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H《)ｔｍｉｌｉｌのjﾙ合、メール本文のｲﾐ尾に炎示されるGetvourPrivate,n.(:(､I，mnilill

http:"www､hotlmil､Com（hotmail・comで自分だけの無料のメールアドレスを収み
う)」という１文がバイラルマーケティングを通じたHotmailの驚異的成功の源と

ｑロワQケコｐご

なった伝雄とイノベーションの掻透卒が尚ければ、より大規棋な州iに、より迅

辿に到述する無ﾈ:トサービスが商い祉透率を喪現する理由は、導入にあたって辿定

される維済的．社会的負担と流通コストがゼロだからだということを、Hotmailの

例が,ｋしている

一ﾉj，ソーシヘ･ルネッ1､ワーキングのソブトウュアを実際に動かしてみれば、プ

ロジェクトのｌＫ喫なポイントが浮き彫I)になるオンラインの社会的ネットワーク

は「１～３％の捌極的な貢献背」やクリティカルマスに左右され、ネットワークの

｢べき法ＭＩＩや、社会的影郷のマーケティングの釣鐘型曲線が予測する法則に沿って

発鵬すゐMnke(llnの例を兄れば、それがlﾘIらかだ８０１１mの成MLが２０《)<)の人'''1か

らノヒまれるとする「8()：２()のパレートの法則」はｲ端だが、ウェブのようなネット

ワークが従うのは、それとは災なる法則一すなわち、１～３％のユーザがクリテ

イカルマスを形成し指放関数的な成瞳を触発しうるという、よ'〕極端な力の原則だ

Ynh《〕()やMyHI〕nc('、Ｙ(〕u'I1uh(､，WikiI)ⅨIit1、Ｄｉｇｇなど、ほんのひと抑りの『ツュ
プ･り･イ｜､が+||､'1の1､ラソィックとバイラル性のあるバズをﾉﾋんでいる状況には、ま

さにそうした法1111が作lllしている。Wikipediaの740万人のユーザのうち、新規頂

11を､|ｿ(猫したl)細典したりするのはわずか１％だ。その】96のうち1.896が72％の,iLl

l｢を,'ｌ･いていみＹ1,1,()()のiMlIWiiWIl州11,11バイスプレジデントでありブ１．jガーとして

もｲ1.荊なＢＩ,ndleVHorowilzによれば、Ynhooユーザの１％がスレンドやグループを

立ち上げ、１()96がそのコンテンツに＃き込みなどの相互作用を行ない、綿災や合成

を行なっていゐという､，そしてＹ紐h()０グループの９２０万人におよぶアクセス群が、

こうした’クリエイター」ペ』「合成＃」のﾉlくみ川す恩忠にあずかっている

Ｉ』iI1kedInメンバーの９０(》bは１次の人脈内しか活川せず、残I)の596が｜ネット

ワーカー（人脈の|}洲i荷)」となり、雌後の５％だけが「コンダクター〈セールスマ

ン、リクルーター、人材採川荷など、人材と接触する者)」となって不定期だが獄械

的な利川を行なっている1けさは愈外だったかもしれないしかし、だからこそ、ビ

ジネスのｊ,!§盤であゐ社会的ネソトヮークの附造を詳細に分析・把握するべきなのだ

Linkc〔11,でなくとも、同様の手法は有効だ社会的ネットワークに関する知識に鵬

づき、Wel)２.()のビジネスモデルで、そのはたらきを発展させていくことができる

そして、ｎＩｍ的Ｉｌｊｊﾙのターケツト災川を把撚し、適切な肘に対して無料サービス、

堆本サービス、プレミアムサービスをカスタマイズして提供するLinkGdlI1のよう
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に、２１m的Ilfjﾋﾙの対象1Ｗに応じて汎なるサービス、商IHI、機能を提供するといった

手法で、自社も利点が得られるかどうか検肘するべきだろう‐

Facebookがバイラルマーケティングで〕惣外の急成長を果たした点も考慮してお

きたいFaceb()()ｋは、ド|:公的影郷ﾉJに促されたパイラル的流辿をﾌﾐ現しているそ

して、大学ﾉﾋ猷巣剛の急成災を、令<折しいエコシステムヘとﾉくきく側放してい為

新しいエコシステムには、Ｗｉ極的なユーザやh'州lの貢献荷だけではなく、マンシュ

アップアプリケーションを４１み川すIH1蹄も含まれている′新興企業だけではないp

Alll“011やｅＩ１ａｙやＡ１)})k}とい．)たＷ(､ｂ２．()の代釘|り企猫も、Ｆ我col)〔j〔)ｋのエコシ

ステムの・部を柵成している

Facebookならずとも、個々のビジネスやサービスは、こうした加速的成lと、トラ

フィック、高い認知度からベネフィン｜､を兄込むことができるはずだ。

ステップ４：コンビタンスを動的に配信する

企業はコンピタンスを中心にﾘ＃業を枇築している競合他社より秀でたビジネス

を展開しているか、他社と述った独''1性を排ら、より迅速で優れた安いものを提供

できるか－そこに成功が懸かっているしかしWcI)２．０はこうしたコンピタンス

の兄〃を変え、別のビジネスからﾉI;まれる新たなコンピタンスの発見や、既存コン

ビタンスの共有を実現するﾉJを持つのだ

まずは、現在の強みと弱みのji1MllIiを行なうＩ耐jih化できるだけの強みを持った典

ｲ河能なコンビタンスを捗っていあか‘，社|ﾉ､｣外から発ﾉliするコンピタンスとリソー

スを助的に組み合わせマッチさせることのできゐ、糾縦的ケイパビリティを捗って

いるか。持っていない場合、そのケイバビリテイの榊築は'り・能か亡ダイナミックケ

イパビリティ、つまりフレキシブルにコンピタンスを創造し、結び付け、必嬰であ

れば切り僻て為能ﾉJを、企撚として1%〔'1tしていゐだろうか

企堆コンピタンスは、かつては機符ﾘ｣Iiとしてしまいこまれていたそれをデジ

タルでオープンにリミックスし、マツシュアップし、バイラル的に流通させるのが、

Web２．０のコンビタンスシンジケーションだそうしたコンピタンスシンジケーシ

ョンは、競合他社やエコシステムのパートナー、郷IIi多隙な中小企業を、収確を災

/『しつつIIil時にロイヤルティと収賊をＩｌｉむ「ユーザ」に変える規仙の経済性が広

がり、伺際的な対象範囲も拡大する‘撹荷の企業は現在、コンビタンスシンジケー

ションを活用するだけのフレキシビリティを伽えているだろうか価値の創出と盤

iMLを雌適化するにあたって必災な法Hllを兄恢め、争搬なコンビタンスを配(iＩする役

制に即応していけるだろうか
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オンラインコンテンッのシンジヶーションは、ブ１１ゴスフィァのバィラルエンジ

