
しかしRogersの視点には、オンラインの社会的ネットワークにおける「社会的
影響力」や「採用を促す仲間同ｔのプレッシャー」といった要然をi１１．陳に入れる変

敦または要閃が含まれていない。バイラルマーケティングや無料配布が財の採用や

ユーザ数の成腿率に与える影智を計測するのは附難だ。定吐化ⅡJ能で採納化きれた

成長パターンや伝播のパターンも存在しないので、異なる財やサービス、チャネル、

マーケティング戦略を測定・比較することもできない。Rogersの採用曲線とモデル

は熊本的に、次に挙げる新技術採剛者および市場に関する前提に依存している。

8１
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Bass拡散モデル

これとは全く異なる視点で、社会的影稗に雌づくⅧ群／ユーザ採用率を把搬する

のが、Bass拡散モデルだ。「社会的影響」というキーワードはRogers採用曲線には

完全に欠けていたので、BassモデルはRogersモデルの航災な進化版とＨうことが

できる。また、Bass曲線は数学的な意味での折数関数形式を採川し、「低播のプロ

セスには、伝染病のプロセスと同じバイラル性がある」という前提に蝦づいている。

Bass曲線の形状は一般的に「べき法則」の伝播パターンを示す（Bass曲線も、新

商品の採用人数および採用スピードの定量的予測方法として、テストざれ実証きれ

ている)。

FrankBassは１９６９年に、「ANewProductGrowthModelIbrConsumer

Durables」と題した有名な論文をIManagementSciencel雄に発表し、このモデ

ルを紹介した。カギとなるコンセプトは直感的かつシンプルである－すなわち、

他人の行動とは無関係に新商品を採用するユーザがいる一方で、他人がそれを仙っ

ているのを見て影響され、イノベーションを採川するユーザがいる、という与え方

だ。後者のユーザは、既にその財やサービスを採用した人IHIから社会的な影響を受

けている。

BassllI1線は、わずか３つのパラメータ（ｍ，ｐ，ｑ）で111.純化して炎現される。

●あらゆる新技術や財やサービスの採用将（アダプター）の吐典団と市珊は、2.5％

のイノベーターを特徴とする｢一般的な分布｣、すなわち釣鈍馴曲線をたどる。

●市嚇予測の主なポイントが個人ユーザ中心。検討すべき要因は、折技術に対する

仙人ユーザの行動およびリスク閃子、新しいものに対する関心、リスクに対する

抵抗感など。

●より詳細な商品山来のモデルであっても、ユーザ行動は変わらない．

山
Ｉ



●
●
●

社会的影響のレベルは、ｑ/ｐで表現する。その値が低ければ、初川の独自の採用

杯に影智される「追随者（フォロワー)」や「模倣者（イミテーター)」の数は少な

い。値が１１'程l虻、または向ければ、市嶋で初何採〃1荷となる可能性を持った刑の大

多致が、雌初の独凹採川者のグループに強く影響を受けている。

一部の耐久洲費財は、直感的に理解しやすい曲線を描く。例えば洗柵機、テレビ、

リーフプロワー（落ち葉を吹き飛ばして締除する機械)、鵬帯髄舗などの採川噸を叩

解するには、BnssIlIl線が布効だ。

こうした例は、新技術のマーケティング予測を立てる際の共通事項として利用で

きる。例えば衛星ラジオの投透パターンは衛星テレビの浸透パターンに頬似するが、

衛凧ラジオのほうがこれまでのラジオからの切り枠えやすく、低価格であるため、

テレビより迅速に広がると分析することもできるだろう。

だが、オンラインのバイラルマーケティングと流通に関してはどう考えればいい

だろうか。

１９９１年に２０００世術以上を焼いたカリフォルニア州オークランドの大火､１１のサイ

ズは、火ﾘＩを発生させた爽際の火花よりも、暑く乾燥した気候であったことと、火

を拡大させたサンタアナ111脈からの突風に影響された。構造的要因と偶発的要閃が

作用したのだ。lmil様に、流行や、社会的影響の「連鎖」も、インフルエンサーや火

花のような饗囚によって引き金を引かれるが、爆発的なスピードで拡大するにはそ

れなりの条件が必拠となる。

ｍ：雌終的な採川汁の推定合川･人数

ｐ：独脚に選択した初何採用者の成長率を示す変数

ｑ：社会的影稗、他人からの影響によって動かされた初回採ﾙj者の成長率を示す
変数

8ｚｌ３蔵人が繋がりを築く

合

●洗撒機およびテレビにおけるｐは比較的高いが、ｑは比較的低い。こうしたiIIj費

者家地は非常に便利かもしれないが、車などと比べれば容妨に観察可能ではない

し、Ｉ~１１kちもしないからだ。

●リーフプロワーは驚くほど高いｑ/ｐ値を示し、採川率は予想以上に迅迎に伸び

る。週末の使川状況が外から観察可能で、近所の歩道などでその効果がtlに付き

やすいからだ。しかも、さほど高価な金額を払わずに峨入・試用できる。

●１%術fIiiMiはｲj線の巡砧よりも舟いｑおよびｐを示す。

Ｉ
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形郷ﾉJの非術に強い人物一人虻テレビｉ１会者の０１〕1.ahWinIi，ｅｙのようなｲj･荊人

