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●一定規模のビジネスを柵染するにあたっての、社会的ネットワークおよびネット

ワーク効果の垂要性

●基本的なWWMであれ、それを大規模な巣Ⅲと共有することでユーザが削川する価

値

●こうした作業をウェブで満川することによって得られる効果の絶大な加迎

本章で考察したソーシャルネットワーキングアプリケーションには、確かにこれ

らすべての饗素があてはまる。だが、ターケットを絞った社会的ネットワーク柵築

を目折していなくても、こうした要素を応川することは可能だ。

社会的ネットワークに沿った成長

販売やマーケティングにおいて、社会的ネットワークは常に亜要な典素である‘

商品を売るときは、影響力を持ったカギとなる人物（キーインフルエンサー）を探

すのが得策だ。Ｗｅｂ２．０市場ではその威力が加速し、次に挙げる２種類のｆな効果

を発押する。

●社会的ネットワーク（息識的に繋がっていない典団でも可）は、潜在顧客に対し

てその商品の存在を肯定的に広める力を持っている。あるいは、他社の推薦を広

めてしまい、商IHhに打撃を与えることもある。

●オンライン社会的ネットワークは、知り合いたい柵下と知り合わせるポテンシャ

ルを持っている。この〃が参加ユーザ散の永続的な成催に結び付く。

Linkedlnは、メンバーが新たなメンバーをシステムに棚神するためのIIjl確な経路

を提供している．Linkcd1nに知り合いを加えることは、その紹介荷にとって確爽か

つ直接的なベネフィットになるし、招待される側にとって何も（時間以外）負担す

るものはない。このため人々がLinkedlnに好印象を抱きやすく、またLinkedlnに

ついての好印製を他者に与えやすいため、ますます成長が加速する。Facebookのバ

イラルマーケティングも同撤の効果を発抑し、既存染M1にアピールすることで成腿

を噌幅させている。図３－１４は、率先してシステムを利川し周川に影響を与えてい

くユーザの性質によって、成災曲線が異なる軌跡を描く様子を示している。

また、LinkedlnとFacChookはいずれも、ネットワークの価仙の高まりと合わせ

て急速な成腿を遂げてきた。瀞在甑客にとって１K腿な採川判断堆雌となるのは、ｍ

分の友達はそれを使っているか？」というポイントであるため、参加している友人
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穿維
社会的影留／伝梱／ハントワコン効累

の数が期えれば瑚えるほど弧軽に参加させやすくなるからだ。

社会的ネットワークの価値生成

社会的ネットワークの価値は、そのメンバーにある。ソフトウェアやウェブサイ

トはメンバーを見つけ結び付けるためのツールだが、厳密に汀えばビジネスの成功

を司るのはソフI､ウェアではない。Ⅷ群なのだ（脳13-15)《，

社会的ネットワークを活川するにあたって、必ずしも、ユーザが催時間を費やし

て他人と共有する素材を作り出すFlickrやWikipediaのようなサービスを作る必要

はない。基本的な機能を提供し、ユーザが既に持っているものを把握し、それを共

有し広げていける形に変えてやればよい。糾抑は今でも布効な道凡だ。名禰を他っ

てユーザ同Ｉ:の繋がりをサポートすることにより、比較的少ない怖報で多くの人々
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閃3-14社会的影智が成長を促す

キーインフルエンサーにターケットを絞ればマーケティングは最大の効果

が得られると理解する人もいるかもしれない。それは一般的法則としては

間違ってはいないが、そうした層はターゲットにされることに慣れている

点と、１Ｗの柵成は常に流動している点を忘れてはいけない．クリテイカル

マスの速成に必婆なのは、インフルエンサーをつかむだけではなく、誰も

が参加しやすい雰洲気を作ることである。
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加速

ソーシャルネソI､ワーキングサービスは、Ｗ(‘I)２，０を代表するｲＭ;だ”そこでは

ユーザが''1分たち''1身をjWjし、その典ｲ1.がWiたな機会を創川すあそのサイ|､を

気に入ったユーザは''1分の友達を招待したいと:ザえ､潜在的な「鴬畑11,11Hi･」や「伝

導師」の層を形成する。（Iりらかのターケットを絞った集団を探している人物なら、

そうした相手を見つけて述絡する手段に対して料金を支払うことに興味を持つだろ

うし、それが成氏の維排を'１．能にすゐ。

オンラインの社会的ネットワークては.･･･

95％１次のワラスワ５％ハブやコネワヮー

を引き込むことができる

ユーザにかなり大きな情報追加権限を与えているソーシャルネットワークもあ

ゐ‘』Linkedlnが唯水にこだわっている．〃で、Ｆ;1cel)００ｋでは幣珊された環境で情

IlIを辿加していくことが111.能だ．そしてＭｙＳ１)11“はあらゆ為I』IL1j1鋤↓の｣〃を'ｊ･え

ている，Flickl,やWikiI〕e(liaに投稿される1州lとは性賀が異なっているかもしｵLな

いが、ターゲットの絞られたソーシャルネットワークアプリケーションにユーザが

１１１i慨を追加しやすいことが新しい顧客を葱きつけるという点ではI向1じだFlickrや

Wikipediaよりも意欲的なMjWfを引き込むIIT能性すらある
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側3-15社会的ネソl･ワークの形成および利便性のパターン
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2章の図2-5で好循環と魁循環を確認した通り、こうした加速は反対方向に

