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をやめ、醜合他社を顧客に変えることを思いついた敗初の人IHlの１人だった．ウェ

ブのシンジケーション世界では、核たるケイバビリティはもはや守るべき企梁秘密

ではない。むしろそれこそをウェブサービスに変え、、社の雌も人気iWilWIとなるポ

テンシャルとして、ライバルに販光すべきものなのだ｡

Ａｍａｚｏｎはシンジケーションを利川して、沈文システムやオンライン陳列棚とい

った独脚のケイバビリテイを、ウェブじゅうのオンライン店舗やコンテンツサイト

に販売できる使いやすいショッピングカートシステムに変換した。潜在的ライバル

が剛客や利川肴となり、Ａｍａｚｏｎのエコシステム内で俄襟的な参川I桁勤をするよう

になったのである。

次なるステップ:バックオフイスコンビタンスを共有する

「レジのfWl1しサービス」の次のステップとして、Ａｍｎｚｏｎはﾊ1i師からバックオフ

イス（111務播理）へと視点を移している‘，そして、何百万というユーザを擁する1-（

大サイトを巡鴬するＡｍａｚｏｎならではの維験を活かしたウェブサービスに、何Ifiガ

ドルもの尚金を投じているところだ。

この戦略を支える鋪・の要紫は、ストレージキャパシティ（データ保存能力）で

ある。Ａｍａｚｏｎの「SimpleStOrageService」（S3）は、Ｗｉ客のデータをli1社のサー

バに保杵するサービスで、１ギガバイトあたり１５セントの月額料金と別途データ極

送料を徴収する（同4-2九内容は限られているものの、非常に大規模かつ低コスト

で実現している機能だ。

Ｓ３は、Ａｍａｚｏｎの基幹小売業務とはかけ離れていると見えるかもしれない。しか

し実は、Ａｍａｚｏｎが既に発押している才能を新たなオーデイエンスへと拡大しただ

けのものなのだ。例えばＷｅｂ２．０の制難まもない企難がＳ３を利用して立ち上げコ

スI､を削減し、独自のプロジェクトのオーデイエンスをげて上げることに余力を尚

やすことができる。

さらに雌近では、「ElasticComputeCloud」（ＥＣ2）というサービスもスタート

した。１時INI10セントでコンピュータによる処剛能ﾉ』（ＣＰＵ）を提供するというも

ので、Ｓ３よりは過かに複雑だ8“こうしたプロジェクトの推進を決める際、Ｂｅｍｇ

は次のようなシンプルな〕域kを持っているという哩

我々にとってこのテクノロジーが社内的に必要だとしたら、多くの企巣にとって

８ＩｉＣ２についてのjjド細は、htlpハwww.nｍ”‘〕､‘ぐ⑪ｍ渓ｐｂｒ()w錘.hlmI?､UdE-2015900I1を参照．
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さらにＡｍａｚｏｎのビジ罰ンはウェブでの専門知識に+Ｗまらず、しっかI〕と統合さ

れた倉叩および物流サービスでも発抑されているオンラインの商品陳列スペース

をライバルにいえあサービスを始めたＡｍａｍｎは、今では、Ｉ』11:MWil《の物理的なjル

所の提供も行なっているのだＡｍａｚｏｎのサービスに満足したI|'小企業が、今度は

似1【符理からひっくるめてＡｍａｚｏｎに任せるようになった噸客がその中小企業の

I柵Aを旅文すると、ＡＩ１ｗ()、が１Ｍ『処理をする”