一は、１冊の水を・夜にしてベストセラーに変えるｃしかし数千台のコンピュー

タを使ったシミェレーションでは、世界的な連鎖はむしろ有幾人ではなく、受容制

の,191りぃ祉会的ネットワーク内部での偶発的で無意識のインフルエンサーによって広

がっていくＩＩＪ能ﾔkが商いことがわかる迎鎖の発生に必要なのは、影響されやすく、

・度に１次の隔たりごとに連鎖反応を伝染させていく人々 のクリテイカルマスだけ

だ

ときには、佃人的な性格が述いを生むこともあ為Rogersは「アーリーアダプタ

ー」と「メインストリームユーザ」と「ラガード」のリスク・プロファイリングと、
キギズ9．

心Jﾘ1学的プロファイリングを行ない－Mooreの著書では、「洲を埋める」作業と

炎現されている－ハイテクマーケティングの成功と失敗の説明を導き出している

しかし、オ･ンラインのl:金的ネットワークのjﾙ合は、比'波的小規悦なユーザiii位で

も－「あなた」と「私」卿脳であっても－ネットワーク効果の引き金をリ|くこ

とが''1能だ

こうした伝雄の「タネをまく」、つまりは新商品の採用連鎖を形成するルi法は判明

しているだろうか･Ⅱドのところ群えはノーだ、だが'11:今の捌椛を兇る限Ｉ)、イ陥

人やプＵ－カーのようにIWjい報酬をもあって紹介する介在打･よりも、サービスの初

期ユーザと、その「１次の友人」またはオンライン上の仲間との繋がりの数、そし

て彼らの祉交性とjIL紺のＩ川庇のほうが、「オンライン連鎖」のバイラル流通モデルで

ｌＫ眺な性ＩｌｌＩｌをNLた－１．J:うになゐｌｌｊ､能'|'|;も光分に惣・えられる。

Ｉ』ink(､(Ⅱ】１と１１，acel)()０ｋは、礼金的ネット『ノークをオンラインに適川したＷｅｂ２.(１

の典ﾉ則的な例だ。Linke(llnは、「スモールワールド」の人脈を活用し、社会的ネッ

1,ワークの分析をオンラインで１１机化した、兄11『なオンラインビジネスアプリケー

ションだＩi,､(､(nl)〔)〔)ｋはそれとは九)照的で、社会''1り（交,k）ネッ1､ワークのﾉ<jjJ棋な

伝拙と、ノード対ノードの述釧反応を例証するサービスである。

オンライン化した名刺ホルダー：LinkedIn

・・般的に,↑って、Link(xllnは「ビジネス上の人脈作り」のためのサービスだユ

ーザはLil1kcdlnの辿絡梢:j１１機能を使って気軽に知I)合いとやりとI)をする連絡

先怖雑はI‘1動的にアップデートされるので、話をしたい相手と簡単に接触uJ能だ亀

しかも、Lillkedlnの兄たⅡは汁ながらのアドレス帳に似ている（図3-7)，

しかし、このシンプルなアドレス帆からは、‘iEj菟的辿絡補理機能が拠供する多嫌

なI1r能性が広がっている広告のすぐ左に並んでいる丸いアイコンに注、していた
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だきたい。このアドレスI限は、脚分と繋がりのある人物がほかの{Iﾘ人と繁がI）があ