ンだ。これまでは、個人のｲ.ｌｉつIlW黙の知識とコンピタンスを他人が利川するのはIイイ

脈だった。しかし、ＲＳＳフィード、ハイパーリンク、ＭＶＹ１ｌｈｏｏやGoogleのような

ユピキタス的ニュースアグリケーションが、そうした知を伝迷するウェプ配{,『のス

ピードを一虻に加速きせている配儒された賠黙知はウェプドキコ.メントやイメー

ジ、ポッドキャスト、動1町として広まI)、共有され、検索される．

ＩＢＭ，Ａｍａｍｎ，GooglGはiliなるコンテンツフイードに{Ｗまらず、よ+)桁密なテ

クニソクを駆使してダイナミックケイバビリティをＷ拙し、コンピタンスとサービ

スのシンジケーションで111i(liIを雌ｉｌﾄしていゐその”〈はいずれも出なゐので、，眺

肖･のニーズに応用できる手法もいくつか見つかるかもしれない。

Ｉ叫瞳地域で成功したビジネスをグローバルに雌Ｍ１するのも、選択肢の１つだ

ＩＢＭは、オープンソース、コミュニティ４４成珊のソフトウェア間発、そして「バー

チベルメンタリング」といったWCI)２０戦略をi耐川し、ソフトウェアアプリケーシ

ョンとウェブサービスにおける局地的なネットワーク効果を触発しているそうし

たアプリケーションやサービスが、１１t界規撚で販売され祉述-j-る商IVIになる．

あゐいは、Ａｍａｚｏｎのようにバックオフィスの能ﾉJをＩＷｉｌＩＩ１ｌとして|Midｲ‘；し、似放の

陸}１．ービスシンジケーシヨンを取りまとめていくこともlり．能だMii客にIIh:慨''1りに催す

るアプリケーションだけではなく、事務作梁、物流、サプライチェーンなど、，１１小

企蕊には手が届きにくかった襖政のサービスやコンピタンスをデジタル化し配価す

るのである

G00glCのオープンAPIは、ｉｌＩ峨苫と企熊によ患多彩なコンピタンスマッシュァ

ンプをj1kみ出している。Ｇｏｏｇ１ｅでなくても、彼rlのＡＩ)Iを社外の開推肴に公Ｉｌｌｌし

たり、マッシュアップエコシステムに含まれ為本来はう１.ブラインの非技術系の１噸

パートナーに1M1発サービスを外江した|)といった幽川1kについて、そのメリッ|､と

デメリットを検,汁すゐ価仙はあるだろう『

ステップ５：イノベーションを再結合せよ

Ｗｅｂ２．０は大きな愛化を約収するしかし、それは必ずしもネットバブル時代の

ｒｉ禰・たちが．f測していたような(ill造的破壊ではないＷｅｂ２．０はビジネスのルー

ルを変えるが、それは、既イメビジネスを蹴滞とすことを|l的とした単なるウェフ対

応ビジネスの「'１１披き」ではないのだ．オフラインネットrノークとオンラインネッ

トワークがｆを紬ぶパートナーシップの折スタイルiよ’･クリック＆モルタルｌと||'ｒ

ばれ、伝統的企業が排つインフラの破峻や恥っ収()ではなく、むしろ新しいネット
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ワークとの橋渡しや、新たなネットワークの巡鵬櫛築を航祝している。オンライン

