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イングやバズマーケティングとは汎なっている点を気づかせてくれた。この場合、

１人の人'111が大規模な人数に対して何かを広めたり、「感染」させたりすることは

ない。そのかわりに、少人散の友人、クラスタ、一定のクリテイカルマスが小規模

のバンドワゴン効果をもたらし、新しいものを試すときの知他リスクを機減する。

Facebookの新規ユーザは、取引コストがないかわりに、「Ⅲ心」というＨに見えな

い先行投資を払ったり、「トライアル版をダウンロードする雌低限の時間」というコ

ストを払う。

偶発的影響

「偶発的影響（accidentalinfluentials)」という胃葉は、社会学稀で現在は

Yahoo1の1;NW科学研究員を務めるDuncanWattsが考案し、「HBR」の儲文「List：

Brcakthmughldeasfbr2007」湖で発衣した。大規槙データセット分析を〃lいたオ

ンラインネットワークに関する実証的論文で、社会的伝染がひと州I)の有名人によ

って引き起こされるという説は、感覚的にはうなずけるものであるとはいえ、正確

ではないことを明らかにしている。むしろ、「偶発的インフルエンサー｣、つまり一

般の人々が火花や触媒となったり、アクティブなアップローダーやブロガーとなっ

たI)、市場を「ひと押し」する１～３％の役荊を果たし、その散がクリティカルマ

スに達することで、指数関致的な社会的伝染や爆発的な上昇の引き金を引く力を持

つ。樺林火災と同じく、その規模と範囲は、岐初の火花だけではなく環境的な条件

に左右される。

情報伝播

ＤａｎＧｒｕｈｌとＲ・Guha，DavidLiben-Nowcll，そしてAndrewTomkinsは、

鯛在甑域として柑当数のウェプログを災期I川にわたって利用し、低オーバヘッドの

個人の仙報発僑環境における仙報伝播のダイナミクスを研究した．そして、巨視的

レベルと微視的レベルの両方で対象を特性化・モデリングした。どの話題がどの帯

き下によって何回網羅されたか、という情報だけに基づき、内在する伝播ネット

ワークを勝発するアルゴリズムを提,パ・災柾・採川して、３１Wi蹴の堆本的蒋性をつ

きとめている。「各話題の持つ粘芯性｣、「１人の沸き手がその譜迦を選ぶ可能性の

高さ｣、そして「１人の書きFが他の書き手のそのコンテンツを読む頻庇」である．

５４ダンカン・』・ワソツ「施行が起こる本当のメカニズム！（2007年のパヮーコンセプ1､（ｋ))、「ハーバード・

ビジネス・レビュー」（2007年５ｊｌり)「



2 ○ユ｜注釈

I11tcrlMltio11alW〔)１．１(IWi(いＷｂＣｏｉｌ鹿1．enceで発炎された４人の紬文「h,(bm1ati(),，

difIilsionthroughBlogsl〕ace」を参照されたい

RnviKumaI･とjIlsmineNovak、Ｐ１､al)hllkmPRaghavan，Andl･ewTomkinsは、

ハイハーリンクコーパス（『ｼｪプ、グのIIWILである「プ1号]グスベース」のJ:うな）

の進化を岬ﾘlする２ｲ''１瓶の新ツールを提案している．ｌ瀞11に、発腿的ｲJ･lhIグラフ

の従来式の巷えを延艮する時間グラフを定め、それによって一定時間内の臨界点

としてリンクノ嵯成を把椴した２番ロに、時間密度の高いコミュニティをトラッキ

ングすゐ定災およびアルゴリズムをlHl発して、コミュニティ進化")概念を具体化し

た』Ｊ()】１Kleinbcrgの雌近のIUl光を発股させ、｜パース1,性のある」コミュニテイlﾉ､１

部のリンク生成には災Ill的IUllII1があることを発児しているlIilじくIntcmatiO”１

Ｗ()1.1(lWi〔IoWcbCo11恥rencGで発表きれた‘1人の論文Ｉ()nthel〕ursい,evoluti(ｍ

ｏ『BlogsI)&Ｉｃｅを参照のこと

Bass伝播曲線

次のアドレスを参照http:"www･useit､coI1】/制ＩＰＩ･tl)0x/l)aSscul,vcs､ｈｔｍｌ

側３－Llの３本の'''１級は、BaSs1llI線に|M1するウエブサイ１，（ht叩払、｡()1．ｍＷｅｌ)．

com/hass/）を利〃Ｉして作成したこのサイトでは、業界、発光Ｈ、イノベーショ

ンのレベル、模倣レベルの予測変数を人ﾉJすると、標準形式を利用したBasslIlI

線が作成される。別の'uノェブサイ｜、（htt‘1〕://www､mfwk(lIingnl)v､com/tools/1111／

|()１，(､(瓢sLinH-mal･ket-siz(､_R>1.-ﾊーUniquc._'１cw-l)r〔)dUcL）では、家腿川パソコン、Ｗｉ
しぃデバイス、鵬帯fIi1IHもＭＩめて顛似したlIl級を描くことを示している

第４章

ダイナミックケイパビリティ

「ダイナミックケイパビリテイ」という砧を雌初に紹介したのは、１９８９ｲド、

DavidTeeceと私が共|‘１で執筆した研究恨杵論文であるNapaValleI･ＳｔＩ･nte鋤・

ＣＯ､伽･Cnceで、開illiテーマとして発表したこの請文は、私がINSEADで行なっ

た災lIjj研究およびリサーチーアライアンス・プロセスに|Ｍ１する研究(1)0zおよび

Shuml，1989)、競'1111’1りコラポレーションのうｆ－ルド研究（Ililmel、Praht山1.,

,oz)、コンピタンスのスl､ツクとフロー(1)iCl･ickxとＣｏｏｌｌ－と、「The'1,he〔)ｗ

【)｢ih(》(h･Owthofth(､Ｆｉ】･ｍｌ（Oxfbl･dUI1ivel･siい,Ｐｌ･ess）論の肖片Ｅ〔lithPem･ORCや

５５Ｅ・､1,･ベンローズＩ会祉成』との剛織１tﾙﾐ投翼六沢、ダイヤモンド社、輪２版1118()fＩ
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」