るか,ｋしているため、その人物がどれだけ広いコネクションを持っているかひと月

で把握できる。アイコンをクリックすると、その人物のコンタクトリストが表示さ

れ、人脈ネッI､『ノークの洲へあっというまにダイブしていくことがでぎる．その師

で、’'１分のＷ味をﾘ|くＷｉたな人材が兇つかるかもしれない、

また、Ｗ球|附能を使って、｜‘1分が接点を排ちたい人物を探し出し、何ステップの

ってを挟めばｲＩｌＦに辿絡Ⅱ｣.能か鵬認することもできる（IXl3-8)，

側係ﾔliを炎,l：すあイi端の柵には、検索をしたユーザと、接点を侍ちたい相手との

附たり次放が,Iﾐされている。仙人fiをクリックするとプロフィールが炎'Jﾐされみの

で､Ｉコネクションを皿じてI‘'１－』細介をﾉIllける」というオプションを選択すればよい｡

あとは、介ﾊﾐする，ｋ人たちがＦをｉｆし、直接の「Li11kedlnコネクション」を築く手

伝いをしてくれ患

１W川1.に艇『えばI』ink(‘(１１１１は、メンバーが既に持っているⅡ:'1｢この人脈と巡絡1洲ｉ

をインターネットベースのプラットフォームに掲戦したものなのだ。つまり、メン

バーのRol0dcx（1,11,抵式の卓上名刺ホルダー）をオンラインに裁せることで、人脈

の検索を通かに容易にし、柵成貝|耐1ｔが気軽に連絡したI〕繋がりを持ったりできる

ようにしている職鍬および職録プロセス''１体にも強いバイラル性があり、オンラ

イン上のくちコミ効果を広げるﾉJを捗っていた‐誰でも犠録はできるのだが、実際

Ｉ
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閃3-s交流桔報を示した検索結果

8《
』

には9111ﾘのメンバーが既存メンバーからのメールによゐ招待を,受けて参川Iを決めて

いたのである。

ビジネスパーソンならほぼ誰でも、Linkedlnや、ｌ‘ﾘ様のサービスであるPlaxo，

あるい(よ雌近ならFacebookへの招待を知らせるメールを受け取ったことが何度も

あるだろうメールの招待状文1ｍから、クリックして“Aページへ唯ぷようになっ

ているので、参加希望者はそこで名前と)片化地域、所Ｉ｣〔i業界を人ﾉJしてlWilliなプロ

フィールを完成させる，写典を含めた詳しい個人↑,i柵、学服・職鵬服任する企業

↑l州(などのデータも追加可能だ。プロフイールが送ｲされしだい、緋規メンバーは

''１分を州神した人物から結びついた形で“催れゐほか、さらに他人を州待したり、

lUM《メンバーに紹介を頼んだり、あるいはM1ＭＥメンバーからの紺介I|】し込みを受け

入れるなどしてネットワークを広げていくココネクションを結ぶには奴方の合意か

必媒で、メンバーには望まないコネクションを切る''１１１１も'j､えられていた。

しかし、鮒-11t代・鮒：111:代のソーシヘ･ルネットワーキングサイ1,側:いくつかの

,1Ⅱ蝿にIlll2IiIiした。LinkGdlnにも、その・部が炎れている
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●迅述な成民

●オープンな、またはビジネス上のネットワーク内での信頼牌築およびプライバ
シーの維持

●社会的ネットワークの尚幣化一サービスにいかに猟金し、搬が鵬糾サービスを
』j』<受するか判断する

ハーバード･ビジネススクールのLinkedInに関するケースメソソド教材（Mikolaj
,I8ml)iskol･Ski執今ＩＹ）によれば、１９９７年にI洲Kされたパネルディスカッションでス

タンプ･１．－ドノ<′γ:暁ﾉkのＲｃｉｄＨ()lYhlanとKo11statin（}ueI'ickeが川食い、ビジネス

川のオンラインコミュニティについて議論したのがLi11kedIn謹生のきっかけだっ

た２人はベータ版を作+)、自分の知り合いを招待し、その知|)合いがｸ;|il)合いを州

緋していった，２()()‘1年.lHには５５ﾉのメンバーを排すX)までになったノミＦベン

チャーキ･I'ビタルのＳｅ〔11Uoi21Cal)italから‘17(〕ﾉｊドル、GreylOCkから１()()()万ドル

の11峡を受けたほか、NetscaPe創始者のMarcAl1(lrecsenや、ｌｊａｙＭ典|‘１刺'塊汁
のI)(､t③．'I111iclのようなｲrfiﾉiなエンジェルインベスターからの盗企援助も‘受けている

迅速な成長

２()()４イド､1ノlの時点で、Linkedlnでは紹介を求めるリクエストがJll20()()I'|:苑

|,『されていたそのうち8596が仲介考令員から承認され、ターケツトでああ受けＦ

に災Ⅲ1されている２()()５年'1%ばになあと、紹介リクエスl､政は２５()()()('|:まで川え、

ターケントノk‘i畔も87.0とわずかながらアップしたメンバーノ,蝿が広がるにつれ、

検索iA1IMjも卿えた‐２００４年４月の検索件数は２００万件だったが、２００５年半ばには

その敬が２倍以上の５００万件まで伸びている

メンバーのｆｕｆ的活助と繋がりを追跡するLinkedlnの機能は、オンラインの社

会的ネットワークに関する新たなインサイトを提'jﾐしているハーバード・ビジネ

ススクールのケースメソッド教材は、Linkedlnには次のような異なる利用パターン

が〃在することを明らかにしている

リレーションシップマネジヤー：自分の個人的人脈を管理する

Linkedlnメンバーの約９割は、主に自分の直接の知Ｉ)合い（１次のl淵たＩ)）Ｉﾉ１

だけを活用し、LiI1kedlnを進化版名刺ホルダーとして、あるいはＭｉｃｌ･()s〔)｢Ｉ

（),,tl(》()ｋの‘剛＃箱として利川する’'1分がもともと捗っていゐ人脈リストを柵
」Illし、カンフフ･レンスでの出会いや新しい仕堺、会縦など、オフラインのイベ
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ン卜でj竹えた人脈を適宜追加する‐Linkedlnが雌供するｌﾐな機能は1'11111j的に

