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発になっている。たとえば，2007 年 11 月に
開催された「Web2.0 EXPO Tokyo 2007」は
2,988 人の来場者を集め，2008 年 5 月に開催さ

笊――― はじめに

れた「Web2.0 マーケティング フェア」は
110,626 人の来場者を集めており，また，日本

インターネットを従来のメディアやチャネ

マーケティング協会主催の「マーケティン

ルの単なる代替としてではなく，企業活動や

グ・サイエンス研究プロジェクト 2008（アド

消費者行動，企業と消費者の間の関係に質的

バイザー：明治学院大学経済学部教授 清水聰，

な変化をもたらす非連続的なイノベーション

日産自動車執行役員 星野朝子）は「Web2.0

としてとらえる，いわゆる「Web2.0」として

時代の『賢い消費者』と『賢いマーケター』研

総称される概念が実務家の間で注目されてい

究会」と題して「Web2.0」のコンセプトの一つ

る。この概念は，Anderson（2004）が，オン

である「集合知」を取り扱うと発表している。

ライン書籍販売の Amazon において，従来型

しかしながら，そもそも「Web2.0」はメデ

の書店に在庫のないようなニッチな商品が売

ィア構造，消費者行動，ビジネスモデル，シ

上の 2 分の 1 を占める（後に 3 分の 1 に訂正）

ステム開発，ウェブデザインなど多岐にわた

という分析を発表し，O'Reily（2005）が

る概念群をゆるやかに束ねた総称であり，そ

「Web2.0」を，それを構成する 7 つの概念群

れゆえにそれぞれの論者の関心領域ごとに部

を総称する概念として提唱したことから米国

分的な議論が展開されている。「Web2.0」の

で議論が活発になったものである。また，日

マーケティングへの影響についての議論は，

本では，2006 年 2 月に出版された「Web2.0」

今日の時点ではいささか消費者行動の部分，

をテーマに扱った梅田（2006）の「ウェブ進

たとえば顧客発のメディアであるコミュニテ

化論」 が 40 万部を超えるヒットとなったこ

ィサイトやブログ，SNS の消費者行動への影

となどをきっかけに，「Web2.0」およびその

響や，顧客が企業の販売に協力をするアフィ

マーケティングへの影響についての議論が活

リエート型販売の可能性といったテーマに偏
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りがちであり，その一方で商品開発の部分，

ターネットを従来のメディアやチャネルの単

すなわち企業が「Web2.0」で語られている事

なる代替としてではなく，企業活動や消費者

業環境において，いかに価値を創造し，それ

行動，企業と消費者の間の関係に質的な変化

をいかに自社の製品やサービスの組み合わせ

をもたらす非連続的なイノベーションとして

と価格設定に落とし込みながら提供していく

とらえる立場に基づいたものである。その具

か，といったテーマについては議論が進んで

体的な概念としては，O'Reily（2005）が「7

いないように感じられる。

つの原則」として定義したものが最も多く引
。
用されているものの一つであろう（表− 1）

このような問題意識から，本論では，
「Web2.0」と総称される概念と，それが描こ

「プラットフォームとしてのウェブ」にお

うとしている「Web2.0」的な事業環境を整理

いて，O'Reilly（2005）は，広告配信プラット

し，かような事業環境において商品開発戦略

フォーム「Google AdSense」をその代表例と

がどのように変化する可能性があるかについ

して挙げている。それ以前の広告配信プラッ

て，仮説的なフレームワークを提示する。

トフォームが，主として多くの利用者を集め
るポータルサイト上で，広告主が好むような

笆――― 「Web2.0」とは

バナー広告やポップアップ広告を提供するサ
ービスが主流であったのに対して，「Google

1.「Web2.0 の 7 つの原則」

AdSense」は，ウェブコンテンツの大部分を

「Web2.0」の概念は，前述のように，イン

構成する小さなサイトに対して，コンテンツ

■表―― 1

「Web2.0」の「7 つの原則」
説 明

原 則 名

Web1.0

Web2.0

プラットフォームとしての 特定の提供者が、多くの人々のニーズを満 不特定の提供者が、豊富な種類のコンテンツ
ウェブ
たしそうな汎用的なコンテンツ・ツールを ・ツールを、多様なニーズを持つ利用者に
ウェブを介して一方向的に配信する
ウェブを介してきめ細かく提供する
集合知の活用