コンビタンスの共有を手伝う

イミiIドでは、講義やプレゼンテーションの録音データから,'億起こした原稿を一部

でﾘl川しているこれも八ｍ&ｌＺＯｎのサービスでああ「(､astiI1gWo1､〔1ｓは、極めて

ローテクで労働コストが尚く細分化した巣界一すなわら、岬ｲのIHIき起こしサー

ビスという業界に対して、ネソトワーク化されたグローバルなダイナミックケイパ

ビリティを活用している例だ本,僻の執筆にあたって、爽際lこiPodに録宵した職

,従lﾉﾘ群のオーディオＷＡＶプラ･イルをCastingWO1･ｄｓの．V･イト０にアンプロードし

たす為と１１１か２１１礎には、Ｗ《〕'､《l形Ｊｔの,I'ｉＡＭＩな,I}きI世こしIⅡ(柵がjlI1けられた

のであるしかも、雌f.flMjlIIlI分につき１ドル未澗という辿随をﾙ1:さないし-1,だ



９

１Ｃ

1１

Amazonは、１８１１t紀に発lﾘlさｵLた人力チェス対戦ロポント「McchnnicnlTurk」一

一箱の,{Iに人''1が入っている－にヒントを得て、こうした人的な技能を提供す

るサービスを}Xも上げた聞き起こしの依頼があ為と、験鍬している作業者一世

界I|,に肢らぱっている－の''1からすぐに作雌にかかれぁ人物を避んで、アソブ

ロードされたＷＡＶファイルをlIlI付する作雌紺よ災約した収椛分ｉｌＩｌに鵬づいて、

PayPalを辿じオンライン決済で支払いを受け為、

コンピタンスマッシュアッブを推奨する：Google

「マッシュアップとは、もともとヒッブホソプ文化の‘1．蝿で、21111以上の'''１を細

み合わせて新しいIllIやダンスナンバーを作ることを葱味している'Ⅱここ数年間で

マッシュアップのコンセプトはウェプじゅうに広まり、汗楽に限られない意味を持

つようになった昨今のマッシュアップと‘１.えば、IMl発貯が,ｿエブコンテンツやデ

ータやサービスをミンクスし、マッチさせ、’11ｲI川'し、礎形させゐことだこうし

た「ハイテク版'I1inke】･Ｔｏｙ（九や捧状の部品を好きなようにつなぎあわせる知育玩

典)」が、企堆とユーザによる1.1'州iの見方を変えている皿↑'ノェブ.V･一ビス、ソフトウ

ェア、データサーピスかlZ,甥に応じて選ばれる－そうした川緋を'ﾉuMし始めてい

るのが、マッシュアップという現象なのだＡｍ”０，(il峨尚･のＢＧ脇ｏＨは、「数多く

の企業からほんのちょっとしたものを集め、それを実に贋い派法でまとめあわせて

いる（……）今後はウュブサービスの典価が発押されていくだろう’１との見解を

,jﾐした

例えばIxl‘1-3に'JﾐしたHousin呂Map､comは、Ｉ)狐11Ｒ&Mlemachel･という人物が

作ったマッシュアッブである‐引越し先を探していた彼は、，f《動産梢報の競った

Craigslist‘のサイｌ､でシリコンバレー周辺の随岱桁報をチェンクし、次にGoogle

MnI)sのサービスで別{|AlにjIﾙ所を探していかなければならず、イライラしていた

そこで「マッシニ１．７，ツプ」を行ない、２つのサイトを巡jljさせてJ|:常に便利なウェ

プサービスをﾉﾋみ出した探している場所を地側l:にｲillしピンとして炎,｣くさせ、そ

のピンをクリックす為と1ｔ耐'１州iが閲'鬼できる、という('.細みだ’､X'’1-4に示した

ChiCagcl･ｉｍ(､.Ⅸ)ｍもこれと'''1じjH(Jll1で、Ａ(l】．i;ｍＨ【)lowltyというル'1作件が、シカゴ

警察がウェブヒで発ﾉとしている犯罪悩報とＧｏ()gleM811)ｓを巡挑させ、気になる住所

http2wwwQ1b(i1噸Ｗｎｒ(ｉｓ《.《》m

I11tp：ｗｗｗＩ１ｗ１訓'''１１【《>ｗｎｒＵｌ１１を鯵照

rIusi1肥3,hＷ〔'ckl‘１１､掲職のＲ(》ｂｗｌＩＩ《〕Iによる‐Mlx・Ｍｚ,Iclい,n〔ｌＭｌｌｍｔ〔,．（20()５flY･Ｉｌ２５１Ｉより状

のじＲＬで参照Ij『雌11111〕ｗｗｗｂＬ暇inじＳＳＷ“k・ｍｍｍ８畔'211肥L'uIlMll（胴：１０１》39.1.IlO8mzO63‘Iltl11
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の1､l近で雌近起こった犯｣jl1を仇,弘できるようにしている

こうしたマッシュア･ソプが進化したJIMlIlは、商業的アプリケーションやサービス、

データがウェブブラウザベースで流辿するようになった（前述した「サービスとし

てのソフI,ウェア（S無1S)」を参照）ためと、データやサービスをlWiiIiに利11111．能

にすゐアプリケーション・プログラミング・インタフェイス（API）が公|}Mされて

いるためだ二現在Google幹部を勝める桁報l:学昔VintCerfは次のように語ってい

浴

川世fIとは独'】iするものではないことを、伐々は知っている制瑚''１をJ‘１つた人

は'11;ｿ,LIlIに何偲人といろ彼らが、枇々 のペーシ･Ｉ'クブラッ1,フィームで、災々

が思いもしなかったような使い〃をザえⅢす。だからマソシュアッブというのは、

(;()〔)KICが将及きせている蝶ｲﾐ的インフラをi,'i川する折･卿ﾉﾐを人々 が兄つけていくこ

とので』あぶ|ｌｌｌｉらしい〃.iﾉﾐなのだこれは､紗搬なアプリケーシニガンに(;O0K1cベー

スの技術を応川するための、７'イデイアの大きな源となっていくだろう１２
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「PragrammnblcWcl)訓t(Ｊ’３という人気ブログを巡憐するJohnMUsHel･は、
Ｈ々 のマッシュアップ廷4k率をiil･算し、年間１０００件のマッシュアップがﾉl§まれて

いると推定しているＷｅｂ２．０でマッシュァップ・エコシステムが成腿する剛''1の

１つは、その組み合わせの111M広さだＩ''1しﾝj，洲Ⅱできあ1冊かれたコンテンツや』)・

－ビスは、とにかく'1蝋にｲ〃|;していゐ、そしてもう１つのjIl1Illが11§のネットワー

ク効果である。センスのいい１１lifl喋約、１１醗合、広範囲な配胴がｲI･なわれることで、

オンラインのI|上界とそのユーザ．V･－ビスは、iiiなる個々 の総和よＩ)も過かに催れた

ものとな為。

マツシユアップはｲﾐ米・‘クールなもの・・なのだが、機会と'11111#に,l1llMuも'し｣ﾐして

いるマッシユアツプ研究jﾘrでも作れば既存データのあらゆる活川ﾉﾉ法を凡つけら
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１１６１４歳企業がコンピタンスを活川する

