１１さえる市場リーダーが.15.6瞳ドルを失う危険性を防ぐためと答えれ

ば、安い値段だったのである。

応用へのヒント

Googleが過去に越えて来た２１虻の、然笈験は、Googleの進化とｲ《安定な巾jルに
対する「テイッピングポイント（趨勢を・気に傾ける決定的な転換点、臨界点)」と

なった。以ﾄﾞに、もう・度その’ティッピングポイント｜をまとめておく

●GoogleはIIijルに遅れて参入し、BillＧ１･ogsがＧｏＴｏ(Overtu１℃）で1111発した検索

連動型広皆のネットワーク戦略を拝借し利川することができた言しかし、

PngeRank，Ａ(lRImk，Ａ〔ＩＷｏ１･(|潟といったI蹄Iiで独''１に正のネットワーク効染を

ｊｉｳ111冊させたことが、成災の決定'州Ｊ､|となった。

●ＡＯＬは検索辿動ｌｉ拡告市jﾙのドミノを｢ひと押し(tip)」し、1111ﾉ､Iの検索クエリあ

たりの平均収続においてGoogleが競合他社に３倍以上の莞をつけるきっかけを

！』､えた211時のアナリストらからは、GooglcのトラフィックがMicrosoftの手に

瀞らゐことを防ぐためにしては‘'過,l/､い”だという蹴兇が|H1かれた｡しかし'１;〔ﾉ）

ネットワーク効果の存在によ')、ＡＯＬの市jﾙ,ｌｉｲ『率７～９９<)はGoogleにとって
４０億ドルの価肱を持っていた

（)(〕oglcが燃雅的な成lとを逃げ、映微的なステイタスを鋤1卜し、Ｉ〔ﾉ､:な株JWf水へ

とつながったことをどえると、過火に越えてきたステップもＧＯ()glOにしか当てはま

らないユニークなものだったと思えるかもしれないしかし、GOogleは確かに検索

エンジン市場を一Ｆに押さえることに成功したが、ほかの市場でほかの企業が同じ

世をたどる余地はいくらでも11っていあ（それにあたって、ｎｏ()HlUのツールを洲I｝

す為こともでき為だろう)。似'２－８は、成功への道筋における１K'脚なイベントを,I〈

している。

こうした曲線に沿って順調に伸びていくためには－曲線に沿って砿がi)落ちる

のではなく、また'''１線の途中で緊恩停止させられゐのではなく－いくつかのイベ

ントを適切に組み合わせて発ﾉｋさせることが_ilI甥だ．

採用曲線の上昇

iNtもそのIHi‘Ｈ１のことをⅢいたことがない状態では、成功させるのは非常に雌し

い。商品についてのバズを広めるためには、その使いやすさ、魅ﾉJ的な成果、
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ああ胤度のアーリーアダプター市場に到述できる商舶は少なくはないしかし、

火‘ドはそこで止まってしまい、さらに柵広いメインストリームのオーディエン

スに到述することができない採用拡大を阻む障害とな')やすいのは製造コス

トだが、ウェブ環境であればそれは簡iii､に|､l避できる‘』また、評判〈くち．

llMnui刈I器iIl〔川Ｓｌｍ【噸yExpI()riI1k:Ｗ１ｗ｡rｋ庇oIl(〕ｍｉ齢童（｢１．噸鷹･刈緬oI1inwwlWIlIr印Orl」２００１
年ｌＯｊｌｕｆｌ１二雄づき、WeI)２．０を炎現するため山11Ｆ

