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を参照。また、MichaelMaubollssinがＬ噸関Ｍ拙()１１社アナリストレポートでiJI:い

た「TheEconomicsofCuslomerBusiI1esses」を参照されたい（http：wwwjmcm

compdfTheEconomicsoiCusIomcl･Busincsscs.I)〔lf）

企業家創業者の売却時の純資産

ここでも、WilliamILSahlmanが,'ドいたＨＢＳノートlVentureCapital

VilhlationProblemSetjを参照していただきたい将に、純獅雁の希薄化と新規株

式公I}1１（11,()）IIiliilIiについて述べたセクシ罰ンが'1噸である、（I()(〕gleやＧＩ知ｙのよ

うなﾉ<ｆのインターネット企堆が、Ｙ()u'1'ub(､やSkyI)《'などを11)(）レベルの公開llj

jﾙ仙仙でＦ中に収めているせいで、｜ﾘjらかにベンチャー投盗蝋境における大きな椛

進的愛化が起きている,MicrosoハがＦａ(】eI〕《〕(〕ｋの少散株i畠になり、ｌｊ,acebookの時

111i総額を１５０値ドルにまでふくれあがゐ''｢能‘|'kがﾉ'4じた（Inl(１１や()、〔･ＩＣとI,ﾘｲ'雌

である）点も、その変化を典付けているＳ８１ｈｌｍ曲、の数ｲｲでは、こうした多様な創

業者の実際の純資産額に関する内部11'i報は′Jﾐしてないものの、Wel〕２．０企業に実現

しうる非現突的なほど研械的な買収市jﾙに比べて、ネットバプル時代以降のオンラ

イン企災にとってエグジッ1、（光却）としての斬規株式公|H1は川雛であることを,』:

している､』以下に挙げるＨＢＳノートも、ベンチヘ'一キャピタリス１，が投資先企紫

を評価する方法と、投資のさまざまな段階を経て起こる価値の希薄化について考察

している

IIowVC【ltureCapilalW《)rks(B(》ｂＺｉ〔kPr）

TheProccssof℃oin唐Publi〔:｡'inlhLoUnil<xlSⅧ1“(Ｇ１･egoryMiller）

I【111.0dlktiontoVaIualionM1111il)ｌｅｓ(R()I)in（;I･(‘(２１】ｗ()(》ｄａｎｄＬ１Ｉ(･yWhilG）

八M(､1h《)〔1ｋ》１．V〔11ui】１９１１噸11-Ri筒k,L()､ー'r(､1.111111Ｖ(､slmcnls

ThcVentureCal)ｉｍＩＭ(‘111〔〕(l(WilliillllA‘Ｓ【lhlmull6111(１１)illli〔､ＩＲ.Ｓ心he1.1is）

ThcBasicVenlurcCapi[alF《)1･I11uln（Willii1111A．Ｓ曲ｈｌｍａｎａｎｄＲ・MalIhcw

Wi1lis）

Ii,un(linRNcwVclliu】･('s：ＹＩｌ１ｕ副1i〔)1】，Fil】別１１〔･iI1HIll】〔Ｉ（､【Ipi畑li涯IIi(》ｌｌＴａｂｌ“

(Michael」.Ｒ()berlS）

般後の１本は私自身は使ﾉＭしなかったが、ツミ際の株1鋤分一覧を提'パした内容と

Ⅲわれるため、１．１分で‘I付>:する荊川を肯くことができゐだろう
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Ｗｅｂ1.0への投賀要件とＷｅｂ2.0への投賢要件の比較

一部のベンチャー資本捌述の脊鼠に関しては、McNeillStancillの「HBR」記

１１「HowMuchMoneyDocsYourNewVentureNeed?」を参照されたい。また、

｢Business２.()」必２００５年１１１１１Ⅱり･のJohnHeilumnnnの肥リト「Retoolin闇
theEntropreneur」（http:"money・cnn,com/magazmes/business2/business2

archive/2005/11/01/8362816/index・htm）には、Excite（Ｗｅｂ１．０）とJotSpot
(Ｗｅｂ2.0)の共1$１刺難行であるJoeKrausへの興味深い取材内容が掲戦されている。

第２章

負のネットワーク効果と交通渋滞

Wikipedinの「networke鮭ct」の爪ロに緋かれている通り、特定のポイントを超

えると、ネットワークは波湘、つまり飽利状態にな')、将来的な取り込みを剛祥す

る。渋滞になるのは仙川過多のせいだ。１〔の例のほかにも、巡活ネットワークの例

にも当てはめることができる。利用打数が飽和点をドIuIっているうちは、ユーザが

１人jWえるたびに他のⅦ群への価価もそのつど高まる。しかし、ある時点で、新た

なユーザ１人（ユーザ散をｎ人と考えれば、、＋１人Ⅱ）の追加によって既存シス

テムのキャパシティを超えてしまう。それ以降は、ユーザが１人地えるごとに、他

のユーザによって獲得きれてきた価値が減少する。実際問題として、弁新規ユーザ

がシステム全体の負荷を１Ｎし、芯iWiをiINil1にさせ、かけられなくさせる。Ⅶ群サポ

ートの悪化にもつながる“辿加リソースが提供されない限I)、、＋１人ilのユーザ

はネットワーク価値の低下をもたらすのである。

飽和点と全体的な市嶋規模

オンラインのＷｅｂ２．０の世界では、ユーザ散と利jillitの急成災および拡扱性（ス

ケーラビリテイ）の１２限は俺めて商い。飽和点が全体的な市腸規桃よりも大きくな

る可能性があるからだ。Skypeは、ユーザプールに負細を分担させ、各ユーザにシ

ステムヘトラフイックキャパシテイとルータ管理を両献きせることを可能にした、

ビア・ツー・ピアノ(リネッI､ワークの一例だ。行最1W柵としては、ＨＢＳケース牧材

『Skype,Inc』を参照。

ネットワーク効果とネットワーク外部性

維済学において「外部性」とは、４f定の維済取引の．nではない何粁かにおよぷ
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影卿（正の影卿、負の影智）のことである。「共有地の悲劇」や受動喫煙は「負の外