Gｕｖｄｅ（､f１１，ｍ(〕Ｖと、キャンハスでランチを凹みながら企堆レベルのリソースに|Mｊ

して交わしたデイスカッションに強く影審を受けたものだ、avidTeeceの洲在は、

『TheNatul･CimdDvnamicsofOl･鯉mizationalCaI〕abilitiOS」（Oxfbl･dUnivcl･篤iIy

Pl,ess）にボきれた進化総済挙と技術I|ﾘL道、Lcvinthalの提I'ハした技術吸収ﾉﾉ，そ

して野Ｉ'１{jl;次郎と竹|ﾉ､l弘尚による淵IドlTheKnowledgc-(11wltiI1gComI〕any:IIow

JaPaneseC(》ｍｌ〕aniGsCreaLeth(､1)yllI1micsoflnnovati()】1Ｊ（OxfbrdUnivcl，別い，色Q

Pl･ess）雛に,j《された企堆レベルでの知紬創迭に影響をおよぽしている〃

世界規模の企業取引コスト

RonaldCoilseは、取引コストに|M1する研究と、ネットワーク外部性の効果的内

部化の胴雌|'ｌｉにil:Ｉ１した功統によ})、１９９１年にノーベル維済学尚を授与された‘・

ll1lI‘｝Ⅲlの維済'､jJ8汁()iivOrWilliIlms(),１は、脚,11:：ＴｌＭ､１１】(‘(〕１１()ｍｉ(jlnslj(llIi()】1ｓ()l’

CapitaliSm』（'1'ｈｅＦ１･eGPrcsS）で、Ｃ《〕&lSeの研究に概ね欠けていた、しかし取り|コ

ストをオンラインネットワークに適用するにあたって必要不可欠なキーコンセプト

を２つ付け加えている第一に、堆水的には顔の兇えない取引を異なる経済的特髄

とのINl係性に変？【させた将殊盗厳があること．第二に、機会1邑推には、価絡粍済的

または法的な〕毛防ｲﾙWｉ（価格プレミアム、机保またはい1肌できゐコミットメントペ』

保証、あるいは時'111をかけた社会的・文化的背景での州lf作川を通じた偏頼・排判

パターンの柵築など）が必喪となる''1.能性がある

取引コストシステムの摩擦

契約にかかる取引コスト、手続きにかかる取引コスト、‘|)Ｉ州i検索にかかる取り|コ

スト、そして契約締結にかかる取り|コストの一括ljll嫌にJ:I)発/kする迫I｣'１コストが

ある。維済的取り|でのⅢi格縦走や効j御lりjlXﾘlがIｲ州|な粘柵ﾉ|i・一塊性または剛州；

を持つ知識、技術、梢靴の財といった、llijﾙのｲ<成'>:によるシステム的および継統

取引コストも、ここに含まれる＞端的に言えば、取引コスト耗済内において企災は、

似維な怖祇知倣、体験という財の縦波および脊理の取引コストと市場不成立を'''１

雌するためにｲＭ２している

マルチネットワークのパワーと有効性と到達度（リーチ)、多対多のネットワーク

Walte１，Ｗ.Ｉ)0W《ｊＩｌらが執兼し､大きな影智をもたらした絢文｢InterorganizIIti(ｍ(1１

５６野中邸次郎竹内弘高「知識創造企累」（臆,ド勝博沢、販洋経済折IH1礼、1996年Ｉ



ｚｏ４１注釈

ＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅＬｏｃｕｓｏｆｌｎｎOvation：NetworksofLeamingin

Biotechnology」は、マルチネットワークのパワーについて実証的証拠を提示して

いる。多数の企業が、取り|コスト経済によって予測される主としてマイナスの調整

コストを相殺している場合、そうした企梁を取りまとめることで発4；する価価、そ

して本間的にプラスのネットワーク効果から、予想外の判益が生じる。しかしなが

ら、このリサーチは事業取州のネットワークに鵬づいたものであって、ビジネスの

オンラインネットワークには蝦づいていなかった。ウェブの第一11t代のさなかであ

る２０００年にPhilipEvansとThomasWUrsterが排いたくストセラー蕃杵「Blown

toBits」（RandomHousu）５７は、その凝論をさらに進めて、オンラインネットワー

クは、効率性、リッチネス、リーチといった、取引コストのせいでこれまでの企業

の大半がいずれかを妥協せざるをえなかった喫素を共存させる、と述べている。ＩＩｉＩ

薪では、プリタニカ百科ﾘｌ典とMicrosoftのEncartaの比較を例として挙げている。

企業戦略とイノベーション

企業戦略は、昔なつかしい平凡な事業Ｉ閥略とは異なっている。１Ｍ一の砺業では

なく、襖数のり蝶の戦略を定錐するものだからだ。多数のり蟻と職略的1f業１１t位

(SBU）－それぞれが異なる業界で競い、異なる市場セグメントや消街者届をタ

ーケットとしている一を閥終することで生まれる機会と妥協がある。企業戦略は、

全体および個々の躯業の焚期的・短期的収艦性と市場占有率、成腿のバランスをと

るものでなくてはならない。

有名な企業戦略の枠組みの１つが、BruceHendersonが１９７０年代初期に導入

しＧＥなど大手企業に適用したＢＣＧマトリクスである。ＢＣＧマトリクスでは、関

連市場での占有率（現金創川力）と市場成焚率（現金流出入）に応じて、ビジネ

スを「花形｣、「金のなる木｣、「負け犬｣、「'１１１皿児」にカテゴライズする。ＪｏｈｎＳ

ＨａｍｍｏｎｄＩｌｌとGeraldB.,AllImによるＨＢＳの『NoteontheBostonConsulting

GroupConceptofCompctitiveAnalysisandCorporateStrategyj参照のこと。

GeorgeStalkJr.らによる「HBR』掲叔の諭文「CompetingonCapabilities:The

NewRulesofCorporateStrategy」邦も参照されたい。

５７フィリップ･エバンス／トーマス.Ｓ・ウースター「ネット資本1ﾐ提の企業戦略ついに姉まったビジネス・デ

コンスI､ラクション」（ボストンコンサルティンググループiIJ(、ダイヤモンド+I;、１９”fI;)。

鍬ジコージ･ストータ/ブイ'ルプ･エバンス/ローレンス．Ｅ･シさ'ルマン「ケイバピリティ岨Ｔ趣｣．『ハーバード・

ビジネス・レビュー」（2008年,ＩＩｌり･)”