進む可能性もある。膨大な人数のユーザを維持するには、彼らの信頼を獲

得し、彼らが期待するものを提供しなければならない。ユーザに心変わり

の理山を与えてしまったら、成及を促すはずのネットワークが市場占有率

の破壊に走り、敵に塩を送る可能性がある。

社会的ネットワークは、」のネットワーク効果が発ﾉkする絶好の領域である。必

ずしもソーシャルネットワークキングサービスを持つ必要のないプロジェクトにも

応用可能な機会を生み出す。犠録会倒（紬別可能なユーザ）が増えれば、彼らがさ

らに別のユーザを呼び寄せて共有する珊所を拠供するチャンスにつながる。例えば、

''１じ商肋を使う人々が爪いに交流できるコミュニティを柵築すれば、噸容が企業側

とやりとりするだけのサイトよりも、ユーザの興味をかき‘Xてる可能性が高い。当

然ながらその場合は、企業側がすべてをコントロールすることはできない。

チェックリスト

読考の会社がLinkedlnやFacebookのようなサービスを提供していないとして

も、ウェプサイトの一面として、参加者に連絡・共有・招待の場を与える社会的ネ

ットワークの利用が-．般的になりつつあることは確かである。それを踏まえて、次

に雑げる髄MIIﾘＩ頃を個々 のプロジェクトに型iてはめて検付していただきたい。

戦略的質問事項

●、社ビジネス、専門性、社会的ネットワークを検討する。そのビジネスは、どの

典IJiと、どれほどの頻哩で接しているか。岬（紺介）やキャリアプランニング、

あるいは友遠の友述の友述の元上ijjの会社での夏のインターンシップに至るま

で、さまざまなシチュエーションにおいて自分のネットワーク効果と価仙に貢献

するような繋がりと人脈、そして｢社会資本｣と呼べるものを持っているか。

●今後の財やサービスのｉｆち上げについて検肘する。FacebookやLinkedlnのよう

なサービスを利用して広がるオンラインの祉会的ネットワークを踏まえれば、今

後のプランニングでは、どのようなﾘＩ柄に注意を払うべきか。現在のコミュニ

ティにおける１～３％のアクティブなアップローダーを特定し、彼らが顧客を広

げる伝道師となるよう促すためには、何ができるか。バイラル的な流通だけでは

なく、バイラルマーケティングをリlき起こすプラットフォームやサービスをいか

’
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に設置できるか。

●自分がFacebookの主要顧問だったとしたら、MoveOnが起こした反対運動に対

し、どう対応していただろうか。ユーザのプライバシーについて、個人または会

社としてどのような指針を持っているか。

●社会的影騨と採用半を促すという役割において、社会的ネットワークとコミュニ

ティはパワーを持っている。自社事業や組織、エコシステム内で、そのパワーの

泌知度を迅迎に尚めるための典体的な手法としては、何が思い付くか。

●プロジェクトのチームメンバーとして、グループメンバーとともに、脚社ﾘ喋に

必舗の顧客および那業パートナーの社会的ネットワークを体系的に終理し、分析

する準備ができているか。

戦術的質問事項

●自社のユーザはどのようにほかのユーザとⅢ巡性を持ちうるか（あるいは、彼ら

は今現在どのように関わりあっているか）

●ユーザが交流するための鵬を既に設けているのであれば、プロフィールや連絡先

怖報などを充拠させることでベネフィットが1りられるか

●ユーザがほかのユーザと交流するためのメカニズムを提供しているか

●ユーザが他人を招待するようなツールを提供しているか

●ユーザは自分の怖報をどれだけ共有したいと思っているか

●111社耶業にとって、オープン性とプライバシーの適切なバランスはどの裡血か。

バランス維持のためにどんなメカニズムを股けているか

●ユーザ怖報は自社事業にどのような価値をﾉkみ川すか。広告価俄か、ユーザの満

足という価仙か、それとも既存ユーザに連絡したいと望むユーザを対象とした新

ＡＭ１ＩＩ業の機会としての価値か

●現在のユーザはどの程度強間に結び付いているか。かたく結束しているか、それ

ともゆるやかにまとまっているのか。あるいは、まだ結び付きを形成していない

純粋な個人個人なのか

●ユーザ堆盤において、既に周IlHと偏執１１０係を柵築しており、サイトを成功に導く

カギとなる人物を見つけているか

●連絡先リスト、隔たり次数など、万全のソーシャルネットワーク要素を揃えれば

ベネフィットが得られるか。あるいはプロフィールページを1Mやすだけで即座に

メリットが得られるようになっているか

●現在のユーザ堆盤が持つ性質は、拡大のポテンシャルに対してどのような影卿を
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及ぼすかユーザが既に持っている傭報に蝶づきネットワーク効果を雌大化する

ため、ｌ紺{iすべき話題や取り細むくきプロジェクトがあるか

●サイトのユーザ怖成はどのような比率になっているか。晒献制､「閲覧稀|、「コ

ミュニティ仙掘やflM概的なネットワーキング油動をする参加制はどれだけ〈Ｍ：

しているか．部の雄111を排除することなく、その他の鯉川を貨幣化するにはど

うしたらよいか
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企業がコンピタンスを活用する

Ｗｅｂ２．０は、ナレッジベース・ビジネス全般の綿済性を変質させた。ハイパーコ

ネクテッドのウェプ111心11t界で髄っていくため、あらゆる規模の企繋が戦略の'1崎

を迫られている．（l:邪のありﾉjが根本的にシフトし、組織、ビジネスおよび社会的

なネットワーク、そしてますますその傾向を強める「フラット化した世界」令体に

影郷を与えている『，ウェブの持つスピードや変動ﾔI;は、ひと握りの個人や典団一

ユーザ、リ蝶パートナー、社１１、知倣労帥普一が引き起こすlhj地的かつ一兇した

ところでは小規模なイベントを起点として、１１t界規模の波紋を膜げる可能性をはら

んでいるのだ。企難幹部や管理稀や政府関係者は、もはや邪態を脈観するなどとい

う賛沢に混っているわけにはいかない．

雛企法人Ｐｔ･icewaterhoUscCo｡pursの捌企に杵えたＣＥＯの６０％が、１４１社'腿略の

峨爪要項ロとして、イノベーションやテクノロジーよりもネットワークおよびネッ

トワーク化された世界を挙げた。その理由はやはり、ネットワークがビジネス世界

にもたらす変化のスピードと、指散間数的に成』とする性質にある‘，文化、社会、111：

界、そしてユーザは、ビジネスを分裂させ耽れ･優位を掘るがす「戦略極換点（イン

フレクションボイント)」や「ティッピングポイント」を生む〃を持っている．昨今

の役貝会議の縦題には、知識経済、ローカルでオープンなイノベーション、地球温

暇化、社会的尚柾、そして「刺jZi的狩本主義」など、聞きなれない川譜がjWえてい

るはずだ。

「ダイナミクス」または「ダイナミックケイバピリテイ」という占繋は、Ｗｅｂ２．０

の11t界で、当初とは令<異なる怠味と時間枠を持つようになった。かつて、アメリ

カが半導体における技術的優位性を１１本に奪われつつあった1990年代に、「激動す

る環境において、企梁はいかに#灘を成功させていけるか」という研究,傑迦を初め

て打ち出したチームがあり、秘もそのメンバーだった。チームはNetscapeの斬規
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株式公１Ｍ後まもなく、だがネットバブル到来に先駆けて、「StrategicManngement