部性」の例だ。「正の外部性」の例には教育や技術伝播などが挙げられる。経済的文

献でのネットワーク効果とネットワーク外部性の主な述いは、追加ユーザが別のネ

ットワークユーザにもたらす価仙または影騨が吸収され内部化するかどうか、とい

う点である。また、ネットワーク効果の価値がいかに内面化するか、雑済的側而か

ら注1.Ｉする必要がある。価値の内部化、あるいは増幅したネットワーク価値の配布

がプライベートに行なわれるか（ネットワークプラットフォームの提供肴側の価値

となるか)、それともパブリックか（ネットワークユーザが価伏を利〃lできるか)、

個人か（個々のユーザによって価値が配布または貨幣化されるか)、染団か（具体的

なコミュニティなど、何らかの巣合体の中で積極的に価値が配布されるか)、区別し

なくてはならない。

外部性の内部化と知職経済

これこそ、強いネットワーク効果と以方ｌｉｌｌ性を持つＷｅｂ２．０がグローバルな知識

経済を加速させる理111であり、教育や、ナノテクノロジ－やバイオテクノロジーの

ようなこれまで以上にｳM広い学際的部１１１にまたがる科学的領域など、爽股ベースの

分野に必嬰とされるオンラインコミュニティを刺激しうる理山である。Dominique

Forayの包柵的な文飲「TheEconomicsofKnowledge」（TheMITPress）や、ノ

ーベル経済学徴の受枇粁で「'1,ｈｅＦｉｒｍ,ＴｈｅMarket,andtheLawj（Universityof

ChicagoI〕rcss）１６の粁朽RonnldCoaseも、協勘作業のコストー特に企剰川の取

りlコストーが蝿減されれば、知撤伝播、fIIi報外部性、消費者余刺の大規模な価仙

盤押が可能だと予兄している。

ネットワーク価値の創造

ljthel･netの発明折RobertMetcalfbは、「ネットワーク効果」という司紫を使っ

て、Ethemetカード噸容の一定のクリティカルマス達成がネットワークの価値創出

に必嬰である行を主吸した．ｎ個のノード、つまりユーザのコストはネットワーク

カード／ユニットの没Wl政に比例するが、ネットワークの価航はほぼ冊述いなく、加

個のノードのネットワークにおいて実現しうる１対１のリンクの数に比例する。す

なわち、、×（、－１）だが、ほぼ「ｎの二乗」と考えられる。「ネットワーク価仙

は１１１に追加的にjＮえるのではなく、物理的な財市場における付加価仙プロセスを辿

１６ロブ･ルド・'1．コース「企藁・IIj鴫・法｣（営沢健一嵯加万丈後藤晃訳、東群粍済新聞社、１”2年)ｰ
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じて噌えるのでもなく、二乗で桁散間敗的に期える」という発想は、この計算に基

づいている。つまり、ネットワークカードのコストが１ドル、行ネットワークリン

クの価価が１ドルであるとすれば、メンバー政が１０人のネットワークは、１ドル払

って参加した各ネットワークメンバーにとって１００ドルの価仙を持つ。１００人のネ

ットワークは、各メンバーにとって１０００ドルの価値を持つ。

BillGross(Gdlb／Overture創立者）の発曾引用について

GoTo／Overtureの↑flitと、その革新的､l此粉であるBillGroSSの発河について

は、JohnBattelleの素晴らしく包括的な箸ilドｉＴｈｅＳ“rCh」’7で詳しくまとめら

れている。本書の第２章では、ＧｏＴｏと、ネットワーク効果および２面的市場の柵

想を持ったGoogleとの餓合の過程を改めて!論じた。毛方でBillGrossは、自らの

検索連動広告戦略を「アービトラージ（敗定取りl)」戦略と我現している。２種類以

上の市場間の価格差を活用し、市場価格または通貨の差から利益を得る手法のこと

だ。理論的詳細は省くが、新規検索ユーザ狸紳に５セントを投じつつ、そのユーザ

のクリック課金（PPC）広併利川で膜件１１に１セント程度の料金を課すことが、な

ぜ検索エンジンにとって価仙があるか、その理由を,(す２つの異なる説明モデルで

ある。

パフォーマンスベース(成果報酬）型オンライン広告、クリック誤金型キーワード広告、

クリック課金(PPC）

クリック課金制を利用したパフォーマンスベースのオンライン広告を使う広告主

は、閲覧音の行動を変化きせる（受動的な広iii閲覧ではなく、能動的にクリックさ

せる）効果を把捉し、そのiil･川111能なクリックスルーに雌づいて支払いをすること

ができる。当初のインターネット広告といえばほとんどがバナー広告で、「CPM」

と呼ばれるオフライン広告のメディア支払い手法に沿って牒金されていた。ＣＰＭと

は、インプレッションや閲覧数、あるいは到述した「Ｈ玉の数」に基づいて支払い

または裸金するシステムである．しかし、ＨＢＳノート「HowMediaChoicesAre

ChangingOnlineAdvertising」の著荷（StephenBrndleyとNancyBartlett）は、

1996年４月にYahoo1がオンライン腹告をＣＰＭからＰＰＣ（クリックスルー）に切

り替えた理由を、強力な広告_腿であるPrOcter＆Ｇａｍｂｌｅの求めがあったからだと

ｌ７ジョン・バッテル『ザ・サーチグーグルが枇界を災えた」（‘1,行11叫批、１１粍ＢＰ祉、2005年)。
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述べている。２００４年の時点では、オンライン広告の４１％がパフォーマンスベース

になっていた。

従来1Mのオフラインメディア広告の世界に馴染みのない統肴には、背景知倣を知

る資料として、HaroldVogelの「EntertainmentIndustryEconomics:AGUide

fbrFimmcialAnalysis」（CambridgeUmiversityPrcss）’８，広告繋界の仲人

DavidOgilvyの「OgilvyonAdvertisingj（Vintage）’９および「Confbssionsof

anAdvertisingMan」（SouthbankPublishing）２０をお伽めしたい。オンライン広

告初)Ulのリッチメディアのトレンドについて知りたい説肴は、２００３年のＨＢＳケー

ス教材『Eyeblaster:EnablingtheNextGenerationo｢OnlineAdvertisingj（Elie

Ofbk）を一読されたい。

検索迎勤広告、オーガニック検索、ＳＥＯ(検索エンジン最適化）

GooglesのAdWordsや、Yahoo1のSearchMarketing（元ＧｏＴｏ／Overture）

における検索連動広告またはクリック課金（PPC）広告は、「スポンサーリンク」

｢スポンサーサイト」などと示きれた領域に小さなテキスト腹告が炎ﾉされるｲl:組み

である。しかし、第２単で説明している通り、トップに炎,(される広告のクリック

あたりの平均料金は、腹告主の「支払い怠欲」の滞典に応じて上外し統ける－と

きには年に１５％以上あがることもあり、広告支出やオンラインマーケティングキャ

ンペーンのROI推定を困難にしている。オーガニック検索（1M%通の検索）結果のト

ップにウェプサイトが災示されるように試みるＳＥｏプロセスは、より腿期的で、面

接性には過かに欠ける。

ROI計測指樋とウェブ解析

オンライン膜箇のパフォーマンスに応じた支払いや、クリック探金（PPC）式の

キーワード広告は、マーケティング解析、剛客行肋のトラッキング、データマイニ

ングのための即時かつリアルタイムで定量的なクリックストリームデータという、

令<新しい１１t界を拓いた。個人、中小企業、大手企業にかかわらず、広借主は広告

の投脅'''1収串（ROI）をドル単位、セント１１位で、分ごとに、時川ごとに、あるい

は，Ｈごとにモニタリングできるほか、キーワード（検索川柵）をＩ:犬したり、組

１８ハロルド．Ｌ・ヴォーケル『エンターテイメント・ビジネスその構適と締済』（IAI秘鯛Iﾘ(、リッI､－ミュージッ

ク、Ｉ”3年)。

１９デピッド・オグルピーI．｢蝿るｌ広('｝』（松岡茂雄択、蕊文･欣斬光祉、1985年)‘，

２０デイヴイツド・オグルヴｆ「ある咳告人の告F1」（''１内あゆ子、海とjl+I;、２()06ｲドﾙ
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み合わせたり、価格投定を変えたり、ページのボジショニングを変えるなど継続的