アップデートされ、簡単に整理されるようになっている。

オンライン・コネクター：新たな人脈を開拓する

オンラインでの人脈作りをjR視するユーザは、オフラインのパターンとIIilじく、

硫恢的に断たな知{)合いを探そうとする曇Linkcdlllユーザの５０６が、この「オ

ンライン・コネクター」または「仲介者」だ

人脈|州(iH．（コネクター）は、門分の述絡梢Wiの補則のためにLinkc(1111を使う

ユーザ（リレーションシンプマネジャー）とはｊｌｌＩなI)、オフラインの'１畔で会っ

たことのない相手にも繭極的に招待状を送る。彼らにとって、ＩＨＦとの一対一

の緋の強さよりも、ネットワーク全休のクオリティのほうがＩＦ:災だＩ'1分が探

すべき人物にたどりつけあよう、でき為だけ多くの巡絡光を脈保しようとけえ

ている。

彼らにとっては、プライバシーもさほど心配の対象ではない。メールアドレス

を‘１K:々と公|淵して他人が迎絡しやすいようにしていることが多い。こうした肘

には．{'1(の腕１i‘的な性髄もある。Linke〔11,の人ll1liランキング上位５()人を炎,パ

すぁサイ１､『1,01山inke《１.comによると、１位の|洲端が排つ人脈は３(#１８()人だっ

た（2007年１０月現在)。

オンライン・セールスマン、コンダクター：人材に接触する

蝿りの５｡､のユーザは、人lｲを検索するというⅡ的に将化してLiI1k(P(lll】のサー

ビスを利用している特定のニーズに沿った人材探しを(I:ﾘｉとしている1吋で、

プロのリクルーター、アナリスト、ビジネス開発コンサルタント、憐業担当者

などがこれにあたる人脈開拓肴（コネクター）と同離、人材接触行（コンダ

クター）にとっては、LinkcdlI1に参加する人散がjWえればj('１えゐほどサービス

の価仙が間まる必要なスキルを持った人材を兇つけやすくなるからだ

彼らは主に検索と紹介を親み合わせて活用し、必要な条件に合う人材を探し出

して、ｉ‘１分のコンタクトリストを介して接触を側あ活動とIi的のjM蝋が絞ら

れているので、「・足飛びのリンク」（図3.6）を間<俳価し、ときにはそれを''１

分で発見する⑥

信頼と「隔たり次数」

「きみの皮述は使の,k述｣。このありふれた炎｣M‘は、おそらくliIliもがＩ＃"』てい論鵬

,ｉｌ１ｉだ、つまり、２次の|淵た})であれば悟加できる）｜,|分は''1分の友人を'''1:擬知って
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いるし、その友人はオンラインであれオフラインであれ僧輔できると肌わない人物

を脚分に紹介するとは想えない。しかし、「友達の友達の友述」となると紺は別だ。

｢友達の友連の友達」は３次の隔たりを意味し、誰もがなんとなく気まずさを感じ

る。自分の直接的な繋がりの向こうに行くことになるからだ。一方でLinkedlnは、

｢紹介の要求折」から「ターケット」のあいだを４次の隔たりまで英現可能にすると、

システムの到違範囲が指数閲数的に増加することに気づいた。器ユーザが２０人と１

次の繋がりを持っているとすれば、「要求者」は４次の隔たりまでの範朋で137180

人と繋がれる‘１１．棟になる6．

２０人との繋がり×(20人との繋がり一共通の友人は０人と想定一自分１人):』

メッセージの送り下も受け手も知らず、「友述の友逮の皮述」のために紹介を

仲介するのは弧まりの悪いものかもしれないが、この経路にIMIわる仲介汁は椎で

も鵬柵のままリクエストを却下する椎利があった。しかし２００５年半ばの時点で、

Lmkedlnは師ｌｌのリクエスト数が25000件で、そのうち８７％が承似されていると

発表している。水浬率が商い理由の１つは、「推閣辿加機能」があったことだ．メン

バーは自分と接触する人脈から「推蝋」や「証言」をもらい、自分の憐質や、特定

のポジションやプロジェクトにおけるパフォーマンスを裏諜きしてもらう。ハーバ

ード・ビジネススクールのケースによると、Linkedlnは、メンバーは推間を受けて

いる仲介汁を遊んで接触する叩能性が３倍高く、推卿を受けている人物を介した細

介リクエストは仲介肴および岐終的な受け手の双方に承遡きれる''1能性が２５％高い

と発表している。

社会的ネットワークの貨幣化

Linkedlnユーザを慎血に観察し、ニーズと使川パターンに蝶づき明確に区別きれ

る３グループー「人脈管理のユーザ（リレーシヨンシップマネジヤー)｣、「人脈開

拓のユーザ（コネクター)｣、「人脈に接触するユーザ（コンダクター)」－に分類

してみると、削始行であるGuerickeとHofYhMmがバーチャルな２面的ネットワー

クシステムの削出に成功していることが理解できる。まず、「人脈椅哩のユーザ」に

は無料でサービスを提供する。その基盤を活用する「開拓考」と「接触荷」は、人

脈を広げるための「連絡１回あたりの料金」を怠欲的に支払う。また、ｋ級版の連

６‘I|椋火で、３簾する即111は「隔たり数４－１｣。

Ｉ
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絡サービスおよびネットワーキングサービスを使うための追加料金も望んで支払お