Journal」雌に「DynamicCapabilities」と題する論文を発衣ｃ知識やノウハウとい

った無形衡確を活用する知倣維済や外部的ケイパビリティの敢視へと、企驚職略転

換の必喫性を提１１Ｍした”ＣＥＯや企業ストラテジストは、戦略をＩ:業レベルの喫凹や

交渉力に結びつけて考える産災雑済学や柵通的アプローチから脱するべきだ－仏

たちはそのように奨励し、初期の文献が残した指針を追う・方で、このアイディア

をヨーロッパおよび日系のトップレベルの多凶輔企業で災股に移した。

今、このときの研究をアップデートすべき時IWlが来ている‘：「strategic

ManagemcntJoumal』継に掲紋された私たちの研究は企粟職略の11:界で雌も多く

引き合いに出される論文となったが、Ｗｅｂ２．０の登場により、検討すべき探題内容

が変わったからだ。今考えるべき問いは、「急速に変化するグローバルかつネットワ

ーク化した知倣環境において、巣界リーダーはいかに価(１１(を刺川するか」である。

昨今のi喫驚界のトップ企業、ニューヨーク証券収|所作成の「International

500」や『Fortune」誌がまとめる「Fbrtune500」に名を連ねる企梁は、ヒエラル

キー制の残る組織や時代巡れのビジネスモデル、社内だけに閉じ込められたケイパ

ビリテイを、デジタル知微維済の新たな戦略的裸題に合わせるという、非･肘に厄介

な調慾作業に1W戦している｡もはや持つべきⅡ標は、儲けや財、サービスの管財人
ｍａｎｎＲｒ

となって、過』*の資産のFWf理を成功させる」ことではなくなった．目標は「価値

の創出」だ．その点、本jWtで砦察する企雌は、直接的またはⅢ接的収騰ストリーム

として－後荷がほとんどではあるが－１WⅢ価仙を海水化するI1IIi)Ul的手法を開ｲ(ｉ

している。そこでは、もはやデジタル粟界に強い個人やｲ概格の科学打、あるいは

それを仕堺とする社貝ではなく、「あなた」と「私」のような多種多様なユーザグル

ープが、知倣ベースの生澱〃のレベルおよびペースを促進する力を持つのだ。

関連知倣が生厳され、アクセスきれ、流血し、実祉されていくスピードは加速し

続けている』それによって、ビジネスのコストや収益や器械ベネフィットを司るの

は閉鎖的な研究開発や社内業務ではなく、サプライヤーやり(業パートナー、広告主、

アフィリエイト契約者、コミュニティ、そして個人ユーザが構成する広大なネット

ワークとなってきているEricvonHippelはこのトレンドを「イノベーションの民

主化」と呼び、トップダウンで梼理される研究lIM発からユーザ主体または災践学刊

スタイルへの蝿換であると述べた。Ｗｅｂ２．０環境でなら、例えば全にIの描院の外科

医がＣＴスキャンやMRIlIlIi倣を、写典鍵好家が作品をjWiするのと同じくらい簡単

にIFlickrする」ことも''1能だ．

こうした瑚境での「ダイナミックケイバビリティ」とは、動きの鈍い組織を、世
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界にまたがるパートナーやユーザやⅧ客が附成するマルチカンパニー・エコシステ

ムの革新的な結合・連拙に独眼を価<俊敏なチームに進化きせることを意味してい

る。より早く、より適切に、より安価なビジネスソリューションを導くためには、

ｳM広い内部的および外部的ケイバビリティ、ノウハウ、人脈、ネットワークが必要

だ。現代の企業が唯き延び、鮒っていくには、それらを機敏に活川していかなけれ

ばならない。

インドのSatyamComputerSewicesは、急速な変化を遂げるグローバルネット
ワーク環境で力賊い成jとを雑けてきた企繋である．１９９０年代には年商３５ﾉｊドルだ

ったが、今や数十値ドル規模の企業に苑鵬している。２００８年の枇界経済フォーラム

(WEF）で、ｌＩｉｌ社の創業荷兼会災のBRamalingaRajuは、「現代の問題は、未来

がかつての姿ではなくなっていることだ〕と表現した。「(製造業界の法則がもはや

当てはまらない1M:界においては）多彩なビジネスは、そのすべてが剛次的なものだし，

収視すべき核心的ポイントは、逆わり銃ける世界での価仙創川なのだ。（……）枇々

はむしろ蟻のコロニーに近い．それぞれが独自の考えを持ちつつ、集団としての戦

略を遂行している」I

Forrestel･社の鯛侮によれば、企難はＷｅｂ２．０のテクノロジーを業務ﾉＭｆ性のた

めに（74％)、あるいは雌争的プレッシャーのせいで（64％)、狩定の問題解決のた

めに（53％)、事業パートナーからの推蘭で（53％)、社員の求めに応じて（45％)、

そして何らかの一括サービスのために（25％）採用している。しかし、こうした企
●○

梁は具体的に何を行なっているのだろうか。水束では、次に繋げる企難の1M･務的成

果とビジネスのあり方にＷｅｂ２．０がおよぼしている影響を検託する。

IＢＭ

ローカルからグローバルへのネットワーク効果

Salesforcecom

SaaS（サービスとしてのソフトウェア）

Ａｍａｚｏｎ

コンピタンスシンジケーション

｢I)い･ぜ'⑨pingS1ml螺yinnNuwurkq．。Ｗ(Drld」七・'シＡ１ンの偶約かIタルIbI1p:ﾙｗｗｗ､ｗＭ〔)rlI11M1咽(･n
knowlcdgc/ＫＮＳＥＳＳＳＵＭＭ２劉1()?lIrl-/CII/kIM)帆'1t.(IH4./ＫＮ雛ＳＳＳじMM-223I(）穆雌
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しかし敗初に、ダイナミックケイパビリティとオンラインシンジケーションの行
蹴について簡単にまとめておきたい。

