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分もしくはコミュニティの創造的活動の価仙IfIl上だけを目的に行なう活動は、その

目的を超える効果を発揮しうる。

『TheKeystoneAdvantage』（HarvardBu9inessSchoolPress）６を著したMarco
かなめ

Ifm8itiとRoyLevienは、１M越した企業は「エコシステム」の典（キーストーン）

の役割、あるいは「糊成考、指揮者」の役削を来たすと筒じている。エコシステム

とは、事業パートナーと顧客で形成きれる大規模な流通ネットワーク、すなわち「バ

リューネットワーク」である．著者らはWal-MartやMicrosoft，そして香港を拠

点とするi}'i賀財卸允粟打Ｌｉ＆Ｆｕｎｇ（利蝦）などを例に準げ、キーストーン企梁が

他社やユーザにプラットフォームを提供する乎法について琴察している。他社やユ

ーザが、そのプラットフォームを活用し、イノベーションを引き起こすのだ。

ベストセラー「CrossingtheChasmjおよび近粁「DealingwithDarwin：

HowGreatCompanieslnnovateatEveryPhaseofTheirEvolutionj（Port(blio

Hardcover）７を１１１:いたGeofTMooreは、「プラットフォームイノベーション」とい

う語を生み川している。Mooreは自身のプログＨで、プラットフォームイノベーシ

ョンの代表例としてIntelに言及した。Intelはマイクロプロセッサ製品から、多ロ

的モバイルコンピューティングとコミュニケーションプラットフォームおよびデバ

イスへと、ビジネスの熊点をシフトさせた。ユビキタスに普及する見込みを持った

製紬やデバイスを、市場を生み出す力を持ったオンライン流通プラットフォームや

チャネルへと投じることこそが、カギとなるのだ。

こうしたイノベーションを起こすにあたっての雌大の企粟課迦は、机強く染みつ

いた雌争文化から協鋤文化へと転換を図ることだ。儒頼Ⅲ係を育み新規パートナー

を地やしてエコシステムを広げるには、協働的な文化が必要不可欠だが、Intelの

ような企巣にとってそうした転換は決して容助ではない。会艮兼元ＣＥＯのAndy

Groveが「OnlythcParanoidSurvive（パラノイアでなければやっていけない)」

(Currency）９と題された著書を発表し、.､容紋ない岐争者.’の象徴的存在となった

大企業が、「手に入れるためには、まず与えよ」と脱ぐ通へと方向を変えるのは生易

しいことではないのだ。

６マルコ･イアンシテイ、ロイルビーンｉキーストーン職路イノベーションを持続させるビジネス･エコシステムｌ

（杉本幸太郎鍬、期泳社、2007年)。

７ジェブリー･ムーア｢ライフサイクルイノベーション成熟I1j場十ゴモデイティ化に効く14のイノベーション」（栗

胤潔眠、期泳ｉｔ、２０()6年〉｡

８ｈｌｔＩ》://R“iYmoorlP･blO齢,ぐ0)I、／

９アンドリュー，Ｓ・グローブ『インテル戦略転換Ｉ（佐〃水かをI),1N，し賢出版、1997年)。



Ｉ４ｚｌ５章「新｣が｢IⅡ｣と何結合する

オンラインの再結合イノベーション

１９７３年に発見された遺仏了･組み換え（I¥結合）技術は､遺伝子工学の坐礎を築き、

バイオテクノロジー革命を引き起こした。組換ＤＮＡとは、自然界には共に見られ

ない、異なる１k物学的起源に111米するＤＮＡ分-fの新しい結合のことをi~ifう。これ

を敬術すれば、異なる企礁のテクノジー、プロセス、システム、ピジネスモデルを

IIj結合または新たに結合きせることによって生まれるイノベーションを「Ｗ結合イ

ノベーション」と呼び、１社または１つのソースから生まれるイノベーションと区

別することができる｡

破壊ではなく｢橋渡し」として

「ブリック＆モルタル」にかわり、「クリック＆モルタル」と呼ばれるオフライン

およびオンラインネットワークのパートナーシップは、古いビジネスの秩序に典っ

Ii'1から対iXして相下を鑓卿なきまでに破峻し、開発と投資に何十年もかかったイン

フラをすげ替えてしまうｆ法ではなく、むしろ新旧ビジネスモデルの結合を行なう。

こうした再結合イノベーションは、集合的ユーザ価値と、急成長する社会的ネット

ワークの機会を11j心とした、新しいネットワーク柵築にIi眼をmいている‘，

複数のエコシステムを統合する：AppleのiPod

AppleのiPodは、厳帝な意味でのウェプアプリケーションではない。尚楽を再生

するハードウェアiPod（画像、肋画もIlj′kする）と、そのコンテンツを神剛するソ

フI､ウェアiTunes（図5-4)、そしてウェプ１%で腿l＃lされるiTunesstore（側5-5）

がある。その結合こそがiPodの核なのだ。AppleはiPodで既存システムと鮒技術

の統合を実践しつつ、新しい領域への継続的成促（ウェプ対応のiPhoneなど）に

より、全く異なる襖政の技術的エコシステムが共存しうることをﾘ4iMiしている。物

蘭的なハードウェアがネットワーク効果からベネフィットを得ると111時に、その効

果に基づく周辺ビジネスを雌み出しているのだ。

だが、ｉPodが組み合わせている（結合している）のはAppleが作り符即してい

る典紫だけではない．そこには服に４棚煎のエコシステムが介在しており、プラッ

トフォームイノベーションを典体的に説明するﾘ例となっている。Appleはそうし

たエコシステムを通じて価仙を獲得・拡大し、邪業パートナーに広く還元している。

協働的イノベーションから、全体的な収益逓卿が発生していることがわかる。

この場合、半先する企粟（リードカンパニー）は（ここではAppleのことだが)、

脚社の革新的な財やサービスやシステムをサポートするために、外部のイノベーシ
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ヨンや多放の社外の参加荷、ユーザ、サプライヤー、クリエイター、アフィリエイ

ト契約者、提携企業、補完財供給誉の創進伽を想定し、デザインし、箱成する力を

禿猟する５つめのエコシステムとして、iTuncsおよび大手レコードレーベルとの

提州Ｍ１係が「再総合イノベーション」を兇耶に体現しているが、それについては京

の後半で述べ、まずは１つのエコシステムを賊,過したし！
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１４４１５康「新｣が｢Ⅲ｣と再結合する