『

ツシヤー、
うしツシャー桶客糎椙コスト

市婦占有章一ラ

ロンワテールに対して占める馴合一う

側2-8成災へと続くＷｅｂ２()的維路1１

先行するユーザ離稚という３つの婆素の結合が必要となる111期採用は極めて

ｌｌｔ１腿な瞳味を排つSIllI線をやすやすと外れることは滅多にない



ミ）の作川も大きい。アーリーアダプターの僑頼を柵なうようなことがあれば、

彼らは即座に競合他社へと心変わりしてしまうだろう。ユーザに直接的なベネ

フィットを提供するだけではなく、継続的に利用しやすくする工夫が必要だ。

ロングテールの活用

サービスが特定のオーデイエンスを対象としたものであっても、ユーザが期え

れば、そのサービスを行なう怠雅は商まる。全体的なクリテイカルマスが得ら

れれば、時化された範囲でのクリティカルマスも生み出しやすくなる。ほかで

は見つからない珍しい将厳が{￥られるサービスであれば、消賀者は利用を続け

る（つまり、料金の支払いや梢報の質献を続ける）可能性が高い。オンライン

広告を通じてロングテールを貨幣化することは、昨今ではかなり容易になって

いる．

オーデイエンスの幅広さと、それをまたがる多様なネットワーク効果を駆使して

いる点で、確かにGoogleは他とは述うユニークな存在と前えるかしれない。しか

し、もっとターケットを絞った別の分野でIIiI微の靭略を腿1Mすることは充分にⅡ｢能

だ。

チェックリスト

批粁の会社はGoogleではなく、統肴はGoogleの社口ではなく、これまでの排Ｗｉ

を再投資する肺1曲iもないかもしれない。しかしそれでも、Googleの体験から学ぶべ

きことは多々ある。以下の質問を通じて、本章の内容を個々のプロジェクトに当て

はめて与えていただきたい。

戦略的質問事項

正のネットワーク効果を考えた場合…

自社のビジネス、エコシステム、莱界に当てはめて検肘する。事業価仙を加速

させ地帆する鵬本的プロセスとして、１１;のネットワークをどの程度まで欄械的

に検討・ii1ijnしているか。ネットワーク効果を効果的に街幣化しているか、そ

の理由は。

正のネットワーク効果を基本的戦略として検肘済みの賜合･･･

自社の１１f業巡鴬と、効果的な醜争の方法に対して、Ｉ↓体的にどのような愈味を
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捗っていぉか

即座に実行できる実践的な手法を検討する場合…

事業内、紐縦内、エコシステム内のメンバーに、ネットワーク効果のff幣化と
ｊＷ帆のパワーに対する組織を広められるか。

プロジェクト・メンバーとして検討する場合…

GooglGの例で,悦明された多械なネットワーク効果を、適切に、祉ピジネスー

ｉｌ'職制I心推界il1心､商仙部'１サービス,隙向､オフラインオンライン、ロー

カルグローバル、小規悦ノ<規悦のいずれにかかわらず一に応用できるか

どうか、チームメンバーと共に体系的に分析することができるか。どんなイベ

ン1､がパイｒｌツトプロジェクトにな'）うるか八

戦術的質問事項

●サイトを訪れたユーザから、何らかの情報を得ているかああいは、ただ一ﾉﾉ的

に桁報を披露しているだけか

●符理していない↑I'i報を見つけ出すＦ伝いをして、ユーザを澗足させているか

●大規仙なアクセス政があった｣ﾙ合、それに対応できるようなⅢ伽ができている力、

●他の1蝶のI’(収や、他社へのサービス提供を通じて、’'1Ｎ:!』雌に対するクリティ

カルマスを述成できるか

●斬規MIi群のj岬}に１人あたりいくらかかっているか。それを削減する方法はああ

か

●ユーザはサイトを、サービスを、そしてビジネスを情蚊しているか

●ユーザメ,馴制ﾉjで隙炊ったニッチ)iiiが形成されうるだけの、充分な人数にサービス

していゐか

・ユーザがニーズやウォンッを1A１分で兇つけられるツールを捉供しているか、サイ

トにはどの段度ＤＩＹスタイルの機能を持たせているか

●入札制を導入すれば、提供しているサービスから得られる収入を姑大化できるIIJ

能惟があるか

●ビジネスのｲｷつ多梯な側1m，サイトの排つさまざまなⅢliIiは、どのようにJiいを

補強できるか

●競乍､の渦111にいる場合、ユーザは|‘11:}:のサービスを、雌合他社のサービスを比'峡

してどう脇伽しているか

③空白の航城でスタートする場合、いかにユーザを新しいフィールドへ呼び込むこ
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とができるか