外的要因・内的要因

経徹学粁MichaelPorterが提唱した梁界分析手法「５つの晩争典閃（ファイブフ

ォースアプローチ)」は、新規参入業者や力を持ちすぎるサプライヤーといった業界

の収益性を左右する社外の勢力、すなわち企梁がIf〔1mする外的饗因にＩｉな熊点を当

てている。一方、EdithPenroscの研究が例iiIIiする海淵ベースのliu略アプローチは

それとは対照的で、人材、システム、スキル、プロセス、ケイバピリティなどｲ1.形

または無形資厳の結合といった企業の内的要閃および組織的要間に主眼をilfき、そ

れが戦略パフォーマンスを決めるカギだと考えている。

その点、そもそものダイナミックケイパビリティの柵想は、ウェプが今のように

進化するIiiIに罫かれたものであるにもかかわらず問い先兇性を捗っており、企業レ

ベルおよび業界レベルの要囚は両方とも必要不可欠だとI;雛した苫。企業は、社内外

両方のケイパビリティと資耀、資源を革新的に組み合わせることで、鵬乱する外的

饗凶と典中的災界柵造に動的に（ダイナミックに）川i応していかなければならない

のだ。

ダイナミックケイバビリテイの開発：ウエブ｢以前」

こうしたダイナミックケイバビリティが企莱の戦略的パフォーマンスおよび収錐

性に対して非常に１K要であるとすれば、いかにしてそれをｆに入れればよいのだろ

うか。個人の知識という財を創出し、価値を与え、伝逸し、複製することの難しさ

は、経済学肴でなくとも誰もがよく邪解している。淵こその財が、数式や見取り図

のようにIl視でき成文化されるものではなく、人の脳や身体に染みついたノウハウ

や仙人的経験といった「略黙知」である場合は、なおさら離しい”191岬I〔の染り方

を教えるときに、実際に乗って体験してもらわなければ挽明しづらいのは、そうい

う剛111だ。残念なことに、個人個人の体験学習・災践学判を典積させても、その伝

捕率には限界がある《，ケイパピリティやスキルの叩Ｉ''１１範UIIにもｌ:ｌＩｌがある。

社会ｲ:|･¥:荷MichaelPolanyiは､これを「個人的知搬」と呼んだ‘，苫神JPersonal

Knowledge:TowardsaPost-CriticalPhilosophy」（UniversityofChicagoPress）３

２１)iwi【’'11Ｗ〔ｗ，Ｇ机ｒｙＰｉ説111〔､，ＡｍｙＳｈｌｌ《､ｎによる‘職史「I)ｙＭＩＵ１ｋＣｉｌＩ》dlbililiK､烏ｍ１１ｄ制r,,【噸iじ
ＭｉｌＩＤ;,関〔‘'１'【‘''1」よ肌「slril1噸iCM”;'陣､ｍ(‘nlj⑪lIrI'6'1」，ｕｊｌ＆1M〕‘７〈Iりり7）；５０９．５猟．

３マイケル･ボラニー｢仙人的知識脱批判打学をめざして｣〈災尼史郎,Ｉ(､地ﾉﾉ･小川版沈迎センター､1985年)ー
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に｣,,LられるjmI)、Ｉ･Rl際的な伐術砂'1瞳の難しさぺJ，ウ.||,微の「粘粁ﾔ|;」あるいは「-．

塊性」といった性質を説明するにあたって現代でも使われるこの概念は、ほぼ

Polanyiによって開発されたものだ「知識財」は、Ili場や取引活助において、経済

的liIW(を持つほかのデジタル11ｹや物j'11的１Ｍとは111,↓なったはたらきを-j-為コミュニ

テイが維肱をｊＷＩ‘し、ビア・ツー・ビア型の1.灸''1り州１１:作川と交流を通じて知,桃お

よびコンピタンスの伝達と似製を加速きせると''１１１$に、学習の累枇・帆約に必要な

フィードバックを提供するのだ

個人のコンビタンスや綴験は、その個人の脳にI杷憧としてjIlIめ込まれているため、

企業がその脳や才能を“Ⅱ聯入“し、維験とコンピタンスを．.獲僻”することは可能

である、しかし、そうした知的満ｲ虻を維持し、他Ⅱ:へとよられないようにするため

にはどうしたらよいだろうか

仔卜|:はそのために、仙人のコンピタンスを卿,Ⅱまたは組織レベルのケイパビリテ

イに蛎換する〃法を開発してきたｓＯｌｗのコアコンビタンスである小ｊ(Ｉ化の能力や、

洗練されたデザインを生み出すAppleのケイバビリテイは、その一例だこうした
ケイパビリティは、社内外のｲ1.能な人材と、ネットrフークインフラやI'1'システム、

投伽、インベン|､リ、研'畑ﾘi、jIM雌Ilij没といったｲ,･形¥(雌やlrf源とを,Ii介・j'邸ﾘさ

せるそれが、時価総額やネソトrノーク効果、ブランド、評判、バズ、ビジネスモ

デル、他社との関係性、エコシステム、営業的|‘訓I性、そして推進ﾉJといった貴亜

な無形筏潅の発展と活用につながる

しかし、組紬的学判のベースは、どうしても企推がklI↓をii't〈領域での先行維

験に紬られがちだ．それは企雌の受祥能ﾉﾉの'''1皿、ああいはINIIl洲i:峡僻(,,Ot-

invente(I-hcl.ｅ：ここで苑lﾘlされたものではない、ゆえに注日に仙しないとする偏狭

などえ)」による企業惰性のレベルと表現されることも多いそうした休街は榊造的

硬if〔と‘1.ｲ恢i縦的な非融辿ｆk，擬能的ｲく巡統をもたらし、１１V報と知識の込述な伝逆

を阻む

緩慢だが競争の激しい災界において、ノく手企業はいかにして後退せずにダイナミ

ックケイパビリテイを独紳したらよいのかＷ(1)２．０のテクノロジー'よ、そうした

１２年の肌MIIに対して、断し<Ｊ参想外な梓えを州lLしている

オンラインシンジケーションからコンビタンスシンジケーションヘ

『I)ilbel･ｔｌや『DoonesbuI，y」といった換而を統んでいる地ﾉﾉ新聞の11|峨荷は、み

な「シンジケーション｜を'ﾉ&際に11にしている『l)ill〕C】･ｉｌの作荷Ｓｃ()ｌｌＭｎｍｓと

IDooncsl)ul,)･」の作背()狐，Ｖ'''1.1'〔Ieauは、作１１AのＩクリエイター」であり「創始者」
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だ。彼らが作lYIを思いつき、オリジナルのコンテンツを作成する．そして配給会社