とオフラインのイノベーションを結び付ける機会は数多く存在する。未来の競合他

社は、未来のパートナーでもあるのだ。

剛群、サプライヤー、岐合他社、補完財供給汁とのINl係性において、Ｗｅｂ２．０ス

タイルのオンライン／オフラインの協力作業には、雌介よりもチャンスのほうが多

い。読省の関わる業界の現在の配役関係を破壊するのではなく、橋渡しをした場合、

誰が得をして誰が禍をするだろうか。Ｗｅｂ２．０は、梁界内、あるいは業界や国をま

たがるビジネスモデルのイノベーションや．ラボレーシヨンの範囲をどのように定

めなおし、どのように維換させるだろうか。

「11F結合イノベーション」は、Ｗｅｂ２．０の断堀ビジネスの根幹部分である。VolＰ

サービスのJajahは、T-Mobileの親会社であるドイツのTelekomなど同際的な大

乎通伽キャリアと協iﾘ卿側係を結び、収推分配ﾉj式を辿じてオフラインとオンライン

がＷｉｎ－ＷｉｎとなるIi1MMIMj係とエコシステムを4｛み出している。Appleは、ｉPodと

iTunesでオンライン行楽産業を転換させた。その手法はNapsterやKazaaのアプ

ローチとは大きく異なり、遇かに大きな成果につながっている。音楽業界と手を結

ぶことに成功したAppleは、それを踏み台にして新製IIhのiPhoneでは新たな業界、

すなわち柳柵iLlMiサービスと手を結んでいる。

自社の商品がiPhoneでなくとも、Appleと何様に他社を同社のビジネスに統合す

る手法を検討しておきたい。Ｗｅｂ２．０の技術はそうした鞘び付きを築きやすくして

くれる。ｌ:I社も、パートナー企業も、自社がﾉlくみ出すネットワーク効果から』I:いに

ベネフィットを受けることができる。

Ｗｅｂ２．０の事業計画を構築する

起梁家であれば'1Ｉ業３１面に、投職家やベンチャーキJt'ビタリストであればポート

フオリオに、大企離の一部将に偶する血場であればその部将での費用対効果検討番

に、Ｗｅｂ２．０は関わってくる。Ｗｅｂ２．０は、事業針lIIIiの作成時・検討時に想定きれ

る蕊本的なダイナミクスを変える。優れたＷｅｂ２．０の〕１１業計而には、収益性の商い

耶業を立ち上げる際のリスクを低減する現笈的なチャンスがあるはずだ。では、典

体的にはどのようにＷｅｂ２．０を耶業計画に盛り込んでいけるだろうか。

Ｗｅｂ２．０のﾘﾘ業i１１画を構築するにあたり、次のような典型的な事乗計画の目次柵

成を利用したい。

１．１１rI;(、ビジネスコンセプト、目的、資金甥件



Ｉ

Ⅱ、Ili腸分析

Ⅲ雌争分析慨{動ｲｂ６Ｗｔ
Ⅳ、商1冊およびサービス内容

Ｖ・タイムラインとマイルストーン

Ⅵ、経営および幹部チーム

Ⅶ、企業統治、所有および経営

Ⅷ、財務愉慨

16,

エグゼクティブサマリーおよびｍＩＩＩは、耶業ｉｌ･画の残I)全体を包liliする単とな

る。Ｗｅｂ２．０のアイディアは、必ずしもこれら令項目に沿って説明される必要はな

いが（特に劇ＨⅦは不要だろう)、多くのimでこのＨ次を踏襲することができる．

ﾘＩ業i汁IIkiに1mする先行研究は膨大に＃在している。だが大半の雑‘帥学者や

ベンチャー投資家は、「優れた祁業iihIhiかどうか判断するのは難しい」とＬＩ

を揃えるだろう。その理由は、維験蝋商な投資家にとって極めて砿嬰な愉

報に対して、ほとんどページが荊かれていないからだｕ現珊のチームは、

'1蝶やプロジェクトの成否を決める喫閃やリスクについて深くl確な理解

と経験を持っている。事業計lIkiに肥戦される数字は、それを示したビジネ

スモデルやキャッシュフロー分析を反映していなければならない。

大手企業内部で検討される１雛Ii１．画のjﾙ合は耐が変わってくるだろうか。

企莱内部で予算を投じるり雌やプロジェクトなら、社外から資本投礎を受

ける珊合と比べて、システマチックで統制のとれた厳しい評価がIJI能だろ

うか？杵えはイエスとは言い切れない．プロセス自体はより政治的にな

るだろうが、システマチックな評価ができる'j｢能性は低い。捌従によれば、

祉内からであっても社外からであっても、優れた事莱訓･画を兇撒めるのは

難しいようだ。

市場分析

項目Ⅱ（lli場分析）のテーマは「機会」の一詩に尽きる。有端なベンチャーキャ

ピタリストSteveJurvetsonの表現を柵りるならば、「上というのはどの程庇の１２な

のか？」という点だ。これまでは、斬規参入者にとって、柵造的な魅力を持つ成長

している大規模な市場を選ぶのが当然と¥えられていた。しかし昨今では、オンラ



どれだけの消賀蘭･が意欲的に対価を文払い、優れた商品やサービスについてどれ

だけ迅述にlWiを広めていくか、llijﾙの反応は推測しにくいjﾙ合が秒い，しかしＷｅｂ

2.()のビジネスモデルは、そうした‘''1'i服の把掘に秀でていゐ．ブ'ロジェクトを笈行し

ながらデータを染めたり、笈際にユーザとなって実験したり、，i郷||なウュブ解析を

活川することで、市場分析と同じ効采を得られる、Flickll･やClaigslistやDiggのよ
うに、効果の川ない部分を洲雛しつつ「何かを投げてみてどうなるか見る」実験も

できるし、その場合もコストはそれほどかからない楽姐的すぎる脱測や想倣の入

った)畠測よりも、現災のIljjIルデータと紫紺指隙のほうが、過かに役に'１つのは当然

のことだ，

「人々がいくらの金額を懲欲的にｋ払ってくれるか」という、収倣および価格設定

に|M1わる１１t奨なlllI題についても、Ｗ(}I)２.()のビジネスモデルはほかのアブ､1.J－チに

勝る大きな（そして秘密の）アドバンテージを持っている一Ｉ剛'峨財をはじめと

するオフライン商品の多くにははっきりした価格蜂準があり、別の頒客に別の値段

で販光することは難しい・時期、ｉ11噸帝家電には１００ドルが１つの価格些準だっ

たＩ〕V、プレイヤーやカラーブリンタなどlI新しい新型IHIをその価附以ドで光I)出

すことさえできれば、ｉｉｌ峨荷の怖秘は燥発的に伸びると畑じられていただが、こ

の点でGoogleは、動的な価格股定と、維済学昔が呼ぶところの「Hli格の完全差別

化」の雌倣に成功している．mjlliに11.えば、膜告ｉ２からはその広ｉｌｆｉ｛が払いたいと

Ｍ１う金伽とほぼ-一致した紬を微11<･‘１.あと比に、あらゆゐキーワードとキーワードフ

レーズにクリック継金に蛙づく値段股定をしているのだ雄別化したiii勝,役定一

カスタマイズした価格設定、ユーザ別・グループ別の価格設定一は、いずれも

叩雁に、かっ勤的に決定され、鞭客１人あたりまたはクリックベースで発盤する

GooglGほどの動的なｬI蝋を持たないオンラインM1#読式のＷ(》l)２.()ビジネスであって

も、価格,没定をカスタマイズしたり、対.象肘に合わせて兇なるサービスや商lHhを提

インマーケティングや、ブロードバンドとモバイルとデジタル機器の忽述な雛透に

よって、ｆｉ‘峨昔はニソチなロングテール'１『場に件よ')も手がﾙﾘlきやすくなっている。
だが、検討すべき亜要なポイントは'１りじである、

11i助への到述にはどの陛度のコストがかかるか

Wi簡茄またはサービスに対してⅧ客はどのような反応を,J《すと鞍えられるか

噸容がその商品またはサービスを試し、採用し、そして他人が同じものを試し採

川するよう影智をおよぼしうゐまでには、どれくらいの時ⅢIがかかるか

●
●
●

【６６１６京企蕊が職略に報み』入む
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供したり、集I．ⅡまたはnIm的市場に応じた価格,没鑓をするといった手法は、実行も