●既存のﾉ<下企業と競っていくのであれば、いかに自社の･ﾘ･－ビスを人手のサービ

スと差別化するか「新しき」を活川して、いつまでも弱小でｆＷまらずに済むﾉﾉ

法があゐか

●採川をI川迎させるために、どれだけﾈ|金を引きFげられあか。ユーザをリ|き込む

ために１１１を鵬料で堺えることができるか。料令を支払うユーザの存在をいかに11ｔ

幣化し、雌初の無料サービスから利締を出すことができるか



３章

人が繋がりを築く

２００７年１０月、シリコンバレーはある甜題で持ちきりだった。Microsonが、学

生を811心とするソーシャルネットワーキングサイトFacehookに２値４０００万ドル

をH1資し、広告契約を紬んで株式1.6％を収得したからだ。Microsoftは刺梁３年の

Facebookの企業価値を１５０億ドルと評価したことになる（Googleの公開株式価値

は１株６００ドルの株価で１８１０億ドル)。業界観測筋からは、ネットバプルヘ逆行す

る政字だと切り拾てるｊＷもあった。１９９０年代後半の熱に浮かされた世IIli知らずな株

脳入荷たちによる「根拠なき熱狂」の墓の味だと考えたのだ。だが、「スマートマネ

ー（投資金)」を操るベンチャーキヤピタリストや非公開投資企業は、このmlIliIlに注

目した。

Micmsohおよびその投資銀行側は、状況を』l§しく把榔してＭ＆Ａを行なってい

た。過去に非公開でGooHleが無条件に１１０億ドルを提,j:しており、これが予算

の「底仙」になっていて、大手の多同籍メディア企業はどこも軒並み興味をボして

いる－という噂もあった。しかしFaCebookとMicrosoftの視点から見れば、雌

終的に締結された契約はWin-Winだったのだ。２位４０００万ドルという金額で、

Facebookの非公開株式の評価額は既に公1%'されていたかのような上昇を果たした

し、Microsoftの株価もこの発表によって同じく上昇している。

契約交渉の経緯は別としても、Facebookに１５０億ドルの価値が認められたのは、

いかなる1M･務分析の紬果だったと考えられるか《，第１jitで砂察した噸客ベースの財

務排価モデルの-一般的枠組みを思い川してみたい。第１章ではNetnixの排価額を、

設WtMIi客ベースの利用料金による生涯価仙の総和として計棟した。本来、ケープル

テレピや挽補髄譜といった畿録制サービスを提供する企蕪ﾙ価額算出のために開発

きれた叶煉方法だ。FI1cebookのような、社会的ネットワークをオンラインに飛せた

Ｗｅｂ２．０型企業の珊介、そうしたⅧ客ベース企梁よりも1111時的かつパワフルな３つ
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の優位性があ為

●F81cebookは、社会的典川を利用したバイラルマーケティングとオンラインでの

流通をMK仙し、３(I§を緋たずに‘17(〕()万人のlMIi存を塊めおことに成功して、過か
に強ﾉ』なⅧ祥鮒1ﾄ畠'ニンジンであると‘{１１:Iﾘjした

●その4700万人の無料ユーザが純めて肌繁に相互交流し、ｌｊ,acebookに熱中してい
る

●Ｆ(I“})００kは卜I:金的ネツI､ワークへの広(!fプラツトフ･Ｉ－ムである.17()()〃の雌

１f;|ユーザという,i剛iviベースの価仙は、ターケット広(Ｗ)収統を皿じてl1Ilﾉ1《に肘幣

化される唇月々 の利ｊＨ料金で発生しうるキャッシュブローよりも、極めて迅遮で、

y測可能性も商い収入ださらにjK災な点は、広群･'２にとってのクロスネット

ワーク価値が、こうしたユーザがアップロードする典合的ユーザ価仙によって既

に1W''1冊されていあことである。ユーザがI‘i発的かつオープンにFacel)00kへと

アップロードするデジタル化された個人怖報や巣Ijl的''１'州i,‘ゲ典､プロフイール、

興味、宵楽、コンテンッ、アプリケーション、時好、戊人リストといった{洲lが、
膨ﾉくなデータベースまたはインベントリの倉ﾊＩを形成していろ

１１､liCkrと同じく、Ｆａ(:ebookユーザはiiiに個人的または典1,11的（社会的）動機か

ら、デジタル化きれた||J,1人備報や連絡光|･I'Hillのデータベースを発展・共ｲiしている。

しかし、そのオープン性こそがｌＥのネットワークを発ﾉkさせ、「ワンストップj山の

ソーシャルコミュニケーションサイトとして、あるいはディレクトリサイトとし

て、そしてアルゴリズム処理によるターケット広告と、社会的影響力を活用するマ

ーケティングのための'御'1fとして、システムの価仙にⅨIiiItしているのだ（}()oHlc
のクリック,叫金ﾉ(叩く(Ifで発'kするユーザあたりの平均収iM;が１５ドルだとすれば、

Faccbo〔)ｋはMicro鳶〔)nの技術的リソースと、ＭＳＮでM1発されている広併およびイ

ンスタント・メッセンジャーのブラットフ悲一ムを利用して、それ以上の成采が出

せると期排している

Ｇ()()gl〔‘はユー･1ﾉ'の検索クエリを把'１１｛し、Ａｍｆ１ｚ〔)、｛よユー､U『の「ほしい物リスト」

を把掘する。Flickrは、ユーザが「IlWIい」とか「かわいい」などとタグ付けした

”'4を把握する。だがFacebookは、まさにユーザの「顔」を把握する。本人の写

真、その友人の写真、ユーザが自分で作ったプロフィール、デジタル11t界の「もう

１人のI‘１分」の進化や、そこでのインタラクティブな社会的nW境を把捉する，

Fncebo(〕ｋで出現し急成｣としたオンラインヒの社会的ネット'ノークは、ユーザIｌｌｌｋ
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のコミュニケーションと、以Ｉｎならｿ4現しなかったようなﾉj法で(ﾉ)｣Ｎｌｌｌ作雌をIり．能