が漫画専門にコンテンツを収災し、取りまとめ、新聞や雑越などの印刷発行元に販

充する。金岡の何｢･という地叱紙が、岐新ニュースiId1Iや写典や求人広告と共にそ

の没1曲iを腿什にﾉ'1Iける。発行肝側は、「配給行（シンジケーター)」が捉供するセレ

クションの中から、脚祉の断IMIに城せる没1曲iを遊ぶ“

こうした「配給、配幡（シンジケーション)」方式は、テレビ冊組や漫画やニュー

ス記1ｆで仙例的に行なわれており、エンタテイメント業界ではごく一般的なスタイ

ルだ・だが、それ以外の11t界では一般的ではない。なぜならシンジケーションとは

１１１－･の1M物を、ときには別のものと出ぜたI)細み合わせたりして多撤なⅧ客に販充

し、問い手がそれを別の商IvIと統合して提供する手法だからだ。自動車や時針のよ

うな物理的財の賜合、そうした手法をとることは難しい。いったん雄かに売ってし
●●

まえば、その1111物を別の人に光ることはできないからだ』

それとは対照的に、物珊的な形を持たない芯丁.怖慨であるデジタル財は、コスト

もかけずに複製IIJ能だ．さらに、こうしたデジタルデータに含まれる情報やコンテ

ンツは無限のユーザに仰利用されうる。誰でも迅速にアクセスし簡ｉｉｉ・に配布できる

ウェブのメカニズムのおかげで、シンジケーションは、ＩＩｉにデジタルコンテンツを

まとめなおして再配侭するだけではない、より急進的で破蝋的なﾉjを持つようにな

った。

オンラインシンジケーションは、デジタル化されたノウハウとコンピタンスの急

速な伝述を典現する､ＲＳＳは、いかなるオンライン発行瀞でも怖馴を「フイード」

としてインターネットに発偲できる技術的標池規格だ“ユーザは、ページやウェプ

プラウザに我′J；きれるボタンやリンク（栂色であることが多い）をクリックしたり、

その他のＷ川ツールを使うなど、多様な方法でこうしたフイードの↑I1i報にリンクす

ることができる．

MyYahooやGoogIeGmnilなどのトップベージをl:1分に使いやすくカスタマイズ

しているとしたら、それは既に「RSSを利川している」と占えるだろう。それらの

サービスはウェブベースの新淵WWIアグリケータ（典約）機能を持ち、自分のお気

に入りのサイトがコンテンツを虹新したらすぐに通知してくれる。また、気になる

悩棚ソースの内容を染約させて１つのページで銃めるようにする。

オンラインシンジケーションやＲＳＳ（リンクー覧も含まれる）は、ブロゴスフィ

ア（プログの111:界）にとって非常にバイラル性の商い流通エンジンだ。賦初にＲＳＳ

ボタンを’''０１クリックしておくだけで、お気に入りのプログの１１ﾄきfがｲ,１か新しい

ことを排いたときに、そのヘッドライン1Ｗ慨の通知を受ける｡’:1分が普くブログで、
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脱んだブログについてコメントやハイバーリンクを戦せれば、そこからIIiのフィー

ドバックループが始まる。プロゴスフイアが、注Ｈであれ批判であれ、ひと柵I)の

人ＩＨＩの)別間なｉｉ張を大々 的に噸蝿する力を持った「エコーチャンバー（Ⅸ癖する部

附)」とi-rわれるゆえんだ。

シンジケーションという技術は、当初、テクノロジーに強い少政のブロガーがⅢ

いの投稿を知らせあう手段として使っていたものだった。それが忽逃に拡大・投進

し、今では人々がその存在を意識することなく利用する技術になっている。大半の

プログルIソフトウェアはデフォルトでフィードを生成し、潜在的な挽稀のために提

供している。何千というサイトがこうしたフイードを染め、フイルタリングしたり

災約させたりして、特定の興味を持つ読者へと提示する。読者は多様なフォーマッ

トの多嫌なビューワを使ってその梢報を読む。“読荷一は必ずしも人ＩＨＩとは肌らない』

コンピュータも－検索エンジンのクロウラーから、拠雑なアグリケータに張るま

で－lIjlじ機能を活用してデータを染めている。

ただし、プログはバワフルな新勢力として台頭しているものの、そこで児られる

シンジケーションの利用は背ながらの新聞記事や写真、浬仙i，テレビ榊紺の配給〃

式とほとんど変わI)はない‘，だが配侭内存がプログ妃11:や漫仙iではなく企難コンピ

タンスとなった腸合、シンジケーションは全く新しいレベルへと移行する。

企業コンピタンスやノウハウ、プロセスも、デジタル形式にjIMめ込み取りまとめ

ることができる．ということは、そうした貴亜なサービスを「配旧」し、さまざま

なＴＩい手や企梁に販売することが可能だ．例えばある１社の企難が、,ツェブショッ

ピングで利用するショッピングカート式の注文決算システムを開発し、それを多く

のオンライン小売業に「配信」する。また別の１社は、物流プラットフォームを配

侭する、さらに別の１社がクレジットカードの不正利用防止のためのアルゴリズム

を配いし、別の１社が採〃lや研修など人的衡脱にかかわるプロセスを配侃する『，ウ

ェブの第・世代では、こうしたデジタルサービスやアプリケーションの配佃は似雑

で高価だったし、先行投資も高くついた。ビジネスがウェブのより良い稲川方法を

学んできたことにより、そのコストは軽減している。

ＳａａＳ

ウェプベースのソフトウェアアプリケーションを提供するモデル「サービスと

してのソフトウェア（Sonwareasaservice：SaaS)」は、ビジネスサービスとア

プリケーションの配ｲに爆発的な成催をもたらしているｕＳｎａＳにおいて言I;に「ibll

作粁（クリエイター)」の役割を机うのは、一般消費将やメディア志Iiljのブロガー、
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YouTubeユーザ、市民ジャーナリスト、漫画家ではなく、アプリケーション開発