な実験が可能である。

GoogleのAdWordsのようなサービスで提供されるウェプ解析とオンラインマー

ケティングツールは、テクノロジーに強いマーケッターの期待にも唯えるパワーと

WjI災を伽えているし、たとえ小規模の広告-kでも、極めて費用効果の高いオンライ

ン広告支出のターゲティングが可能になる。

この点については、「HBR」の酋文「CompetingonAnalytics」２１と、Ｔｈｏｍａｓ

l〕avenportとＪ“nnuHnrrisの粁杏「CompetingonAnalytics:TheNewScicnce

ofWiIming」（HarvardBusinessSchoolPress）堂を参照されたい。本来はオフラ

インの定吐分析について昔かれた文献だが、リアルタイムのデータがインサイトを

与え、ビジネス環境や市場における不測もしくは隠れた変化を早期に警告し、過去

の成功したビジネス手法のｲ『効性を検証することが理解できる。

アメリカおよび世界の広告支出(特にオンライン広告業界の分析と定量モデルについて）

投資銀行ThomasWeiselPartnersのアナリストChristaSoberQuarlesがい

た２００６年９ﾉlの『InvestmentAnalystReportonlnternetServices」と、四半１Ｗ

ごとのアップデート版を参照。

クリティカルマス、「1％のユーザ(ワン・パーセンター)｣、アップローダー

輔３京の巻,k旅「偶発的影響」と、「Bass伝拙''１１線」を参照《》

互換性のある、補完的な財やサービス

規格jI:換性がある補充的な財やサービスからは、エコシステムと間接的なネット

ワーク効果が生じる。イi名な文献は、MiChaelKatZおよびCnrIShnpiroIlhj敬授が

MicrOsonをめぐる敗判で維済学見地から,l§した諭文だ。これは、２人が間接的・

補完的なネットワーク効果について述べた過去の論文に熊づいている。「Network

extemalities,Competition,ａｎｄCompatibility」と「SystemsCompetitionand

NetworkE1YbCt8」を参照されたい。経済学的分析は、のちにRiChardJ､Gilbert

とMichaelL,Ｋａｔｚが「JoumalofEconomicPerspectives』態に寄せた冷文「An

Economist・sGuidetoU.S､ｖ・Microsoft」にまとめられている。

２１トーマス・Ⅱ・ダベンポート「分冊ﾉJで髄和する企剰、

型１，－マス・II・ダベンポーI､「分材ﾉjを武藤とする企乗

締BIDIL，２００８(W）

|ハーバード・ビジネス・レビュ.－」（2006年1Ｉ1聯

強さを支える折しい戦略の化学」（Ｈﾉﾄ草r･批、１１

Ｉ
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n面的市喝とエコシステム

Marcolansiti教授およびRoyLevienの共著による「TheKeystoneAdvantage：

WhattheNewDymlmicsofBusinessEcosystcmsMeanibrStrategy,Innovation，

andSustninability』（HarvardBusincssSchooll〕ress）郷は、ビジネス・エコシス
テムの見地から、、的IIjjﾙについて捗寮している。また、キーストーン、ハブ、プ

ラットフォームプロバイダ、あるいは結合する複数のビジネスの編成者となること

で得られる戦略的優位性について鵬勘し、Visa，AmericanExpress，Microsoftや、

研究文献の有名な例などを挙げている。

n面的市喝とオンラインネットワーク

nlomasEisenmann牧授らによる「HBR」掲戦の論文「StrategiesfbrTwo-

SidedMarkets」24を参照。碓莱経済竿的アプローチからの概観を提,（している。

Google，Craigslist、ｅＢａｙや、ＩＢＭとＳｕｎとＨＰが支持するLinuxのようなオー

プンシステムハードウェアプラットフオームなどの例を挙げ、ｎ向的市場とオンラ

インおよびオフラインネットワークとの結び付きを強潤している。

n面的市増と、無料顧客の価値

ハーバード・ビジネススクールのマーケティング学教授SunilGuptaが執兼

し、ウェブヒで懸想を求めている研究成果慨ｉ１播「Whatisthewllueofa、fiFee、

customer?」（http:"www・hbs・edu/rcsemlrch/pdWO7-035,pdf）は、２而的Iii恥とオ

ンラインの無料サービスのつながりについて巷察している。この報告杵について

Gupta自身が説Iﾘlしているインタビュー腿11fはhttp:"hbswk､hbs・edu/item､5595．

htmlにて閲覧可能。また、NickCarrのブログ（http:"ｗｗｗ・roughtype・com/）で

も、興味深い愈見が提,j《されている。爽祉的分析はオフラインの雌光珊のデータで

鵬開されているが、、而的iIiMIIを皿じた収俄性のあるオンライン取引モデルとして

eBayやMonsterの例が漆げられている．

人工的世界と２面的ネットワーク

EdwardCastronovaの「SyntheticWorld8:TheBusinessandCultureof

OnlineGamesj（UnivcrsityofChicagoPress）は、「WorldofWarcran」のよう

２３マルコ･イァンシテイロイ･レピーン『キース1,-ン職略イノベーションを排統させるビジネス･エコシステムｌ

（杉本端Ｊｋ雌liN，期榊t，鋤07年)〈，

２４トーマス.γイゼンマン｢ツー･サイド･プワットフ＃－ム戦略|､｢ハーバード･ビジネス･レビュー｣(2007f１１６月¥)。
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なゲームiIt界のアクティブなデジタル・マクロ維済学について考察している。デジ

タル1M:界の経済学的システムは基本的には「アーピトラージ（裁定取引)」による

もので、労働と財の製造、価格設定、経済的成長との連携という面で、現実世界の

システムと異なっている。加えて、実用性や選好性、オンラインケームプレイヤー

の雑済活助は、平均的な現実11t界の洲闘将とは多くの1mではつきl)と区別される。

これは、LimdenLabが制作・巡営し、ユーザが生成している３Ｄバーチャル世界

｢SecomdLi脆」のマクロ経済学にも当てはまると見られる（http:"secondlMb・com／
whntis/)｡

「SccondLiIb」については、PaulＣａｒｒとGrahamPondの『TheUnomcial

Tourists･GuidetoSecondLi舵」（St・Martin'ｓPress）錫や、JulianDibbellの

｢PlayMoney:or・HowlQuitMyDayJobandMadeMillionsTradingVirtual

Loot」（BasiCBooks）をはじめとして、多くの妃耶やガイドブックが出版されてい

るが、拠念ながら「WorldofWarCrah」と同様の包括的な経済的概観および分析を

示す文献は兄つからなかった。しかし、アービトラージとは、一時的な不均衡によ

る価格錐で利潤をⅡ}すチャンスであることが多い。本詳のマイクロ経済的考察は２

１m的IIjjルとクロスネットワーク効果に雌点を価いており、そこには安定したバーフ

ェクトな価格錐が〃ｲ！§するとI搬している。あるグループがオンラインの財やサー

ビスを無料で仙いたいと欲し、」Eのネットワーク効果に貞献する。別のグループは、

肋的な価格投定、高い投資同収率、またはクロスネットワークと間接的なネットワ

ークなどをHI1II1に、商い仙段を批定して支払いまたは後援をしたいと欲する。

収益逓増

スタンフォード大学教授で、サンタフェ研究所の非常勤教授であるBrianArthur

は、「収益皿経済学」のﾉkみの親である。MicrosoftによるIntuito間収防I上につな

がった影卿力の強い公式洲'満の一・部に彼の研究が含まれており、下位の技術的規

格であまりにも急速に噸客を閉い込むことによって収益逓増が新興市場のイノベー

ションを11鱗しうる、と上扱した。

需要側の規模の経済

Mauboussinの投資レポートを探すきっかけとなったのは、NassimTalebの著書

『FooiedbyRandomness:TheHiddenRoleofChanceinLilbandintheMarkets」

２５ボール･カーグラハム･ボンド｢セルドライフ非公火まるわかＩ)ガイド」（山岡万里”《､陸!Ⅲ書店､2007ｲド)二

’
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(RandomHouse）鈍で、Mauboussinに対する注ｐすべき意見と考察が紹介されて