にした。FaCebOOkが天井知らずの成災を果たしたのは、そうした社会的ネットワー

クがあったからだ典辿の1.1標や興味一それが侭めて専門的で、珍しい趣味であ

ったとしても－を持つ人々は、ここで容助に仲間を兇つけ出し、グループを州成

す為ことができゐｌ‘１分が誰の役に､ｿ:っていあか意織もせずに、たった１人が膨大

な数の他人の役に1kつこともあるハ社会的ネン!､ワークは、オンラインとなること

で新たなビジネス機公を．IIiき、導いていゐのだ。Facebookをはじめとする雌近のサ

ービスは．そうしたチ･Ｉ，ンスをｊ,唯碓として|Ni染されている

社会的役割：オンラインとオフライン

MalcomGla(lwcllは、癖frTheTippinRI)oint:HowLitL1e'1'hingsCanMakc

肌lBigDiffblwlc〔､.’（n札(‘ｋＢａ》'Book爵)’で、独Ｗｉｉｗ･の英肌として知られ為Pilul

RWereとWillinI】11)nwusの例を紹介していゐ，１７７５年.lノjのボストンで、慨介で

作業していた１人の少年は、英国単の1f人が「明Ｈ、大きなことが起きる」と言っ

ているのを漏れ聞いた少ｲドはこの二ｺ.－スを地元の銀細工職人l)nulR(ｗｅｒｅに伝

え、Reve,．eが脇に飛び染って、ボストンからレキシントンヘと例のｲ１．橘な「典夜''１

の騎行」を行ない、「失脚軍が来るぞ！蝋#111〔が来るぞ！」と叫んで1,1つたコニュ

ースはウイルスのように広まり、クリテイカルマスに席いた〔J1§ぴ起きた住民、農

民、IWi人が』ｉｔ捜しコンコードに到,irfした卿!､川iを迎え撃った,折は、アメリカ人なら

,‘１．でも知っているだろう

ところが、WilliⅢmDl1wcsの存/I；を,;d低している人は多くないＤａｗｅｓは

Revereと異なるルートで、同じくらい１１M広く馬を駆って、同じくらい多くのドア

を叩いて警告したそれなのになぜI)IlulRevPreは人々 の記憶に11り、William

DI1wesはそうならなかったのか。（}181(1Ｗ(､11か指摘していゐjl1jI)、その理111は

RevcrOが、人々をまとめあわせられゐＮ:交的な性格を持っていたからだ“Ｉ)ａＷｅｓ

の社交能力はごく１１fjIUだったｃある弧の人々にはくちコミの伝染を｜ひと押し」す

るﾉJがある、と（11,,(lwcllは述べているオフラインの現爽な社交のiIl:界でも、誰も

が以ドに脱Iﾘlするような人物とI1々触れ合っているはずだ（似13-1）

マルコム･グラッド0ソェル『ティノピング･ポイン1．いかにして|小営な礎化｣カマ火きね哩化をﾉILみⅢすかI(,１，，

陥特iiX，jlIt鵬ﾘﾙ１１:、２００()ｲ１，）改辿『組に？Mれ姉めるに{よワケがj'jるオ,ソI･ワークj1l1lMIIがlﾘ｣らかにすZ’

1-1コミの法則Ｉ,ノブl･パンクケリエイテイブ１２００７fll
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｢セーノ
人々に
行励を

夢叡の個々人との画摺Ｅ
鰐5び付貴穿畑璽苛名．

〔~）Ｃ

割？ｃ

○－ﾖ鰯E－Ｃ

ｏ凸

〔-ｊＣ

「綱通者」は、
その蕗題について
淵い知湿を持ち、

箱睡的に広め厄いと
考えている。

リンケージのワイフ

○一○ﾘ綴、綱…☆・鴨“
閃3-1洲:公的ネットワークの1;な役削とリンケージ(無がI)）

コネクター

自分の知り合いに対して、その人物が「知っておくべき」人物を知っていて、
ゾーシ守凡｡γ4

Jfいを引き合わせたいと与える「社会的な導師｣。結硲のｲ'１１介や､人材紹介など。

その道の輔通者(メイヴン）

相手が採るべき最善の選択肢を知っていて、それを自分から教えたがる「怖報

ブローカー｣。泊まるべき珊所、買うべき物などをアドバイスする（せずにはい

られない)。

セールスマン

特定の商品を買うよう脱得し、行動を起こさせる（財布を開かせる）「伝道師｣。

PaulRevereは、「コネクター」と「精通肴」と「セールスマン」の役削を組み合
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オンラインは「スモールワールド」だ。ほんの散1,1クリックするだけで、知り合