簡単だし、実行途中の捌盤すら容易だ｡

ｗｅｂ２．０ビジネスは、.,1j:ち上げるにあたって参入コス1､や礎ｲﾐ投盗がJ|:常に少な

くてすむため、i11ilff股定の11'11り『は後'''1しにでき為｣ﾙ合があゐＩ～３％のアクティブ

なユーザでクリティカルマスをＮｉ染し、バイラル的成1&と排統''1能なil:会的ネット

ワーク柵造を築き、ネットワーク効果の価値が継続するようになってから、初めて

価格設定をレビューし分析して決定しても遅くはない緋に、強いネットワーク効

果や醜争や２１m的lljjﾙが1,J‘られるjﾙ合は、まずは照朴のⅧ群でクリティカルマスに

到達するのが得碓だろうそれがクロスネットワーク効MLやlllj接的ネットrノーク効

果を増幅し、広い社会的影響とバンドワゴン効果を誘発する１k接的または間接的

なクリックストリームも、集合的ユーザ価値の珊加に貢献する

Ｗｅｂ２．０のピジネスモデルは、企業だけではなく投礎家にとっても多くのマーケ

ティングベネフィソトをもたらす‐これまでに鞍察してきたいずれの例でも、新規

事業のリスク、イく脈』災性、】争測ｲ《'り・能性が増す１１｢能性もあったし、Ｉ|蛸減する'j]｢能性

もあった。だがＷ(､ｂ２．()』l雌,ｌｌｌ１１ｉの市場分析では、現ﾂﾐのMii群の』l1j向を把撚し、タ

ーケットIlijﾙにX‘'す為効鵬のｲl猟をi'ﾉｺー プ分析データでⅡiIM化しぺ』すい．池'淵の1（

総|･lIIliにj,,Lられるｲﾐﾙ4J夢測は想像の部分が大きいが、、11然ながらＷｅｂ２.()なら過か

に性能の良い〕私測を'1Aてることができる

競争分析協鋤分ｵ(ｔ
「け場分析はﾉ<切だしかし、政多くのビジネスが行き交う晩稲的状況では、胃う

までもなくタイミングがiK甥課題である‐事蕊計両は、次に喉げる問いに答えるも

のでなくてはならない

●ユーザがそのWiI耐,１Aまたはサービスを試し、採川し、そして他人が'''１じものを試

し採用すゐよう膨郷をおよぼすには、どれくらいの時川がかかるとど･えられるか

●収茄拡大と、マルチ収怖ストリームはどのようなものにな論か

●ユーザ散と、IWi品の１Ｍ|激とでは、どちらの数'):が'１t甥か

これらの問いかけは、堆本的ではあるが多くの場合は杵えにくい、ある質問へと

つ左がる

Ｕ■ ■■

●そのビジネスモデルは何なのか？



１６８１６章企業が戦略に組み込む

これこそ識論の核心である。Ｗｅｂ２．０のビジネスモデルが、ビジネスおよび単位

経済をそれまでとは違った見方で捉えるものであることを、ここではっきりと示さ

なくてはならない。例えばオフライン世界の財やサービスは、一般的に単位あたり、

あるいは時間ごとの労働またはサービスで発生する総済にＨを向けている。地域ご

とあるいは地理的な制約を受けた財およびサービスの場合は、その地方市場総済に

目を向ける。一方、本杏で考察してきたＷｅｂ２．０のオンラインビジネスモデルの場

合、ユーザあたり、または利用量あたりの経済を検討する。Netflixは個々の会貝あ

たりの維済を、Googleはユニークビジターやクエリやクリックあたりの経済活動を

見据えている。こうしたユーザ中心経済が、デジタルおよびオンライン市場におけ

る価値獲得のカギだ。トラフィックが増えユーザ数が増えれば、システムのネット

ワーク効果の価値は指数関数的に噌加する。同時に、開発にかかる一度きりの固定

先行投資が済んでからは、デジタルで利用可能なサービスや流血のコストはゼロに

なる。

プロジェクトが既に数字の上でかなりの急成焚を見せ、革新的なバイラル的成長

と流通戦略を持っている場合は、黒字転換のための資金調達を行なう必要はないだ

ろう。ベンチャーキャピタリストが財布を手に並んで待っている可能性が商い。

また、Ｗｅｂ２０のビジネスモデルの主要要閃が基本的に「協働、コラボレーショ

ン」であるとしたら、「競争分析」を補完するものとして「協働分析」という重要な

項目を事業計画に加える必要があるだろう。その項目では、白社のビジネスモデル

が次に雛げる結び付きや源泉から価仙を創川・獲得・流皿させる方法を沸細に脱明

する。

●アップロードされた価値ある貢献から生まれる、集合的ユーザ価仙

●オープンなコンテンツと、共有コミュニティ内における、ビア・ツー・ビア卿相

〃:作用

●社会的ネットワークから生まれるネットワーク効果

●補完財やサードパーテイによる対法人提携IMI係などを生み出す間接的ネットワー

ク効果を創出するエコシステム

Ｗｅｂ２．０は、競争の重要性も理解しつつ、Win-Winのコラポレーションの発見を

並要祝している。



１

Ⅱ6９

財およびサービス

Ｗｅｂ２．０の財およびサービスはデジタルではあっても、悩亜な定義が必要である

ことは変わらない。従来式の分析方法はうまく機能しないし、特にユーザ生成型コ

ンテンツは効果的なｿ測が難しい。まずはそれらを'jＩ業叶I1hiの唯眺にどう細み込む

か検討しなくてはならない。

●財やサービスについてどう琴えているか－コストベースか、顧客／ユーザベー

スか

●ユーザの面献をシステムにどう組み入れるか

早期に検鋤しておくべき課題はほかにもある。次に挙げるポイントをほうってお

くと、顧客の心離れやビジネスへの弊害につながりうる．

●ユーザ生成コンテンツは、どのように使用許諾し流皿させるか

●ユーザはどのようなリターン、またはベネフィット（あるいはディスカウント)、

もしくは収益jWiを１１｝るか

●“不正流川･'や..放Wt，放棄“の状態にらないようにするためには、ロングテール

のコミュニティや提供する商品などをどのように持続するべきか

こうした川いかけは、向分の光るものを脚分で作成し直接所ｲ『してきた企業にと

っては、馴染みのない釧域かもしれない。しかし、ユーザにコンテンツ作成を頼る

ビジネスにとっては外せない検討課題だ。ビジネスに対してユーザが進んで労力を

傾けるためには、まずそのビジネスへの信頼が必要である。どの程度の貢献をして

いると感じるかによって、佃輔の必要性も変わってくるかもしれないが、ユーザま

たは投資家から今雅げたような質問が寄せられると考えて剛州しておくのが得策だ。

タイムラインとマイルストーン

染合的ユーザの面献と、サードバーティを交えたオープンなエコシステムの亜聾

性を鑑みると、この項月は通常の社貝業務Ａｌ･画とは災なったものになるだろう。タ

イムラインとマイルストーンを定めるにあたっては、いくつか、簡単に見積もるこ

とのできない爪要な要描が考えられる。

●ユーザはどれくらいの縦のコンテンツを、どの卿虻迅迎にj1kみⅡ}すか



Ｉ７ｏｌ６章企業が職略に報み込む

●群ｲl;的なl"仙作堆什は、機会に対してどの{0,1雌(よっきりと反応す為か

●ビジネスのﾉ馴ﾓとなるアプリケーションは、どの程度のスピードで変わっていく

，必要があるか

Ｗｅｂ２．０のプロジェク１，は「1.0」をリリースせず、いきな'）２.()からスタートす

る端合が多いＦＲＣCl)00ｋやGoogleのような企業はオープンなベータ版としてのポ

ジションを効率よくｉＩ'i川し、イIﾘlri万人というユーザが常に礎わり続ける（ときには

敗時ｌｌｌｌごとに変化する）ソフトウェアのlIl&にＩⅢわっていゐＷｃｂ２.()プロジェク

トが排つ小刻みな進歩という勝徴は絶大なフレキシビリテイを′ｌｉむが、一ﾉｧで、タ

イムラインとマイルストーンの長期的な-予測が立てにくくなる

経営と幹部チーム

ベンチャーキ．Ｙピタリストや経験|Ⅲ.棚な投礎家にとって、，)雌‘,|,I1lIlを,,剛Iに検,け

するか、あるいは検Ii,1.の価値なしと捕ててしまうか、その111折は会社概袈を見て決

める場合が多いだろう’'1然ながら、上に1ｋつチームが何をｊ;ｌＩＩ）（関述分野での経

験)、熊を知っているか（側述企堆との繋がり、顧客やサプライヤーやり雛パートナ

ーや人材との社会的ネットワーク)、そして対外的な知名度があゐか（これまでの実

績や、過去の不測'11態への対処例）といった．lｉｉｉ報は、注目に値する

ApI〕le､I】lIelなどに投街をした伝脱的ベンチャーキャピタリス1､Arthll1･Ｒｏｃｋは、
｢私は人に対･して投盗するアイディアに川してではない」と述べていあ‘，しかし