れるだろうが、そうしたマッシュアップの成果は雌初のデータ拠供側が怠図したも

のとは辿ってくる叩能性がある。例えば広瞥は洲えてしまうだろう。データをマッ

シュアップに提供するだけでも、処理や‘附域輔に応じたコストや、データライセン

スコストなどの負ｲⅡが発ﾉtするかもしれない．こうしたⅢlMuがあるため、多くの企

業はl‘I社のAPI利川を畿鰍制にしている。そして、データを独191のIWjlMIに細み込み

たいと琴える企業ではなく、実験的または非‘脚利なプロジェクトならば安い料金（ま

たは無料）でデータを使わせる、というサービス契約条件を提示している珊合が少
なくない．

応用へのヒント

ウェブは、ソフトウェアやサービス販売ビジネスの断しい機会を唯んでいる。か

つては厳しい＃光特11:に9､):られていた機能やコンテンツも、今は商舶だ。企飛は自

社が11ﾄ意とするﾘ｛難に淵Ⅱし、それをウェプで販光する方法を見つけることができ

る。あるいは新規参人稀が、他社が取りこぼした部分を拾うなどして、過去には存

在しなかったnJ能愉を創川できる。汁から存在するコンテンツシンジケーションモ

デルが、新しいサービスシンジケーションモデルにつながっているのだ。

こうしたはたらきをうまく助かすためには、多くの場合、ビジネスそのものに対

する視点の転換が必要だ。JefTBezosはＡｍａｚｏｎを１ｔなる芹輔販売莱青ではなく、

一定品の噸容を抱えたケイバピリテイのセットだとぢえ、そのケイバピリティを販

光する新たな〃法を見出した｢1LouGerstnerおよびその後継将らは、ＩＢＭをコン

ピューティング能力のキープロバイダとすることに雌点を価き、才能がiIllび多彩な

商砧が創出されるようなエコシステム形成のために大々的な投資を行なった。

全く新しいプロジェクトに糊手する際にも、価仙の創川とは、その価値の一部を

別の場所へ流すことを意味しているj紛合が多い。マッシュアップの則地的エネルギ

ーが広く発抑されている推な理111は、マッシュアップされたサービスを提供する企

業が、その商品を充令支配しないからだ。そうした隈通性のおかげで、過去数十年

にわたって知的１Ｍ派をＡ;配してきた「制作し、特肺をとり、ラインセンス供与する」

という皿常のシステムではない、別のダイナミクスが実現するようになった。

こうした職皿性は、企雛内外の''１〃に適川しうる,，IiiI厳で巻察したFacebookの

APIは、Facebook内で作業する開発者を呼び込むオープンな「招待状」だ。一方

Salesh1℃e・comでは、多仙多械な企蕊が側祉のシステムをSnlcsfbrce・comで積極的

に交換し、新しいツールを企業内へと持ち#1}っている．

だが、こうした協働的アプローチは、プライバシーとユーザデータにＩＭＩする新た



な叫題も'kんでいゐ。データをあちらからこちらへと1111かし

コンピタンスを持つ場所へ移行するのは|Wiltかもしれないが、

タの行き先にｲ《iIMiを感じることもあるだろう

Ｉ

それを扱うに適した

ユーザがｎ分のデー

チェックリスト

コンピタンス典有によるダイナミックケイパビリティの拡大とは、もともと外部

の手をIlfi)ていた作業から、これまで祉Iﾉ､Iで扱われてきた作業に篭るまで、’'1卜{:の

碓務皿川にと‘れほど多くの異なる側1ｍが脚fするか検証することを意味する

戦略的質問事項

自社事業および業界の現在の動向を考えた場合…

ダイブ.ミックケイハビリティをどのFl1lmll1.'郷,Lしているか‘，プｗジェク|､、チー

ム、あるいは組織lﾉJ外のユーザが、Ⅱ↓介的柵仙、ク;||識、システムを祥助に洲11．

巣約し、発揮できる手法を噌殖させているか。

CEOや戦略的リーダーの視点に立った場合…

Wcl)２.()吋鵬のダイナミックケイパビリテイは、現在のＦ法、ピジネスモデル、

雌↑･優位ﾔk、ビジネスおよび業界の耗済を、いつ、どのように破壊するだろうか、

紫界リーダーとなる可能性、あるいは「ラガード（負け組)」となる危険性はど

れくらいあるだろうか。どのタイミングで役ｕ食の縦題とす為べきだろうか

cloやプログラム責任者の視点に立った賜合…

マーケティングとセールス、１Ｍ･とサービス、１%1発、顛客サポート、インベン1、

リ符剛、物流と運用、採用と研修、リ雛ハートナーや供給熊片とのlMl係.l1iや洲

述など、１喚な機能領域でダイナミソクケイパビリティに篭ﾉkする変化の膨郷

を、どのように側．F価し、分析し、比核し、定姓化できるだろうか企業価値と

財務価仙を測る新たな基準は、と'う/iZみ出されるだろうか

プロジェクトのチームメンバーの視点に立った珊合･･･

Cisc()、ＩＨＭ，八maz〔)ｎのような多l'(IWi企紫の例に,Jくされていゐダイナミックケ

イバビリティの実践は、自社'11難一消f蹄中心業界llI心、Ｉ１ＷＩＹ１,＆向サー

ビス’似|i'１，オフラインオンライン、ローカルグローバル、小刈ハノJ兇悦

のいずれにかかわらず－にどのように効鵬的に適川されるか､チームメンバー

とブレインストーミングをする雌ＭＩはできているだろうか



Ⅱ１８１４京企蒸がコンピタンスを活用する

戦術的質問事項

●自社ビジネスは、基本的なウェプサイトのほかに、どういったオンラインデータ

を提供しているか

●社外の1111発将や|ﾙ1発業什にl当Ｉ社のデータで作難させることについて、好愈的に受

け止めているか。上脚部はどう思っているか

●現在、自社が生成するコンテンツを配信しているか。それはプレスリリースか、

記４１か、レポートか

●サードバーテイのサービスが自社のデータを巣約させているか

●配脇しているコンテンツの利用をどのようにモニタリングするか

●自社が配{舟するデータを利用したいと考えるであろう特定の市場を把握している

か

●Ｉ‘Ｉ社のソフI､ウェア製,hllは、APIやウェブサーピスとして利用lIj能か

●外部の1M発汁が1.1社のサービスやデータを利川するにあたって、明確な方針を定

め、確偲できるようにしているか

●自社のＡＩ’1の利用に対し、どのように課金するか

●帥l:のAlDIを他うよう、どのように外部のlＩM苑H･を促すか

●自社のAPIからどのようなベネフィットをlきⅢすか