特定の提供者が創造した知を提供する

多くの個人が自覚的・無自覚的に参加しなが
ら『群衆の叡智』を生成する

データが次の「インテル・ ハードウェア（例: IntelのCPU）やソフトウ インフォウェア（大手プレイヤーから提供され
インサイド」
ェア（例: MicrosoftのWindows）がコアコン たデータもしくは多くの人々が参加しながら
ピタンスとなる
付加したデータ）がコアコンピタンスとなる
ソフトウェア・リリース・ 完成した商品を数年ごとに利用者に提供
サイクルの終わり
する

完成前のプロトタイプを短いサイクル（例:日
単位）で利用者に提供する

軽量プログラミングモデル 安定性を担保するために、システム連携の 機動的な連携を実現するために、システム連
コストが高いプログラミングモデルを活用 携のコストが低いプログラミングモデルを活
する
用する
単一端末レベルを超えたソ 単一の端末（例：パソコン）ごとに閉じた 単一の端末（例：パソコン）のみに完結せず、
フトウェア
サービスを提供する
複数の端末（例：携帯端末、車載端末）で横
断的に使えるサービスを提供する
リッチなユーザー・エクス ウェブブラウザーを経由したページ遷移を PCアプリケーション並みの使いやすさとウェ
ペリエンス
基本としたユーザビリティのサービスを提 ブならではの強み（例：利用の遍在性、デー
供する
タの検索可能性、データの豊富なカバレッジ）
を兼ね備えたサービスを提供する

資料 : O'Reily（2005）
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の文脈に沿ったテキストを表示する広告を提