うとする。

前章までに考察してきた通り、市場の片面が負仙を担い、もう片面が無料でその

サービスを享受する「フリーミアム」の状況では、これと似たような価格戯定職略

が行なわれる。Ｖｉｓａのクレジットカード、ｅBay，Googleなどの例だ。Linkedlnの

場合、重要な役割を担うのは「人脈箭理のユーザ」である。顧客の９割が貴敢なサ

ービスを無料で使うのだから、，Ii典的なビジネスモデルでは「厄介な寄生虫」と見

なされてもおかしくない（広告は表示されるが、凶i然ながらクリックは強制されな

い)。だが、「人脈符理のユーザ」は確かに無料でサービスを享受しているかもしれ

ないが、同時にLinkedInに対して尚爪な愉報（別のユーザに売り込める商品）を

提供している。無料ユーザのサポート費は、それが全体の９割におよぶ層だとはい

え、磯り１側の有料Mn客から得られる見込み収入よりも少なくて済む。

Linkedlnは、ネットワーク内での辿絡を有料制にしたことで、収益の火１１を盤得

している．それを実現にしたのは、繊密にターケットを絞った３点の機能変更だっ

た｡

●仲介肴を通して紹介を依願する無料オプションは残したが、紹介の要求打とター

ケットとの隔たりの般大次数は４から３に締小した（自分は全く知らない送り手

や受け手の紹介を仲介するのは、椎にとっても気まずいものだ)。この変史によ

り無料サービスが減り、LinkedInのｲj料サービスの価仙が期した。

●「lnMail」という新機能で、メンバーはオプション料金を払って他のメンバーに

直接連絡することが可能になった。また、ユーザによる評価システムを設けて、

「接触者」は自分のメッセージが机下に評価されていること、単なるスパムでは

なく適切な人材に無点を当てて接触していることを炎MIlできるようになった。

●さらに、「人脈開拓者｣のニーズに応える｢OpenLinkNetwork」というサービスを

新設した。正規の紹介プロセスを利用せずに直接相手を見つけ、連絡できる。こ

うした追加豊録ベースのサービスを役けることで、「人材管理ユーザ｣のための

ルールを変更することなく、「接触折」の望む利ＩM方法が簡単に実現するように

なった。

図３－９は、２００７年７月段階でLinkedlnが提供している機能およびその料金を示

している。

LinkedInのシステムは、クリテイカルマスの柵築に手を貸すユーザには無料アク
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スピードが亜視されるもう１つの理由は、矧似のサービスが盤れる厳しい競予に

おいて充分な占有率を確保する必要があったからだ。高い占有率が確保できれば、

市場が「ひと押し」され、ライバルを締め出すことができる。Facebookは他社が

参入する前にクリティカルマスに到述し、その「ひと押し」を柵ることに成功した。

輔圃でも、Cyworldというソーシャルネットワーキングサイトが、’11じく先行将の
優位性を活かして固内で急成長を果たしている。こうした先行打が市場の強いネッ

トワーク効果に乗ってili場i1i有率を独占すると、他社が取って代わることは極めて

難しくなる。

保持率（リテンション）と頻度（フリークエンシー）の而で、Faccbookの利用パ

ターンは群を抜いていた。創始肴のZuckerbergは次のように説明している7．

全利川祈悲髄の約３分の２が、ほぼ毎'１サイトにアクセスしている。多くのサイ

トは1脚lの保僻卒を計測しているが、２５％あれば良い成織だと面える。侭は、脈

Ijの保持串をiⅡ･測しているサイトをほかに知らない。Ｆａ“bookは明らかに、よそ

とは連うタイプのアプリケーションだ。

しかし、ライバルの存在がないわけではなかった。インターネット全体でページ

ビュー数第５位の人知を狩っていたウェプサイト、MySPncuだ。MySpaceは当時

既に３５万人のバンドメンバーやアーティストを抱え、箭楽梢報の染まる「デステイ

ネーションサイト」として成長していた。その成長率も指数ＩＭＩ数的だった。2004年

１０月のﾕｰザ散は３４０万人だったが､1年後の２００５年１０〃にはﾕﾆｰｸﾕｰず

散2430万人まで伸びている。600％の増加だ。２００５年７月１８１１には多但l緒メディ

ア複合企業体ＮｅｗｓCorporationが、MySpaceの親会社IntermixMediaを約５億

8000万ドルで買収する旨を発表した。そして２００６年８〃に、アカウント数’億を

突破している。

MySpaceとFacebookはいずれもビジネス上の人脈ではなく交友範朋をターケッ
トとしているが、FaccbOokが鹸初から何らかの接点で結びついた災合体（クラス

タ）を菰視し、既存巣肌や友達の袷を'''心にしているのに対し、MySpaceは音楽や

バンド、アーテイスl､に側巡した共通の趣味を持つグループを発見して「新しい友

達」を探す手伝いを狐いとしている。Facebookを利〃Ｉする学生は、川身地や好きな

７MarkZuck師berRの発鋤l川は、スタンフォード・ビジネススクールのＦ曲“b“kに間するケース敦材より

（htlpg〃harwIrdbusin“瓢)IO1in化hb叩‘harvnrd“11/Ｍ)1,℃､/mmmUIWitqPm-dq,lailjhlmI?id画E22皿発
ｉｉは、200611:1〔)jl26IIの｢StKmford飛岱h､①ＩＣ群W1tur“I'r《,Rrnm」でベンチヤーキヘ･ピタリストJim

Breycrが栃なったインタビューと､軟材を航兼したWiIIan1BzDrI嘘【q牧授が2006年４Ｊ１に行なった取材にて。
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スポーツ、ｉ'f楽、趣味、ボランティア1ifjﾘﾉなと‘の此通点をjmじて学内''１１１:で交流し

つつ、他大学に進学した高校時代の,k人との緋を保つ。MySl〕aceでは多様なプロフ
イールのカスタマイズが可能であ為のに対し、FacebOOkはシンプルなインタフェイ