’
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戦略パフォーマンス

前述した通り、戦略パフォーマンスの決定要因には２種類の災なる、しかし補

完的な視点がある。ＭＢＡを取得した証券U1jjルアナリストの多くがよ｝)どころとし

ているのは、栂巡的梁界分析、Porterの「５つの雌‘１１要因」分析、産粟細織的耗済

学の調礎傾Iillだ。職略に対するリソースベースのアプローチ（『RANDJoumalof

Economics」誌掲叔のWernfbltの論文「UmbrellaBrandingasaSignalofNew

ProductQuality:AnExamplcofSignallingbyPostingaBond」参照）と、進化維

済学およびイノベーション経済学の視点は、独特かつ模倣困難なケイパビリテイと

無形資産が市場価仙、成昆、利益性に結び付くハイテク業界におけるパフォーマン

スを説明するにあたって、大変有用である。

この分野の学Ⅲl的研究における優れた文献は、「Resource-Basedand

EvolutionaryThcoriosoftheFirm:TowardnSy別thesisj（CynthiaMontgomeIy

編）と、「StrategicMnnagementJoumal」雌掲戦のＤａｖｉｄＣ・Moweryらによる論

文「StrategicAlliancesandlnterfirmKmowledgeTYansfer」である。

これらの２秘類の対照的な視点が'五l家競争の令体的パターンの鵬礎となりうる

あり方については、HamelおよびPrahnladが執兼した「HBR」諭文「TheCore

CompetenceoftheCorporation」３９で研究されている。１，１哉文で符脅らは、Ｈ本企

業と欧米企業の述いを考察した。前者は．';として内部的コンピタンスに沿っており、

後将は外部に雌点をf(いた職略アプローチに沿っていると分類されている。

私が担当する企巣戦略の蝋我では、ハイテク企紫ＣＥＯによるPorterの「５つの

競争要因」分析の爽独例として、AndyGroveの蒋普「OnlytheParanoidSurvive：

HowtoExploittheCrisisPointsThatChallengeEveryCompanyj（Currency）６０

を推麓している。インテル共同創粟者でＣＥＯを務めたＧ１Ｆｏｖｅは、スタンフォード・

ビジネススクールでRobertBurgelmImn教授とともにＭＢＡコースの教壇にbZちつ

つ、自身の見解を発展させていった。

Groveは「５つの髄和･要因」に２つのキーコンセプトを追加している。Groveに

よれば戦略的継換点とは、ビジネスの実践におけるシフトまたは根本的な変化のこ

とだ。さらにGroveは、Porterの「５つの雌争要閃」モデルに補充財の要因を追加

して、「６つの要閃」モデルに発腿させた。例えばMicrosoftWindowsは、Intelの

チップに対する爪要な補完財である。

５９Ｃ・Ｋ・プラハラッド／ケイリー・ハメル「コア・コンピタンス粍併｣、「ハーバード・ビジネス・レビュー」（2007

年２月サ)。

６０アンドリュー。Ｓ・グローブ『インテル戦略転換』（佐々 木かをりilR、七賢川版、l997fI;)。
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｢再結合」イノベーション

「押耕合イノベーション（ReCombinzmtIlmovation)」という周･篭は、Andrew

Hal･gad(ｍが著書「H(》ｗＢ１･〔uakthroughsHaI)I)G､:TheSurI)risi】1gTruthAboIⅡ

I･IowCompm1ieslnnov1ltc」（11m１．Ｖa】･〔lBusi11“息sch〔〕〔》ｌＰ１℃目s）で提'1ハし広まった、

鮒４噸では、Ｈ２ｕ,gadonがjllいた本来の川,冊の他ﾉ11〃法を、後'12で僻紫するi伽伽的

オンラインイノベーションの新しいスタイルをよりよくカバーするべく、２つの極

めて緋殊な方向へ拡大して使っている｡まず鋪・に、古く伝統ある龍界既,〃企業が、

創業年数の短い新興企業とビア・ツー・ピアノ(1の協伽作熊を行なう嫌ｆに、．iﾐな無

点を脳'1てていろ（Ｈａｒｇ１ｌ(l()'１の州閃する例は、それよりもIii､一加１１'１９だと児られゐ)。

その協伽作裳においては、紫界リーダーによゐ従来の技術が、一NIの「フュージョ

ン」または技術的アービトレージ作戦として、紡側企梁による新たな応用領域で辿

川される輔二に.1歳でｋ眼をWtいているのは、「仰結合イノベーション」と世賦

ｆ組み換え（RecombilMmL）技術」との類似桃を、よ')強く、よ')Iﾘl砿に打ち出す

ことである

組み換えて再結合するというのは、独l'iのスキルやコンピタンスを、例えば１つ

のチームやエコシステムIﾉﾘでlli純にミックスすることではない』むしろ、以〃のｲ椴

的紐縦体または剛体としての組織が、新たなI)ＮＡ紫|・ｲの仰人によって根本的な面で

変化することを意味している新たな遺伝j･･を郷人した紐織休は、バイラル的な複製

と配{問のパワフルなインフラとなるので、変化したと言うことができるョ受け入れ側

となった組織体は、Ｗｉたなl)NＡ（内部的にはﾉk成できなかったl)Ｎ八）を|‘|らとは

拠な為組織体から受け取り、ｌ‘lらのシステムへと‘陸け入れ為ので、愛化している。

ダイナミックケイパビリティの開発

企糊Ｉで似靴な技術を移I肱する附雌さおよび雑済的コス1,は、祉Iﾉ1枇築または

Mf入いずれかを選ぶ判断Iこおいて、｜ﾉ､I部的技術雁!'戯、技術,ｌｉｲ1.111.能性、利得と

危険の検J1材料となる。バーチャルな企梁か、ｿﾐ質的な企業かによっても判断は

異なってくる課題の１つは、個人のスキル、１１#黙知、ノウハウを組織的な学

判，プロセス、そして「ルーティンj-RiChIU・ｄＮｅｌ$〔〕、とＳｉ《lI1cVWintel'によ

るrAnEvolutionarvThcol､ｙｏＩ‘EconomicCh狐唱e,！〈Belkl1aI)Press）伽を参照
一へと雌得することである。また、緊密に結び付いた技術的共何作業体内であ

６１シドーー・(;・‘ン〈ンターリ･恥･一ド・↑､ルソン『維済哩勤の地化JIM論」〔ﾉｩﾙj胸川中&“使職脚《１

座聡旋然人峨川版会、2007ｲi】
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っても、実地'撲刊およびノウハウ移無の伝拙プロセスはあまり速くは進まないこ