●これまでのところ雌争の先頭を走っており、それをサービスとして販売すること

ができるビジネスを持っているか

●脚祉のビジネスおよび技術的インフラは、どのコミュニティに依存しているか

●明確かつIfI:接的な兇返I)が得られない鳩合、リスクを覚悟でコミュニティに投櫛

することができるか

●自社以外の存在にそのサービスを提供させることでベネフィットが得られるよう

な釧域があるか

●自社の内部的コスト桝造は、先行してソフトウェアを賊入したほうが良いように

なっているのか、それとも「サービスとしてのソフトウェア（SaaS)」を利用した

ほうが得をする仕組みになっているか

●脚祉のユーザは、どの税度までデータの共ｲiを受け入れるとどえられるか



５章

｢新｣が｢旧｣と再結合する

Ｗｅｂ２．０とは「断しいもの」に見えるかもしれない。これまでとは違った、以前

のビジネスプラットフォームとは相容れないものと皿えるだろう。水神も「Ｗｅｂ
●●

2.0は述う」ことを脱'ﾘ'すべく司紫を尽くしている。だが、その「述い」は、古い1M：

界が歩みをとめたうえで新しい世界が始まっているという愈味ではない。

Ｗｅｂ２．０を油川した職略は、ほかのビジネスモデルの．部となりうる。既存商肺

やブランドを,|,心としたコミュニティのM1築は、その一般的な例だ。あるいは、新

しい技術を持った創業まもない企梁が、ある分野での経験と確間たるユーザ基猟を

持った占い企蒸と下を結ぶこともある。企業はこうした新しい「結合」によって、

顧客、あるいは他社との新たな関係性を開拓するチャンスを手にする。

イノベーションのスタイル
●ｅ

経済学者のJosephSchumpete】Pが1942年にイノベーションを「創造的破壊」と

表現する以前から、ビジネスにおけるイノベーションには恐ろしい．ダークサイドー

があると秒えられてきた。新しい技術は古い秩序を〃l壊させ、安定していた関係性

と収益性のあるIliMIIを破製し、業界の既存企業が災年の投衡とインフラで積み上げ

てきたリーダーシップのポジションを打ち砕く。ClaytonChristenscnのベストセ

ラー署背「Tholnnovator・sDilemma』（HarpcrBusiness）’は、ハイテク分野の勝

ち糾にさえも、ニッチな新興テクノロジーやこれまで}n祝されなかったIlijルセグメ

ントから生まれるイノベーションが破壊的な波となって襲い来ることを折摘した。

今日の栄誉も、来年には無と化しているかもしれないのだ。

伺著はディスクドライブを例に挙げて、「破壊的イノベーション」を、既存企業に

ｸﾚｲﾄﾝ･ｸﾘｽﾃﾝｾﾝ「ｲﾉべー ｼｮﾝのジﾚﾝﾏ」（1｝fﾘI爪‘jKIII使似,S択､期飲社､2000年)＄



ｘ３ｏｌ５章「折｣が｢旧｣とIIj結合する

予想外の脅威をつきつける「スリーバー（淵伏スパイ)」のテクノロジーだと炎現し

ている。新規参入のビジネスは、当初はニッチな要件や、まだ新しくて収益性の出

ないローエンド市場の諦要に応えるだけだからだ。ゆえに伝統ある大下企業は、た

とえその新技術を採川IIJ能だったとしても、優良噸客を抱えるメインスl､リームと

しての現状と怖性に安寧してしまう《，新たな脅威の存在に気づくときには、既に手

遅れとなっている。

しかし、デジタル化されオンラインでネットワーク化した技術の場合、当然なが

ら諦は遮ってくる．ネットワーク化が進み、オンラインとモバイルの紳及した「フ

ラット化した世界」で、企猫の利澗確保とコスト凹収のあり方を変える破蝋的ビジ

ネスモデルにおいては、イノベーションはもはや「潜伏」などしないからだ。

●Amazon・comは、「1i初は収錐性の１１１ない市場の海要に鴫えるだけ」ではなかっ

た。普籍分野でメインストリームのマスI1j場に迅速な攻撃をしかけ、あっという

まに小売商品の帆を広げて、店舗までアフイリエイトにすることに成功してい

る。

●デジタルカメラは、似たような性能を持つ従来のフィルム式カメラと比べれば初

期投資は尚価だが、‘ﾉjt典を趣味とする一般消智者に「使い続けるうちに削安にな

る」と約束した（iIhi像をデジタルで保智・共有・配布できるので、フイルム代と

現像代がかからない)．

●Skypeや、その他のＶｏⅡ》（ボイスオーバーインターネッI､プロトコル）のビア・

ツー・ビア型アーキテクチャは無料または格安のサービスを従供しているが、世

界規模のメインストリームIij腸をターゲットに定め、バイラルマーケティングと

流通を通じてその到述に成功している（ユーザは自分自身が｢ハブ」となって、ｌＨｉｌ

内・同際通研をﾘﾙlすると同時に中継の役削を果たす)。

本草の考察を進めるにあたって、まずは破壊的イノベーションの類1Ｗを２×２の

簡単な図で整理してみたい:，岡５－１は、新旧の市場と新11-1のテクノロジーを軸にし

ている。古い既存のメインストリーム市場を捉えようとする新しいテクノロジーが、

｢破壊的イノベーション」だ侮過去には「雌命的イノベーション」と呼ばれていたが、

確かに破壊的で龍命的でもあり、対象牌をIIrい秩序と占い手法に決別させる力を持

っている。しかし、メインストリームIl1ijhﾙに何かのやり方を新しい手法へと切り件

えさせるにあたっては、大多敢がそれを別のものに切り件える111i仙があると｛‘化な

くてはならない。競争のJJL本111(則も、１iIi値に対する人々 の理解と把柵のスタイルも



13】

新 澗造的イノヘーシヨン 抜本的イノベーション

市場

'５ 段階的イノベーション 破蛎的イノベーション

旧技術 新

同５－１１''4なるイノベーションの分剛

変化した、と傭じさせる必災があるのだ

凶５－１の中でわかりやすいのは、「段階的イノベーション」と「抜本的イノベー

ション」である「段階的イノベーション」は、古い市場の占い技術で行なわれ為、

巡統的な改鮮のことだそして「抜本的イノベーション」は、折Ilj場で新技術が推

し進める変化を指す妓後に残った柵造的イノベーションｊは、新IIf場で111技術

がもたらす変化であるー 既存の技術を、再ﾘ没iW･したシステムや商品補造の中で「再

結合.I「再包装」することによって、新しいＩＩｉ場セグメントやニッチな隅にリーチす

るいずれの技術f11噸も暁Ｗ)鵬¥(に'麗化を起こし、川仔企雛の収縮'i;およびIlijル