Ｗｅｂ２．０的な企兆家を他とⅨ別するものは｛ＩＩＪだろうか？

おそらく、それはスタイルやアプローチだＷｅｂ２．０ビジネスの創業好チームに

とっての「勝利の法ｌＩｌｌは、ネットバブル時代のそれとは大きく災なっているらし

い他荷の愈兇に』1.を傾け、仙々 のｲiIll:交流を似Iり、迅述な以応とイノベーション

を実現するＩ協側的スキル」－これはそのまま、オンラインで紬ぴＮいた火ＡＩ,!‘槻

かつインタラクティブな集団を指揮・触発す為ための、ダイナミックケイパビリテ

ィである－は、初lUIのハイテク企災が蝋微していた衝動的で祥牧のないスタイル

よ'）も、今は優先)1K(位がﾙぃ

財務

とはいえ、’Ⅱ郷liII1iの決定的喫素は、緒l‘,jは（おおむねは）財勝上の梢恨だ。慨

胆は、以ﾄ゙ に砿げあようなＷ(､ｈ２．()将ｲiの維済‘|ﾉliに左ｲiされる1M筋データ、】らilIll，

タイムラインをl地代しなくてはならないことである‘
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ユーザ単位の経済

顧客獲得および収住の膿水的な数値が喰視される点では同じ頴客生涯価値は、

顧客獲得コスト（盤得されたメンバーの政に対して投じられたマーケティング

伽|I）と、ノ剛酋利碓（､1jt均的係ｲ1.1UllHlおよび利澗）からhL｛'Mもゐ

コミュニティの価値

コミュニティの価仙は、Wcl)２.()のプランに遥かにﾉくきなパワーを与える』ユー

ザがコミュニティを形成すﾉ》につれ､多くのベネフイ,ソトが42まれ為からだ’こ

こは、私が戊述とおll1IjI)をすゐとこみ」というコミュニティの蝋弛が、ユー･ﾘ・

をそのサイトにつなぎとめゐとＭ時に、多くの友人を招待する動機となるコ

ラボレーションの力でユーザの典川から完成度の高い成果物が生まれ、それが

新しいユーザを芯きつけるコミュニティユーザの人敬が多ければ､そのコミュ

ニティ内にI|i｣ﾋﾙを航'Xすることも'り．能だCoo関|(PのＡｄＷ(》r〔l爵が代炎的な例で

ある‐また、ユーザI川のさまざまな棚虹交流は、潜在的に独得１１能なi,j加価仙

を龍む．これは３章で必･察した社会的ネットワークの例に顕薪であるといえよ

う

エコシステムの価値

ユーザ､ユーザのコミュニティ、そしてビジネスは､よ()広幾のビジネスやコミュ

ニティの内部に〈j:ｲl具していゐコミュニティ1㎡l上、エコシステム|‘Ｉ士が助け合

うシナジー劫鵬がﾉｋｆれていあだろうか｜M1辿すゐプロジェクトに'1をＩｉｌｌけて

みると、'１．１:伝やlWiIY,、サービス、収怖共ｲ｢､あるいは投衡の1mで助けてくれ為パー

トナーが見つかるかもしれない，

財務↑1V報について、雌後に１つ憶えておくべきポイントがあるそれは、「Ｗ〔､l】

2.0プロジェクトは、少ない投庇でﾉくきな利点を禿抑するプロジェクI､になりうる

という点だ．GoogleはGoogleMapsの開発とリリースに多大なリスクーそれが

既存の〈そして商価な）地同データに依ｲ“ていたからだ－を賭けたが、（Iooglc

Mal〕馬を利用した新たなアイディアや新たなサイトのＷｅｂ２．０プロジェクトが多く
I鯉ﾉﾋし、拡大につながっているビジネスプランで多額の先行投撹を↑｣:なうIIi､'1‘''１

を示し、必要な資本を調達できれば、おそらく投資しただけの価値を発押するだ

が、新しいウェプリド業は絶ﾙ↑に塊大な雑１Vがかかると思い込んで綿手してはいけな

い
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前進しつつ、周囲に目を配る

ここまでの考察から、Ｗｅｂ２．０はビジネスに、柵例的なアプローチの型を打破す

る新たな機会を提供することが明らかになった。個別の事業計画の開発、あるいは

戦略の検肘を行なうにあたっては、次の３つのポイントを忘れずに考噸に入れてお

きたい。

オンラインのネットワーク効果は強力な増殖するパワーである

緊密な雌争における迅速な台弧と勝利、あるいはGooglcやＦａ“bookのような

大下企巣の支配が実現するのは、ネットワーク効果があればこそだ。中小企繋

にとっての機会にもなる。ネットワーク効果が、まずはニッチなターケット層

への到述を助け、次いで急速な成峰をサポートする。

ひと廻りの澗極的な「アップローダー」が、オンラインのクリティカルマスとコミュニテ

ィを創造する

オンラインプラットフォームは、熱意にあふれ偏頼のおける双方向的なユーザ

に到述するための便利な近近だ。令体のｌ～３％のユーザが、社会的ネットワー

クとコミュニティを触発し、巣合的ユーザ価値を一気に生み川し、』12均的噸客

生泌価仙を術数関数的に尚める。Ｗｅｂ2.0では、わずかな数で多くを行なうこ

とがuI能だ。

バイラル的流通と協力作業のアドバンテージが、エコシステムを迅速に梢築する

Ｗｅｂ２．０は、断プロジェクトのユーザがその噸を広めることのできるメカニズ

ムを持っている。既存のコンビタンスを配侭したり、イノベーションを再結合

することもⅡI能だ。ウェブは叩なる怖報流通ネットワークではない《，ノヒ施性の

高いこのバーチャル'１t界で比核的容易に組み'1/:てることのできるビジネスにつ

いて、ユーザが噂を交わすことのできる珊所なのである。

今挙げた３つの喪素を検討しておけば、「会議をぶちこわす鹸強の呪文」１すなわ

ち、「それはWel)１．０なのかＷｅｂ２．０なのか」という発謝でエンドレスの縦倫が始

まり泥沼にはまり込んでしまうことなく、プロジェクトの脚手に意織を典I|'し、ビ

ジネスを進行していけるだろう。すぐそこで待っているネットワーク効果とオーデ

ィエンスにとっては、プロジェクトが１．０か２．０かという分類など、別にどうでも

liiXili：池１１１１「ＤＭ蹄rＵ（2007年９ﾉ1911）に川てくる台&１，』httI〕:"ｗｗｗ､dilhert,comAJ〔Dmi“Alilb⑱rtノ
archiw/(lilb⑱lrl-20070909､hｔｍｌ
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いいはずだ。