とも、課題点の1つである（組織的学習に関する文献としては、LindaAl･goteら

によるIMa1Mlg〔､ｍ〔ｊＩ１ｔＳ(､ie11ce,ＩｌＭｉ掲栽の愉丈「『I,hePersist(ｍｃｅａ】１．Ｔ】､al1sFW(〕（

l“minginlI1(IUst1･ialSettings」を参照きれたい）

JolmSeelvBrownとPaUlI)uguidは1991年に１．０１，ganizationScience」雄で、

独創的な論文「０，．ganizationnlL“ｍing&、(lCommuniti“-0卜Practice:r''０wmd

I1Unifie(1Ｖｉｅｗ(》1.Working,Ｌ蝿１１.ning,ａ１１(１１】111〔)vntio11」を発炎した。'1,h()mI1s

Stcwa１．tが1996ｲドに『F(〕rtunu畠に寄せた伽文iThellwi5iI)ｌｃＫｅＶｌ()SUCceSS」

と、杵諜「IntelIectualCapitill:'1,heNewWcnIthofOrg2mizntions」（Cu１．１･encv）

は、ナレッジマネジメント分野におけるベストプラクティスを深く包括的に鯵察し

ている,，

脳の購入とコンピタンス獲得

「HBR」の‘論文rTheHollOwCorporation」は、価値あるコンピタンスおよび才能

を拠得すべくｉｊ:なわれる合Ｉｊ峨収の失敗例に礁点を､'1てているｊ|雌のマルチネツ|、

'フークの例で,『えば、ｃＢ１ｗが2()()５年911にHkyl)(，を２６億ドルでⅢ収したことで

あろう。この拠例に商い評価額は、極めてパワフルなマルチネントワークj卿M効果の

ポテンシャルがあったことをどえれば説明がつくしかし、シームレスなクリック‘

卜!ツー・コール広(【fベースのシステム附築の兜施が祥易ではなかったことと、skyl)ｃ
(1ﾘ始汁らの．i；肌がWikﾉ↓A’Ⅱ脳J()()s(に|iｿ11かれていたことが、そのポテンシヘ'ルの,班,伽を

眠らせたものと思われる。２年後のｅＢａｙは評価額を９億ドルと減額しているｉＩｌｌ時

閲に、SkypeのＣＥＯ兼共同剣'X汁だったNiklasZeImstromが辞職した。

価値ある無形斑産

ブランド、，;例，ﾘ、関係性、技術、常災的(訓州iといった典糸は、「無形盗雌」に含

まれるー伊丹敬之とThomasROehlによる‐MobilizinglnviSibleAssets」（Harvard

じnivel･sicyP１℃s鳶）と、Thonmsl)avenpol,LとLflu1，encePl.u雛1ｋによる「Wol'king

KI1〔》wledgOj（１１Ru･Wll･(IBusin()HHSch()()11>１，(淵）を参照のこと‘ネッI､『ノーク効ⅡL、

バズやバイラルのマーケティングと流通、ビジネスモデル、エコシステム、推進ﾉＪ

など、特にＷｅｂ２．０ビジネスによって発生する多数の価値ある無形資産も、ここに

含まれる



ダン・ギルモフ･ＩプログIlt界を変える仙人メデイァ１（平棚博縦、朝Ⅱ斬聞社、２(X)5年)轡

ケピン･ワーバック１１．シンジヶーションのピジネスモデル｣､｢ハーバード･ビジネス･レビュー』（2000年lljl¥)｡

シンジケーションとオンラインパブリッシング

シンジケーション（配給、配偶）は、出版やメディアの世界ではよく知られてい

るピジネスモデルである。DaVidlronS（当時カリフォルニア大学ハース・スクー

ル・オブ・ビジネスの広慨寅征稀で、のちにオンラインリサーチニュースフィード

｢Ascribe」の共IIjl創立省となった）が取り持ってくれたランチミーティングのおか

げで、カリフォルニア大学バークレー校のジャーナリズム大学院で副学部艇を務め

るPaulGrabowiczと私は、「NewMediaBusiI1essModels」と題する総合学際コー

スを|＃１発し、合同で教壇に'kつこととなった。その碑推では、ニューメディア、デ

ジタル経済学、オンラインパブリッシングといった分野から興味深いゲストスピー

カーや想想的術導滑を招いた（1999年４月５日「HaasNewsWire」参照)。「New

RulesfbrtheNewEconomy」の粁者KevinKclly，nnfbrmationRulesjの粁将

HnlVarian，「WRlIStreetJournal」のKaraSwisher，『TheＳ“rch」の普粁John

Battelleなど．ほかにも、カリフォルニア大学バークレー校でニューメディアに１Ｍ

する講義を実施するにあたっては、多くの協力新を得た。信託銀行BarclaysGlobal

lnvestorsの当時のバイスプレジデント、PntriciaDunnoSunMicroSystemsの

JohnGage。『SfmJoseMercuryNews」雌に柵わった後、GmssrootsMc〔liuを
-,Kち上げ、粁杏「WetheModia:Grass-rootsJoumalismBythePeople,For

thePeople」（O･Reilly）唾も発表したDanGillmor，そしてthelnstitutefbrthe
FutureのPaulSaHbなど。

オンラインシンジケーション

KevinWerbachによる「HBR」掲載の優れた鎧文「Syndication:TheEmerging

ModelfbrBusinessinthelmtemetEra」（2000年)63を参照。KevinWerbachは現

在、ウォ･－トン・ビジネススクールの教授を勝めているほか、Supernovaconlbrcnce

の創始肴ともなった。同論文は、ウェプにおけるシンジケーションビジネスの実施と

戦略に焦点を当てた先見性の高い内容であり、しかもＲＳＳやブログ、ポッドキャス

ト、ビデオストリーミング、ソーシャルネットワーク、ＳａａＳを通じたバイラル流通

といったＷｅｂ２．０の技術とビジネスモデルが進化する前に執飛されている。

’
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SaaS(サービスとしてのソフトウェア）とウェブサービス