自覚的な参加（例：投稿，編集，評価）およ

供している点に着目している。ウェブ上のマ

び無自覚的な参加（例：閲覧行動データ，リ

ス的なコンテンツ・機能や汎用的なニーズを

ンク）によって「群衆の叡智」を生成する可

求めるアクセス（Web の「中心部」）だけを

能性が提唱されている。

対象にするのでなく，ニッチなコンテンツ・

「データが次の『インテル・インサイド』」

機能や多様なニーズを求めるアクセス（ウェ

においては，地図データサービス各社に

ブの「周辺部」）を対象にし，後者においてコ

NavTeq が卸している住所・経路データや，

ンテンツ・機能とニーズの間をきめ細かく仲

Digital Globe が卸している衛星画像データの

介する情報環境の可能性が提唱されていると

ような，巨額の投資によって収集されたデー

いえよう。

タが，事業の生態系の中で中核価値を持つ

「集合知の活用」においては，オンライン

「インフォウェア」となることが指摘されてい

百科事典の Wikipedia とオンライン書籍通販

る。ちなみに，「インフォウェア」とは，これ

の Amazon が代表例としてあげられている。

まではたとえばパソコン事業の生態系におい

Wikipedia は，誰でも項目を加えたり，説明

て「インテル・インサイド」の広告キャンペ

を著したり，他の人が著した説明を編集した

ーンで訴求されているような CPU（ハードウ

りすることができるサービスである。誰もが

ェア）や，Microsoft Windows のような OS

著者になれるサービスであることにより，そ

（ソフトウェア）が中核価値を持っていたのに

の項目の妥当性や説明の正確さが損なわれる

対し，これからの事業の生態系においては，

と危惧されていたが，それぞれ独立性を持っ

これらに相当するものが NavTeq や Digital

た人々の多様な意見を，分散を保ちながら集

Globe が収集したデータのような情報になる

約することによって品質が担保されると言わ

ということを示す造語である。一方で，オン

れている。また，Amazon は，他の書籍通販

ライン書籍通販においては，Amazon は国際

よりもはるかに多くのユーザーからの書籍に

標準図書番号登録情報の提供会社 R.R.Bowker

対するレビューコメントが掲載されており，

から書誌情報を提供されているが，多くの

さらにそれらのレビューコメントを評価する

人々が参加しながらデータ（出版社から提供

仕組みを持つことで，質の高いコメントが低

された表紙画像や目次，サンプル，利用者か

いものの中に埋もれてしまわないような工夫

ら投稿された訂正や追加）を付加することに

がされていることが，同社のサービスの魅力

よって，今ではオリジナルの R.R.Bowker の

の一つとなっている。あるいは，Amazon の

書誌情報よりも，むしろ Amazon の書誌情報

売上データや利用者のページ閲覧行動のデー

を学者や司書が使うようになってきているよ

タを活用した表示や，検索サービスの Google

うに，巨額の投資によって収集された情報と

のサイト間のリンク構造によって検索結果の

ともに，多くの人々が自発的に参加をしなが

優先順位を付ける表示のように，利用者が自

ら付加をした情報も中核価値となりうるとい

覚しない参加によって集合知を生み出すとい

う可能性が提唱されている。

うアプローチもある。このように，利用者の

「ソフトウェア・リリース・サイクルの終
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わり」においては，これまでの二，三年に一