スにこだわっている。

こうした剛ｒｌＩは、Zuckel'bel｡gがＦａ“b(〕０ｋを、分の生活にIMI係していあ知り合

いの怖服をチェックし、白分自身の近況も知らせる.l連絡嬢機能として制作した主

旨に合致するものだ‐Faccbookユーザの３分の１は挑椛遜話稀り･を職せ、大多数

がｆＪｌｌ２～31,1は自分のIi,I1cebo()ｋページをチェックするもちろん学ﾉkたちは、

I似1分のプロフィールや写典が仙人にどうj,J,えているか意,磯したI)、似たような趣'1イミ

を排つｲ１１Ｆを探したり、デー1,の|･Ｉ脈を探したりする<

Ｆａ(1Cl)()０ｋは大学'|ﾐ活に必喫不''１．欠なものとなっていった”２()0(;イド１１１に洲稀公

礼ｅＭｎ１･kctOl･がまとめたレポートには、「斯人ﾉ|§はキヘ･ンバスに足を蹄み人れゐよ

りもずっとIiiIに、まずFaccbookのプロフィールを作成する」と１１|かれているほど

だそれに比べるとMySI〕aceの利川頻庇は低く、ユーザの活動内群も異なってい

た（汗楽やプレイリストをアップロードしたり新しい111やアーティストを冊拓する

など）おそらくノ<学ﾉkにとって、MyspacGは、新曲↑'V報を探すための人鉱サイト

La制ＦＭとililじ位撹づけだった

Fncel)()()ｋに集まる学生たちは、MySpaceに対する期待とは災なる利用方法や利

川のモチベーションを持っているこのため、学堆市場で、あるいは抑外で両荷が

今後も均肘を保って共ｲ“ていくか、それとも対､ＩすることになX》か、その点はま

だIⅢらかではない。

Facebookのバイラル的成長

創始･荷のＭｍ･kZuCkerl)e''９は、Facel)o〔)ｋ侭ﾉi;を次のように扱り返っている＆

僕がハーバードでFacubO()ｋをⅢ発しているのを数人の友人が目にして、それを数

人の別の友人に話した。すると２週''１１でハーバード大学内の３分の２がFaccb《)()ｋ

を仙うようになった,、それから他火‘γ;の'､jJ:生から、「どうすればF6K･(1)()<》ｋを仙え

ゐ？」と秒ねるメールが卿･い込み始めた、|･そり)コードをライセンス供!』してくれ

ないかそうすればうちの大学版りﾉFKl“bookを作れるから」と僕が始めた時

点では、FXIcebookを学校11Mで判川しようという鞍えば持っていなかったんだが、

そして２０()４年３）ｊｋｆﾘに、Fi1ccbookはイエール大学とコロンビア大学とスタン

プ:サードノ<学でも立ちlそげられた，



岐初は、ハーバードの学''１の戊人が多いと忠われ為火‘職でスター|､させることに

した。それはイエールと．ｗンビアとスタンプ･{－ドだと砦えた科学的根拠が

あったわけではなく,！〔感的なものだったから、｜M1述っていたかもしれない。

スタンフォード大学では、IIi初の１，２週'''1で学ﾉkの半分か３分の２がＦａ“b()《〕ｋ

に参加した。イエールでもl'りじようなことが起こった一〃コロンビブでは、Ⅲ

がのアプリケーションのほうがやや浸透していたので、Facebookはすぐには選ば

れなかった少し縫ってかもダートマス大学でも逆ちl:げたところ、一皮のうち

に学ﾉkの半分が砿録した！

列

Fncebookは２００４ｲｌＺ６ｊｊまでに３０の大学と１５〃人の職録什にサービスを提供す

るに至った。Zuckel･be１，９と、彼のルームメイトだったI)ustinMoskovitzとChl,i9

II11ghesは、それから２()(〕‘Iｲ脚災,kまでずっと、全''1のﾉく準からの求めに応じる作難
に追われた

股初のうち、侯たらはこれを会社にするつもりはなかった維営するだけのお金

がなかったからだヅミ際のところ、最初の３か月はサーハレンタル代の月８５ドル

だけで皿僻していた‘

しかし彼らは、雌低'１↓の１１ｍ秤独得盤川でシステムをｌｌｌＩ築することができた

FacebOokの人気のおかげで、ユーザがほとんど門動的に染まってくれたからだ｡

肺年300万人が術佼を卒飛してﾉ<‘γ:に入学-するそれが、催らのシステムに雌初

から組み込まれている成腿渓間だ昨年には7()ﾉjから８０〃の大学院ﾉkも加えた

し、今では卒業生もｆｌ川lできるようになっているそうした巣I‘Iiの約.１５％が脈ll

Fncebo〔〕ｋを利川している。

２()()５年９ｊＩにプラットフ･'一ムをiI'Ｉｉ佼ﾉkにもｌｌｌ雌したとき(よ、ノ<'j靴ユーザに川

して、高校ﾉkの友人にも州怖を送るよう求めたそうすれば高校生がざらに他の戊

人を誘うことができるからだ

断伐のネットワークは、ノく'‘協のｵ､ツトワークのときよ'）もIIL<Ｉ()()〃ユーザに到

述した火予:ネントワーク(よ’００ﾉﾉ人到進に約１１か)Iかかったが、高佼ではわず

か６かＨか７かⅡだった

２()()ｆ1年､11時のFRcebookは、ドメイン渦に「・ｃｄｕｌの入ったメールァドレスをイゲ

っていれば‘{itでも雌ﾈ1で利川寸ゐことができた逆にLi､えば、イlj川が'γ:/kにほぼ|Ⅲ

序されていたため、ネッ｜､ワークメンバーにとっては、辿絡先や趣味や現ｲEのI似修
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スケジュールなど個人プロフィールを作成しやすいという利点があった。