本書で整理した原則をプロジェクトに組み込む際は、他社の動向にも注意を払う

必要がある。FacebookやTwitter、あるいはGoogIeのようなＷｅｂ２０企業だけで

はない。典咽的なドットコムパイオニアのＡｍａｚＯｎも、沸聯販売サイトのあらゆ

る場所にＷｅｂ２．０アプローチを統合し、常に新しい可能性を試し続けている。プ

ロジェクトのチームメンバーと－．緒にＡｍａｚ｡nを探求してみれば、自分たちにも

光分に効果の期待できる新アイディアが兄つかるだろう。Ｗｅｂ２．０アイディアの拡

大とあわせて、Ａｍａｚｏｎは斬しい､W境と状況に適応し、断たな機会を刺川してい

る。誰もがＡｍａｚｏｎとIIjlじ機会を下にできるとは限らないが、この領域からイノ

ベーションが大量に誕生していることはⅧ火だし、潜在的パートナーも数多く存在

している。

Ｗｅｂ２．０ビジネスを成功きせるために、本111:が網鮒した特徴すべてを活川する必

要はない点も憶えておいていただきたい、低コストで高い接統性を実現するウェプ

の枇界では、気軽な実験が可能だ。まずは入りｎとなるアプリケーションを構築

し、蝦初のオーデイエンスを獲得して、それから（おそらくはユーザ基醗の助けを

1昨I)て）成災を加速させる方Ｉｉ１ｊ性を組み入れていくことができるだろう。ユーザが

何かに興味をぶすまでは、人々が求めているものを正確に予測できないかもしれな

い。しかしひとたび「それ」を提供することができれば、今度はユーザが宣伝を下

伝い、プロジェクトの価仙に貢献し、次なるビッグなチャンスを見つける手助けを

してくれるだろう。

さあ、新しい枇界を起動しよう。チャンスはわずか．ｌクリック先”であなたを

待っているのだから。



以1,.に準げるのは、各軍の梢報をＭｉ鬼する説明でああ索ごとの駿場順に並んで

いゐが、その4#雄の文i;fだけにⅢ１１Kするものではない

第１章

｢ブロシューマ」と「第三の波」

７１．フラインで「I)ＩＹをする人」と‘『えば、「llIIMﾉ<I:をする人｜のことだ。あ為

とき、私が数えている社会人対象ＭＢＡクラスの'愛iiﾙﾉﾋが、「オンラインのＤＩＹア

ップローダーというのは、Alvin『1,0ｍｅ１．の著沖「ThirdWave11と閲巡があるか‐

と剛Ｍ１した。職略分1ljfにおいてはＷ・（､hallＫｉｍとRCn6eMauborgnc（いずれも

INSEAI)）が、「III11､wlrdBu葛ilWsgR(､view」Ｉ唯（以ドーHBR男）で発災した論文

lVZllUelnnoWlIj()１１:'l1hcStratc背ｉＣＩ』(〕gicofHigh（)''0Ｗしh｣２で、ＭＩＩ祥が111なる財や

サービスの鎧終受価特ではなく、lilli仙辿鎖の欠かせない一部分となると主張した。

この織文は、捕院から映閲館、家ル｣､光店に篭るまで、さまざまなオフラインのｉＩｌｌ

ｌ州･''1心ビジネスにおける1Wrlii縦略について抄察しているＩＫＥＡの例に兄られる

ように、こうした卿札いユーザ綱|iﾘ作荷は醤んで家典の共Iiil制作報こもなI)、自宅

を聯台とする建般雌計にもなる｡そして、カスタマイズやスタイル、Mll時使用可能

性やiW便怖といった、企紫が提供すゐサービスやブランド特徴の1,,L返Ｉ)として、Ｉ‘１

分の尚ｊＫな時Ⅲlと労ﾉJを戊献する

１
２

アルビン・I､フラー「輔蕗')波］（鯉間ボノ&Iｿ(、’1,1竜放送llilIk協倉、】９８()；|､）

チヤン･キムＲ･毛ポルニュ『パリユー・イノペーシ凶ン：迎統的価仙魁傾の'i槌略｣、「ハーバード・ビジネス‘
レビュー」（1997年７jIリリ

注釈



1７６ 旅釈

オンラインＤＩＹと体験経済

Ｂ･JosephPineとJamesGilmoreの共著ITheExperiencelEconomy:WOrkIs
Theater＆EveryBusinessaStagej（HarvardBusinessSchoolPress）３は、社

会およびビジネス市場が、体験や行動、発見、バーソナライズといった稲俺的参加

の『Iijルヘと大きくシフトすることをIilくに予測した１冊である。MaxLenderman

の蕃脊「ExperiencetheMessage:HowExperientialMarketingIsChangingthe
BrnndWorld」（CarmlI＆GrM､）は、マーケティングにおけるこの社会的変化の意