JohnHagelⅢが執筆し、JohnSeelyBrownが序文を寄せた『OutoftheBox：

StrategiesfbrAchievmgProfitsToday＆GrowthTomorrowThroughWeb

Servicesj（HnrvardBusin“sSchoolPrcss）６１を参照。「HarvardManngememt

UPdate」雌の鎗文「ＷｅｂServices:TechnologyasnCatalystfbrStrateglc

Thinking」も参照されたい。AndrewMcA企ｅの「MITSloanManagement

ReView」蕗（以下「SMR｣）掲職の濁文「WillWebServiceSReallyTransIbrm

Collaboration?」と、その後の倫文「Enterprise2.0:'1,heDawnofEmorgent

Collaboration」は、ＳａａＳに側する別の見解をﾝJ:している。業界を理解する資料

および包括的概観としては、２００６年のＨＢＳケース教材lTheGlobalSoftware

lndustw」を参照。

SaIesfo『Ｃｅ･ｃｏｍ

ＨＢＳケース牧材『Oraclevs,Salesfb1℃e,com」を参照。

IBMとダイナミックケイパビリテイ

ＩＢＭの職略部門貴征稀BruceHarreldが執筆に参加した「CIllifbmia

ManagementReview」誌掲叔の論文「DynamicCapabilitiesatlBM:Driving

StrategyintoAction」を参照。また、ＨＢＳケース数材「EmergingBusinessOppor

tunitiesatlBM（A)」と、LouisGerstnel･の粁祥『WhoSnygElephImtsCan.ｔ

Dance?：LeadingaGreatEnterprise'1,hroughDramaticChange」（Collins）“と、

DonTapscottとAnthonyWilliamsによるIWikinomics:HowMassCollaboration

ChangesEverything！（PmthlioHardcover）“も参照されたい。

グローバル知臓経済とフラット化した世界

ＴｈｏｍａｓFriedmanによる「TheWOrldlsFlat:ABriefHistoryoftheTwenty-

nrstCentury」（Farrar,StrausnndGiroux）Ｉｉ７、MarkMinevichらによる「Six

BillionMinds:ManagingOutsourcingintheGlobalKnowledgeEconomyj

６４

６５

“

6７

ジョン・ヘーケル３世｢今こそ見直したいＩＴ唄略」（迩秘真災択、ランダムハ，フス簿談社、2001年ル

ルイス。Ｖ・ガードナー『臣象も剛るＩ（111脚洋？／間適齢.fM<、、本維済斬lN1Il:、2002年)。

ドン・タプスコッI,／γンソニー・I)・0ソィリアムズ「ウィキノミクスマスコラボレーションによる|＃１発・ﾉＭｆ

の枇紀へ】（〃'二I勝二帆、【I紙、ID社、２()07年)。

トーマス・フリードマン「フラット化する世界」（伏見成岱沢、Ｈ本維澗斬聞祉、2006年)．



１１．１注釈

(AspatoreBooks)、CnrlDahlmanとＡｎＵｊａＵｔｚによる「IndiaandtheKnow

ledgeEconomy:LeveragingStrengthsandOpportunities」（WorldBank

Publications)、Ｃ･KPrahaladによる『BottomofthePyramid」（WhartonSchool

Publishing）齢を参照。

アマゾン:店舗の大売出し

「Business2.0」雌に掲戦きれた「Ａｍａｚｏｎ：GivingAwaythcStore」という記１１

のタイトルをヒントに、私はAmI1zonをコンビタンスシンジケーションの珊想的な

例であると兄るようになった（http:"www・technologyreview､com/Biztech/14089/)。

Ａｍａｚｏｎのインフラおよびシステム開発に間するざらなる詳細は、ＬｙｎｄａＭ・

AppIegateとMeredithColluraによる２０００年のＨＢＳケース数材「Amazon､com：

ExploitingtheVnluuofDigitnlBu8inesslnfiPastructurc」を参照“

｢手に入れるためにはまず与える(Givetoget)」戦略

側かを無料で与えるが、鎧終的にはビジネス拡大または、面的巾珊におけるクロ

スネットワーク効果を姫殿するような、どちらかの肘が向い対価を叫んで支払う方

法で提供を行なうこと（，

コンピタンス・マッシュアップ

脚なる所ｲj将のデータベースを、TinkerToy（丸や搾状の部IHIを好きなようにつ

なぎあわせる知育坑jいのようにつなぎあわせること《，鋪４章では第一に、収巣さ

れたデータに埋め込まれ、ローカライズされ、それによって価値を捗っているリア

ルタイムのノウハウに主眼を縦いている。第墓に、API，すなわちデータおよび怖

報が企業のシステム内で投針される方法を部外将が把押できる一巡のインタフェイ

スコードに主眼を吐いている。

第５章

Schumpeterの創造的破壊

オーストリアの維済学什JosephSchumpeterは、１９３２年に「創造的破壊」に側

する錨文を書き、それを社会および文化的実践のみならず経済全体を変えうるイノ

６８Ｃ・Ｋ・プラハラード「ネクス１，.マーケット「賛州肘」を「馴群」に空える次世代ピジオ､ス輯略」（スカイラ

イトコンサルティング‘Ｈ、英油出版、２００５年)-‘



ＺＩ】

ベーショ ンの 典合 体だ と説明した

破壊的イノベーション

C1fWtonChl｡i制ensenは、杵,１１：「ThelnlloWlt()'･'sDilcmmil:'1,heRevolU(io1M1パ
ャ

BookthatWillChangetlwWaj，ＹｏｕＤｏＢｕ爵iness」（Hal･I)e】･Businegs）t1Iにお

いて、「破峻的イノベーション」を主として破壊的なテクノロジーだと分類してい

論。‐ＩＩＢＲｉｌ愉文の「ＤｉｓＩ､uptiv(,Tcchn〔)!()恩ies:(〕ntchingt,h(､Wavc」７０も参照の

ことｌM･や|M1辿11ｲのﾉﾋ順|:ﾊ1におけるイノベーション率と、その州互依ｲF性に淀

１１を当てたIli典的な文献一Jam(３息Ｍ､ＵｔＬｍ･Ｉ〕ack群ｒＭａ机Ｇ１､ingtheI〕VnI1mics

ofllmovationj（HarvardBusinessScho(〕１１>ress）Ｔｌや、Richar〔lFo5tel,苫

Ilnnovatiol1:'１１h(､Attackel･'ｓＡ(Ivm1tagc」（SiIn()１１＆Schust〔､1.）７２－と比べる

と、いささか蝋外な内群である厳密に破壊的テクノロジーに剛↓をWl1くのは、Ｉ：

難川ハードウェア中心の梁界にとっては』1t'災ではあるものの、ソリューションや

サービス、紐縦、プロセス、AMi客''１心ビジネスにおける多くの血要なビジネスイ

ノベーションを幌んじることになる:，この‘'』､'､について、イノベーションおよびテ

クノロジー符j11にIMIする由りl↓的I愉文を姫めた文献が、MichI1〔､1'''11shmlmとｌ》hilil〕

A11dGrson細典による．ManIlgingSt1･ategiClnnoI･atiol12m〔ｌＣｌ１ｍ'9e:ACOlleCti()n

ofReadingsj(OxfbrdUniversityPress）である

ルリえばＡ､〔Iｙ（１１．CVGがI』1脚「()nlyI,hePal･'1,《)i(lSlIwiv〔､.Ｉでまとめた一巡の戦

略'仙拙点〈インフレクシヨンポインl､）や堆界ｲ《辿統の例では、物流を激僅させた

出荷方法や、物珊的１Ｍの流辿、迎柚業界など、・ｉｆにビジネス、組織、システム岨Ｍｉ

でのイノベーションを挙げているまた、現代の'二場におけるコスト碓造とタイミ

ング、組織、人材の伽き方、機械、在庫のあI】ﾉｊｆを変えた（ⅡＩ入した資本‘没iIlllを変

災するので(よな<）リーン伽>ifルtやジャスト・イン・タイムのサプライチェーン

についても‘崖『及しているこのテーマに1MIする礎糾としては、Michael'1,ushm(ｍ

とCharles０.Reillyによる「WinnmgThl･oughlnnovatioll:APracticalGuide

L〔)Lcadin貝（)1.9;mizational〔1ｈｉｍｇｅａｎｄＲ(､ncwal」〔11『ｗｗｌｒ〔lBusinessS(‘hool

6(）ルィI･ン・クリステン･セン『イノベーションのジレンマ」〔(llU.IIXIj、玉Ⅲ俊'Ⅳ!§,,R，捌泳社、２０(}()fl）

７０クレイトン.Ｍ･クリステンセン「ハイテク萌芽巾嶋を制する分岐技術j､rハーバード･ビジネス･レビュー」１９９５

年７月)。

７１ジニームズ.Ｍ･アソターバンク『イノペーシゴン･ゲｲー ﾉー ﾐｸスリ叩ﾘから学ぶ技術鞭略』（大fltiFfII小川jLIW(、

ＩI｢挫冊，1998ｲ|）ｕ

７２ﾘー ﾉ･ヤード･フ｛スター『イノベーシ;】ン｜ﾘ畔突破の純‘iMriiiWIIifjlﾉ§IMI研一,､ｌ(、Ｗ蝿.コミュニケーシ’ンズ、
１９８７胴
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Press)73を一雛されたい。