肴・開発業者、人手メーカーなどに属さない独jHfソフトウェア1Ｍ発会社（ISV)、あ

るいはソフトウェアの付加価値再販業者（VAR）だ。そうした「制作肴」が、鼠初

からウェブ配備を1W提としたソフトを開発して、馴容がインターネットごしにiiWlI

できるようホスト（Ｈ上的に、あるいはサードパーティに委托して）する。そして

ＳａａＳ環境で「配信者」「流通者」の役割を担うのは、Salesfbrce･comや、ＩＢＭのコ

ンピューティングサービス「On-Demand」や「Utility」などだ。

ＳａａＳの噸客は、そのソフトウェアをIIWlYIパッケージ単位またはライセンスIIi位

で耽人するのではなく、必要なときだけ、つまりオンデマンドで使川料金を支払う。

これは事業の先行投資削減につながるため、特に中小企業にとっては魅力的だ。ラ

イセンス供与を受け、ｌＴサポートスタッフの手を竹りて内部的に運用される皿常の

ソフトウェアと同じ利点を享受しつつも、カスタムアプリケーションをMif人・柵築

する場合の襖雑で高額な先行饗用を|､l避することができる。

ＳａａＳの収益ストリームは、購入者だけではなく「制作者」や「流通者」にとって

も魅力的である。利用課金制なので、鹸初に永続的使用権を販光し保守料金を徴収

していくよりも、面接的な1Kのネットワーク効果と収締迎期が兄込める。

ＳａａＳモデルは、オンラインアプリケーションの迎川に規棋の経済性を適用し、さ

らにそのアプリケーションを直接ウェブプラウザで配布する。ゆえにサービスの提

供粁側は、信頼性のある優れたアプリケーションを安価に、幅広い層に届けること

が１１J能だ．ターケットを絞った伺際巾jルをＨ１うことも難しくない。例えばある企難

が、小規模なホテル4‘業に使われる人材管理ソフトウェアを1%l発したとする。これ

までなら、そうしたニッチなサービスを販売する充分な市場を見つけるのは簡単で

はなかったが、ウェプヒで提供するアプリケーションであれば迅速に市場にリーチ

できる．箱に入って販光される許辿のソフトウェアに匹敵するだけではなく、より

瑚業に沿った卑門化もM1能だ。

最近では消費者主導のＷｅｂ２．０と「Google効果」のおかげで、検索からスケジュ

ール管理、衣計算、Ｅメール、経費報告書作成や人１１Jの書類選考に至るまで、ウェ

ブベースのさまざまな新しい外部アプリケーションが存在し、それらに対する馴染

みや信頼も生まれている。ＳａａＳは砿客が好きなように改造できるほどの自由皮は

与えていないが、市販の箱入りソフトウェアの附人・柵築よりも利用の敷居が低い。

図４－１に示した通り、ＳａａＳは、既存ソフトウェア市場の櫛を埋める。

このＳａａＳの‘･''1し子.．と見られているのが、先にｲﾉi前を継げたSalesfbrce・com

である。Salesfbrce・comは、営業支援（SFA）およびlWi客間係管理（CRM）のソリ

’
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大弄企縦
ベフワー

からの閣入社内
蝋入ITエフジニア

1Ｗ

による綱調

細照ワエうて

聯
傾向

ハツワ

スキノしを撮つだコーサに謀る
芋作乗ての紋造

未提供

漁直されない恵蓉の山

六眼帆な大鯛脱なIT子W1Iを投しる
lT予側を狼しることのてきないフロシエワト
ことのてきる
プロジェクト

随来｣I<:のモデルで碓/l;しうる''1能性とiIl1i仙に応じた、さまざまなソヲトウ墨アケスク

｣1１

ユーシ.lン･り･－ビスを州jIiする企難で、ノt()1,lMBle祉紳部のMarcBcnio(､rが１９９９

年に611雛した。それまで雌務描:剛ソフトといえばSiebel、Peoplesoft，Oracleなど

企雌レベルのソフトウェアがlZ流だったが、Sf1lcslbl･Ce､comの台頭によi)、その流

れはウェププラウザベースで拠仙されるオンデマンドのソフトウェアサービスへと

想述にシフトしていゐuSI11eSIb１℃c・comが'ｴち上げた「Ａｌ〕l》EXchangG」というサー

ビスは、SnIeSlbrCc･com以外の'1$災パートナーや開発荷が独自に開発したアプリケ

ーションを販光‘陥術すゐためのブラットフ･ゲームだメールマーケティング脅即

ツール、ヅIムヒ分脈Ⅲ旅ﾔj1l1など、傷彩な企離が１Ｍ発したアドオンアプリケーショ

ンがAppExchangcの'ンエプサイトに,１１%せられ、Salesfbrce､comの噸客がそれを利



用する。現在、AppExchangcのエコシステム内で、６００ijlI類近いアプリケーション
が人手IIJ能だ。

こういった仕組みは、ソフトウェア開発者間の競争の本質を変える。既に実績を
欄み成功している企梁は、価仙ある独自仕梯の社内コンビタンスやプロセスを１１１外
不出とばかりに抱え込むのではなく、そのサービスをアプリケーションとしてパッ

ケージ化し他に流通させるスピードこそを競争力に変えることができるのだ。サー

ビスをクライアントに配信したり、関連アプリケーションのためのプラットフォー

ムを提供したり、面接的・'１１１接的な収締ストリームをjWやすべくエコシステム全体
の発鵬を支えることができる。何かをI#I生賑したり、動的に統合させたり、雌適な

配信コンポーネントやシステムやサービスを配布するプラットフォームやホストと

しての役割を果たす「敏捷性を持つこと」のほうが、重要視されるようになってき
たのである。

こうしたウェプシンジケーションのあり方には競争リスクもあるが、独自の利点

も発生する。プラウザベースのコンピタンス配信のメリットは以ドの通りだ。

r１６１４章企業がコンピタンスを活用する

lWi杵およびトラフィック獲僻の多大なチャンスを創る

成雌と融皿性（フレキシビリティ）をもたらす

自社にとって重要な領域に労力を専念させられる

数多くの他社や社外の開発業粁の肩を借りて、必要とするソフトウェアやウェプ

サービスや側述コンポーネント、特殊システムなどを柄ⅡＩすることができる

世界中のコンビタンスを探す：ｌＢＭ

ＩＢＭの北CEOLouGerstnerは、社内外のコンビタンスを1M放・巡挑させること

で、Fortune500に入る世界的大企巣である同社に重大な転換をもたらした。ＩＢＭ

オフラインのビジネス世界では、資産は固定され、役割と関係性も安定している

ことが多い｡ウェブでのシンジケーションを利用する場合、それとは異なる法則が

適用される。この「コンピタンスシンジケーション」のネットワーク瑚境で成功し

たければ、企業はlIiい泌識と戦略アプローチの多くを変えなければならないのだ。

社外のリソースと連携して相互にはたらきかけ、エコシステムを開放し、他社やユ

ーザとの繋がりを鍛大限増やしていく必要がある。また、そうしたポジションとコ

ネクションは常に進化し勅的に変わり続けていくので、それを符理する機敏性も持
たなくてはならない。

●
●
●
●

Ｉ
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は、１つの大きなパイを独占的に支配するアプローチから、何Ifi何千という小さな