プラットフォームイノベーションのエコシステム（１）：生産工程

ｉPodをzIiみ出すにあたって、Appleはまず生産エコシステムを結巣させた。回路

投計、チツプセツト、ハードドライブ、スクリーン、プラスチックシェルをはじめ

とするきまざまな技術で戊献する111:界各地の企業と、その曜終的な組立を含めた碓

脈集合体を作ったのだ。

今でも、製造プロセスこそ付加価値獲側の根幹部分だと考える見方は少なくない。

だがiPodの例を見ると、「制作肴（クリエイター)」でありプランドネームでもあり

｢稲成荷」でもあるAppleが、ｉPodの価仙分配の中で最も大きい荊合を占めており、

その数７Rは３０％である。残りは、部,冊の提供や紺'Hfを行なう多祁多撒な企莱ネット

ワークに分散しており、１社が押さえるシェアは１５％に満たない。

ApIplcのiPodのようなf化界規模にアウトソースきれたイノベーション成功例で

は、雌がどれだけの価仙を盤11凡ているのか。その定斌的分析を行なうため、SloIm

Foundationの支援を受けた３人の研究考が、ｉPodを椛成する４５１仙顛の部IY1の追

跡調森を実施した'0．ほかの多くの製砧と同じく、ｉPodとその部品は何か囚にもわ

たる何Ｉ･という企業によって造られておI)、それぞれが鹸終的な価仙に対して製造

の各段階で異なる価価を符'j･している。そのため、行企業およびその同々にゆえん

するコストおよび価値を把押するのは、かなり襖雑な作業だ。

鯛売結果では、ｉPodの小売販光価格２９９ドルのうち１６３ドルの価仙は米国企業

および米国弥働省が押きえていることがﾘlﾘjした。そのうち７５ドルは流j、と小売業

将、８０ドルはApple，そして８ドルは多槻な凶内部,品メーカーに削り振られる。そ

れ以外では11本が２６ドル州当の価値を付与する一方で、韓国は１ドル未満、そして

中国での蚊終組立の価値は1台あたり４ドル未満だった（この研究のⅡ的は、貿易

統計がミスリードされうる聯爽を示すことである。中凶は組立加工で数ドルしか価

仙を付与していないのに、３０ギガバイトのiPodの１台を111凶から輸入するとアメ

リカの対Ｉ'１貿易赤字が150ドルjNえているからだ)。

製造チェーンにかかわるサプライヤーはいずれも商品売上からベネフィットを得

られるので、結果として繁礁につながるⅡI能性がある。しかしiPodの価仙の主嬰な

配剖を受けるのは、制作将であるAppleだ．締済学荷HalVal･iImは、INewYork

Times」紙で次のようにコメントしている。

lOhItp:/‘U)ck｡､ｍｗｍ鯉,uci.$｡ｕ/p”どrs/2007/AppMID⑪｡､pdf

’



iPodの真の価価は部品ではなく、部,Woの介体でもないｃｉＩ，()ｄの価仙の大半は、そ

のコンセプトと、ｉＰＯｄのデザインそのものにある。だからこそAppleは、１台あ

たり８０ドルの利益を獲得している．目下のところ、それがiP⑨ｄのサプライチェー

ン余体の中で最も大きな価価獲得の制令だ⑥

Applcに使われている‘151種誠の部肺は、ほとんどが１１W隙磯録のない一般的な製

品だ。それらを細み合わせて１つの価値ある商品をﾉI;みⅢすﾉj法を、先見のIﾘlの

あるAPpleははっきりと把握していたのである。AppleはiPodを．造って‐はい

ないかもしれないが、間違いなくｉＩ〕()ｄを‐削って・・いる。結!‘jのところ、それこ

そがiR要な点なのだ，’１

１４＄

プラットフォームイノベーションのエコシステム(2)：広告効果、メデイア効果

ｉＰＯｄはそれ'41身もエコシステムの一部として、Appleの別の1(製IWiIWb，つまり

Macintoshコンピュータに対しⅢl接的ネットワーク効果を符ij･している。ｉPodおよ

びiTunesは、もともとはMacintosh専用で使える商,MiAだった。それがWindows

対応になってからも、ｉPodの高い評判はMacintoshコンピュータの光れ行きに貢献

している。

また、Appleの広告・メディア効果のエコシステムには、ｉｌ〕０．およびiTunesだ

けではなく、ｉMovieやiDVD、Aperture、FinalCut、GarageBand、QuickTime

(VideoiPodのカギとなる技術）などのソフトウェアも含まれている。これらはす

べてApple製,Iｉだが、AdobeやQuarkをはじめとする多くの他社も、その領域に

対唯したソフトウェアやハードウェアを提供している,，

プラットフォームイノベーションのエコシステム（３）：付属品

地元の家地吐販店に行ってみれば（オフィス川品の店でもかまわない)、ｉＩ〕０．の

影郷を受けたおびただしいアクセサリ（付偶,Ｍ）をⅡにするはずだ。Bose、Monter

Cable、Gri価、Technologies、Belkinをはじめとする幅広い技術系企業、青智機器

メーカーが、充巡器からスピーカーに至るまでありとあらゆるiPod卿ilの機器を出

している‘，Ｉ１１Ｍｉに、ｉPodのファッション性に触発されて、KateSPndeなどのｲ締

デザイナーがiPod4用ケースを売り出したほか、無耕のものも含めると数え切れな

１１「ＮｐｗＹ()ｒｋＴｉｍ“」（2(X)7年６jl28｢Iり･）州鞭のⅡnlIい';Iriimによる紬11「Allil，〔xIII錨(;I《】ｂｊｌＩＶ;１Ｍ‘

Ａ３ｋｌＩ１Ｕ１Ｍ”ｙｌＣ()uIhlri“ＴＭ１Ｍ;1k⑯１t｣‘、汝のＵＲＩ‘でお照111雌：IIItI》:〃I】Q‘〔'1〕k．.i“h⑪《》1.bcrkcky・