味を考察している。

アップローダー

先見的な文献『OutofControl」（Addison-Wesley）’１と、古典的名著『New

RulesfbrtheNewEconomy」（Penguin）５を神いたKevinKellyは、ウェブが挺

生したのは1995年のNetsCaPeの新規株式公開のときだったと述べている。｢WiredI

錐2005年８月号のウェブ１０周年記念特集に掲載された「ＷｅａｒｅｔｈｅＷｅｂ」と題

する必統の記珊で、KevinKellyは、2005年で「分岐点」－デジタルコンテンッ

がウェブからダウンロードされるよりも、アップロードされるほうが多くなってい

く分かれ１１－に達したと指摘した．アクティブなアップローダー、つまり情報提

供荷、制作者、そしてさまざまな形で貢献するユーザが、ついに受動的なダウンロ

ーダー、つまり備報受領荷、統荷、閲覧者を上回り始めたことを小唆している。

築合的ユーザ価値

イエール大学法学教授YochaiBenklerは、著書「thcWcalthofNetworks:How

SocialProductionTransIbrmsMarketsfmdFreedom」（YaleUniversityPress）

で、無形・存形の金錨的服酬が人々の行助に影郷する「ギフト維済」の社会的およ

び維済的怠味について誉察している。カリフォルニア大学バークレー校の政治科学

教授StevenWeberの研究は、これに極めて近い。Weberは、苫普『TheSuccess

ofOpenSource』（HarvardUniversityPress）６で、オープンソース・コミュニテ

３Ｂ･』・パイン』.Ｈ・ギルモア|｢紐験経済』（閏挙農．/小高尚子批、ダイＪｔ,モンド社、2005年)。

､1ケ，ツィン･ケリー｢i複稚系」を超えてシステムを永久進化きせる９つの法則」（佃同沖－．･他訳、アスキー、

１９”年)．

５ケピン・ケリー「ニューエコノミー肺析の粂件ウイナー・テイク・オール時代のマーケティング10剛」（柄

ｊＩ:幣介,１(、ダイヤモンド社、１”9年),１

６スティープン．，ツェパー「オープンソースの成功政枯‘･族･勝が分析するコミュニティの'11能性』（111形柵ﾉI§／

守IMj桜‘|J(、師Ⅱコミュニケーションズ、2007ｲ11)“
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イの根底にある社会・政治・経済の複雑な柑亙交流について鋤じた。

それとは全く異なる枠組みおよびアプローチを採用したのが、RiCkLevineら

の「TheC1uGTminMani従sto:'1'heEndofBusinessasUsuall（Per8eus）７と、

EricRaymondの「TheCathedml”dtheBnzmr:MusinggonLinuxandOpen

SourcebyanAccidemalRevolutionary」（Ｏ‘Reilly）８である。この２冊I:1体がオ
ンラインのコラボレーションとインタラクティブなフィードバックの産物だ。市場

とは企業によって播邸されたｋｊﾙや「ロ｣、エンドユーザ、あるいは消費考のことで

はなく、人川や個人そのもののことであり、「ﾒｲ」とI‘jl錐で、会鮒し交流するものだ

と主蝦している。そうした行為によって市場は、企業から剛群、あるいは側い手か

ら売り手へ向かう典型的な取引や一方通行のコミュニケーションではなく、繋がり

の数とパワーを徹庇的に集約し１１下糊する。

フリーミアム

「フリーミアム」という奇策は、ベンチャーキャビタリストFredWilsonのブログ

(http:"avc・blogs.c０ｍ/ａｖｃ/2006/03/myJnvoritehu､html）で交わされた会譜から

生まれた．KllthcrineHeiresも、「Business2.0ｊ雌２００６年１１月り･の記１１「Why

ltPayStoGiveAwaytheStore」で、関連した謄題について述べている（http:〃

money､cnncom/magazines/business2/business2archiveﾉ2006ﾉ10ﾉ01/8387115／

index､htm)。

デジタルコンテンツのオンライン公開／オープン共有、信頼性、実盟のコミュニティ

LarryLessigの著書『TheFutureofIdeas:TheFateoftheCommonsina

ConnectedWorldj（Vintagc）９は、ウェブヒのイノベーションの爆発は、それ自

体がアイディアのオープンフォーラムであり、知撤を創川し、考え、組み合わせる

人々のコミュニティでありエコシステムであることから大きな恩恵を受けている点

を指摘している。これが「クリエイティブコモンズ」の背後にある運動の基盤とな

っている。

７リック・レバイン/ドク・サールズ′クリストファー・ロ･ソク／デビソド・ワインバーガー「これまでのビジネス

のやり〃は緯わりだあなたの会社を絶滅恐危にしない妬の法Mﾘ』（倉骨影択､11本粍済新聞社､2001年)．

８エリック・ステイープン・レイモンド「伽蝋とバザールオープンソース・ソフトＬｉ１１ｕｘマニフェスト』（山形満

雌択、光笹社、Ｉ”9年）。

９ローレンス・レッシグ『コモンズ」（山形沿唯訳、期泳社、2002年)ハ



'７８１ｆ剛｛

セマンティック・ウェブとメタデータ

'1,ｉｍＢｃ１･ncrs-Leeは、将普１Ｗ“vi】1ｇｔｈｃＷ【､！〕」（IIarpel．C()llins）ＩＣで、「セマ

ンテインク・ウェブ」を「直感の仙人」（あるいは、嘘団的直感をﾉkみ出すこと）へ

至る近の１つとして綿じている個々 の読淵･が州間側係に虻づき、それをI肥鰍する

ショートカットリンクをﾉlくみ出すことによって、あらゆる問題やアイディアにＩＭＩす

る発想、フィードバック、知識がそれまでよりも過かに大きく多嫌なグループにま

たがって発ﾉｋし、保補されていくからだメタデータはハイバーリンクと'''1じく、

人的に付加されるh州iのショーI､カツ１，であり、インデックスであ1)、コメントで

あって、・lIli1lIのリンクペ'j;'1,微のシナプスを統合し｣WIl1IliしていくノJを排つ

デジタル写真のエコシステムと「FIickrされた」エコシステム

元「IIIlR」編雄付のＮｉＣｋＣｍ．,･はプログ（1,UI〕://www､１°Ｃ,順hい,,)p､com/〕で、Ｉ｢（
線的なIl1Ii仙辿鎖を、川仙(iI雌あゐぃはクリックス|､リームの虹川的な価仙と肥'1史し