シェアを捕るがすこうした川,州よ、イノペーシ寺Iンを分頬するため{Ｉリ１．年もliiIか

ら学術的に用いられてきた。

、11然ながら、イノベーションを「倣lll:i劃と兇為か「〈ill造的破壊｜と!,,Lるかは、

iZjルによってＩ''4なってくる．凡休Irlりに‘i､えば、こうしたイノベーションやテクノロ

ジーのいずれかが「コンピタンス強化」の1雌'iを{Illlえており、既に社|ﾉ1に持ってい

る組織的・人材的賢産の価値をli11上するjﾙ合には、イノベーションは心強い味ﾉｊだ

と受け止められる）え対に、テクノロジーが「コンピタンス破壊」的で、係ｲ『して

いる組織的・知的盗唯の価仙を州なうものであるjル合は、敵と受けIi,められてしま

うだろう企業はその脅成を払いのけ、合法的あるいはﾉJづくの手段で排除しよう

と妓火限の努力をする‐それは典剛的なゼロサムケームであり、多くの利潤を押さ

える既存企業と、失うものは何もない斬典企蝋との「Win-L()Ss」戦争になってしま

う

だが、Ｗｅｂ２．０と、Wcl》２.()のブランドである独狩のイノベーション－協側的



Ｉ３ｚｌ５章「新｣が｢旧｣と脚結合する

で、デジタルで、ネットワーク化された双方Iiﾘ1Mかつユーザ12導型イノベーション

－は、この悩例的な２×２のイノベーション分頻図にうまく当てはまらないｃＩＨ

式のイノベーション分類は、ディスクドライブ、半導体、製鉄所、写真の露光装世

のような物闘的11t界での技術的プレイクスルーをもたらす'１点断を脱明する前染とし

て使われてきたのだから、２１てはまらないのは当然だ。そこで本草では、オンライ

ンのデジタルネットワーク化された協鋤的イノベーションの新たな分類について考

察する。それらは、ハイテクおよびローテク双方の巣界で破壊的なビジネスモデル

をｆkみ出している｡

競合的イノベーションか、協働的イノベーションか？

メディア、辿儒、銀行をはじめとする一部の業界は、市場と技術の新川の攻防と

は無縁であるように思われる。新技術や聯''１分I1fに符化した新興企業や、枇界杵地

の新規参入汁などから、叫初は守られていたからだ。政府による規制や、代替がき

かない値のはるインフラ、契約で厳しく拘束する複雑な業界枇造、独占椎を伴う賦

力な関係性一そうした要因が参入障壁となり、衡金を投じて切り込もうとする新

しい会社をＷ'んでいる。

このような規制の厳しい守られた業界に属する各社にとって、革新的ネットワー

クパートナーやエコシステムの一員になるという選択肢は眼中にもない。むしろ、

｢破壊者」「ライバル」を締め出すために思いつく限りの雌を設けてきた。だがその

過穏で、岬良なジキル''０[-ｔと邪悪なハイド氏とを取り迎えてはいなかっただろうか。

ビデオ録画機器が粁及し始めた１９８０年代初期に、映lllliスタジオ側は、レンタル

ビデオと家庭での録lliIiをやめさせるべく大規棋な法的闘いを繰り広げた。スタジオ

側は当初、レンタル府が戦簡な品揃えを持てないようビデオの値段を吊り上げたの

で、人弧の新作を雌人したい一般消僻荷を失瓢させてしまった｡仙段の尚さと、人

工的に生み川されたレンタルビデオの希少性は、当然ながら「共食い」状態を生み

出し、劇場の興行成絞まで減少した。結果的には１５年もかかってようやく、ビデオ

録画機器という“新しい.･技術の其の成果が巾珊全体に広がったのである。１９８０年

の興行収壁およびビデオ収益は２４値ドルだったが、１９９５年には１２３世ドルまで伸

び、うち７０位ドルは家腿Ⅲlビデオレンタルからﾉkまれていた。

現在の映画製作莱界は、オンラインおよびデジタルでの商品流通も手がけ、マル

チ収益ストリームとネットワーク効果を享受している（図5-2)。かつての映画スタ

ジオⅢﾘの裸胆と耐えば、人ヒット映Itliを製作し、映画伽という物即的かつMH定的な

媒体を通じてそれを流辿させることだった．しかし今では、全lIRIネットテレピと棚
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聴課金制のケープルテレピでの放送、ＤＶＤ販売とレンタル、ビデオケーム、サウン

ドトラックＣＤ，その他の配給やライセンス供与、さまざまな機会とのリミックス

など、より効果的な価値礎糾と貨幣化が重要となっている。

ロヨ
閲5.2映咽から生まれる価仙巡ｊｎ(バリェーチェーン）

もう１つの例はＥコマースだ。オフラインの独立またはチェーンの書店と、

Amazonのようなオンラインの普薪販売業者とは、明らかに敵対IMI係にあると見る

ことができる。しかし映Illliの例とIIjl嫌、ある領域での光I:は別の釧域の兜_上を促進

する力を持つ。Netilix、Flickr，Ａｍａｚｏｎをはじめとするオンライン企業にとって

のカギは、オフラインでの物理的な商品の売れ行きがオンラインでの「バズ」にな

りうることだ。そうしてオンラインでの売上や噂、ランキング、レビューが生まれ

ると、ざらに帆広<、それでいてターケットを絞ったくちコミマーケティングが発

生し、連鎖反唯を引き起こしていく。または、商肋導人と社会的影響のクリテイカ

ルマスに到述する。

だが業界を率いる火祇企梁は、ネットワークパートナーやエコシステムの仲間と

なりうる他社の存ｲｌｉを似撤していたとしても、収益源と「塀にI川まれた腿」の＊導

権を守ろうとして、その機会をふいにしてしまうことがある。金融業界を例に考え

てみたい。世界の火Ｆ小売銀行サービスが集まる地域の111でも、１１本だけで、国内

のＡＴＭでしか使えない磁鉱帯のついたカードが仙われていた1噸には、こうした

理由が介ﾊﾐしている《，また、１９７７年に初めてＡＴＭインフラを導入・巡川した銀行

であるCitibankが、１９９１年までほかの銀行ＡＴＭネッI､ワークで、社のカードを

使わせなかったのも、側じ理山だと考えられる。間接的ネットワーク効果について

考えれば、どんな機械でも使えるようになれば全貝にとってカードの価仙が向上す

ることは-11瞭然だ『』

ヨーロッパの驚くほど強い岐近の経済繁栄も⑮少なくとも理山の一部は、ＥＵお
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よびユーロの統合によるものだ。欧州行凶が側別に分倣したIlj場を持っていたとき