パイをわずかずつ押さえる戦略へとシフトしたのである。そうした小さなパイのほ

とんどは、ＩＢＭにとって直接的な収怖ストリームをもたらさない。ＩＢＭは参加は

するが、支配はしない。リスクの問い危欺な戦略のように聞こえるかもしれないが、

火隙には、ただ１つの火きなパイにlA1執しているデメリットのほうが大きかった。

ＬｉｎｕｘとApache

フィンランドのプログラマーLinus'1,orvaldsが雌初のLinuxを総災したのは、

1991年、ソフトウェアをテーマにしたそれほど打鵜ではないオンライン掲示板だっ

た。このとき彼は、ＩＢＭのような火企梁がこのオープンソースを採用し''１国・イン

ド・ロシア・ブラジルといったソフトウェアの主要新興市場でMiCrosoftOSに対抗

できるようになる、そんな数十値ドル脱棋のエコシステムが発唯するとは全く予測

していなかった．しかし今や、収益性や業界リーダーとなることを雌火の関心とし

ないプログラマーがゆるやかに結びついたネットワークで構成されるLinuxという

無料の選択肢は、Ｗ１允将許のソリューションを売りにする企梁の占いビジネスモデ

ルに典っIiﾘから対,kするﾉJを持っている”

ＩＢＭは、オープンシステムの採川荷へと転身し、耕しいタイプの協働的イノベー

ションと学習環境のサポート役となって、何千人というディベロッパーの分散的コ

ミュニティの一口として信頼を勝ち取り、まさに「1-(象も踊る」のだと拠践してみ

せた。Linuxに似たＯＳを独脚に1M発するかわりに､その受け入れを選んだIBMは、

改求したばかりの将ならではの熱の入れようで、オープンソースのプログラミング

とコミュニティへの面献、そしてオープンソース哲学の採用によって年''''約１０億ド

ルの側発費節約につながっていると見込んでいる１．

協鋤作莱（コラボレーシヨン）なら、より頑強でユーザ定溌の鮒故障性を持った

商品を､慣例的かつWl鎖的なアプローチよりも短時IIIlかつ低コストでﾉＭｆできる（そ

れに、大手企業、政府、個人など、鵬本哲学を受け入れきえすればいかなるグルー

プでも質献することができる)。

蒸界リーダーであっても、脚祉内外の箭巌およびリソースの利用、納合、連挑の

あり方を職略的に極換することができる－それを身を持って示したlBMは、まき

に「ダイナミックケイパビリテイ」を披露したと汀えるだろう。かつてのIBMは、

脚社のケイパピリティ（資源、システム、人材、組織）を駆使し、叫光特許の統合

４１〕ｏｎ'rap謎011およびAntIl⑪ｎｙＤ・William齢沸｢Wikimmi“」（I､(urlfnIi⑪HardEoL，tPr､200(帥よl).‘
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指導役(メンター）として

巾凶やインドのような新興地域を兼頗に、オープンソースの堆務アプリケーショ

ンとサービス|H1発の次１１t代を担う中小企巣や開発将たちは、膜火かつ油気あるエコ

システムを形成している。ＩＢＭはそのサポートにﾉJを注いでいる。具体的な提挑契

約もサポートの一環だが、より上位の狙いは、中I頂Ｉやインドにおける多数の開発者

の育成だ．そうした開発者は直接的にＩＢＭのもとで働く必要はなく、ＩＢＭが成功

に関心を持つプロジェクトに面献している。

ＩＢＭは２００４年に、斬卿Ilijﾙのアプリケーション11M発ffの斬仙代に手を貸す「バ

ーチャルメンタリング」なる取り組みに軒手する旨を発斐したｏ新11t代を指導する

だけではなく、彼らが1M発する製品やサービスやイノベーションが規格認可を受け

られるよう助け（Ii換性の確保)、それらの製IHI・サービスを11t界規模の市jﾙで柚

似的に共|回l眼光するというものだ。４００人近い斬興iIij棚の間発粁が、１日のうちに

IBMのディベロッパーネットワークに参加した。

こうした地域のLinuxIWl発肴およびソフトウェアイノベータの次世代は、おそら

くはITIljjﾙをＭＩＩ断していく力を持っている。既に現在でも、企巣諦郷1.画（ERI，）

や人材管理のような難筋アプリケーションから、コンテンツマネジメントとビジネ

スインテリジェンス、小売やＥコマースの決済サービスと在叩管理に至るまで、規

模にかかわらず｣l喋巡僧に坐本的に必要となるあらゆるものが、低コストでオープ

ンソースのウェプ配{iiiによる利川裸金制サービスとして捉供されている。

ＩＢＭコミュニティに染まった新しい41業とアプリケーションは、実に驚くべき数

にのぼっている（その数は約１万件で、今も期え続けている)。こうした新しいアプ

リケーションが11t界各地でIBMを助ける一方で、ブラジル、ロシア、インド、１'1凶

(維済発鵬の成1と＊が杵しいこの４か回は、弧文'i2をとってＢＲＩＣと呼ばれることが

多い）の新興巾嶋における何１．億人というユーザのニーズにも唯えている。

オーブンソースコミュニティは、ソフトウェアの制作と修正を手伝う頼もしいサ

ポートを提供するし，反対にIBMのほうは、認uJ取僻を手伝い、ＩＨＩ際市場への足掛か

りと支援を拠供する。こうした開発者や11'小企鷺の資金は、その地域ごとの樋能や

サービスのローカライズ開発に直接使うことができるので、雑費の７割以上を開発

性の商いハードウェアとソフトウェアの業務川システムで、腫大な法人向け巾珊を

独ILiしている企難だと思われていた。しかし、ApacheおよびLinuxのオープンソ

ースコミュニティへの硫械的関与を通じて、戦略・人材・組織・システムを大きく

転換きせる篤くべきケイパビリティを発押したのである‘，

'４噸企繋がｺﾝピﾀﾝｽを活用する
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と販光とマーケティングにlUlさなくてはならない独占企業モデルとは火きく兇なっ