股I“bookは本質的に学生のためのオンライン瀦簿であって、アクセスして他人を

探したり、,H1手についての間巡WWNを見つけたりするためのものだ。（･…･･）友人

のような、ｎ分にとって身近な人がどんな生沿をしているか知るための道典だと

忠っている。（……）FricndstcrとMySpn“とFacebookはそれぞれ通うものだ

が､どれも「ソーシャルネットワーキング」という商業を当てはめることができる。

友人から皮人に紹介を送るというモデルを採州している点ではIi11じだからだ。

ただし、MySpaceやFriendsterと巡ってFacebookはメンバーが所属する学校

を主要ネットワークと捉え、それを超える利用には制限を設けていた。このため

Facebookは「ランダムに寄せ集められた典岡」ではなく、「仲冊のネットワーク」

となった。その後、ここ数年でFnCebookは、推でも参加できるシステムに変わって

いる。

当初のFacebookはデフォルトがオープン（公開）となっていた。メンバーが属

している大学の学生なら誰でもプロフィールを見られるが、設定を符叩して友人だ

けがウェブサイトヒのプロフィールをIlIj覧できるよう制限することもできた。

バイラル・アプリケーション

Fnceb〔)０ｋは２００７年５月に、外部の|Ⅲ発粁／開発業者が独Ｆ１のアプリケーション

をFIlcobookに追加することのできるＡｌ'1およびサービスを１kち1%げた。Netscape

の創始新MurcAmdreesenはプログで、Facebookのアプリケーションプラットフ

ォームについて祥細かつ熱のこもった分析を書いている8．

FiI“b(x)ｋＩ，liltk)ｒｍは、インターネット業界にとっての劇的なINI進だ｡なぜなら、

何よ'）もまずFiにCIXx〕ｋ間体が、FnCCbookのプラットフォームにプラグインするア

プリケーションにとって極めてバイラル性の商い流通エンジンとなっているからだ･

ユーザは、皮人が何かのアプリケーションを使い始めたら、その通知を受ける。

そしてわずかｌクリックで、ｆ1分もｉｌ１じアプリケーションを使い飴める‘，すると、

そのﾉｋ人全仙が、ユーザがそのアプリケーションを他い始めたことを知り、この

糾子で延々と続いていく鯵その結果、Ｆａ“bookで成功したアプリケーションは、

制作から１，２週間のうちにユーザを側面〃人と期やすことができるのだ。

それから、F胡“bookは耗済的I'1111を約収している。サードパーティのアプリケー

ＨｈｌＩＩ〕w'１》I‘１K.ID1114lr唖8.ｍｍ2007()６師mlwing-lhど_f・hｌｍｌ（2007年６月１２１１）
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イト）が、厳ち上げlfl:後に企業ブログで書いた晩Ⅲlに一稀よく表れている9．

幕開けから２０時Ⅲで、５万人のユーザが登録してくれました。そして今も期え続

ける一方です（雌初の１２時間で１万人が登録しました。次の３時IIIjでさらに１万

人も期えました‘！さらに３時IⅢで３万人期えました)。

Fa“ｂｏｏｋの急速なユーザ唯盤のせいで、秘たちのサーバ２台はほとんど一瞬の

うちにぼろぼろになってしまいました。そこでサーバを倍増することにしました。

さらにまた倍１Ｗし、また借期し、また倍期し……困った、サーバが足りなくなっ

てしまった１

ですから、Ｉﾘｊｎは他社から１００台以上のサーバを洲述し、インストールして、週

末のトラフィックに胴えるつもりです。

今ＨはiLike史上、雌もjlt饗なロとな')ました。Faceb”kPlatfblmのおかげで、

iLikcが半年以ｋかけてiLikecomで築いてきたトラフイックに匹敵し上IIiIる杜の

トラフィックを、わずか１１１で獲得するサービスをⅨち上げることができたので

す。今のiLikeは、昨'1の２倍以上のペースで成腿しており、そのペースはまだま

だ加速し続けています．

みんな、シートベルトは締めたかな？さあ、突っ走って行こう！：.）

FacebookのAPIアプローチは、GoogleMapsやその他のマッシュアップとは、

一味違っている。Facebookの外閲で利朋される機能をサポートするのではなく、あ

くまでユーザが馴染んだFacebook環境内で使われる新機能追加を日的としている

からだ。Facebookはこういった取り組みを通じて、潜在的なﾘ梁パートナーが柵成

する巾M広いエコシステムで、その成功を共右している。潜在的な乎業パートナーは、

Facebook内で発生するI-i大な社会的ネットワークを活用する。Facebookはウェプ

というよりもプラットフォームとしての役荊を果たしているのだ。

本脊の執筆中に、Ｆａ“bookはアプリケーション共有ツールの変災を行

ない、バイラルマーケティングがスパム流入のようにならないようにし

た。開発荷は引き続き多くの方法で、内分または向社が開発した製品を

F&lcebookの独1,Mに紬び付いたユーザlIIlに流jInさせることができる（今I可の

変更が導入率とビジネスモデルに与えた影騨については、次のＵＲＬを参照

http://500hats､typcpad､com/500blogs/2007/07/markcting,hceb・ｈｔｍｌ)。

９hltI〕;//bIOg・ilik“(》ｍ『ilik(’１q･棚1II-bl⑨X/2007/05/ilik⑪_“_孔_靴rv,Ｉ１Ｉｍｌ
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バイラルの限界：FacebookBeacon