破壊的ビジネスモデル

私は、「破蝋的ピジネスモデルｊという包lili的な川船で、戦略似換点や業界不巡統

を引き起こすビジネス、組織、システム規模のイノベーションを脱明したいと考え

ている。第２章では、デジタルネットワーク化された市場において巣合的ユーザ価

値と、面的市場がコスト椛造を変化させ、収益迎州と甫要側の規模の維済をもたら

すＷｅｂ２．０のﾘ例について考察した。デジタルおよびオンラインのネットワーク化

されたテクノロジーは、期加する一方のモバイルおよびブロードバンドユーザ坐盤

を創出している。そこでは、これまでとは異なるビジネスモデルおよび成是パター

ンが生じている｡

フラット化した世界と、グローバル知識経済

ＴｈｏｍａｓFriedmanの著詳「'１'heWorldlsFlat」は、経済のバランスがBRIＣと

呼ばれる新興地域（ブラジル、ロシア、インド、中伺）へ傾きつつあることを懸念

するＣＥＯ，金融関係肴、政治家などのj断を反映して、２００６年の11t界経済フォーラ

ム（ダポス会縦）での砧題となった。「フラット化した世界｣、つまりは「世界は平

たい」という前葉は、テクノロジーを通じて利用uI能なコミュニケーションの辿

結性とスピードが高まり、地理的な距離と時１１１１を短縮することを強調した表現だ．

グローバルなコンピタンス配偏について述べたIiiI述の注では、こうした知識のl1I

Il1なフローやスビルオーバーが世界的な知識経済に'jえる影轡について司及した〔，

Fri②ｄｍｌｍは、個人アップローダーの璽要性や、個人の局地的な体験を世界規模で

入手可能にするブログ、ポッドキャスティング、WikipediaといったＷｅｂ２．０技術

のｉｎ婆性にも粁IＩしている。

ビア・ツー・ビア型梢造とSkype

ビア・ツー・ビア（P2P）のファイル共有については、NapsterIMl連で初めて上１．

にした人が多いだろう。Napsterは分敗型ファイル共打システムとＰ２Ｐウェプコネ

クションを使って、１つのノード（ビア）のハードドライプから別のノードに、オ

ンラインでリアルタイムかつ任怠に音楽ファイルをダウンロード可能とした。「The

７３マイヶル。Ｌ・クソシュマン/･ﾁﾍ･一ルズ・ルオライリー「殴り優位のイノベーシ釦ン組織炎碓とI1j'tへの

爽股ガイド」（‘陶州１．f択、ダイヤモンド社、1997年)。



ﾕⅡ〕

StarfishandtheSpider』で興味深い考察が述べられている。残念ながら、このア

プリケーションをめぐる訴訟合戦のせいで、一・般にはＰ２Ｐ構造およびファイル共有

には必要以上に否定的な印象が棚え付けられてしまったらしい。だが本来は、大蝿

模な怖淵処理Ⅲ胆や、征意の２地点あるいはマルチホツプ通傭、そしてシステムリ

ソース管理を解決する極めてバワフルかつエレガントなソリューションなのだ。

Ｋ､露“創始将が開発した、接続・特定されたあるノードから別のノードへデジタ

ルNi報を任意に配僻する非常に独力なＰ２Ｐ柵造は、汗楽共有の面から非合法だと､ドリ

断されている。しかし、このシステムをＶｏＩＰ池蹄業界に応用したSkypeは、ｅＢｎｙ

により市場価仙２７瞳ドルと判断きれた。Skypeでは、ユーザのノートパソコンが

ハブとなって凶際通話をつなぐ。SETIやグリッド・コンピューティング・アプリ

ケーションと同じく、インフラへの資本投資を節約することができる。

段階的イノベーション

段階的イノベーションとは、既存の技術軌道に沿って、または関連する財やサー

ビスの世代Ⅱで_lﾐとして継続的にコンビタンスが拡大する場合を前う。

抜本的イノベーション

抜本的イノベーションとは主として、ベーシックな技術やプロセスや組織におけ

る、大きなリスクや相当の変堆を求める画期的な、あるいはこれまでにない斬新な

商仙、システム、ビジネスモデルの非辿続的かつコンピタンス破峻的な導入を術す。

しかし、そうした抜本的イノベーターは、主流梁界や既存のパラダイムを打破でき

るという優位性がある。Ｗ・ＣｈａｎＫｉｍとRen6eMauborgneによる『BlueOcean

Strategy：HowtoCreateUncontestedMarketSpaceandMakeCompetition

Irrelewmt』（HnrvardBusinc8sSchoolPross）７１を参照のこと。

構造的イノベーション

「AdministrativeScienceQuarterly」謎に掲叔された、RebeccaHenderson