tdu/~hal/p“pl巴/h閲l/ＮＹＴｉｍｃｓ/2007.06-28.hｔＩＩ１Ｉ



Ⅱ４６１５京「新｣が｢１日｣と再結合する

いほどのメーカーからケースが販光されている。自動車やカーオーディオを製造す

る企業も、車にiPodコネクタを搭戦し、カーステレオとiPOdをiIiiiItにつなげるよ

うにしている。

今やiPo(lの付属品はｌ()低ドル規模のビジネスだ。Appieは２０()５年に３２００万台

のiPodを販光した。実に１秒に1台光れた31．算である。洲従会社ＮＰＤGroupのア

ナリストSteveBakerの推定によると、ｉＰｏｄｌ台に３ドル支払われるごとに、少な

くとも１ドルが付属品にも支払われているのだという。つまり、ｉＰｏｄ唯人肴は１台

あたり３仙か４個の追加附人をしていることになる。

付属,YIメーカー側は、当然ながら商IHIを販売できて蛸し<巡っているはずだ。し

かし、付楓姑エコシステムがサポートするのはメーカーだけではない。小売業者

も、ｉPodよりも高い利鞘（iPodの利幅は２５％だが、付属１１Aは５０％得られる）の見

込める付属品眼光の恩忠を‘避けている。さらにそれはiPodl'1身の価伽iIl上にもつ

ながる‘，ｉＰｏｄをカスタマイズするための専用付属品が２０００棚煎以l:も販光され、

顧客の興味を引いているからだ。それは、「iPodのほうが、付属紬の提供が少ない

Creativeや東芝などの他社製品よりも格好いい」という、強いメッセージになる。

叩川充吐器が僻戦されたｉｉｉの棚剛もjWえているが、それを念めずとも、ｉｌ〕０．の付属

砧の散は姉年２倍のペースで地え続けている。

この付属品市場の強さと成長には、業界INJ係者の多くが驚側した。過去にも

Disneyのミッキーマウスや、Mattels社のバービー人形などのIlWIMは巨大な付属IHi

IIjjﾘﾙを股間しているが、それらはオリジナルのメーカーが製作したI)、ライセンス

供ｌj,した111巣パートナーが製作した商砧だ。Appleのjﾙ合は大きく典なっている。

AppleはiPod市場の成瞳を確信していたので､付属肋市場のシェア独占を老張せず、

RI1I参加市場として開放したのである。

プラットフォームイノベーションのエコシステム（４）：ユーザ提供のメタデータ

iTunesmusicstore（iTMS）がスタートする前から、ＣＤの中味をデジタルファ

イルとしてiTunesに「リッビング（取り込むこと)」していた消費肴にとって、リ

ッビングのメリットはＣＤの中味を楽しむだけではなかった．

ほとんどのＣＤは音楽データを収録しているだけで、曲名などの怖慨は含んでい

ない。ふくれあがった音楽ライブラリに１件１件タイトルを人〃していくのは大変

なfIIIjになるし、すべての利川特がすべてのアルバムに対してそんな手間をかける

とは考えにくい。この間迦を初期に解決したのが、GmceNote社のＣＤＤＢ（ＣＤデ

ータベース）技術だ。市販されているアルバムはどれもわずかずつトラックの是さ
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が兇なっており、それが定金に一致することはほぼありえないため、曲を特定する

コードになる‐データベースにないＣＤがlIii入された場合は、ユーザが入力した曲

名を↑i1i報として吸い上げる，そうして帯W(していく織別情縦によって、音楽ＣＤの

デジタルライブラリ作成は通かに容助になったのである

ＡＰＩ〕ｌｃは資金を投じてliil撤のメカニズ』､をＷ『たに'''1発するのではなく、ｉ'1'une＄と
CDＤＢを連動させその機能を組み込み、ユーザが(1)を仰人した時点でＣＤＤＢの

織別機能がはたらくようにしたまだデータが収典されていないＣI)をドライブに

入れあと、ｉ'１，１１１'(，sから、．'州Ｉをjliｲ1.すあ７１１,どうか小ねられあという{|:細みだ，

Ａｌ)l)ＩｅはＣＤＤＢ独Ili椛は所ｲ『していないが、そこからⅡ:力､にベネフィットを緋て
いる,，ユーザにしてみれば、様めて術i11.にＣｌ）をデジタル化できるうえ、iTunesか

らの碓秘メッーヒージを判断す為だけで、将に余分な作堆もせずに(1ＤＤＢ↑1V報の充実

に面献している，

再結合イノベーション

iPo〔lが対応しなければいけないエコシステムの''１でも、雌も錐し<、最も頻繁

な,１１縦が'､ねられてきたのは、おそらくIPf楽繋界でああｆｆ楽業界は|から、ウェ

ブやインターネット全般を機会ではなく伽戊とみなしてきた音楽共ｲj・の価格が破

壊きれ、利潤が消滅すると考えたからだ過去にもレコード会社側はNaPsterや

K”Ｒａを相手どって訴訟を起こしているだとしたら、Ｓｔ〔ｗｅ・jobsはどうやってレ

コード会社を味ﾉﾉにつけ、ｉ'''１，０sでのドf楽グウンロードを''｢能にする契約にサイン

させあことができたのだろうか

Appleは、人手４社一じnive1･sal，Ｓ〔》ｎｙＢＭＧ１２、ＥＭＩ，ＷＲｍｅｒ－に対して、

汁楽ダウンロードは将JIM可能なリスクで＃>あとｉ班したＡｌ)l)ｌｅはｌＩＩｌの1臓送をコン

ビＪＬ－タ５.fTまでに1jlIlI↓す為Ｉ)RＭ（デジタル州1.|締:jll1）を雌川している』ユー

ザがＣｌ)からインポートして作為Ｍ１》３フシ‘イルが光全にオープンであるのと比べ

て、iPodiTuncsでの利用はレコード会I《|:にとっても好機であると納得させたの

だその際、ＪｏｂｓはＡＰＩ)いのＩｌｉＪﾙ,1｢ｲ『率の小ささをメリットとしてii1i川した､

似い川してくだきいｉｌ』(》〔lは､Ｉｉ初ＭＨ'【､山川でしただから､'111#、ｉ班の１つとし

てこのように述べました｡もし我々 （A1〕pkP】が'111述っていて、音･楽'lIjル(二祖書

を与えたとしても、それはＭａじユーザの冴楽利用に限られるため被害が小さくて

済み､ｉｆ楽業界全体にはあまりダメージがおよば家いでしょうMacinm馬ｈのシェ

１２択沸ｇＳｏ１ｗＢＭＧは20OIflにS《》1Ｗといi(;が合{IIしたので．この時点では正確には,I社ではなく５社



回線業者との提携：Jajah
２００５年９〃１５１１、いつもは落ち蒲いた『Economist」誌の表紙に、「インターネ

ットがIUi州I鴬を職した手法」という文‘i:が州った･SkypeをはじめとするVolＰ

提供企梁があらゆるjInjMiを無料にすると約束し、１兆ドル規模の世界の通僑驚界を

１４８１５噸「断｣が｢lu｣とI↑ｊ結合する

１
１

ア（が小さいこと）がｲi利となった例でした。１，

もう１つ、Appleは菰要な役荊を果たした。大手レコード会社４社が所有する

楽曲の価絡決定を、１曲あたり９９セントに揃えて投定したのである。これは、大

下レコード会社をパッケージ化され大吐雌雄きれるデジタル財、すなわち「音楽

ＣＤ」の尚価格な小売流通への執蒋から引き離す大きなステップだった。各社は１曲

またはユーザ１人あたりで課金される収益櫛造を持ったデジタル流通チャネルにロ

を向け、それが滞在的に捗っている強力なソーシャルネットワーク効果にi,i§、する

ようになった。また、この仙段は、合法的ダウンロードを望みつつ、Appleおよび
SteveJobsがレコード会社の反対を押し切って手頃な値段を維持してくれるだろう