いたことだった。第２章で水した支払い怠欲に関するグラフは、Mauboussinのレ

ポート（http:"www・ｌｍｃｍ,comﾉseamh/dGmult､aspx?qt=exhibit）にヒントを受けて

制作されているが、本番ではオンラインネットワークのり喋例に適用するため修爪

した。

べき法則

ウェプをはじめとしてあらゆる』ﾙ所で見られる「べき法則」については、Albert-

LIiszl6Barabiisiの蒋普ILinked:HowEvurythingIsCoImectedtoEverything

ElseandWhatltMeans」（Plume）”が脱Iﾘjするとともに、物理学から社会科学、

生物学、そして'1常生活に至るまで、多槻な釧城でのネットワークのはたらきにつ

いて帆広<驚異的な苓察を展開している。「べき法MIl」は、.､併辿の”分布というも

のに対する統計学および我々の一般的な懸批が、術数|Ｍ１散的な曲線と強いネットワ

ーク効果という点で実は我々自身を誤解に招くことが多い事実を示している。

ロングテール

ChrisAndersonの著書「TheLongTail:WhytheFutureofBusinesslsSelling

LessofMore」（Hyperion）勢は、峨楽、ラジオ、小光、オンラインビジネスに至る

まで、あらゆる種類の産粟のビジネスにとって「べき法則」が持つ意味を詳細に考

察している。優れた例の盛り込まれた必統のiI}。

ＡｄＲａｎｋ

クリックスルーで計測される広告人気を根拠として、検索結果ページでの表示順

を決める仕組み◇JohnBattelleの「TheSeIlrchjで検柾され、その後も多数のプ

ロガーが考察している。

群衆の知(群衆の叡智、集合知）

JamesSurowieckiのベストセラー「ThcWisdomofCrowds」（Anchor）卸の

２６ナシーム･ニコラス･タレプ「まぐれ投資家'よなぜ.連を火力と勘迎いするの”（望ｊＩ衛訳､ダイヤモンド社、

2008年)谷

２７アルバート･ﾗスﾛ･パラバシ「斬ネットワーク肌考Ｍｔ界のしくみを蝋み明く』（荷木薦訳､NIIＫ出版､2002年１

２８クリス･アンダーソン「ロングテール「光れない商刑を宝の111に唖える断哩略』（篠樺ゆl)こ俄、早川喬脇、

2006年)。

２９ジェームズ・スロウィプキー｢｢みんなの愈兇」は莱外』I:いり（小高i尚子H(、曲川書店．2006年)。



19.｜油択

題名。Googleの検索アルゴリズムは、ユーザがウェブ上で行なうクリックや選択

－彼らが何を追いかけ、どのサイトを閲覧し、自分のサイトでどんなリンクや言

葉を使っているか－を追跡し、その情報を使って、人気や横威、時事性、煎要性

(GoogleやYahoo1など検索エンジンの結果炎示に使われる蛙瀧仙）に対する群衆

(クラウド）の典合的判断、すなわち「知、畝荊'」の雌新版の動的なiil･算と加砿巣約

を作I)川す。つまり、ある怠味でGoogleが「群衆の知」のデータマイニングを行な

い、アルゴリズムを通じてそれを連用し、新たに集約した知をターケットの絞った

キーワード広誇として広皆主に光り戻しているのだ。

’1,ｉｍＯ・Rcillyの有ｷﾉiな‘箇文1.ＷｈａｔｌＳＷｅｂ２,０?」は、これがFlickrの巣合的ユー

ザ価仙に見られるウェブユーザやアップローダーの積極的参加を推奨するだけの問

題ではなく、ユーザがウェプのハイパーリンクをそぞろ歩くにつれて残す「知」の

｢くず」を収典する作菜に近いことを統肴に想起させる。ＯｍＭａｌｉｋのブログ(http:〃
gigaomcom/2005/10/27/crowds-wisdom-who-owns-it/）で始まった素哨らしい

縦論からは、「群巣の知を誰が所有するか？」という意見の分かれる問いが生じた。

あるいは、収益モデルに側述付けて同じ問いを提示するのであれば、「群衆の知の価

仙と尚幣化を雄が確保するか？」とi二iい換えることができる。

Googleは|Ⅲ迎いなくそのベネフィットを確保し、方IiIl性を変えて、初めてオンラ

インに広併を川柵する広告主や人気の高いプロガーらが椛成するエコシステムヘと

lIj配布している。

ブログで小過い稼ぎ

「ブログで小遇い橡ぎ」というのは、ＩBusiness2.0」誌2006年９月１日号に褐

'１ifされた人Hをひく巻Ⅷ妃１１「BloggingfbrDollars」のタイトルである。記事を執

錐したPuulSlonnとPaulKaihlaは、股も人気が高く広く腕まれているブログを何

件か例に準げ、そのプログの広告収益に関するデータを提小するとともに、Google
のAdSenseがブロガーとのエコシステムで分割している推定収益額と、Federated

Mediaなど他のブログネットワークの例を比較した。

AdSenseとブログ

AdSenseは、Googleが連用している広告プラットフォーム。プログサイトに広

皆を配佃し、クリックスルーで発生する広告収益の一部をそのプログの書き手に分

配するという11:組み。RobertScobleとShellsraeIの粁杏iNakedConvursations：

HowBlogsareChangingtheWayBusinessesTalkwithCustomersj（Wiley）３０

’
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は、ブログの１１t界（ブロゴスフィア）の.世味をj1M鮒するにあたって必読－特に、

元Microsoft社員兼プロガーとしてのScobleの視点は砿要一の１冊である‐また、

Googleの「juice」というコンセプトを税Iﾘ'し、以ﾉﾉ向性、満額度なリンク、ＲＳＳ
が炎,jﾐｌＩＩＩ峨にいえる形郷について解脱している

競合、競争

′I1homasEiscnmannによゐＩＩＢＲのノート「八Ｎ()m0nRacingtoAcqui1．ｃ
(',lstOmel､ｓｊが、このテーマの’'11Ｗを助け駒催れた密･'<:|となる.』