とＫｉｍClarkによる繍文「ArchitectumlIlmovation:TheRcconngurationo「

ExistingProductTechnologiesImdtheFailureofEstablishedFirms」を参照。１両ｌ

詰文の中で、著特らは次のように述べている。

7‘１Ｗ・チャン・キム／レオ､・モボルニュ「ブルー・オーシヤン戦略晩稲のない１Ｍ:界を創近する」〈ｲi簡桁-fH(、

ランダムハウス獅磯社、2005年)、



z'４１椛択

「榊巡的イノベーションとは、碓'Xされたシステムを'1柵成し、既ｲfの要紫を断し

ぃ手法で紬び付けることである『ｌＲ喫な点は、什典燕の背賊にある核たるデザイン

コンセプトーそして、関述する科雑的および技術上の知識一が変わらないことだ－

競争的または協働的イノベーション、コーペティシヨン(Co-opetition）

ビデオレコーダー堆界やCitiba11kのＡＪＴＭに関す為過去の例については、Ad41m

BrandenI〕urgerとＢａ１．１･vNalel)ｕｆｆによる子Co-opetition:ARevolutionUn‘

Mindsct’1,hI1t（1()ｍｂｉｎ〔ｈｓＣ〔)mpetiti(》ｎａｎｄ（､()()l〕Cl･atiOn：'1,ｈＧＧＩ１ｍｅ'1‘he【)'､v

Stl･atc間y'''11at，sCh21nlgingthcGnmGofBusiness」（Cul･rencV〉参照‘

ユーザ主導または民主化されたイノベーション

Ｍ１'1,牧授Ijriい，o11IIippolの淵：ｉｌｆ「Dem(]〔Fwltizin蔦Iml()wltio】1」（TlwMlT

Prcss）７５と、彼が初期に将したｌｒＩ１ｈｅＳｏｍ℃esoflImowMi()】1４（The()xIb】･〔l

Universit,ｙＰｌ､eSs）７(j参照

クラウドソーシングまたはクラウドキャッチング

Ｄｏｎ'1,('1)scO1Lは淵１１『Wikinomics」で、川IＩ的なマスコラポレーションまたは

クラウドソーシングの例としてWikipcdiaを挙げている‐ざらに良い例としては、

Larl･vIIustonとNabilSakkabによる『ＨＢＲｊの碕文「ConnectandDevelop：
Insi(ICI〕,.octcr＆（１，ｍl)1c'ｓＮｃｗＭ()d(､lOrInnowlti()I,」７７と、Ｐ〔北】･GloorとScot（

Ｍ､Ｃ〔)01x,１，によあ１.SMR.,|掲戦の’'1,h(､Ｎｅｗ''1.in(似iI)1(鴫of,ａＳｗｉｌｌ,mBuSineSs」な

参照倫

オープンソース、エコシステム、プラットフォームイノベーション

Hcnl･ｙ（1h〔isblI‘〔)ｌ１ｇｈの近杵『01)(mlIuHinessM()(lels:１１()ｗ【〔)'1,h1,ivcin(,hcMw

lmlovationLandscape」（HarvardBusinessSchooll〕1.ess）７sと、彼の『HBR.l掲俄

７６エIルク‘ソ･Ｉン・ヒソペル「l雌化･;､あイノベーシヨンの１１ｳ代』Ｉサイコム・インター･』.シ」･ル,J(、フシＦ－ﾇ

ﾄプﾚｽ､2()I)5年〕

７６エリック･ツャン･ヒンペル『イノベーションの源ﾙ＆典のイノベーターIよだれかI（僻Ｉ)IWiⅡI;訳､ダイヤモンドドＬ

1991年１

７７ラ$ノー・ヒュースi､ンナピル・サッカプＰ＆(；コネクト・う・ンド・ディベロソプ戒略』、「ハーバード・ピシ

ネス・レビュー」【200〔)fi811り｝

7Ｈヘンリー・・排j陰洪ゾ1111/Ｉ･ｲ･－ゾンビジサ､乳堰デル知11ｲ雌71M,1』|Ｗ)イノペーシ」ンI1jl4hX淵,ﾘ(､期泳ｌＩｌ、

２{１０７ｲ１１



zIj

倫文『ＴｈｅＸｅｗＢｕ潟inessLogicofOpGnlmlovation」７９を参照。また、A1mal〕elle

GawcrとMichaelCusumanoによる「l〕1組tIbrmLeadership:Howlntel,Microsoft

I1n《lCiHcoDl,iveln(lustl･ylnnovatioI1」〈IIa】･vardBusin(PssSchoo1Pl･僻目）と、

ｌｌＢＳノート「P1a(lbl'ｍ－Ｍｅ(liatc(1Ｎ(､|,w(〕Yks:Dollniti()ｌｌｓＩｍｄＣＯ】･(､（1()n(､(型I)t門.ｌも
参照のこと，