と侭頼していたファンの気持ちに報いるためのものでもあった。

１年１１の交抄を経て、Appleはついに独白のプラットフォームで奇楽ダウンロー

ドサービスを側鮪する．それから、同じＤＲＭ戦略をWindowsにも適用した（こ

れはAppleにとって稗ばしい：次作用をもたらした。ＤＲＭ技術を他にライセンス

供与しにくくなったため、結果的に独占支配が確保されたのである)。

こうしたllIIjIi位の販光モデルと、新しい流通チャネルの導入について、１１１１巡行社

すべてが儲愈を示したわけではなかった。しかしAPpleのアプローチは音楽閥述会

社にとって海賊版の撲滅につながるというメリットがあり、それに基づく収益スト

リームが見込めるものだった。しかし２００７年４〃にはＥＭＩが、ＤＲＭのない「プ

レミアム」バーションの楽IlIl販光1M始を決め、iTunesstoreを通じたダウンロード

販売も紬けるものの、その他のチャネルも利川すると宣司した◇これは、Appleが
各社と築いてきた関係性に新たなライバルが幾場する可能性があることを示してい

る。エコシステムは進化するものだ。特にビジネスエコシステムは、制作茜の思惑

を超えた発鵬をすることも少なくないのである。

Ｉ３ＩＩＷｗ爵w“ｋｊ必(2()０６年１０Ⅱ１６１１サ）

（yMlIQlri0IImINlK･１１１次のｌＪＲＬで穆蝋ﾛI能：

print／肋｡i叩l心，mcdlP/lU98／

掛戟の馴畔、Ｌい･ｙによる』I』リI｢Ｑ＆Ａ:ｊＵｂｓ⑥niI，hxI、烏

ｈｌｌＩ】://ｗｗｗ.ｍ副1bc.ｍ烏､‘ぐ⑪ｍ/ｉｄ′1526212小si“ｍＰｗ齢ｗ“ｋノ



終馬させた－と肥11$は主張していたのである。Kazaa創始将らは、耕作柵の厳し

い音楽のデジタルダウンロード分野でP2Pファイル共有サービスを禁止きれたあと、

その強力なバイラル流通エンジンをインターネット電話サービスへと転liIlした。法

人ユーザに裸金して一般ユーザにはパソコン対パソコンの無料通論を実現するフリ

ーミアム職略で、収催確保を猟ったのである。「VoIPが従来の巡紺通倣を駆逐する

かどうかは、もはや治点ではない。問うべき質問は、それがどれほど迅速に進むか、

である。おそらく、ほんの５年程度だろう」と、「Economistj誌の泥邪は述べてい

る。

それから２年と少し未来へ時間を早送りすると、２１１態は大きく変わっている。

2005年にSkypeを買収したｅBayがその評価額を大きく下げる一方で、SkyPeの
行動力あふれる創始荷および一連の企業家らは既に別の道を歩み始めていた。新た

な収磯性ある梁界、すなわちメディアと動lII1i広脊梁界のビジネスモデルを、JDostと

いう新規４１業で破塊しようとしていたのである。

その点、Ｗｅｂ２．０時代に登場した地話事業であるJajahは、AppleのiTuncsl股

略を教科１ドとして踏襲したと見られる。器地域の髄茜通傭業者と下を組み、収磯分

配契約を紬んで、既存のｲｧ線Ni紬と抑帯miI門を利Ｍ１した商品脚な災距離１１１賊を提仙

しているのだ。Jajahの登録ユーザ同士の通譜は無料。それ以外の相手との災距離

通甜も驚くほど割安な市内通話料金だ。具体的には、同社のサービスであるJajah

Directは、オンラインで祭録したリストの地話岱号が遠隔地であっても市内皿紬ナ

ンバーを削り振るので、海外に他む家族や友人や同恢にも近所にかけるのとほぼIi1

額で通紬可能となる。艮距離通話を、Jajah独向の「バックボーン」インフラに通

すことで、一般的なＩＰ瓶詰よりも高肋質な通話を実現したサービスだ。

Jajahはモバイル広告分野でも新境地を開拓しようとしている。ここでの探題は、
通柑の広告適合性や行動ターケティングの先を行くことだ。まだ新しいモバイルの、

しかも汗声のクロスメデイア広告分野で顧客の期待を形成しなくてはならない。ア

メリカと日本で頻繁に通話をする顧客にJapanAirTraVelの広告音蔵を入れるの

は簡蝋だが、通話中のいつ、どんな広告を流せばよいだろうか。次に説明する辿り

Jnjahはコールバック（かけ直し）システムによる通鮒サービスであり、災はそれ
こそが大きな咳告機会となっている。発信荷は相下が髄納に川るのを待っているあ

いだ－つながったとしても、料会は割安だ－に短い広告を聞かされるくらいで

あれば、別に魁い印象を持たない。流した広告の補足情報は、のちにオンラインの

公LlhIi報ページに災示きれたり、あるいはＳＭＳやオプトイン制のＥメールで送{（

される。

r4９
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Ｉｊｏｌ５章「新｣が｢旧｣とⅣ結合する

ユーザ体験－｢使い勝手の良さ」の重視

Jajahの通議方法が非常に便利なので、立ち上げから１年で、Skypeの1年Ｈの
２倍にあたる２００万人が利川犠録をした。現在ではiIt界什地に400万人のユーザが

いる。特別なヘッドセットも↑u蹄機器も必要なく、ユーザがデスクトップパソコン

やノートバソコンに縛られることすらない。出張が多い班肴なら、ｎ分の荷物や小

さな電話台の上でパソコンを支えながら、パソコン対パソコンのSkypejm紬をつな

ぐのに四苦八苦した維験があるのではないだろうか。Jajahを使えば、そうした待

労からは解放される．Flickrや、その他のＷｅｂ２．０jM企業とｌｌｉｌじく、Jnjnhもアク
ティブで使川頻皮の商いユーザや個人ブロガーの支持を得て、彼らがクリティカル