にはなかった正のネットワーク効果が生まれている。

個人対個人で利用可能なオンライン決済サービスのPayPalは、オンラインオ

ークションｅBayの決済システムに採川されたことで、ｅBayの成腿と成功に便乗

し急速な発峡を遂げている。大手銀行は、樋能および収碓性のmで非常に優れた

｢SWIFT」という国際的な銀行間通信送金システムを持っておI)、それを守りたい

と砦えて、PayPalを仲間ではなくライバルとみなしていた、PayPalに対抗する独
自の個人対個人剛オンライン決済システムをⅢ発しようとした銀行すらあった。だ

が、そうしたシステムは泌知庇に欠け、eBnyのようなオンラインの,l｛業パートナー

がＨ々生み出すｎ面的市場の膨大な取引を伴わなかったため、ユーザのクリテイカ

ルマスに到達しなかったｃｅＢａｙも独自の決済システムを持っていたが、ユーザはそ

れよりもPayPalを好む傾向があったため、２００２年にlDnyPalI1収を決怠している。

礁界のエコシステムや、それを柵成する「I‘１Wl制は、Win-Winの状況を創出

する市場を拓く勢力となりうるのだ。企業同Ｉ:の岐合や、イノベーションに対する

見解の対立は、市場を分断してしまう。そして、拡大したネットワーク効果がもた

らすであろう価仙や機会が、先送りにされてしまいがちなのである。

協働的イノベーションのスタイル

ー方、新しいスタイルオンラインの協働的イノベーションの場合、イノベーショ

ンの鵬朝全体が異なってくる”１つの梁界の断111の企離が断ｌｐの市場で、異なる縦

断的技術を駆使して優位を競う時代は終わった。かわりに、ユーザ同I:が協働する

大下企業と中小企業が、業界の坦根さえまたいでＦを組むようになってきたのだ。

｢協働的イノベーション」の分類を同,j；するとすれば、その縦軸と横軸は先に示した

晩411b･的イノベーションのマトリクスとは汎なってくる｢，

協働的イノベーションのスタイルは、次のように分煎できる．

ユーザ主騨イノベーションまたは民主化イノベーション

協伽的イノベーションが俳典（クラウド）のあいだで発生する。

再結合イノベーション

新旧の企業間の協力によってイノベーションが発ﾉkする。

クラウドソーシング

群巣が企業のために問題を解決する‘、
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オープンソース、エコシステム、プラットフォームのイノベーション

イノベーションを起こすコミュニティやエコシステムが形成されるよう、企巣

が新しいプラットフォームを提供する。

異なるイノベーションの経路をマトリクスにぷすと、収ｌ５－３のようになる。

企鰯

コーザ

企繭がコーザの

舷めに起こす
オーフンソース、

エコシステム、
プラットフォームの

イノベーション

例：LjnUx､
AppleiPod／ｉPhone

コーザガコーザの

種めに起こす
民主化しだ

イノベーション

例：ウィキ、Ｐ２Ｐ

ユーザ

閃5.3オンラインの協鋤的イノベーションのスタイル

企繭が企環の

廷めに起こす
再紹目イノベーション

例：Jajah-DT，
AppleiTunes

ユーザが企鯖の
だめに起こす

ワラウトソーシング・
イノベーション

例：GoIdCo｢p，
lnnocentjve

企錆

民主化したイノベーション

EricVonHippelは粁普IDemocratizinglnnovntion」（TheMITPress）２で、

率先的利川将（リードユーザ）の役洲ﾘについて巷察している。リードユーザは121分

が使うための蘭１１Aを開発・修正し、成果を咳く公lIlIして、他人がそのソリューショ

ンを利用できるようにする場合が多い。そうしたユーザ主体のイノベーションシス

テムのトレンドを、Hippolは「イノベーションの民-ｉｉ化｜と表現した。

オープンソースソフトウェアのプロジェクトに兄られる通り、完令にユーザで柵

成される水､ド的あるいはビア・ツー・ビアjMのイノベーションコミュニティは、製

造業稀や親会社の関与なしでも、自己報織化しH徹する巣合体として機能しうる。

２エリツク・フォン・ヒッヘル「腿1;化するイノベーシｗンの１１り代」（サイコム・インターナシコナル祝、ファース

トプレス、２０()5年)!」



オンラインの協働的ｌＭ:界で「民主化したイノベーション」がﾉkまれるためのカギは、

イノベーションを作り出す柵咳く流通した低コストなツールと、相互作用（双方向

性）やコミュニケーションの両方が介在することだ。個々'1Mの交流と相１１:遡織は、

イノベーションと、胤己炎現・独創性を触発する《》Linuxのオープンソースコミュ

ニティが良い例だ。Ｉｉﾘ述の「Democratizinglnnovation」の中で、ＭＩＴの上征研究

科学者ChrisHansonの次のような台詞が引用きれている。

クラウドソーシング･イノベーション

「クラウドソーシング」あるいは「クラウドキャッチング」とは、企業が特定の問

題を選ばれた群衆または集団に投げてソリューションを生み出してもらうという、

問題解決とアイディア生成のプロセスである．雄も･股的な‐知忠を典め力”の例

は、見返りとして何らかの従iW1を設けたコンテスト方式だ。群企役が、応募された

ソリューションの中から「優勝作品」を選別する。「群巣の知」に魚点を当てること

で、予想の範囲を超えた幅広い分野からのアイディアを集められる．

経済学荷が経済財としての知織を分析するにあたって使川するシンプルな慨念に

泊って、「オールドエコノミー」粟界に属する企業、GoldCorpの例を検批したい‘，

GoldCorpはカナダを拠点とする金採掘業荷である。RobMcEwenがＣＥＯに枕柾

ＲＳＳやウィキ、ポッドキャスティング、ソーシャルネットワークといったＷｅｂ

2.0のテクノロジーは、こうしたオンラインでの協働作業（コラボレーション）とコ

ミュニティ構築における強度と頻度、そして容易性を高める力を持っている。

'３６１５章「折｣が｢１１１｣とliF結合する

創造はイバじがたいほどの中稚性を捗っていろ。そしてプログラミングは、少なく

ともスキルを捗ったプログラマーにとっては、極めてﾊﾘ辿的な作巣だ”（……）コ

ミュニティの標準規格が深い理解を促す。（…･･･）多くの肴にとって、フリーソフ

トウェアのプロジェクトが怠味を持つのは、自分自身のビジョンを炎現するプロ

グラムを作成する場合だ”推か別の人1111の役計を爽焚したり、マーケティング部

に強別されて鵬11iしたりする作業では、その心捉を持ち11ﾄない」（･･…･）アーキテ

クチャと述って、プログラムの衣現ゆたかな部分というのは、プログラマー以外

の人間には伝わらない。たとえるなら、自分の知らない笥硲で書かれた小説の芸

術的表現を評価するのとよく似ている･（……）だからnlljik的プログラマーはﾉﾘ：

いに協力することを好む‘』仲ⅢIだけが、自分の災術を典に‘l､ｆ価してくれるからだ,、

(…･･･）また、ｎ分が発見したものの美しさを此ｲiしたいと思う父持ちも皿要な饗

素となっている。

１
Ｊ
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した当時、GoldCorpが棚り出す金雌出吐は少なく、余市j鮒は停滞し、操業費が上が