ている、'i然准がらこのシステムを虻える亜要な投刈を果たすのがオープンAPIだ‐

これについては後の噺で考察する

Flickr創業者

，JoshQuittnerの．'rIMEj誌の‘把り＃「TheFlickl･Founders」を参照『（h眺I):〃

ｗｗｗ､time‘com/timeﾉ１１，際1zine/31.ti〔Ple/0.9171.1186931.00.html）

相互交流、双方向性（インタラクション）のコンテキスト

JohnMusserの藩iI1：「Ｗｅｂ２．０Ｐｌ･inciplesandBestPractices野（０.Reillv）の７２

ページと、その周辺を参照

企業家のためのビジネスモデル分析

企業家輔神とベンチャーキャビタリズムをテーマとする仏のＭＢＡコースで

は、数冊のテキストを利用していゐが、なかでも強く推煎したいのがＲｉ(FhIu･(l

Hamc１，ｍ(､Ｈｈが執ﾍ11tしたハーハード・ビジネス・スクール（jｿ.ＦＨＢH）の牧l･イ

『ＮｏｔｃｏｎＢｕ制illessMo(l('lAnalv烏ｉｓ＆)ｒ上heMntro1〕1℃11eurjであ論オフラインと

オンラインビジネスモデルの比較と、阿粁が統合したビジネスモデルの分析ﾉﾉ法の

|<）テｆム・パーヅ･一ズ，リー１Ｗ‘|》の削成Ｗｌ】‘l(｜Ｗｉ{I(‘ＷＵｂＩよいかにＬてf障脚Lとゃ里にli1lかうの力Ⅶ（１１冊ｌｌｎｉＷＭ

ｌＪ(、iljI1コミ.&ニケーシヨンズ、２()〔)lfl~）



1７９

jと礎を、的鮒に細りＩしているの(よ'1リテキスl､しかないまた、１Ｍ･をベースとする!ｉ

階対照表の#>:定ではなく、キャッシュフロー|M1線と個々 の顛客の収益性分析に上肌

を慨いた侭れた研究でもある。HZ1mermcshが川いていゐロ､ソクバンドＧｍｔｅＭ

Ｉ地,〔1と7-1,)1GＶ(ｍの例は州附にわかりやすい‘

バーンレートとキャッシュフローのＪ曲線分析

ｌ､;<１１－８が,Jﾐしている辿り、バーンレート（礎木挽却報）とは曲線のド降級であ【)、

涜金流出、つまり企梁家の「かが')火」によってiii位時''11あたりにW蛾される率を

,（している‘仏の淋侭では、キャッシュフロー||||線を「Ｊ１''１線」とllfぶことが多い‘

形状のためだけではなく、著掲なベンチャーキャピタリストSteveJI,WetsO11のＪ

ｌｉｌ１線に関するブログにあやかってのことだベンチャー涜本投資にIMIする彼の優れ

たilMl察は、：IIllR』のＩ倫文「B,，ingingSilic()nVn11(,yII1side」１１で、一・部紹介され

ている<，Iu1･vetso11は、大ｆ企業と拳|髄|輔企雌の柚:ｆＩ崎にlhIけて、ベンチヘ'一キャ

ピタルの戦略的倍I)入れの鋒え方を説明している

Neiflixの財務状況と新規順客独得コスト

ＩIBSのケースメソッド『NetniX､ｃＯｍｊはytl1tな盗ﾈ:|である‐時lHIの維過と災に

個人会員がﾉkむキャッシュブローlIlI線と顧容維持率（迦湘、維持率はlか月、３か

｣｣、半年、１年で尚|･ｳ1:される）を岬:11Ｉするﾉﾉ法を,Jﾐした、ＭＢＡレベルの財務公１１．コ

ースのために,I}かれた教|･ｲ･だからだこの‘iけ>:から、全会ｕ殿またはⅦ群数で鯉約

した割り!キヘ‘ツシュフローを術lIIliし、・ド均的MII群生涯価仙を確認できる本１１ドで'よ、

折現職客独i1トコストか１１枚２０ドルのI)VD3枚十送#:'３ドル-jで、特典利川の公

貝からの収入は２か１１１１になって初めてﾉj額２０ドル入る様f･を,Jくす、単純で111ﾘﾘ｜

を捗噛に入れない‘N･ｳ>:式を,塊IﾘIしたＨＢＳケース紋付では、充分な定;１tデータおよ

び,lijﾙ{１１illlを利用して、「お‘汰しlUIⅢI制度を雁'12-11会ｆｌｉの('1額｜「雌1::｜で岱し川す

DVDを４枚から３枚や２枚に減らす」といった３種瓶から４種類のシナリオに沿

って感度解析を計算・災施している

単一の顧客会員のキャッシュフロー分析

ユーザあたI〕の収彼、、F均的生涯価値、顧客収催性分析、ブランド・エクイティ

(よ、個々の企Ⅱの締済を把捉するための,iI･ilII脈牒であＩ)、オンラインユーザ締済や

１１ケーリー･ハメル「伝織的訓搬にシリコンバレーをつくる｣.「ハーバード･ビジネス,レビューlr2000年５jl¥）



Ｉ８ｏｌ注釈

P&Ｌ財務ﾘＩ難叶画にも１W単に利用できる。ＥｌｉｅＯｆｂｋのＨＢＳティーチングノート

｢CustomerProntabilityandLifもｔｉｍｅValue」と「SUbSCriberModelSjを参照。

オンラインの噸客中心ビジネスにおけるロイヤルテイや顧客維排率の亜喫性につい

ては、FrederickFRoichheldとPhilSchenerの「HBR」詮文「E-Loyalty:Your

SecretWeaI)ｏｎｏｎｔｈｅＷｅｂ」’2で倫じられている。ＧｎｌＲｙＷ､Loveｍａｎによる側総

掲載の冶文「DiamondsintheDataMine」脚では、ハーバード・ビジネススクー

ル教授からカジノホテルチェーンHarrah.sのＣＥＯに蛾身したGaryLovemanが、

個々の顧客の分析を収維性および艇や優位性に活用した手法について、ｉ郷トカある

具体的な例を紹介している。

Ｓ曲線、新技術採用(導入)、キャズム

ＳＩ#I線と技術拡散は、伝染病の伝播に蹴似した道筋で、類似した形で行なわれる。

新技術の採用については、EverettRogersの古典的端粁「Di紙lsionoflnnowltion｣！

(TheFreePress）肌に排しい、RogersはIIil料で初めて、「アーリーアダプター」「メ

インストリーム・ユーザ」「ラガード」という、技術に対して異なる行動や態度を示

す肘があるというぢえ方を彼館した。ＪｏｈｎＴ･GourvilleのＨＢＳノーl、「Noteon

lnnovationDifYilsion:Rogers､FiveFactors」に要旨が適切にまとめられているが、

オリジナルも通統に値する一冊である。

GeofTreyMooreは､ハイテクマーケティングに関するベストセラー著杏｢Crossing

theChasml（HarperBusiness）’昂で､「キャズム」という職略的概念を打ち出した。

技術のアーリーアダプターとメインストリーム･ユーザの利用敵および期待の雄（キ

ャズム）が原因となって、多くの企業が初期のステージでは非常に有望に見られな

がらも、「キヤズムを越え」てメインストリームの市場を構築・維持することに失敗

し、尖砿する《，

この点については３章でさらに淋しく述べている。

企業財務評価の方法鵠

WilliamA､SahlmanのＨＢＳノートＩ~VentureCapitalValuationl〕mblemSet」

1２

13

1.1

15

プレデリックＦ・ライクヘルド／フイル・シェフター「ｅロイヤルテイのマネジメント｣、「ハーバード･ビジネス・

レビュー」（2000年９月号)。

ケイリー･ラプマン「甑客データこそサービスｌｉｌ止のカギ｣、「ハーバード･ビジネス･レビュー』（200:岬７j1号)管

エベレット。ｕジャーズ「イノベーシコンの1IＭｕ（三噸ｲﾘ雌Ｉ<、期泳社、2007f1i)”

ジェフリー・ムーア「キャズム」（川又政抽択、期泳社、2002年)。