いたい人物に手がIIiく。雌近では、オフラインでⅢ会う前にオンラインで柑手の飾

一印象を受けることも期えている．

オンラインにアップロードされた個人のコンテンツを利用できること

IfI接は知らない人物であっても、メッセージを伝えたり結び付きを築きたいと思

う棚乎に即座にオンラインで連絡できるスピードがあること

オンラインが社会的ネットワークを変える

ある愈味で、オンラインでの人間関係はオフラインでの人間関係とよく似ている。

現実世界で端った社交能力がバーチャルでも右効となるからだ。しかしウェプサイ

トやＥメールを介して繋がることで、ぱらぱらのjﾙ)ﾘiにいる人川が一'戦に会し、余

計なIiiImきなしにすぐに111己紹介を交わせるかのようなネットワークが生まれる。

それは、顔をあわせての会謝に取って代わるものではないが、人間関係櫛築の法則

を変える補充的パワーであることは間違いないr，

オンラインでのくちコミ仏染の「ひと押し」のあり方を変えるのは、オンライン

世界が持つ次の２つの特徴である。

わせた力を持っていた。そして､「輔通者」の役削を来たした厩舎の少年のおかげで、

彼には広めるべき最新のニュースがあったのである。

おそらく身の回りでも、こういった役割を持つ人物が思い浮かぶのではないだろ

うか。特に、何らかのビジネス典M1やコミュニティ糾織に属しているﾑﾙ合は、そこ

に「コネクター」たちが存在する可能性は商い。帆広いオーデイエンスに商品を使

うよう伝えるには、こうした異なる役割を果たす人々の組み合わせが必要不可欠だ。

こんにちのウェプ世界において最も人気が向いサービスの１つは、人々が互い

を見つけ出し、怖報や経験を共イル述絡できるよう作られたオンラインの社会的ネ

ットワークを提供するサービス、すなわちソーシャルネットワーキングサービス

(SNS）サイトである。ビジネスとしてＳＮＳを巡‘脚するつもりがなくても、そこ

で見られる特徴はさまざまな状況の集団に役'１匹てられる。例えば１束で取り上げた

Flickrは、ＳＮＳではなく写興jWiサイトとして一般に知られているが、典団として

交流する社会的機能を持たせたことが成功の必娘喫囚となった。さらにわかりやす

い例がＡｍａｍｎだ。Ａｍａｚｏｎは読者が作るランキングを重視することによって、衆

人脊評家に特別なステイタスと評価を与えている《》

●
●
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◎謹灘
のノード

スネイルメール

郵便からホットメーールへ

社会学音のStanleyMilgramは１９６０年代後半に、のちに「スモールワールド現

象」と呼ばれる調充を行なった。国内に住む面識のない人IIIjImI士が、いくつの結び

付きで繋がっているかi淵くる実験をしたのである(，まず、１通の手紙をネブラスカ

州の化民に送り、それをマサチューセッツ州の将定の人物に届けてくれるよう虻す。

般初の人物に与えられるのは､「ターケット」の住所や戦業といった基本的愉慨だけ。

そして、ファーストネームで呼び合える仲の剛人にその手紙を渡すか送るかして、

川来るMII)効率的にIiIIけるよう指示される。手紙を受け取った人物もIi1じ術示に従

い、これを「ターケット」に到蒋するまで続ける。何皮か拠験を繰り返したところ、

Ｍｉｌｇｍｍは、ネブラスカからマサチューセッツまで平均「５～６ステップ」で手紙

が肺くことに気づいた:：この実験が、「６次の隔たり」と呼ばれる有名な概念の鵡盤

となった（図３－２)。

4次から6次の

隔腫りを経る
経路（バス）

一
一

二毛3次の胴厄りを
一経る経路

閃3.2隔たりの次敦



万

Ｉ〕Lmca】,Wattsは、・縮１１．SixI)egrees』（Ｗ､Ｗ,ＮＣ】･to、＆Ｃ()ｍｌ)Iｍｙ)ｚで、将定