り、弥働群はストライキをしていた｡「採掘業は、人類の簸も占い脈業の１つだ。い

わば、オールド・オールドエコノミーだ。しかし鉱物の発見は技術の発見に似てい

る。予測性が周まれば収益性があがり、迅迎な術の削造が可能だ。金を迅述に発兇

できれば、企業価仙を真にIi1j上きせることができる」

McEwanは、「知識生産のプロセス」をスピードアップすることができれば－

すなわち、所有する土地において、商純喚な鉱而が出てくる珊所を迅速に確定する

方法を見つけることができれば、梁緬が悪化した[Ｉ社のｆてIf1〔しが''1能だと気づい

た。一般的な企業が知識ﾉk産にあたってⅢいる慣例的な形式には、次に繋げる３種

類がある。

●堆本的研究または応用研究にIillllを『(いた、社内や研究機lIUでのＲ＆Ｄ業務とし

ての知紬生産

●リードユーザとコミュニティのＦを借りた実践学習

●規絡やプラットフォームなど、統合や遮携をもたらすことによる知搬生藤

ＭｃＥｗａｎは早急な成果を必要としていた。本人の回想によると、１９９１年のマサ

チューセッツエ科大学（MIT）でI洲仙されたセミナーがきっかけとなって、ユリイ

カの瞬IIUがiMjれたという◇そのセミナーでMcEwanは初めて、Ｌｉｍ１ｘＯＳとオープ

ンソース旅命の持つ影響ﾉJにM1するili1iをⅢいた《、それこそ、コストと時1111のかかる

投資サイクルを回避する－つまりは大規模でリスキーな賭けをせずに、知識生産

プロセスをスピードアップする非佃例的かつ革命的なアプローチだ。「私は、「オー

プンソース・コードか！私が求めているのはそれだ」と討った｣｡Linuxが世界一

流のプログラマーを窓きつけ、より良いソフトウェア作成のために手を1ルI)ている

としたら、GoldCorpも一・流の地蘭学行を引き寄せて金発見をｆ伝わせることができ

るかもしれない。そこでMcEwanは2000年３月に、「GoldCorpChallenge」なる

コンテストIjM伽を発表した。同社がﾘﾘ『ｲ1.する上地の金鉱に側するあらゆる地質学的

データをオンラインで公11Mし、どこに６００ﾉjオンスの金が眠っているか、世界中の

地闘学村に意見を蝶ったのだ。賞金総額は575,000ドル。優勝新には105.000ドル

が与えられるという趣向だった。

ｌ‘400人以上の「バーチャル探鉱制がGoldCorpのｲl:掛けたゴールドラッシュ

に参加し、企業データをダウンロードした。雌終予選皿過荷の多くがまるで錬金術

師のように、GoldCorpが包み隠さず艇示した悩報やデータから、採捌すべき場所に
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関する有朝な「知識」をはじき川した。McEwanは、このコンテストは大成功だっ