マスを形成しバンドワゴン効果をもたらした。しかも興味深いことに、マーケティ

ングと広告にほとんど労力を投じないことが、同内外のユーザにおけるJajahへの
絶大な傭緬にもつながっている。

Jajahの登録ユーザI‘１士の迎紙は無料。これがバイラルマーケティングのIﾘIらか

なインセンティプとなり、新たなユーザが自分の知り合い全員をシステムにリlき込

んでいく。まもなく、「buddyligts（仲間リスト)」という名のインスタント・メッ

センジャー・サービスも導入される予定だ。

髄胡をかけたいユーザはJIljahのウェブサイト'4にアクセスし、Jajah迎紙の予

約を入れる（図５－６)。すると数分後、または設定した時間に発信者の固定fu蹄や挑

帯掘話が賜る。受括器をとると音声メッセージが流れ、相手に接続''１であると告げ

る。すると受Ｉ柵側の地紬が1119り始めるが、ベルが賜って受｛ji打が川るのを待って

いるあいだ、発備者は咳ｉ１研ﾒｲを聴く。柑手が電話に出れば辿抽は接続だ－柑手

がJajahユーザであれば艇料だし、そうでなくとも、Jajahがサービスを提供する

２７か国に住んでいれば峨低限の市内通話料金となるｃ

ウェブサイトではJIljnhDirectだけではなく、３荷通iIJiや地納会縦のサービスな

どを提供している。インターネット接続叩能なBlackberryや抑帝地紙からも腿Ni雛

電話をかけられるし、面接Jajahの通話サービスを利用できる。さらに、コールセ

ンターなど法人向けのサービスも提供されている。

Jajahを支える同盟関係

Jajahは既存の遡舗業界に宣戦ｲii告をするのではなく、既にインフラやエコシス

テムや顕客関係符即に大規模な投街をしている業界の大手企業と手を組む道を逆

１４ｈt【p:〃wwwJnjah“、

！
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んだこの「非脅威的」または共lIil維隙的アプローチーコーペティション（Co-

opetition）と呼ばれる－により、’'１縦ポイントにされた既存の屯話会社がJajah

を敵と勝えて反繋に出るのを防ぐことができた

Ｉｌｉ内jmlh1iを拠供すゐ企堆にとって、その収１１鋤i(を雌うｓｋ》'1)ｏの〈Ｍ;は御威だ。し

かしJnjahのピジネスモデルは、Ａｌ〕1》１０と火Ｆレコード会社の関係とI‘１じく、Ｉ１ｊ

内皿話を提供するキャリアに折たな収肺源をもたらしている。鵬帯電話キャリア

の'1,-Ｍ()bilcの‘帆公|《|:で、ドイツを本拠地とすあ'1'〔mkjk(〕ｍ(よlnl【mlCal〕italと典に

,ｈｌｊ:'ｈへの{川雌的なベンチヘ'－投街をi､iない、’'1卜I:の｜Ｖ()i<,〔』２，()」とf′iづけたサー
ビスを成腿・肱大させた。

さらなる再結合イノベーション：iPhone

iI〕(〕｡，,jajahに兄られるテクニックは、ＡＩ〕I)l(､のIltWiイノベーションである

iPhoI1eにも適用されているＡＩ〕plcは、ｉｌ)()('およびiTunGsのエコシステム管理で



叩ｚ１５京「折｣が｢旧｣と再結合する

学んだ牧訓を渦かし、２００７年７月に満を持してiPhoneをリリースした。iPhonc

は、自社技術の高い評判と、新しい分野でのパートナーシップを組み合わせた仰

結合イノベーションの結晶だ。手を組んだ相手は鵬帯髄緒プロバイダのＡＴ＆T

MobilityoiPhone特ｲiのユーザ体験とタッチスクリーンを被館するために必腿な新

しいサービス機能を提供し、流通させている。

ｉPhoneの機能は、それ自体が技術的に非常に魅力的だ。鍛新のiPodのソフトウ

ェアおよび新しいタッチスクリーンを適用すると共に、ウェプや初期の挽梢fIi譜デ

ザインに馴染んだユーザのためにApple特有の「使い勝手の良き」を提供すること

も忘れていない。挑帯芯譜としてのさまざまな撒能のほかにも、ワイヤレスネット

ワークを使ったウェブの閲覧やＥメールの送侶ができる（より格安なサービスがあ

る地域でウェプブラウジングをする場合に、高額なパケット代がかかるのを避ける)。

また、多槻な映像や帝声の再生もできるほか、MicrosoftのＷｏｒｄやExcel，Adobe

のＰＤＦといったパソコン川のデータ形式もサポートしている。

Appleは、ＩＩｉ－･の携帯電話キャリア（AT&TMobility）だけでiPhoneの人手・

利用を可能として、ｉPhoneのユーザ体験を符理できるようにした。この決断は物搬

を版すと同時に、別のプロバイダでiPhoneを使うための改造行為を生み、一・部で

はそれが成功している。1-1下のところ、柵補血曲I1ijﾙでAppleが１％のilj蝿占有率

を獲禅するには、１０００万人の利用肴が必要だ。発売後しばらくして価格引下げをせ

ざるをえなかったものの、なんとか発光から３か)lで１００万台の販売にはこぎつけ

た。ＡＴ&'1,MDbilityの加入者は６３００万人いるため、Appleのロ標遠成を支える格

好のIli場ではあるが、実際にiPhomeを利用したいと思っているユーザに占める削

合としては小さい。

当然ながらiPhoneが、眠く使用されているWi-FiまたはＷｉＭａｘでも利用ⅡI能

になれば、ＡＴ&TMObilityだけでしか提供していない１１１火が足伽となってくるだろ

う。しかもＡｐｐｌｅは２００７年９月にiPodTouchをリリースし、ｉPhoneから巡譜サ

ービスだけを除いた全機能を手に入れる選択肢をユーザに与えた。これまでに考察

してきたエコシステムで与えれば、ｉPhoneの桃･Iifni諸パートナーは何も恩忠を得ら

れないｎだが、ｉPodのエコシステムの範Ⅲ拡大につながることは確かだ。ウェプと、

iPodのウェブ対噌ケイパビリティ拡大に意欲的に取り組むソフトウェア開発者との

結びつきを深めることになる。

２００９年いっぱいは、ＡＴ&TMobilityがアメリカで唯一･iPhoncのサービスを提

供する。しかしAppleは2007年内にはカナダおよびヨーロッパで、２００８ｲドにはア

ジアとオーストラリアで利川可能にする予定だ。秘密上義でｲrfiなAppleはまだそ

’
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の計画を公表していないが、ＡＴ&TMobilityと同様の提拙契約を活用し、ｉPhone