「Beacon」は、集閲にターケットを絞るFacebookの広告システムの端前だ。梢

紺を集団に配償することで、FacebOok上のIMj巡性の商いユーザと、信頼INJ係の桶

築きれた友人ネットワークを、その愉報（広告）を配侭するビジネスと結び付ける。

2007年１１月611のプレス発災および立ち上げ以来、高いトラフィックを狩る４４

件のウェプサイトーオークションサイトのｅＢａｙから、映画悩報・チケット販売

のFandango，旅行情報のTravelocityに至るまで－が、この新しい仕組みを然狂
的に支持・利川し始めた《，

TravelocityのＣＭＯは次のように説明している。

旅行とは本来、社会的活動だ。旅行者は知人と旅行について話しあって楽しむ。

(･･･…）TrzwelocityのユーザはBeac(ｍを使って、ｎ分の最新の旅行プランにつ

いて簡単に緒を広められるようになった,eTrHwel《)dtyのウエブサイトで行なって

いる活動を、Faceb()０ｋｋでもできるようになったのだｃ

Beaconの発表は、Microsoftの投資によって11卜た150億ドルという評価額の正し

さと、5000万人と報じられているFaCebookユーザを「貸幣化する」ビジネスモデ

ルの効果を立証するための大きなステップだと受け止められた。

ところが、実際にはそううまく行かなかった。ユーザがこのサービスに反対し、

ﾒI商に不満の声をあげたからだ｡｢過去100年INIで雌もⅢ淫なﾏｰｹﾃｨﾝグ･ブレ

イクスルー」とまで脳われたプラットフォームが、なぜプライバシー間岨で大きく

荒れ、一部の業界観測筋に副わせれば、Facebookを破滅させかねない「大失敗」と

言われるまでのシロモノになってしまったのか。2006年に導入されたFacebookの

｢NewSFeed」という機能は、今回のBeaconよりも大きな「プライバシー衝突Ｗ故」

と商われたのに、今では多くのユーザがi門１Ｍし、好怠的に受けIこめて便利に仙って

いるではないか。

この事態を蛾も簡潔に説明していたのは、NationalPunlicRadioのオンラインコ

ミュニケーション担当シニア・プロダクトマネジャー、AndyCarvinだったと思う。

ｵﾝﾗｲﾝｺﾐｭﾆﾃｨ｢､卿tnlDivideNetwork」の北ｺー デｨﾈー ﾀでもあっ

たCarvinは、オンライン上で次のように発ｉｊしたｕ

FaCcbookが人気を押している珂由の１つは、ユーザにとって、自分の友人の活動

をチェックすることがとても耐単だからだ。（……）Ｉ‘1分の生活をオープンにして

おきたい人にとって、これは優れたツールである。Ｆａｌ“bookは、ユーザの蛸人判



ＩＣＯ１３章人が繋がりを築く

断をも竿しく透明にする機能を催り込みながら、これをオプトインサーピスにし

なかった。これは、当初のアイディアから少しばかり逸脱する行為だったようだ。

Beaconの.･逸脱行為一について其体例を雑げよう。捌企会社Forresterの布端な

インターネット・アナリスト、CharleneLiは、ディスカウントショッピングサイ

トOverstockcomでコーヒーテーブルを跡入した。すると、Ｌｉの「友人」に登録き

れているFacebookユーザ全員が、ニュースフィードを通じて、彼女の買い物内容

を知らせるメッセージを受け取った。一般のユーザも、例えばクリスマスプレゼン

トの問い物内容を、そのプレゼントを鮒る相手も含めた友人全貝に配旧されてしま

った。一般市民による政論活動サイトMoveOnorgは、FacebookにBeaconシス

テムの変更を求める喫剥非を作成し、55000人のユーザがこれに賛同して鼎満した。

Coca-Colaは、Benconギリ川を早くから決めた広告_l{の１つだったが、「このサービ

スは明確なオプトインプログラムになるという印象を持っていた」という旨を述べ、

Beacon参加から手を引く決断をしたと発表した。

何年１２月５１１にはFacebookのCEO、MarkZuckerbergが砿式に謝卯し、
Beaconをデフォルトではなく、オプトイン（ユーザによる杵可制）のシステムに変

兜した。しかし、ユーザ独191のテストによってFaCebookは引き続き－ユーザが

昨可しようとしまいと－データマイニングとしてクリックや購入活動の惰慨を収

典しているらしいとの結果が,jくされ、さらに侭執が失われた。法的な専門家や、ア

ドボカシーグループは、今もこの広涛プログラムの注意深い監視を続けているほか、

迎邦取りl委貝会（FTC）にもi昨えがあげられた。

だが、それよりも大きなI1Ilいが、多くの人々の噸とブログに浮上してしまった－

－社会的ネットワークを利用した広告とマーケティングとは、すなわちプライバシ

ーの終わりを意味するのだろうか？

日々の習慣、友人、Ⅸい物など、自分自身をオンラインで明らかにすればするほ

ど、ソーシャルネットワーキングサイトの運営企累や、その事梁パートナーにとっ

ての価値を刺川するデータが期える．（……）プライバシーの欠如は、そうした企

粟の､Ii柔モデルの‘lZ,畑慨然となったのだ．

応用へのヒント

オンライン社会的ネッ|､ワークに閲する与寮から、次に雛げる通り、ｌＫ叫な３つ

のポイントを学ぶことができる。