の耗路が火幡に短くなることを指摘している「ハブ」や「仲介汁（ブローカー)」

と呼ばれるノードが６次の平均隔たり数を短縮化するからだ‘側３－２はこの状況を、

ハブや(''１介什のノードを_二'１Kﾉ!LでⅢみ、／,;ｲiのｿ２級と点線で災なゐ維路を,j《して炎

現していゐq

Lillkedlnというオンラインシステムは、過典に仕事で関わった人脈のリストと

プロフィールを簡単に路剛することができるサービスだ。相手が今ボストンに住ん

でいても、マサチューセンツで株式仲Ⅸ人をしていても、こうした･リーピスを使え

ば'肘に雌新の辿絡先を把１Ｍしておける。あゐいは、（１１人の仲介を挟んで紹介メー

ルを'しi逃させていけば、マサチューセッツの株式('11賢人を血接知っている（１次の

接点がある）人を通して本人にメールがlilI<か州側図で確認することも可能だ（凶

3-2）lJinkc〔1111なら、「121分」と、「''１分がメールを届けたい棚卸のあいだに、

いくつのステップ（開たI)）がｲＦｲfしているか敬えてくれる

オンラインの社会的、またはビジネスｋのネットワークは、オフラインの世界で

{'１築きれた鞘がi)を利川し、それを指敬関政的に拡ﾉこするＬｉ】１k(xlInのシステム

では、｜コネクター｣、「WlIjjlli＃｣、Ｉセールスマン」のIﾉ州|;的役ＩｌＩｌｌがﾉ!§水的にはそのま

ま残りつつも、その威〃が桁述いに増鯛しているのだ簡単かつスピーディなデジ

タルの州J1通信能〃（コネクティピティ）を伽えたオンラインの社会的ネットワー

クのはたらきは、もはや、人脈を築き、マッピングし、広げるだけがⅡ的ではない

人脈を馴械的に|}洲iし、lilli仙を独１V､し、’'１分のイトっていあ人脈をft1W化する折たな

揃彩1,,1.つけることに雌点が移っている（似'３－３、図3-4、似１３－５の社会的ネットワ

似13-31《l:公的ネントワークの「ハブ｜が、連紺のカギにな段

○ハブ
●通雌のノート

２グンヵン・リンッＩスモールワールド・オ､ソトヮークIItWLを刈るための斬醐学的AL1聯仏」（辻晒vjj《知玖

撹n尺、阪急コミュニケーションズ、鋤0.1年）



反人

審１。 :i>c〆･▽，

一クのマッピング図を参照)。

技術聯1111必『MITTechReview」に掲職された１本の肥１↓３によると、サンフラ

ンシスコを拠点とするメディアおよびテクノロジー専門のマーケティングコンサル

タントMarcusColombanoは、ある企業に間する記事を枕み、ぜひ仕耶をiil‘iけ負い

たいと考えた。そこでLinkedlmに柑乎の企業端を人ﾉ｣し、その会社と繋がりのあ

る友人が４人いることを確遡した。さっそく企画書を作成し、それを先方ＣＥＯの

知り合いと連絡のとれる友人に送信する。すると４時間後には、そのＣＥＯから打

合せを設けたい旨のメールが届いたのだった（図3-6)。

しかし、紹介がスピーディに進むというだけで、オンラインのネットワーキング・

プラットフォームを椴築・連徹する新興企業の収益に結び付くものなのだろうか一

一その答えは、意外なことにイエスである。おそらくはさらに驚くべきことに、本

パネルＢ
｢仲介者」を伴つだワラスヮ

バネノＬＡ
ワラスワ

灘
ｖ

人

７６１３軍人が霧がりを築く

機 簿

３『ＭＩＴ'1℃じhnq〕l〔D剛'REviじｗｊ，蝋M戦のMiCMeIFilzHcr;lldによる抽文「IntcrmIworki11H:１１ｃｗ馬⑪〔MIbel

working櫛t40rluI)齢iDimtominどdiHit4ll“nnccti⑥nStu)ｈどＩｐｐｍｐＩｃｉｉｎｄｊ⑪bs&mdclo“。“1s」（2001年,１