の名声を活用した流通を確保していくと見られる。フランスおよびドイツでは、

iPhoneをオープンデバイスとして発光きせようとする動向があるが、Appleはそれ

に抵抗し、フランスではフランスのキャリアだけに制限した。ドイツでは批判に勝

ってT-Mobileだけがサービス提供をiil1iけ負う契約になっている。

Appleがこれほど支配柵にこだわるようでは、ｉPhoneは典にＷｅｂ２．０の炎れと

言うことができるだろうか。群えはおそらく、ノーである。Appleは、「インターネ

ットと対立すること」’hが成功しない戦略だとは考えていない。だが同時に、この

iPhone体験は、企業が111ビジネス（地紺）と新ビジネス（抑帯機器によるウェプア

クセス）とを結合する一〃で、既存体験およびブランドを活用し、同M1するパート

ナーとの結びつきを作り、利潤を追求IIJ能であることを実証している。

応用へのヒント

革命的転換は成功をもたらすかもしれないが、ビジネスを成功させるには必ずし

も革命を起こさなければならないわけではない。インフラや評判やMII客間係性を確

立させた伝統ある企業と、よき|‘jIMlIMj係（アライアンス）を形成することも1V能な

のだ。大手企業は新興企梁がもたらす成蛙の恩恵を受け、新興企巣は大平企梁の提

供するベネフィットを享受する。

AppleもJajahも、梁界を切り柵いてきた先駆省に対して樋やかなアプローチを

提,jくした。パイオニアだったNnpstel･やKnz”はレコード会社の'神部に「デジタ

ル音楽は敵だ」と思い込ませただけだったし、従来式の竃話綱の終.勝をγLiしよう

としたSkyPeは、通信業界にとって将来を悲観する材料にしかならなかった。しか

しAppleは帝楽業界に、これまでの排祇から利潤を追求する方法を永し、デジタル

時代へと招き入れている。Jajnhも、靴容を従来式の長距離皿謡からシフトさせる

一・方で、通話サービス業将と収銑を共有している。

ｉPodとiPhoneなど、Appleのハードウェアは事態を少々 複雑にしているものの、

JajahもAppleもビジネスの成焚をユーザに依存している。Jajahはくちコミの力

に頼って通甜料無料サービスのメッセージを広げたし、Appleもくちコミとメディ

アの力を借りて、「iPodは格好よくて、必須のファッションアクセサリーだ」とい

１５訳注：GcogleのＣ､()、IirkｬSfhmidlが、１．１社の職略を「インターネットとは蝋わない」と炎1Mしている．

TimOIRcillyは「Ｗ山２．０ＣＵｍＩＮ１ｃｌＵ)E1initi《〕nITryiIDHA噸in」と岨した投稿で、Ｗｃｂ２.()のルールを,ｉｊｌ

ＩﾘIするにあたってこのfIi{''１をﾘI川している(I11tI】:〃ｍ《1ar‘｡r〔､iⅡ>'０ｍｍ/20()6/12/wcb･20･《P帥】１１p“1･《Miniti《〕【'‐

lryi､hlmI)。

、
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うメッセージを広めている。

Appleのエコシステムは、ｉPodのビジネスモデル－それがiPhoneを支える新

たな連柵を生んでいる－が原IAIで、Jajahよりもやや襖雑ではある。しかしどち

らも他社との協ﾉjlMj係に１K饗視し、見込まれるネットワーク効果を活川すると共に、

ネットワーク効果の１mかない従来式の規模の雑済性をも利川している点ではlIjlじだ。

ｉPodと同様に協力関係を坐盤とするiPhoneは、まだ生まれたばかりの商品であ

り、Appleがこれまでに確'１ﾉ:していない断たな領域を切I)拓こうとしている。その

成功も失敗も、こうした協勘的エコシステム桝築の到述範朋と、それが新川分野に

もたらしうる影僻を例弧するものとなるだろう。

チェックリスト

流行の公社が金の採柵をせず、ｉPodやiPhoncを生駁せず、地給サービスを提供

していないとしても、新しいビジネスと紬びつけることによって成腿を兇込める古

い乎法を持っているかもしれない。あるいは、古いビジネスを蕪醗に櫛蕊する必要

がある新しいアイディアを持っているかもしれない。

戦略的質問事項

●プレイクスルーの可能性と機会を創出する協働的イノベーション、または再結合

イノベーションを起こすチャンスはどんなものがあるか。

●協働的イノベーションは双〃にIMI巡しているか｡狩定のコラボレーションが

Win-Winやプラスの総和をもたらすか－あるいは、片方が一方的に祢与す

る／搾取する形になっているか。

●どのようなｊＷｉ作難やノウハウが、協働的イノベーションを刺激するか。そうし

たコラボレーションや此ｲi知蝋には、ＩＨＩ係行におけるどのような忠孝の転換、会

鏑、プロセスが求められるか。

●このイノベーションが英現するプロセスは、どのような前提または偲念を前提と

するか。ＮＩＨ（ここで開発したものではない）推候群や、既存の財やサービスま

たはチャネルとの共食いが発/tする可能性はあるか。

●この協働的イノベーションは、IiiI向きで枠に縛られない思考を生みⅢすⅡI能性が

あるか。あるいは過よの問題や陳杵に対する注Ｍを同めることになってしまう

か｡

●このコラボレーションは、これまでとは辿う折しい脇ﾉJ作堆の余地を典している

か｡特に、火規棋なグループまたは他祉パートナーとのエコシステムをﾉkみ出す
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余地がああか