｢勝者総取り」の｢不安定」な市場の図

この収1については、CarlSlMlpil，()とHnlVa】･i8ll1によるデジタル維済学とデジタ

ルビジネスにIMIすゐ,If典的竹門:「lnn)rml11io】1Ｒｕles’（IIi11､wl】･〔lBusincssSch()Ｏ１

Ｐ１･ＰＳＳ）＄'をぜひ参照されたい｛ｌＩｉ１１Ｖａ１､iIlnは、塊化()()Ogleのチーフ・エコノミス

トを務めている)‐

ＶＨＳ対Ｂｅｔａ

ビデオレコーダー市蛎は、ハイテクilW1i汁家地メーカーと標準規格をめぐる鏡合

の例として非常によく知られている雑果については複政の説明が可能だ書ＶＨＳ

は,ｊＶＣが固めた標堆規倍であり、ＪＶＣは松下、（ＩＥ，PhilIil〕R，Thomsonといった

'&界的な企業をMMM汁として、ライセンス契約、ノk雌、流jmを兇込んでいた一ノノ

BetnはＳｏｎｙの規格で、ＳｏｎｙはIAI卜|:技術の独I1rWii維排を選び、他社にライセンス

供与は行なわなかった。WintOl（MiCl･ＯＢＯ(､tWin〔lowｓ＋Intelマイクロプロセッサ）

を膳,脱したIBMの1〕Ｃと、統合7MのＡｌ)l)k,MI1cillt()sllllllの対､Zと比較することも

できあが、liiI述の「lnR)】･ｍｌｌｌ‘i()ｎＲｕｌ“：では、５()〔'〔)のiIi憐な分'0k,'１j:にｲ１‘fIlし、「ｲ《

宏定｜なIlijルをﾉﾋむ強いネツ｜､ワーク効鵬のｲＭ:について,愉じている

ＡＯＬ－ＧｏｏｇＩｅの一件

２()０５ｲ|畠の(1oOglc、Ａ(ル、Ｍｉ(11.()s､ハをめぐる｜イ<安定」なlljjﾙの例は、rrhomaF

EisenmRmll数授によるＨＢＳケース数N『(i()0宵Ｉｅｌ】1C､１を参考にしている，２００８

:Ｉ０ｐパート・スコブルシェイ・イスラエル『プ1Jグスフイブ７.メリカ企柴を狸えた100人のプロガーたちＩ（柄

仲嚇介諜．１１篭ＢＰ州．２０()6年１

３１カール・シャビロハル‘Ｒ・バリアンネノトワーク紙滴り)f細り7.1．』､JW岬蕪からピッI､）{1潅莱へ…

変鞭期をﾉ1巻抜く72の指針」｛Ｆ判+′i：瀧‘ド騨一沢、１１)Ｇゴミ翼ニケーションズ、１９９９年〕



Ｉ９ｚｌ注釈

年のGoogle、Yahoo1、MicrosoItの岡収をめぐる攻防にも、明らかな類似点がある。

Googleに関する他のビジネススクールのケース教材も存在しているが、前述の１冊

はネットワーク化された「勝行総取り」市珊の競合に注意を向けているという点で、

必統である（Eisenmmm教授は、ほかにもこれらのテーマについて解脱する敬材を

執筆した)。『GooglcInc.」は、当時のアナリストはGoogleがＡＯＬとの契約で１値

ドルの過払いをしたと考えた理由について、前後関係を踏まえた詳細と定量的なＷｉ

報を提示している。

｢不安定」な市鳩

Googleのケーススタディデータと、ChristaSoberQuarlesの『Investment

AnalystReportonlnternetServiCesj-2005年の検索エンジン行社の巾珊占

有率をまとめたレポートーは、「不安定」な市場の例としてのＡＯＬ契約につい

て、他とは大きく異なるtijl点を与えてくれた。２００５年の検索市場シェアを見ると、

GOOgleが非常に脆弱なポジションにあったことがわかる。Googleは明らかに「不

安定」な市場のバトルゾーンに位脱しており、ＡＯＬが浮動票の役荊を果たした。

｢不安定」な市嶋のバトルゾーン

ChristaSoberQuarlesのレポートと、検索市場で競合する各社の検索収銑モデル

に閲する彼女の詳細など察は、「検索11j場のような、不安定かつ高庇にネットワーク

化された２m的IliMIIにおいてはっきりと過半散を押さえる支配的リーダーになれば、

ＭＳＮやAskJeevesなど“その他大勢,，の検索エンジンと比べて、検索クエリあた

りの平均収錐が２倍になりうる」という私の仮説を裏付けるものだった。これを埜

盤として、「不安定」なI1ijﾙでの796のシェア喪失がGoogleにとって持つ財政的意

味について、２軍で提,ｆしている111純化した分析を発鵬させた。

Ｗｅｂ２．０の成長への道と、「フリーミアム」戦略

「フリーミアムー｜という前蕊を仏が初めて目にしたのは１年以MiI、「Business

2.0」の記耶だったが、ベンチャーキャピタリストであるＦｒｅｄWilsonが雌初にこの

用淵を用いたということは雌近になって知った。オリジナルの文章では、フリーミ

アム戦略は次のように表現されている。

「広告支援あり、または広牌支援なしでサービスを無料で提供し、くちコミや耐及

やオーガニック検索マーケティングなどを通じて、極めて効串よく多くのMn群を猫

得する。その上で顧客韮盤を対象にｲj料･の付加価航サービスや、サービスの強化版
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を提供すること」