）l）より。次のＵＲＬで参照uJ能：htlI》://ｗｗｗt“hnnl⑥gyr“'iEw.“ｍ/I､ｋピch/13526/p３群l/?ﾕーｆ

領
自分 自分

図３．４別々の典団を繋ぐ結び付きは卿いこともある

Ｃ

、

図3-5「仲介瀞」が別々の社会的Ili位を結び付ける

－<ｉ
＆

－強い露ガリ

ーーー－弱い誤かり



7７

冬
足飛び.､のリンワ

閃3.6大規模なネットワークをまたがる繋がりは、絶大な価仙とスピードを発押する

章で詳しく巷察するLinkedlnの例から、オンラインの「コネクター」「精通肴」「セ

ールスマン」が再んで財布を開く理１１１もはっきりと確遡することができる。彼らは、

I]分の仕１１に硫実に性立つ検索機能と人脈に対してなら、亜欲的に料金を支払うの

だ。一方で、Linkedlnが採川した雌諜の手法が、一・部のサービスを無料でMH放して

いる点であることもわかる．当然ながら、こうしたサービスとプラットフォームを

提供する企難には、これまでになかった耕しい課題が発生する。「一・足飛びのリンク」

には喜んで料金を支払う「フリーミアム」のユーザのために、広粋i§またはスポン

サーが負担を弧うべきなのだろうか？

ブロードバンドスビードの｢コネクター｣、「精通者｣、「セールスマン」

ウェプおよび間巡技術のおかげで、オンラインの「コネクター」「梢通稀」「セー

ルスマン」は、術数関散的に大規模なオーディエンスに下を伸ばす（リーチする）

力を身につけた。より頻繁に、極めて容易に、そしてほとんど瞬間的な到達がM1能

だ。オフラインとオンラインを比較すると、彼らの役割にも以ドのような速いが存

在する。

●オフラインの「コネクター」は、多くの人間と一対－－で対1mする機会を作り、時

間をかけて関係性を櫛築する。一方オンラインの「コネクター」は、ウェプやイ

ンスタントメッセージングサービス、Ｅメール、帝諏や助画などを満川して、よ

り多くの人冊とより賊繁に、よりインタラクティブにifli接的に結び付く。

．オフラインの「精通者」は、特定の紬題に対する深い知織を持ち、それをぜひ他

人と共有したいと考える。オンラインの「梢述者」は、１１分が共有したいと思う

知識をM,,座に公１１Ｍ．発行する手段を持つ｡そして、Ｅメール、シンジケーション

（RSS）フィード、ブログ、ウィキなどに追加していく紹介、批評、フォーラム、
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コミュニティを皿じて、‘hI州lの提供細I〔仲介X･の役刈を果たす