たと胡している。「晶終選考に残った応募将が示したｋ位５か所のうち、４か所で掘

削を行なったところ、４か所すべてが当たりだった｣。しかも、発見された鉱床はい

ずれも商純度で産出鼓も多かった。「だが本当に砿要なのは、コンテスト優勝薪らが

遠隔地からデータベースを分析し、典際に土地を訪れもせずに、標地を発見できた

ことだ。これこそが未来の・部なのだ｣。データをウェブでダウンロード可能にし、

５０か凶のｲ:|･学稀や技術荷や地蘭学竹に参加きせ、５人の群制lを佃くことによって、

筋くほど多彩な応錐アイディアによる独創的なアプローチとI-i標地点を比較・検討

できたのである．

納果は数字が雄弁に物緒っている。１９９６年のGoldCorpは、レッド湖周辺で年間

に５〃３０００オンスの金を採棚した．かかったコストは１オンスあたり３６０ドルだ。

コンテストIHl仙後の２００１年は、一部のｆ法の近代化も伴い、約１０傭の５０万４０００

オンスの採掘に成功している。コストは１オンスあたり５９ドル。金価格が１オン

ス３０７ドルだったので、１オンスあたり５３ドルの損失ではなく、２４８ドルの儲けが

あがったことになる。

この成果は、鉱業令体にも利点をもたらした。MichaelPolImyiが粁普「Personal

Knowledge:TowardsaPostCritiCalPhilosophy』で指摘した辿り、自幅車の乗り

〃やサッカーのシュート、あるいはレッド湖付近の５万５０００エーカーから採掘す

べき珊所を商い当てるといった個人的知倣または「蹄黙剛」は、ｊ､常では伝述も慨

製も1Ｎ難だ．しかし、１つの〃式、シナリオ、プログラム、モデル、専門システム、

デモンストレーション、レコーディングといった形に福みこんでしまえば（コード

化されれば)、誰もがそうした知搬やスキルを意図的に他荷へ伝逮・共有することが

できる。

ＩＨＩ胆は、苑Ⅲ1粁や発案軒が支払いを受けたいと考えた珊介だ。数'jgtの定式や、ウ

ェブや助llliiのデジタルコードのように、一皮生旅されコード化された知識は流動性

を排ち、制作者による待測1が肘雌な維済財となる。無限に拡大'11能（使用によって

劣化しない）で、累枇していく性間があるため、社会財または公典財の複合的燃発

につながる。多くの個人および企黙が知捜の「スビルオーバー（溢川)」を通じて魁

忠を受けるが、資金援助をした企菜や発案将・知識制作者にとっての利任または儲

けには必ずしも結びつかないｎこのように経済財が、獲得できない、すなわち「内

部化」できない正または負の効果（価仙またはノイズ）を'1秒ifする嚇合に、「外郁性」

という1言撚が使われる。



Ⅱ妙

オンラインコンテストは、こうした外部性の問題点に対するＹ想外のソリュー

ションとなりうる。『JournalOfLawandEconomiCS」誌に掲載きれたRonald

Coaseの鈴文「TheProblemofSocialCost」と、DominiqueForayの箸蒋「The

EconomicsofKnowledgej（TheMlTPress）の説明によれば、知捜が目ｋ的に共

有される舗域を拡大すれば、外部性の範囲を縮小可能だ。つまl)、技術共Iil体や多

伽経営企業の研究センター、あるいは研究開発協定のもとで知織の典合的生巌を行

なうことで、「外部性の内部化」が実現する。しかしウェプが登場する前は、采配や

巡拙のコストがかかりすぎるせいで、こうした知織共有の提挑関係の多くが爽行不

可能だった。

GoldCorpのコンテストは、応募されたアイディアと採掘候補地の価値と質をすみ

やかに群侮し、優勝肴の貢献に対して一定額の支払いをするというシステムが雛附

されていた。荷い換えれば、コンテスト参加将に刷定のインセンティプを支払うと

ともに、GoldCorpにとっては爽際の採掘作業を通じてバーチャルなゴールドラッシ

ュを内部化および衝幣化する道をもたらしている。

「GoldCorpChallenge」の優勝に岬いたのは、説得力ある３Ｄ両像モデルを共

同IMI発したオーストラリアの２チーム（FractalGmphics社とTnylorWall＆

Associates）だった。優勝したことにより、３Ｄ採掘モデルにおける２社のコンピタ

ンスが知られるところとなり、FraCtalGraphicsのNickArchidbaldに訂わせれば

業界令体が新たな探企祇段を獲得した。「これが採捌作業を大きく変えた。間伐を禅

くビーコンとなったのだ｣。

簡Iliにまとめれば、GoldCorpは次に挙げるアプローチで、ウェブ上で金を発見し

たと両うことができる。
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●比彼的安価な間定劉川（賞金総額57万5000ドル）で、１１t界一流のW[門家による

１Ｍ巡知戯(採棚すべき鳩所にIMIする知識)の生巌を加速

●採掘と、生成された目標地点に関する知識活用の権利は独占しつつも、企業財巌

である（未加祇の）データをコンテスト用にダウンロード叩能とすることによっ

て、「知識の典合的'k産｣を奨励

●多撤なアプローチをレビューし、稚査し、評価したうえでⅡ標地点での採捌に取

り組むことによって、幅広い専門分野にまたがる知識のスビルオーバーと県欄す

る学判を獲御

●I1Ij廟にI~1標地点を棚削し、コンテスト優勝荷に賞金の支払いを行ない、公炎・血

伝することによって、優勝モデルを貨幣化



Ｉ４ｏｌ５章「新｣が｢旧｣と再結合する

このほかにもさまざまな企業、業界、テクノロジー分野が、クラウドソーシン

グ・イノベーションを試している３．大々的に貧伝するコンテストだけとは限ら

ない。「BillionsWithZeroKnowledge」というプログ４は、Ｔシャツメーカーの

Threadlessの邪例を考察し、独創的なデザイン叫門コミュニティから生まれた成果

をまとめている。ThreadleSsはＴシャツのデザインを公縦して製肺化する企業で、

単なる「クラウドソース製造」とは言えないほどのパワーと革新性を発揮している。

オーブンソース、エコシステム、プラットフォームのイノベーション

企業がユーザ中心型イノベーションを利川する方法は１つではない。例えば、新

しいプラットフオームやデバイスを提供し、イノベーションを社外から発生させる。

あるいはアフイリエイトやサードバーテイの11M発業将、サービス提供考などを含む

エコシステムや、ユーザコミュニティにイノベーションを形成させる。こうした手

法で雌新を遂げた企難について考察する神輔は数多く出版されている。

本章ではいくつかの定義と事例を確泌したうえで、より品近に生まれた有名なプ

ラットフォームイノベーション－AppleのiPodと、それを中心として発生してい

るエコシステムについて砦察していきたい。ｉPodはＷｅｂ２．０のビジネスモデルを週

川したものではない。しかし、エコシステムとロイヤルテイル〔い熱心なファンから

職略的にネットワーク価値を獲得・哨幅させる方法を典体的に示す粥例だ。

SteveWeberの著書「TheSuccessesofOpenSource」（HarvardUniversity

Press）５は、オープンソースがイノベーションおよび知織煎域を触発し、その範囲

と規模を拡大すると指摘している。なぜなら、「オープンソースの本質とは、独占す

る権利ではなく、配布する椎利に沿って雄本的に柵成されている」からだ。法律学
コモンズ

肴のLarryLessigは、共有地（対象を共有するfMi域）は「経済的イノベーションと

削避的活動の材料」として機能するとi{扱した。Wcburはこの有名な理論を引き合

いに出したうえで、より微妙なイノベーションベネフィットについても討及してい

る。それはユーザのＤＩＹ的参加の敢要性だ。たとえM'1座には知織量の蛎加として計

測きれず、打開的イノベーションにlh接には結びつかないとしても、個人個人が目

３クラウドソーシングのその他の実践例：lnnoⅧ【i〔)ｎＣｈ秘Ⅱ、鯉、Ｗ《〕rl《1脚nｋ、牡ｗＩｏＰｍ⑪ntMarkCtP】ace，

Ｘ・PrizcFoundation、BayerMateri訓SCien唾PrI雄、ＮどtniXIjI･i2c、Ａ､”ｒｉＸ､Prize、1,,“enkivc、

REdIIalCIlaIIとngeなど〃

’1ｈt【p://ｗｗｗ､biIlinn§wiIhzer⑪k､(DwltPdgtP.“ｍ/

５ステイープン・ウェバー「オーブンソースの成功政諭flfが分冊するコミュニティの‘､I脆性」（山形i34晋

’､）?岡催択、ｈ、コミュニケーションズ、2007年)&
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