しかし、これをＷｅｂ２．０なしで試すことはできない。少ない資本投資、集合的ユ

ーザ価値、ネットワーク効果、ｎ面的市場、ロングテールの広告貨幣化といった特

徴があればこそ、この緬のフリーミアム戦略は提功する｡

第３章

電子的コミュニケーションとコミュニティ

「Ni子的コミュニケーション」や「Ni子的インタラクション」という斐現は、バー

チャルコミュニティやサイバースペース・アイデンティテイ、科学または牧育に利

用されるオンラインコミュニケーションなど、３章では触れなかった幅広く内容の

濃い活動を,j§している。理解にあたっては、以下に挙げる文献すべての通読を推奨

したい。まず、HowardRheingold（｢インターネットの脳柳の市民」として知られ

る）の1980年代後半の将作ITheVirtualCommunity」（TheMITPress）３２と、

９０年代のWirtunlRealityj（Simon＆Schuster）郷、そして２０００年代に入って

からの「SmurtMobsj（BasicBooks）洲。Sherry'1'urkleは、ISucondSelfI（The

MITPress）鰯と「LMbontheScreem』（Simon＆Schuster）柵で、サイバースベ

ースにおけるNmf的な梢神やペルソナについて鯵察した．ほかにも、教育および科

学分野のコラボレーションとコミュニケーションを分析する多散の学術的論文が発

表されている。EtienneWengerの蕃脊「CUltivatingCommunitiesofPracti“」

(HarvardBusincssSchoolPress）前は、オフラインの例を掲叔したナレッジマネ

ジメント分野の傑作と考えられている。

局地的ネットワーク効果、社会的ネットワーク効果

第３鞭は、ウェブに接統した人々が枇成する、巣M1的．Ｎ:会的な影騨の広がるネ

ットワーク柵造に北眼を髄いている。このネットワーク柵造、すなわち「リンケー

３２ハワード・ラインゴールド「バーチャル・コミュニティコンピューター・オ､‘j'卜，ノークが創る新しい社会Ｉ（食

ｉｌ猟択．‐;IⅡllW4灸、１”5(ド)，

３３ハワード・ラインゴールド「バーチヘ･ル・リアリテイ幻想と現世の境HAがil1える１１」（沢、I”《、、ノフトバ

ンククリエイティゾ、1992年)，

３４ハワード･ラインゴールド「スマートモプズー群がる･モバイル峡の挑職」（会津泉訳､ＮＴＴ出版､2003年Ｌ

３５シェリー・タークル「インテイメイト・マシンコンピュータIこ心はあるか」（測削巌既、識談祉、1981年)‘

３６シェリル･タークル｢擬統された心インターネット時代のアイデンテイナf」（11線職逝,１(､早川涛脇､1998年)Ｌ１

源エティエンヌ・ウ.及ンガーリ･侭･一ド・マクダーモソト「コミュニナｆ・オブ・プラクティスナレッジ祉倉の

所たな知織形態の拠卿（野村蛎彦監修／野中郁次郎解況.幅仲袖『．,ﾘ(、期泳社．２()02年)。



Ⅱ９４１注釈

ジ（繋がり）パターン」が、Aj地的ネットワーク効果の発ﾉt鵬砿となる。Malcolm

Gladwellは、有名な粁普『TheTippingPoint」（BackBayBooks）:蛸で、日常生

活や歴史上の例を数多く繋げて、少数の個人が「クリテイカルマス｣、すなわち指数

Ⅲ数的に火規模なネットワーク効果をリ|き起こすティッビングポイントを柵成する

ことを脱Iﾘlしている。「HBR」の倫文「TippingPointLeadcrship」（Ｗ・ＫｉｍＣｈａｎ

／ReneeMauborgme）:ｉ９では、よりビジネス的見地からの例がまとめられている。

社会的ネットワーク効果、Ｓ曲線、創発、複雑系システム

ウイルス、伝染荊、繰林火災が驚異的なスピードで拡大することは、推でもよ

く知っている‘しかし、それを指数関数的な成娃パターンで与えたり、Ｓ曲線で理

解したりする作蕪には州れていない（第１章の巻末注参照)。StevenJohnsonの

特諜「Emergen“:'１，hcConnectedLivesofAnts,Bmins,Cities,llndSoitwarej

(SCribner）１０は、散々 の興味深いシステムの例を挙げて、イレギュラーな指数関数

的成長などを含む刺発特性について説明している。Wikipediaの｢刷発(emergence)」
の項ロでは、創発将性をﾉj：す分散システムの顕著な例はウェブであると指摘されて

いる。リンクの散をWllり当てるIi'央組織は存在しないが、各ページを示すリンクの

数は「べき法Mll」（鋪２噸の巻水泳「べき法則」を参照）に従っており、数少ないペ

ージが数多くリンクされる一・方で、大半のページはほとんどリンクされていない。

ワールド・ワイド・ウェブにおけるリンクのネットワークには、いかなるページ

同上であってもたいていは「隔たり次数」と呼ばれる比絞的知いリンクの鋪で互い

に結び付いている、という性賀がある。現在では比鮫的よく知られているものの、

この性質は当初、イレギュラーなネットワークでは不測の状況だと見られていた。

｢隔たり次数」は、「スモールワールド・ネットワーク」と呼ばれる考え方と共通し

ている。複雑系システムの研究は、多くの個人（｢エージェント」や「ノード」とも

呼ばれる）の介在する大岨棋な分倣・配信システムが、明白なヒエラルキーによる

リーダーシップなしで、一時的であったり断続的であったり、あるいはノード同士

の内部的なコミュニケーションや繋がりに限られているにもかかわらず、極めて統

３８マルコム･グラッドウェルけイッピング･ポイントいかにして｢小さな饗化｣力9人きな幽化lを'kみ川すか｣(商

僑啓訳、ノlR烏鮒+|:、2000年）改岨｢急に光れ姑めるにはワケがあるネットワーク珊陶が明らかにする

Ｉ~Iコミの法則」（高橋幣択、ソフトバンククリエイテイ式2007年)５１

３９Ｗ・チ･↑･ン・キムレネ・モボルニュ「テイッピング・ポイント・リーグーシ･ソブ｣、「ハーバード・ビジネス・レ

ビュー」（2003年１２Ｍり）

抑スティープン・ジ91ン､ノン「創発蛾・脳・扉Ifj・ソフト，フェアの『I己細織化ｵ､･ﾉI､ワークＩ（llII”j'k,猟、ソ

フトバンククリエイテイプ、２(１０１年)‐
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率のとれた、あるい'よ組織,{fった形式で作川する理山に細Ｉしている

MitchellWaldropの･聯‘I}：TComplexity:TheEmergingScienceatthclklgeof

OrderfmdChf1os」（Sim(〕、＆Scllustel･）１１は、この分野の優れた人1111,1ドだＢ１･iHm

A1,thurの収拙迎ｊ１ｉｌに|M1すゐ緑済挙的文献や、サンタフj鴎研究所の叫味深く妙分野に

わたゐ111究と、この分111fとの紬ぴ|､l･きを,パしている

局地的ネットワーク効果、クラスタ、シリコンバレー

Ｍ地的なネット'フーク効服も、社会的ネットワーク効采の１つであゐjNiだのノ

ードやユーザが、ノ陛牝となっていゐ社会的まとまり（クラスタ）や、（l:'11上あるい

は地理学的なまとまり、グループ、コミュニティ、近隣地域を通じて結び付いてい

る特定のノードの小郷11によって影瀞を受けるからだこの場合、＋仙造IMj嬰胤一

範囲や相蕊作川、密庇、ネッI､ワーク内のクラスタl1fli:の緋の蚊さや、ド|・金的影弾、

情慨アクセスなど－が伝捕および採用のハターンを形成するシリコンバレーが

良い例だ。AmlaLeeSaxenian（現在はカリフォルニア大学バークレー校慌報シス

テム学部長）の薪111：「R(哨ionalA〔Iwmtnge」（HarvaI･(lUI1ivel‘sityll)1℃篇s）Ｉ』によ
れば、、'1初はシリコンバレーと'''1じく’'1,版紫の中心地だったボストンのルーI、１２８

の．‘淵は、こり)例とはならなかった。

社会的ネットワークのマッピング

ｌＸＩ３－ｌから例３－６１JL，仙人すなわち「ノード」ｌ‘１|:の１Xj‘１のIMI係ﾔ|ｌを,｣§-リーリン

ケージを空ｌＩＩｌ的にl州,】《した、Ｉ:|:公的ネットワークのマッピングの例である

同３－１は、Ｄｆｗｅｌ〕ollal･(Iが社会的ネットワーク分析（｢ＳＮＡ」と略されること

もある）について２００５年ｓｊｌｌｌＦＩに投稿したプログのエントリから修ｉＥ・Ｉリ

描両した「Ｈ〔)ｗｔ､ｏＳｎＷｔｈＯＷ(〕1.1(ｌｊと題されたエントリだ（httl〕:"blOgS･鳶I11oll．

c０ｍ/0002007/2005/08/11.html）組織識の研究薪や社会学荷の普察によれば、こう

したマップは具体的または非公式なネットワークおよび精報知微パ『ノーの関係

性を、正式な紺織lxlとは災なる形でIﾘIらかにすることが多い大小のデータを肺え

た社会的ネットワークは、次敗''１心'|'ｋ（結び付きの散を'剛けあ)、媒介111心'|'|；（,ｌｉ

び{､j･いていなかったはずの紺ぴ付きの放を11t祝す為)、近似'11心1’1；（他への､ド均的パ

,１１Ⅵ．ミンチェル・ワールドｕソゾ『|u雑系ノヒ命４蝶から政治、雑i絃でを統合-J・る川のiYln命；II1IlIl~:鯵

沌''1峻仙11<､Ｗｉ洲卜|、１１)!)611.）

１２．'｡ｊ･リーサク･ﾘＺﾆﾌ･ン『』M代の１１１;物川な‘ぜシリコンバレーは徽柚し、：I《其|･ン・ルーl､128は沈んだかｌ

〔ノゼ前耐－１J(、鯖餓祉、１９９５１|）



１９６１注釈

スの短さを虹視する）といった特徴の分析が''1能である。例えば「コネクター」は、

高い媒介中心性を持っている。

図３－２は、n分とターケット間のバスの艇さに対するハブや結合性の高いノード

の爪饗ﾔ|;を旅した社会的ネットワーク・マップである。GladwellはＭｉｌｇｍｍの爽
験を脱IﾘＩしたうえで（｢TheTippingPoint」ｐ､34-36)、６次の隔たりのilIではすべ