末と自動車が連携することによりリアルタイ

回パッケージの形で新しいバージョンを開発

ムの交通情報モニタリングといった新しいア

し，提供するソフトウェアよりも「早期に，

プリケーションが登場している例をもとに，

高い頻度で」新しい機能をリリースするオン

端末の壁を越えてコンテンツや機能が提供さ

ラインサービスの特徴を指摘している。ある

れ，利用者間で情報が交換されることによる

オンラインサービスが，毎日いくつかの新機

新しいサービスの可能性が提唱されている。

能をサイトのどこかに追加し，利用者の行動

「リッチなユーザー・エキスペリエンス」

をリアルタイムでモニタリングしながらそれ

においては，これまでともすればウェブブラ

らの機能の受容性を検証し，受容性が高いも

ウザを経由してページを遷移するというユー

のをサイト全体に展開している例をもとに，

ザビリティに制約されがちだったオンライン

プロトタイプ（「永遠のβ版」）を利用者に提

サービスが，たとえば「AJAX」という言語

供し，利用者からの学習に応じて改善し続け

を使ってパソコン上のアプリケーションに匹

るアプローチの有効性が提唱されている。

敵する使い勝手を実現することにより，より

「軽量プログラミングモデル」においては，

利用が活性化する可能性が提唱されている。

企業間のシステム連携の代表的な二つのアプ

以上のように，「Web2.0」を構成する概念

ローチとして，安定したプログラミング環境

群は，取り扱っている領域が多岐にわたり，

を提供しようとして構築された複雑なプログ

かつ，それぞれの概念が必ずしも相互に排他

ラミングモデルである「SOAP（Simple

的でないことからくるわかりにくさゆえ，今

Object Access Protocol）」と，HTTP 経由で

日の「Web2.0」の議論は部分的なものが多い。

XML データを提供するだけの軽量のプログラ

したがって，これらのそれぞれの概念から事

ミングモデルである「REST（Representa-

業環境や商品開発への意味合いを個々に考え

tional State Transfer）」とを紹介し，Ama-

る前に，これらの異なる概念の間に共通性を

zon において，前者のアプローチが大手小売

見いださせているであろう「情報民主化」の

パートナーと限定的にしか使われておらず，

圧力を手がかりに，概念間をつなぐ文脈を整

95%の企業外との連携には後者のアプローチ

理したい。

が使われていることを紹介しながら，後者の
2.「情報民主化」の圧力

アプローチにより企業間の連携がより容易に
なり，そのような連携の活性化をきっかけに

根来（2007）は，インターネットを活用し

企業内に閉じていた様々な機能のコンポーネ

たビジネスは，その創発以来，つねに「情報

ントの組み合わせによるイノベーションが生

民主化」の圧力と「市場経済」の圧力との間

まれやすくなる可能性が提唱されている。

の均衡点として生まれ続けているのではない
か，という歴史観を提示している。すなわち，

「単一端末レベルを超えたソフトウェア」
においては，Apple が提供している楽曲管理

インターネットは「誰もがそこで情報を受信

サービス「iTunes」を介して，パソコンと携

できる」「誰もがそこで情報を発信できる」
「誰もがそこにある情報を必要なときに適切に

帯音楽端末が連携している例や，車載情報端
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探し出せる」「誰もがそこにある情報を自由に

ながら，自らの地位を温存しようとしている

使うことができる」ことを目指す「情報民主

「支配のモデル」に対するアンチテーゼとして，

化」の理念とともに誕生・普及してきており，

企業内や企業と顧客の間，企業と社外のパー

インターネットを利用する人々は，金銭的で

トナーの間それぞれのコミュニケーションを

はないインセンティブ（名誉，興味）によっ

より活発できめ細かいものにする「プラット

て動き，自らの情報の所有権にこだわらず，

フォームとしてのウェブ」を活用することに

あらゆる情報を公開し，互いに連結させなが

よって，そのプラットフォームに関わる人々

ら価値を生み出していくことを追求してきた

すべてが自在に自らの活動を展開できる「情

が，これに対し，金銭的利益や競争における

報民主化のモデル」を提示しようとしている

勝利がインセンティブとなり，排他的に独占

のではないだろうか。すなわち，「プラットフ

されたモノや情報を有償で交換する「ビジネ

ォームとしてのウェブ」を活用することによ

スの論理」を追求する「市場経済」があとか

り，企業内のこれまで気づかれなかった個人

ら持ち込まれ，インターネットが元来持って

の力を活性化させたり，顧客間のダイナミッ

いた「情報民主化」の圧力と金銭的な価値を

クスにより知を活性化させたり（「集合知の活

生み出すための「市場経済」の圧力との均衡

用」），企業がそのような活性化された知を積

点で，インターネットを活用したビジネスが

極的に使いながらより高い価値をより早く提

生まれ続けてきたという立場である。

供したり（「ソフトウェア・リリース・サイク

この歴史観に立った場合，「Web1.0」と

ルの終わり」），あるいはしばしば顧客自身を

「Web2.0」の間の違いは何だろうか。根来

含む不特定の個人単位の社外のパートナーの

（2007）は，ハードウェア，ネットワーク，ソ

参加を促し，その力を活用したり（「データが

フトウェアといったインターネットを活用し

次の『インテル・インサイド』」），企業間の自

たビジネスに必要なものの価格破壊，いわゆ

在な連携の恩恵を積極的に活用したり（「軽量

る「チープ革命」により「Web2.0」の方が損

プログラミングモデル」），といった新たなア

益分岐点を引き下げられ，その結果，従来よ

プローチが戦略オプションとして顕在化する

りも「情報民主化」の圧力により傾いたビジ

可能性を提示しているのではないだろうか。

ネスが成立しやすくなったことが，両者の違

あるいは，現在のオンラインビジネスの環境

いの本質ではないかと指摘している。

の中でたまたま「支配者」として見なされる

この「情報民主化」の圧力こそが，O'Reily

主要なプレイヤーが，インターネットにアク

（2005）に，多様な概念群の間に共通性を見い

セスする情報端末（例: パソコン，携帯電話）

ださせしめている「文脈」なのではないだろ

ごとに閉じたサービスを，インターネット登

うか。それをいささか誇張をして表現するな

場以来長らく進化していないページ遷移型の

らば，「すでに自らの立場を確立した企業や

ナビゲーションで提供していることに対する

人々」が，企業内や企業と顧客の間，企業と

アンチテーゼとして，「単一端末レベルを超え

社外のサプライヤーの間のコミュニケーショ

たソフトウェア」「リッチなユーザー・エキス

ンの流れを意図的に悪くしたり，歪めたりし

ペリエンス」が強調されているのではないだ
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1．企業内のコミュニケーションの変化と商