娯楽用のモバイルプラットフォームとしてのiPodvs，コミュニケーション用モバイルプラ

ットフォームとしてのiＰｏｄ

次に堆げるＩＩＢＳケース教材を参照のこと

'1,h(ｐＭｕｓｉｃｌｎｄｌＩ瓢I･ｙａＩ１ｄＩｈＣｌＩ１Ｉｔ'1.11cｔ（Ｂｈａｌ･a【Ｎ、Ａｎａｎｄ【ｍ(ｌＥｓｌ(JlleS

(､iln【iⅡ()､）

〈Ｍｄの統きとして）ＴｈｃＭｌ鴫i(､{11(llISIl･ｖｉｎ２{)０６（.I()llllR,Welい､〔１１§li源１１)ＣＩｈ

Ａ,Raabe）

･IpplcComputer,InG:il,ｏｄａｎｄｉ'1,1ⅡＷＳ（ＭａｒｙＭ,Ｃｌ･()ｓｓａｎａｎｄＫｃｎＭ狐．k）

iP()(lvs‘Ｃ(ＰｌｌＰｌ１()llc:八Ｍ()bileM11SicRぃ･《)IlIli()、（Ｄｉｗｉ〔ＩＢ.Ｙ(〕、〔､、】(ｌＭｉぐhncI

SliI1d）

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と、バークレーを拠点とする（しかし、側際的に知ら

れた）Ｇ１･acenote社の()ＤＤＢの技術およびオープンソフトウェア｣,馴Ｉｉは、ＩＢＭや

RcdHalやI』ｉｍｌｘにならずとも‐企推による価値の典lml創造が可能であることを,ｆ

している１

｢クリック＆モルタル｣、「ブリック＆モルタルj、オフラインーオンライン

オフラインとオンラインが混合するパートナーシップを喪現する言無はいくつか

ｲＭ;している｡ＷCl)２.()の進化前に,'|:かれたＲａ１１ｊａｙ(I111ntiとＪｔ１ｓｏｎ（WiI1()によ

る．IIBR』倫文「(;(､(ｔｈ〔9RightMiX(〕１，Ｂｒi〔PksIm(1（､lickS」帥は、初jUlの概肌を提
示している_

７９ヘンリ一・Ｗ｡．ｆ坐スブＬ１－「ｲﾐ|汁化･蝿「ｵ･一プン･イノベーシ’ン１，「′､一バード･ビジネス･レピ.『－１（2<〕()３

flI1jI¥）

ｓｏランジェイ･グラチジ扇イソン･ガリーノクリ･ソク＆モルタル職略｣、「ハーバード･ビジネス･レビュー」（2000
年11〃号).

８１ケピン･ワーバンクコミユニケーシゴン･コンパージュ.ンスョ､『ハーバード･ビジネス･レビュー］（2006ｲI;７月界



皿６１注釈

JajahとVolP

KevmWerbachによる「HBR」惹文「UsingVolPtoCompete」も'を参照。また、

スタンフォード大学で２００７年７月に行なわれたChalmers-Berkeleyprogramで、

JajahのＣＯＯ（般高執行尚任稀）MichelVeysが発表した蹴油「Jnjah」も参照さ
れたい。

iPhone--Wi-Fi万撞性

iPhoneと、そのWi-Fili換性は、iPhoneブラウザの使用に関するオープン標地

と、オープンなソフトウェア開発荷およびアプリケーションエコシステムの幾場に

直接的な関連がある。それが、初期のAT&T－大幅な技術開発を行なった－と

の独占的提柵凹係を説明するものでもあるが、ＡＴ＆Ｔの独占体制は腿続きしない

可能性が商い。

第６章

Ｗｅｂ2.0のビジネスプラン

WilliamA､Snhlmfmによる「HBR」誌掲戦の１K嬰な総文「ＨｏｗｔｏＷｌ･itea

GreatBusinessPlan」をぜひ参照されたい。倫文内で司及されている：Ｉｉな問い

については、一部を次のＵＲＬで閲覧することができるｃhttp:"hbswk・hbs,edu/

archive/565.hｔｍｌ
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附辿齢・‘‘･･,….．・・・，..'･･････････.’７２‘７７，１９７
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データベース･･'･･….．…..…･……･'･･,･･,･･,･･･････．.････････････１０
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伝染･……･････…････････････････････････････････････････････．.･･･83,161
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内郁化････････………‘･･････…･･････…….........................ｌ”
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パイラルマーケティング．.‘．....'..'･･･…････…11.70,198

破壊的イノペーシヨン･････････････……‘……･･･････129.2]１
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曲紙化･･･････････････…．.…‘‘.．･･腸･･･……･･･,．.,･･････.･･･････……167
ハブ･･････････.･･‘･･‘｡．…‘,,｡．,･･･････････････.･･.･････‘･････……,･･,･･.･７５

パンドワゴン効ﾙﾐ,｡,･･････････････････,.．‘..‘.．………･･･,･･,..,.‘１６
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共同マーケティング･‘…･…･････････････'..'..'･･････････１８

パイラルマーケティング.･･･････････曾・････１１，７(〕.１９８
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●著者紹介

ＡｍｙＳｈｕｅｎ(エミー・シェエン）

シリコンバレーのビジネスモデルおよびイノベーション維済学に関する国際的椛威と

して知られ、梁界カンファレンスやベンチャーキャビタリスト対象イベントなどで散

多くの鋼滴を行ない、多数の賞を受けている企莱職略研究荷。ペンシルバニア大学ウ

オートン校、カリフォルニア大学バークレー校ハース・スクール・オブ・ビジネス、

サンノゼ州立大学、中欧国際T:商学院（CElBS)、フランスのエコール・デ・ボンと

エコール・ポリテクニックで、ＭＢＡ取得荷や技術卯門家や企梁幹部を対象としたコ

ースで股先端ビジネス、職略、ベンチャーファイナンスについて敬えている』l1ltp:/／

ｗｗｗ､amyshucn・com／

●択肴紹介

上原裕美-ｆＩうえはらゅみこ）

1976年東京雌まれ、筑波大学第_ﾕ学群比校文化学類卒。出版社勤務後、オーストラリ

アで狩別支援学校のボランティアアシスタントや日本語識師を維験、帰同後に進学熟

の英淵獅師、翻択コーディネータを総て、翻択将となる。ブランディング、マーケテ

ィングにかかわるビジネス文井から、エッセイや英錯牧付に報るまで、帆咳い仕馴を

こなす。訳杏に「わが『と歩む道「障苫」をもつ子どもの親になるということ」（オ

ープンナレッジ）など。
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ティム・オライリー
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株式会社ルナテソク

株式会社オライリー・ジャパン
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瀞Ｉ.、乱丁の隙はお取り特えいたします

ぶ1,11,蛾‘I11l.'.〈ﾉ)保,,嵯を受けていま･』水14の一門|j‘もあいはｆﾊ|jについて、株式金肥'‘シイリー．

ジャパンから文洲{二よる許,ﾙﾃをi1トザに、いかなるﾉj郷こおいても無断で鯉′'j:、似製寸・ることは熊じ

られてい煮ず