ている。ある地方の1M発者が自分の凶のために付加価値のあるLinuxベースのアプ

リケーションを造り、そのアプリケーションが他の多くの'五lで同等またはより高い

価仙を持って瑚巌・配布きれる。つまりはコンビタンスシンジケーションが行なわ

れているのだ。

エコシステムとコンビタンスシンジケーション

ＩＢＭの戦略の主llIlは、ＩＢＭl]身のコンビタンスの配侃ではなく、こうしたエコシ

ステム開発に極かれている。コンピタンスシンジケーションは流辿にかかわるもの

だが、エコシステムはテクノロジープラットフォームにかかわるものだ。それは地

方空港を結ぶSouthwestのような航空会社と、UnitedやAmericanのようなハブ

＆スポーク剛の航窄会社との比較に似ている“

ＩＢＭは多くの業務川ソフトウェアベンダーと側橡、同社の支えるエコシステムに

おけるパートナーの政を強捌し、多数のベンダーがパートナープログラムに磯録し

ている事実が成功の証拠であるかのようにj皇張している。確かに、ＩＢＭはアプリケ

ーション１１M発の展凱が劇的にシフトしていることをri党した数少ない企莱の１つで

あるのは間述いない。第･一に今後５年Ⅲlに｢i'1K1とインドから１４００万人のLinuxIIIl

発者が生まれるであろうこと;i､納二に開発者が直面する鎧も大きなコストと成功障

壁はハードウェアやサービスやストレージのコストではなく販売とマーケティング

であることを､IBMはよく理解していたのである｡

店舗を大盤振る舞い：Ａｍａｚｏｎ

Ａｍａｚｏｎの戦略を肢も的確に剛解するためには、コンピタンスシンジケーション

の枠組みで考える必要がある｡オンラインのiIi:締販売難行としてスタートしたが、

創業者推ＣＥＯのJeiTBeZosはすぐに、先行者の優位性だけでは規棋の維待を保証

できないと理解した。何Ｔ･というライバルが常に回と鼻の先一あるいは、「ほんの

１クリック先」に群がっていたからだ．

最初のステップ:ライバルを店内に引き入れる

２００１年、Ａｍａｚｏｎは「zShops」というサービスを立ち上げた6．オンライン上の

５ＡｍｙＳｈｌ肥､が2()(〕5ｲドﾘﾉIに:WCAＣ《〕rp〔しr&ｂＩ心VrIlll0rQ､(;１．１)tII》の欲茶会縦で発火したIい【に関する1噸
研兜より。

６沢注：１１本では「マーケッI,プレイス」という1'illiIでサービスされている｡



11.｜‘l蔵企業がコンピタンスを活用する

ライバルに対してバーチャルの「陳列棚」を提供し、商光に使わせるという{I:細み

だ。サービス利用者はそこでＡｍａｚｏｎと同じシステムで商品を販売し、光上に応じ

た取引手数料と掲叔料を支払う。Ａｍａｚｏｎにとってはわずかなコストで、「見つけや

すいオンラインlIIi師」という財と商IHhの流通を手がけられるようになり、Googleの
A〔IWordsとlIjlじく、これまでオンラインビジネスなど試したこともなかった中小企

梁というロングテール到達に成功した。

鵬枠業務であるオンライン書総販売ビジネスがまだ収益性をあげていない時川に、

こんな不確かなi'j鵬に切り込むなどリスキーすぎる一旦,時の雑‘i卵,(はそう盤えて

いたし、ウォール街もlIjlじ評価だった。BezOsは吹のように述べている．

それは社内でちょっとした物縦を醸した。みな、とても神耗質になった。しかし、

Ⅶ群が剖むもの一価段、lWh揃え、迅速な納i胎一を噸客にﾂ･えれば、光上はあ

がるものなのだ｡７

１Mt合他社を自社のサイトに迎え入れたことは、Ａｍａｚｏｎの本家たるビジネスの成

功を大きく後ｲ１１'しする結jlLとなった。2003年の光上は３４粥1111ぴ、５０他ドルを超え

た。１０年近くも赤字維営を続けてきたAmIlzonは、2003年末の時点で初めて照宇

蛎換を述成したのである。

Bezosは、ｆＩ社を単なる流j､業祈とは考えず、多菰多械なシンジケーションを行

なう企梁へと独nIl的なポジショニング紙換を例った･そして、』1Aくから械慨的なア

フィリエイ1,プログラムを立ち上げている。「AmazonAssuciates」は、自社のオン

ラインストアをアブイリエイト先のサイトに配信するサービスだ。何らかのテーマ

に符化したコンテンツを持つアブイリエイト先のサイトが、その特定のオーデイエ

ンスやコミュニティが卿味を持つであろう商品リストを褐紋する。Ａｍｎｚｏｎ祉側で

はない1‘ﾘ:｢・人というリソースが「バーチャル営梁部Ｈ」の役捌を狐い、商品が光れ

た場合だけ成功報酬で支払いを受ける。

こうしたテクニックはＷｅｂ２．０の原則に沿ったものだ。すなわち、何かを無料で

与えるが、それが必ずﾘ梁拡大に結びついている．派のネットワーク効果がこの戦

略を打効にしている。Bezosは、小売の世界を「プリック＆モルタル」と考えるの

７「13恥iI腿錨２‘似越Ｉｕ紐のSII制mmlInmncrおよび・l袖】】MfNic1】帥1による碕史『Iii”i雌叩１１肥rulgI,《Ｄｆ

Ｉ】ｎｍ蝉.m(．､l」（2(川7年訓12111）ｋｌＬ次のURLで参蝋､I推:htlI):〃11'〔DIMPjⅧ】１１.収’1Ⅱ/}【;Lll心ri“/2【１０７／

biz2/０７(胴輔6111じry.“Ⅱ【I･師i伽鵬.1】i蝿/2.1Ⅱ、Ｉ
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