●オフラインの「セールスマン」は、人々に影騨を与えて行動を起こさせる。オン

ラインの「セールスマン」も同じことをするが、多様なインタラクティブメディ

アや形ょtを活川する.，

一般的な社会的ネットワークもオンラインで'W笈に広がっていったが、ビジネス

上の人脈はやや異なるアプローチで広がり、災なる行動をとる人々の災なるグルー

プを形成しているビジネスとして人脈を利川したいユーザの求める機能と、交友

ネットワークとして利川したいユーザの求め為機能は進うのだＩ‘１分にとっての優

先仲の述いに応じて、人々はそれぞれ異なるサイトに群がったり、あちらのサイト

からこちらのサイトへと渡り鵬いたり、あるいは似放のサイトをIliIll＃に使ったりす

る

顧客数と獲得スピード

FacchoDk，YoUr1､Ubc，SkyI〕c，MySl)ace，FliCkel･を見ると、Ｗ(､l〕２‘()型企難の

ビジネスや財務部価がユーザの政に左ｲfされゐことがわかる』散だけではなく、ユ

ーザによる折しいオンラインサービスの受け入れ、採川〈導入)、そして'1;のネット

ワークをもたらすスピードにもとｲLiされる‐社会的ネットワークと、それに対する

広告プラットフォームでは、こうしたユーザが、広侮および,]而的'１７場のスポンサ

ーシップをｊｍじて即蛎にi1r1W的川仙とな‘る。しかも、ｉｌ々 あゐいばIlflⅡjIlt位でのＩツ

ェプIW1i:で、クリックストリーム、ユーザごとの､ド均収怖（ARI)Ｕ)、｜|AI々 のⅧ客の

収益性、広(If投資回収率（Ｒ()I）を追跡可能だ

Rogersの採用曲線

ハイテクマーケテイングとイノベーション杵ｊｌｌ１の(ljl:究において、Ｗｉ技術や新ＩＷＷｌ

の採用，ｷ｛の’塊明に使われることが多いのが、「RogerSの採用曲線」である。

Evel･GtteM､Roge１．sは１９６２年の務書『Di｢fuHionofllmovatio11」’で、柴岡が新

しい1Mやサービス、あるいは折技術を採川する撤一ｊ２を測定した急速な成災率と馴

客による迅述なサービス採川を笈現して成功する1Mがある．〃で、それに失敗する

財があるJ'11111として、Rogersはのちに５つの妥脚を挙げて説明している･

エペレノト・【】ジヘ･一ズ「イノベーシ型ンの静及』（胃聴Ｉﾘ恥W(、期泳社．２()()7年Ｉ



嘘

相対的優位性

旧商1W,と比べて新商IHIがいか(こ優れているか、例えば血管形成手術は、心臓切

｜H1のバイパスIz術よ'）１０階効果的で、感染のIIj､能性が低く、Iul復も[,',い‘

親和性

新商1W,がJﾘＭ;の111i値観または利用状況に叩したものであれば、ユーザの初期｣J；

盤を広く碓保できる、旧商品からの大帆な変更があると、リスクは高いが､｢アー
ヰジ寺qベンゴト･＝．，〃

リーアダプター」ペフ「''１分の頭で考える岬i１，「イノベーター」といった比較的

小規槻な災川にアピールしやすい

単純性

機能の使いやすさ､叩解しやすさが､採用のスピードおよび容易性を向上させ品

試行可能性

収容が典隙に''1分で拭し､その体験に熱Illすあと､IWW,はひとりでに売れていく

眠料紙川やデモンストレーション、テスト巡jIjがリスクを'嘘城する”

眼察可能性

その11州,の利111状況およびインパク1,が他H･の11にとまI)やすいかｌどれだけ

視認性があるか）ｉPodやハイブリッドカーＰＩ･iusは、その存在が非常に目世つ

ので、採川にあたって社会的影響が果たす役ｶﾘが小さくない病気の予防薬や

雌定IlI(ｌｉＷ瀬作成ソフトウェアのjﾙ合、その刊川状況の汎腿性は低く、バイラ

ル的に販光するにはよりターゲットを絞った取り細みが必要とされる。

FaCCl〕0()ｋは、「フリーミアム」のnliii的ビジネスモデルと巡鵬したＷｅｂ２．０技｛{リ

のパワーで、この５つの卿Alのすべてを揃え、利点を組み合わせて、採川》縦の独成

蛙を導き川していゐ

相対的優位性

Fil“b《〕()ｋはそもそも印刷された‘γ:lﾉ1％柳のオンライン版として廷生したが､「I|｜

商lYl」と比べて、追加的または新しい利便性を提供している特に、「１１｣商細

よりも広い範囲でｲ『効であることが大きいｇ多欺の大学キャンパスがFacebook

のディレクトリおよびアプリケーションで紬ぴ｛､｣‘〈ので、ユーザは別の大学に

進学した１W催時代の友人とも辿絡を保ち、ｊとら<途切れていた交友関係も復柵

させることができる＆



8Ｃｌ３章人が繋がりを築く

親和性

Facebookのウェブアプリケーションは印刷版よりも使いやすく、即時的利便性

も備えている。常にオンラインを利用し、定期的にインスタントメッセージを

交わし、多様なデバイスやメディアを通じてワイヤレスに皮人と繋がっている

デジタル時代の苫稀にとって、これが非常に快適だった。

単純性

R1cebookは仙いやすく､ユーザがＲＳＳフイードを通じてWifMを追いかけられる。

試行可能性

ユーザにとってFaccbookの試用はあくまで無料。のちにｎ面的クロスネット

ワーク効果で支払いが発唯している。

観察可能性

観察可能性は､｢FaCebOok」という端前自体に織り込まれていると司ってもいい。

ユーザは、誰がログインし、誰がFacebookの掲示板を使っているか、名IMIと

メッセージとび典で容易に視遡する。この観察可能性を全く新しいレベルへと

高めたのが､FaCcbCokkで利川するアプリケーションの流行だ‘，Facebookユー

ザは友人I‘jl士でサービスを紹介しあう。仲間内で導入を推奨する漠然としたプ

レッシャーが生まれる。災川的・社会的影響力が発生する。ユーザは友人を

Facebc0kに締い、アプリケーションを一緒に活用するだけではなく、それに参

加しているｲlIIIIIIの数の雌新hIi側を定jﾘI的に受け取る。ｒ１分の親しい友人の８削

がFacebook上で何らかのアプリケーションを使っているとしたら、ｎ分もク

リックして試してみない理''1がない。まさにバンドワゴン効果が発生する。

Rogersの採用曲線は、財やサービスが採用哨加の壁にぶつかるポイントを判断す

るにあたって、有効な視点を提供している。例えばGeofrMooreの著杏「Crossing

theChasm」（HarperBusincss)５は､「アーリーイノペーター」および「アダプター」

と、「メインストリーム」とのあいだにマーケティングの「櫛（キャズム)」が存在

すると指摘している。鋪１軍でiﾆ及した辿り、FlickrのようなＷｅｂ２．０型の企業は、

フリーミアム戦略と社会的ネットワーク効果を活用して、その櫛を埋めようと試み

た。

５ジェフリー・ムーア「キヘ･ズム」（川又政愉,ﾘ<、期泳it、2002年)。