ての隔たりが聯しいわけではない点を指摘している。ターケットであったマサチュ

ーセッツの株式仲貿人の自宅に届いた２４通の手紙のうち、１６通はJacobsという

渦前の人物からターケットの手に渡った。爽際のところ、川された返偏の''２分も、

Jacobs，Jones，Ｂｒｏｗｍという３人の人物から脇けられた。DunCanWattsも「SiX

Degrees」（Ｗ,Ｗ・Norton＆Company）４３で、MiIgramの遺文をより詳細に分析

して、最初の３００皿の手紙のうちネブラスカ州オマハを川発したのは９６通だけで、

そのうち１８通だけがターケットに到粁したことをlﾘlらかにしている（p､133)。

図３－３と似13-5、ＩＸｌ３－６は、ＨＢＳケース牧材「MonsterNetworking」の社会

的ネットワークのマップを再描画した。高い媒介中心性だけではなく、弱い繋がり

と強い繋がりの非I［統的とも言えるコンビネーションも亜要であることを示してい

る。MnrkGwmovctturは１９７３年の勘文「TheStrengthofWuakTies:ANetwork

TheoryRevisited」で、１次の隔たりの友人グループは概ね緊密に結び付く倣向が

あり、友人の桧が何重にも屯複する点を折摘した。ハブやブローカーとなる人物

が、境界線を越える架け橋やi'1番の役割を果たし、内側へと凝巣した集M1や友人の

拾を、組織や環境令体にまたがる広い外的ネットワークへと結び付ける。多槻な社

会的・組織的環境やコミュニティにおける強い繋がりと刺い繋がりの皿要性につ

いては、Robertl〕utnamの著書「BowlingAlone-TheCollapseandRenewal

ofAmericanCommunity」（Simon＆Schuster）’１と、「CalifbrniaManagement

Review」雌に掲戦されたＲｏｂＣｒｏ８ｓらによる倫文「UsinHSocialNetwork

AmllysistolmproveCommunitiesofPractice」で拶寮されている。

同３－４は、BrianUzziとShannonDunlapによる「HBR」掲戟の請文「Howto

BuildYourNetwork」の社会的ネットワークのマップを再描llhiしている。著者らは

この例を使って、個人およびビジネスパーソンが自分の社会的ネットワークを悩爪

に柵築し、マッピングして、自分のビジネス上の人脈やリンケージを強化できる方

法を説明している．

,１３ダンカン・ワ‘j'ツ「スモールワールド・ネッ】､ワークiitWlを知るための新科学的思考法」（辻晒､'4′1;(知政

樹『ﾘ<、阪惣コミュニケーシ汗ンズ、200,1年>,』

‘１４ｕパート･')･パット･ﾉ･』､｢孤独なボウリング米にIコミュニティのⅢ1暁と11職」（柴内服文訳､柏許し)､20()6ｲド)。
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社会的ネットワーク分析

ノード、リンケージ、人が結び付いたネットワークやグループにおける交流のタ

イプをきめ細かくマッピングするプロセス。社会学や組織的ビジネスリサーチだけ

で仙川されている。ここでも、ＲｏｂＣｒｏｓｓらによる倫文「UsingSocialNetwork

AmllysistolmproveCommunitiesofPractice」と、「Makim間InvisibleWork

Visible:UsmgSocialNetworkAnalysistoSupportStrategicCollaboration」を参
照されたい･

コネクター、澗通者(メイヴン)、セールスマン

MalcolmGladwellが「NewYorker」雌に寄稿した論文と、ベストセラー著書

rFheTippingPointlは、光分に洲企された社会的ネットワークの「｛Ｉｌｌ介将（ブロ
ーカー)、ハブ」の役割を「コネクター｣、「W１通荷（メイヴン)｣、「セールスマン」

という３柵制に分けて説Iﾘlしている。GladwellがPaulRevereとWilliamDaweS

の例で示している説明によれば、社会的な伝染を引き起こす社会的ネットワークの

ティッピングポイント、閏仙、またはクリティカルマスと呼ばれる分岐点に到達す

るには、こうした異なるタイプの「仲介将jIIIlで一定レベルの柑冗交流や柑互依存

が必要だと考えられる。
・ノーシャル■ゲル

jIi純に嬰約すれば、「コネクター」は「社会的な導師｣、「精通者」は「怖報ブロー

カー｣、「セールスマン」は「行動を促す触媒」と言うことができるだろう。社会的

な伝染州を発生させるきっかけには、この３仙顛すべての役削の巡拙または結合が

必緬だと考えられる。この絶妙な擬人化は、イノベーションの伝播や描気の伝染に

必妥な多様な要素を理詰的に理解する助けになる。ＨＩＶを例に考える鳩合、非常に

社交性が商く性的活動を頻繁に行なう複数の個人がいて、その人物が安令ではない

性行為を行ない、概槙的かつ広範洲に移助して多くの嶋所やパートナーと接触する。

この人物が強い感染力を持ち、地域的な伝染を爆発的な蔓延へと変える。

社会的伝染病、流行、バイラルマーケティン鉄バズマーケテイン仇くちコミマーケテ

ィング

「HBR」の論文「TheBuzzonBuzz」４５は、バズマーケティングの的確な概観を

提示し、一般的な誤解とオフライン市場での広範閉な適用性を考察している。バイ

ラルマーケティングについて有益な行蹴知織を提供している資料は－どちらも主

４５ルネ・ダイ「バズ･マーケテイングー、「ハーバード・ビジネス・レビュー」（加O1fI：６ﾉlり･)‘』



１９８１注駅

にオフラインのバイラルマーケティングに主眼をWtいているが一一AngelaDobele

らによる「BusinessHorizons」誌掲載の識文「Controlledlnfbction1Spreading
theBrandMessageThmughViralMarketing」と、DuncanWattsによる「ＨＢＲ」

の「VimlMurketingfbrtheRunlWorld」４６である。

マーケティングやブランディングに関する文献にも、このテーマに桃Ⅱしてい

る本がいくつか出版されている。AndySemovitzが苫し、ＧｕｙＫａｗ&sakiがあと

がきを好せた「WordofMouthMarketmg:HowSmartCompaniesGetPeople

Talking」（KnplanPublishmg)、AlexWipperIilrthの「BrandHijack:Marketing

WithoutMarketing」１７（PunguinGroup)、MarkHughesの「BUzzMarketing：
GetPcopletoTalkAboutYourStu剛４８（PortlblioHardcover)、BenMcConne11