●自社事業および梁界の現ｲfの動向を琴えた場合…

「協仙的イノベーション｜をどの裡度iIr要視しているかプロジェクト、チーム、

あるいは細織部ｌｌｌＩｌﾉ､I外ひ)ユーザが､蝶合的作災や知拙やシステムをilWil･鵬約し、

発押できあﾉﾉ法をjWi,！'させていあか

●ＣＥＯや戦略的リーダーの汎‘,Aiに耽った場合…

Ｗｅｂ2.0対応の協肋的イノベーションは、現在の乎法、ビジネスモデル、競合

的侭伽ｊｌｉ、ビジネスおよび災界の綴済を、いつ、どのように破j災すゐだろうか

業界リーダーにな為111能‘''12、あるいは「ラガード（負け組)」となる危険性はと‘

れくらいあるだろうかいつのタイミングで､役貝会の識迦とするべきだろうか

●ＣＩＯやプログラム尚椛什の視点に立った場合…

マーケティングとセールス、１Ｍとサービス、間発、Ⅷ祥サポート、インベント

リ帯理、物流と迎川、採川とIJi修、リ蝶パートナーや供給難什との|M1係性や洲

達など、ｉ２要な機能領域で協働的イノベーションとコミュニティに発生する変

化の影禅を、どのようにﾙド価し、分析し、比較し、定賦化できるだろうか企

雌価仙とⅡｲ勝｛iiii1''1(をil1Iあ折たなﾉ郷Ｉは、どうﾉこみ川されるだみうか

戦術的質問事項

●そのプロジェク1､によって御威を感じると思われるのは、どの既ｲj:ビジネス（あ

るいはどの’l喋りt位)か

●自社のブT』ジェクトに対して、他社からどのようなサポートが‘受けられるのが割

ましいか

●ライバルの１１'で、あまり雌争が過酷ではない梢祇がいるか

●、社あるいはサプライヘ'一が′kみ出すネットワーク効采にシナジー効鵬は兄られ

るか

●既存のウェプサーピスを補完しうる財やサービスを持っていゐか

●門社はいかに機会を多隙化または拡大しているか

●オンラインとオフラインを洲Ⅱすゐ機会はどこにあゐか

●オンラインの機会をどのように雌大化できるか

、「再結合｣できる財を付っていゐか

●プロセスまたは配侶をいかに簡紫化できるか



IMI章までに、Ｗｅｂ２．０の戦略的魁考をビジネスに応川するにあたって必要なツー

ルをすべて確泌した。次のステップはＤＩＹ（Do-lt-Yourself)、すなわち災跳であ

る。Ｗｅｂ２．０の活用に必要な背撒的知搬は既に提ｸしたが、ただ普かれたものを雄

むだけでは不充分だ。さて、どのように足を踏み川したらよいだろうか？

Ｗｅｂ２．０への５ステップ

本章では、Ｗｅｂ２．０のビジネスモデルを判断決定プロセスに埋め込み、周洲を説

得しプロジェクトに引き込んでいくための、５段階のアクションプランを確認する。

ここまでにさまざまな考察を提派し、各蹴末足のチェックリストで個々の状況に応

用するj法をWUW1卜してきた。次に醜明する５つのステップは、前厳までの流れにほ

ぼ沿っている。

ステップ１：集合的ユーザ価値を栂築する

多くのＷｅｂ２．０戦略の主要部分となるのは、ユーザから1W側を収集し、人々が進

んで対価を支払うような形式でそれを此ｲ1.する能力である。ユーザはあくまで自分

自身のＨ的のために活動するが、その過程で、より上位のシステムに対して価値を

寄与する。ユーザが喜んでそうしたいと考えるシステムの創出は容易ではない。純

粋に受け身のユーザに悩報を提示するシステムの柵築とは兇なった分析が必婆だ。

既に何年も前からｲIりらかのプロジェクトまたは１１薬を実施I|'だとしても、いった

ん白紙に戻すのが有効な場合もある。ゼロベース予算のように一度まつさらな状態

にして、手がけているプロジェクト、プログラム、１１蝶などを個人の顧客としての

、で見直してみる。ユーザ１人におけるキャッシュインフロー、アウトフローを仙

亜に追跡し、その１人の行動によって刺川・獲枠・浪費する価値を確認する。そう

１
１
１

６章

企業が戦略に組み込む
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やって無点をiiM'膿すれば、雌もNillKで肢もAli付<的に(il雌性ゆたかな貞献をするユー