とJackieHubaの『CitizenMarketers:WhenPeopleAretheMessngoj（Kaplan

Publishing)、MaxLendermlmのrExperiencethcMussage」など。

オンラインのコネクター、箱通者(メイブン)、セールスマン、触媒、伝道師

第３章をrIく中心的質問は、「ウェプは社会的ネットワークのパターンをどう変

えるか。将に、バイラルマーケティングと伝捕、スモールワールドのネットワーク

効果において、どんな変化を起こすか」という点である。ゆえに、サイバーコミュ

ニティの民併学的・人類学的処例を知りたい人は落胆するだろうし、ほかの研究

を調べる必嬰があるだろう。本職は、オンラインの世界におけるくちコミ伝染の

きっかけ、バイラルマーケティングやバズマーケティングとして知られている現

象の背後にあるメカニズムに注Ⅱしている。OriBrafmanとRodBeckstromの共

著による「TheStarfishandtheSpider:TheUnstoppablePowerofLeaderless

OrganizA1tioms」’９（PortfblioHardcover）は、スモールワールドの典Ⅲ全体を通

じて波及していくインパクトの強い変化を促す触媒一ウェブやSkype，あるいは

Napsterなど新しい分散型の「非・組織」におけるアクティブなユーザーの役割

を強調している。

BenMcCoImellの鵜ｉＩド「CreatingCUstomerEvangelists：HowLoyal

CustomersBecomeaVolunteerSlllusForcej（KIlplfmPublishing）は、従来式

‘1６

４７

‘1８

４９

ダンカン・」・ワソツ「ビッグ・シード･マーケティング｣、「ハーバード・ビジネス・レビュー」（2007年９月ｇ･)．

アレノクス･ウイツバーフアース「ブランド･ハイジャックマーケティングしないマーケティング」（禰雌秦介訳、

1J紐、，、2005年)衝

マーク・ヒューズ「バズ・マーケティングｊ〈依IHO;〔巳iiR、ダイヤモンド社、2006年り｡Ｌ

ｵ．リ･ゾラソマン／ロッド｡Ａ･ベツクスI､ローム｢ヒトデはクモよ')なぜ強い2111t紀はリーダーなさ細織が勝つｊ
(糸州忠‘呪、１１純川，社、２()【)7ｲド)。
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営業力のオンラインコミュニティを通じた拡大と噌蝿を必･察している。McConnell

が特に注目しているのは、宗教、肖楽、芸術など、熱意と忠誠心を捧げる献身的ユ

ーザのいる卯1111的頒域での拡大・瑚幅だ。JohnHagelIIIとArthurArmstmngの

共粁『NetGnm:ExpImdmgMarketsThroughVirtualCommunities」（Hnrwwd

BusinessSchoolPress）鋤に見られるように、こうしたビジネスコンセプトの多く

はＷｅｂ１．０時代にも縦倫きれているが、Ｗｅｂ２．０と幅膜いプロードバンドおよびモ

バイルの没透がなければ実現しえなかった。

スネイルメール

「スネイル（かたつむり）メール」というのは、アメリカの普通の郵便サービスを

折した表現。ほとんどMlI恥に届くＥメールに比べれば、郵便は物理的なオフライン

１１t界をかたつむりのように通い進んでいくように見えるからだ（HotmIlilは、バイ

ラルマーケティングの主喫な例となった無料のＥメールサービス)。

スモールワールドと｢一足飛びのリンク」

鋪３ｆｔでは、サイバースペースにおけるスモールワールドと「一足飛びのリンク」

の出現について、辿加的に、かつ、ある1mでは別個のjWiとして識じている。「内分」

と「自分が直接に接触したい誰か」との間に、オンラインの社会的峨短経路（ある

いは、「友述の友達の隔たり」と荷ってもいい）を見つけることができれば、それが

地卵的・社会的距離をショートカットするリンケージとなる。スモールワールドの

｢－．足飛びのリンク」とは、そのリンケージを、よりターケットを絞って使川してい

る例だ。スモールワールドは、その名前には反して、実際には小さなコミュニティ

を持続させるわけではない。むしろ、オンラインネットワーク内で「スーバーハブ」

とともに指敗的にj仲川Iするリンケージの成果物であって、参加肴それぞれが皿常

の６次の隔たりを踏んで行くよりも遇かに迅述に、1つのノードから別のノードへ

と到達を可能にする。だからこそ、中国へ向けて送信されたＥメールでも、別のイ

ンターネットプロバイダや、別の社会的ネットワークのリンケージ榊造を持つ近所

の礁かに充てたＥメールと、lijlじ散の「ジャンプ」で到逓しうる。この分野の亜盤

な参考文献は、DuncanWattsの「SixDegrces:TheScienceofaConnectedAge」

5Oジョン･ヘーケル３枇／アーサ一・Ｇ．アームスI､ロング「ネットで儲けろＩ（市場智/陰監鵬マッキンゼー・ジャ

パン･パー ･ﾔﾙｺﾐｭﾆﾃｲー ﾁー ﾑ0V〈､11雑ＩＷＩｌ,1997年)｡

５１ダンカン・ワッツ「スモールワールド・*･ノトワーク枇１１L岳知るための斬りf‘γ的思射怯」（止逓Ｉｑｊ;(知政

樹択、阪急コミュニケーシ印ンズ、２００４ｲドﾙ



Zooｌ注釈

(Ｗ､Ｗ,Norton＆Company）５１と、『SmallWorlds:'1,heDynumicsofNetworks

betweenOlPderandRandomness（PrincetonStudiesinComplexity)」（Ｗ､Ｗ・

Norton＆Company）認。

LinkedInと、それ以降

ハーバード・ビジネススクール戦略論教授MikolajJanPiskorskiが執筆したケ

ース教材「Linkedln(Ａ)ｊと「Linkedln（Ｂ)』は、オンライン検索ビジネスの戦略

と、５００万のノードを持つビジネスネットワークを街幣化する方法を例証している。

lIjI牧授とlsabelKnoopが背いたＨＢＳケース教材「FriendsteI･(Ａ)」と「Friendster

(B)」は、ソーシャルネットワーキングビジネスに主眼を置き、Friendsterが第一

枇代の社会的ネットワークを建て直そうとした手法について巷察している。

DavidVivcroとThomasEisenmannによるＨＢＳケース牧材IMonster

Networkmg」は、成功したＷｅｂ1.0のオンライン人材採用サイト大手である

Monster.c０ｍが直面した課題一買収と内部的開発を辿じてＷｅｂ２．０スタイルの社

会的およびビジネスｋのネットワークをサービスに取り込もうとした維緯を必･察し

ている‘，「MITTechRcviewj雌のソーシャルネットワーキングにlM1する論文も参

照のこと。

スタンフォード大学のケース教材｢Facebook」

ハーバード．ビジネススクールのケース敬材配布サービスで人手可能。（http:〃

www･hbsp､harvard､udu/hbsp/casestudie8jsp）

バイラルマーケティング、バイラル流通、紹介（リファラル）マーケティン久社会的ま

たは友人からのプレッシャー

FrederickReichheIdが執飛した「HBR」掲俄の「'rheOneNumberYouNeed

toGrow」鋤（著者は、同誌の趨文「E-Loyalty:YOurSecretWeaponontheWeb」

も執筆している）は、‐友人に教える‐式のマーケティング、紹介マーケティング、

友人からのプレッシャー（Fncebookは、無料のFacebookアプリケーションに既

に磯録した11分の友人が何人いるか教えてくれる）が、皿例的なパイラルマーケテ

５２ダンカン･ワッツ「スモールワールドネットワークの桶迩とダイナミクスＩ（栗原聡／柵１１１健介／佐鮪辿也訳、

東爪芯槻ﾉＷh出版1,,2006年)'

５３ブレデリック｡Ｆ･ライクヘルド「馴存ロハ,ルテイを測る兜他の賀1111｣.｢ハーバード･ビジネス･レビュー』（200.1

年６〃サハ