ザを正しく,il柵できるユーザの１１１[い戊献に応え、典介的ユーザ価値に兄返りを与

え、サポートすることｌIiI時に、染合的ユーザ価航をできるだけ迅連にff幣化し、

攻ﾉノ（企雌およびユーザrI身）のベネフィットに変える〃法をげえ為ことそれを

喪現するために、コスト#雌および収維モデルの変,i11‘:が乳まれるかもしれない

まずは、１人のユーザにおける溢金の流人出を確認してみる検討すべきユーザ

にも何仙緬かの1Wがあゐだろうし、収姓およびコスト要閃も１つではない可能性が

あゐので、折岨lMI(祥へのはたらきかけで発'|;するコストおよび機会を胴ド価するのは

jlt典な作巣だ（まだ'1雌をスタートしていないj功合は、刺ましいフロー,汁凹を,fて

る機会となる）ユーザの堆本的な価値とコストをぜひ把握しておくこと

F1ickrには、集合的ユーザ価仙がilt災となる領域が６械頬あった読青の手がけ

るプロジェクトについても、鯉合的ユーザ価値が役'わ飢域を見極めておく必要が

あるオンラインのユーザや、あるいはオフラインの’1蝶バーI､ナーとの関係性や

相玩作用を兇成すことで、価W輔１造を雌ノミ化できる道はあるだろうか〃コミュニテ

ィやエコシステムを|W擁したjﾙ合、ビジネスや収益ストリーム、収維共有（分配)、

コスト柵世にはどういった影郷が勝えられるだろうか脇帥作龍（コラポレーショ

ン)、ｊＷｉ，頻度くうリークエンシー）の変化、ロイヤルテイ、マルチ収続ストリー

ムといった典紫が、持統''1能な競荊優位につながるだろうかそれらは個々の顧客

の収雑性や平均ﾉ|批価||(iとして,11･洲'１Ｊ能で、MII祥ｉｎjけ企熊の本便的企業価値へと集

約されあだろうか

Flick1､'よ、アクセスしやすいデジタルツj:典の係補および神｣'１側能をユーザに提供

し、公洲ﾔ:典のI［火なライブラリを使って新しいタイプのコミュニティを撒築して

いる，プロジェクトやビジネスの性衝によっては、このような噸客動向の砿視で効

果がi1卜られないjﾙ合もあ為だろうが、それでもユーザii1ll:のｊＷｒｌ)'柵を発股させる

ﾉﾉ法はいくつも拶･えられゐはずだ，まずは小ﾉJ雌かつMll順に'ﾉ帥:できる変史を賊し、

発効するようであれば、それをデフォルトにできるかどうか検討する。変化がデフ

ォルトになれば、システムやビジネスモデルは継続的かつ1.11mj的にシステムの111i値

とユーザの{l11illJ(を,Wiめていく

ステップ２：ネットワーク効果を発動する

ネッl､rノーク効1LI‘ｌｗ(91)２.()の'|'核であり、ここに紹介したすべての職略に畑、

して|M1わっていみしかし、ネット『ノーク効鵬はきまざまな礎で現れるので、ｉﾙ川

するにはそ(ﾉ》パ『ノーを兇つけ川し発liI【させなくてはならない



Ij，

１１ｔ初に、オフラインおよびオンラインのネットワーク効采を見慨め、その価liIiを

,汁側する〃法を検討する、直接的、｜Ⅲ接的、沸要側、クロスネットワークノiＩ、社会

的なI1iのネットリーク効果が発生しうゐjﾙlﾘiやＩＩＬIJI，あるいは発ﾉｋしにくいjﾙ所や

卿,11はどれだろうか統合他社よ')も効ⅡL的にiI1illI・航保しているネツ１，１ノーク効

采のﾘｻ定と追跡は１１１能か（まだ独{1卜していないjル合、想定されゐ効果を緋定できる

か)ｃ

可能性のl峠が終了したら、次はそれらを組み合わせる方法を検討する榊だオ

ンラインのネットワーク効果をどのようにj伽|,{し細み合わせ、収椛辿jWを剛出し、

動的にlilIi格を決定するパワフルな洲‘剛Nのネットワーク効果を油川し、nlm的クロ

スネットワーク効果を発展させることができるかi』無料サービス、あるいはWi極的

な参加を:腿肋すあサービスがあるかと'うかが、効采jWllIhiのカギとな為

ゾｕジェクトやビジネスに緋１－K)ネツ｜､'ノーク効鵬の影禅を、よりシステマチッ

クに検,ilしていけば、オンラインおよびオフラインのネットワーク効貼を(illlll・独

得する機会も多く見つかる『正のネットワーク効果は指数関数的に成｣をすあので、２

つ以ｋのネットワーク効果を組み合わせれば、iliなる付加価仙の総和ではなく{Iﾘ|商

にも来御:した成染が1¥られる

（}〔〕ogle検索エンジンは、極めて流mIj的かつ襖雑でタイミングが難しい艇１１．にお

いて、綱渡り的な粁余曲折を経てきた初川のGoogleとOvertureGo'1,oおよ

びII)xciteとの‘１１．いでは、ネットワーク効采のiiiR略と１１ｔ幣化の適切な述挑を'ﾉﾐ現した

()()()9kﾕが、IIL々 にライバルを蹴落とす紬W1:につながったｕ

しかし、（Iooglcの広Ｉｌｆブラットツ･イームでネッ|､ワーク効染に助けられていゐの

は、GoOglOだけではない。そこには多くの、〕謬想もしなかった勝粁がいる。！|'小企

業や、初めて広併を出す企梁、オンライン｣,Ｉ制i、そしてブロガーたちであゐ．彼ら

はクリックi肌紺WlのＩｌＩｉ:接広併で砿のようなリターンをｆにして、急成災すゐ（１０()ｇｋ

のオンライン広告ビジネスを僻成する一拠紫となったその関係はゼ画サムケーム

ではない派のネットワーク効果はパイ全体を膨らませただけではなく、パイとい

うよ')もタルトケーキのような何｢･という小さなiif場をも増殖させているこれに

より、州放側欺的に1W加する価|'(iが「'i:iii｣、すなわち(10〔〕glcエコシステノ､111にlIj

Imllfされ、Win-Win-Win-Wil1……の成鵬をもたらしている

ネットワーク効果を活用するにあたっては、それがI1j場シェアの拡大と、仙人に

ﾉ催づく収拙迎川をI1指す取り組みにどういった役１１ﾘを果たすか、Ｆ|州しなくて(よな

らないｌｌｉ､.、「ｲ<資定なIli場」で接近liil上を強いられているのだろうか先乎を打っ

たほうがｲiﾘなのか、それとも巡れて参入したほうに行みがあるだろうかイ《安定
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な市場で、バンドワゴン現象と市嶋シェアの支配的ポジションを確保するには、ど

れだけの金額を積極的に投じるべきか。業界の浮動票を押きえているのは推だろう

か。

強いネツl､ワーク効果が生じる市珊は、「勝粁総取り（または、ほぼ総取り）ｌに

もなりやすい。リーディングカンパニーであっても、市場占有率わずか６～７ポイ

ントの浮動票に足をすくわれる可能性がある。主客転倒のように見えるかもしれな

いが、GoogleとOverturcの初期の争いや、GoogleとYahooおよびMicmsoft間

の不安定なｆいの決定打となったのは、わずかなシェアを押さえるＡＯＬだった。接

近戦においては、あらゆる企粟、あらゆる補完財供給将の影響と潜在的役荊を砿確

に追跡・評価し、コントロールすることが煎要となる。

Googleがiimiしたのと同じｲ《安定な市jﾙは、ほかの業界にも数多く存在する。

Googluでなくとも、それを制してIIijﾙを似歌したいと考えるはずだろう。

ステップ３：社会的ネットワークを活用する

ソーシャルネットワーキングはＷｅｂ２．０のアプリケーションだけに間迎するもの

だと胆われるかもしれない。だが、ビジネスやプロジェクトの中心とならずとも、

Ｗｅｂ２．０プロジェクト全体に影癖し内容を允災させる力を持っている。社会的ネッ

トワークはネットワーク効果の「犬然の導管」であり、プロジェクトの魅力を強化

しうるコミュニティ構築のカギだ。それ自体がビジネスとなるだけではなく、より

大規模なオーディエンスを確保して、ユーザコミュニティ１１１１に強間な緋を生む手助

けとなる。

自分が対象とする市場のオンラインの社会的ネットワーク構造を、既に把握した

だろうか？システムにおける「コネクター｣、「輔通者｣、「セールスマン」たちを、

現状ではどのように特定し、支援し、その労に撒いているだろうか｡雌も描発な１

～３％のユーザや「アップローダー」についてはどうだろうか。

特にマーケティングの釣鐘型曲線がクリテイカルマスの段階にあるタイミングで、

バイラル性や双方向性、あるいは社会的影習やくちコミなどの要素を瑚帆させる方

法を、システマチックに将定できているだろうか。標雌的なバイラルマーケティン

グやバズも油M1しつつ、いかに社会的影郷力をバネにしたバイラル的流皿の引き金

を引くことができるだろうか。

こうしたIMIいかけへの答えを確泌していく作業は、「あなたの会社もソーシャルネ

ットワーキング・ソフトウェアを柵蕊する必喫がある」という愈味ではない｡社会

的ネットワークの効果を利川するにあたって、その柵造の詳細を知る必喫はないｃ