ろうか。

品開発戦略への意味合い

このような Web2.0 に関する概念群の整理
を前提とし，オンラインビジネスに固有のモ

商品開発を行う際の企業内のコミュニケー

デルである「単一端末レベルを超えたソフト

ションに関して，先行研究としては，野中

ウェア」「リッチなユーザー・エキスペリエン

（1990）が商品開発に関わる知が生まれてから

ス」以外の 5 つの原則から導出される

共有されるまでの四つのモードを提唱したも

「『Web2.0 的』な事業環境」を，インターネッ

の，すなわち個々人の暗黙知（思い）が共通

トを活用したオンラインビジネスのみに限ら

体験を通じて互いに共感し合う「共同化

ず，幅広いタイプの事業に共通するであろう

（Socialization）」，その共通の暗黙知から明示

「情報民主化」が進んだ事業環境ととらえ，商

的な言葉や図として表現された形式知として
コンセプトを創造する「表出化（Externaliza-

品開発の観点からその輪郭を探る。

tion）」，既存の形式知と新しい形式知を組み

笳――― 「Web2.0」的な事業環境と
商品開発戦略への意味合い

合わせて体系的な形式知を創造する「連結化
（Combination）」，そしてその体系的な形式知
を実際に体験することによって身に付け暗黙

O'Reily（2005）の「Web2.0」の議論の本質

知として体系化する「内面化（Internalization）
」

が，前述のように「プラットフォームとして

の四つのモードがあるというフレームワーク

のウェブ」を活用することによる「情報民主

（「SECI モデル」）が代表的なものとして挙げ

化のモデル」であるとするならば，「プラット

られよう。

フォームとしてのウェブ」で提唱されている

実務においては，米持（2008）によって紹

「豊富な種類のコンテンツ・ツールと多様なニ

介されている IBM の社内ブログや社内 SNS

ーズを持つ利用者との間のきめ細かい仲介が

の活用の事例が挙げられよう。この事例では，

可能となる情報環境」を起点に，それが商品

更新が容易なブログを活用することでプロジ

開発の前提となる事業環境にもたらすであろ

ェクトチームメンバー間のコミュニケーショ

う変化を考えてみるのがよいのではないだろ

ンが円滑になったとともに，プロジェクトの

うか。このような考え方に基づき，商品開発

中で発生した課題に対して解決のヒントを持

において，このようなプラットフォームによ

っていそうな人を，社員がそれぞれのブログ

って仲介される主体のパターン，すなわち，

に紹介しているプロジェクト歴のキーワード

（a）商品開発を行う企業内

（b）商品開発

検索や，SNS によって可視化された社員間の

を行う企業とその見込客となる顧客の間 （c）

人的なつながりを手がかりにすることよって，

商品開発を行う企業と社外のパートナーの間

組織の壁を超えて，広く社内から発見しやす

の三つのパターンごとに，事業環境の変化と

くなったという効果が報告されている。

商品開発戦略への意味合いを検討していこう。

野中（1990）フレームワークと実務の事例
を照応させると，「プラットフォームとしての
ウェブ」は，同一プロジェクト内において，
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個々人の暗黙知（思い）が共通体験を通じて

tiveness）を実現させるためのアプローチの

互いに共感し合う「共同化（Socialization）」

一つが「SECI モデル」のそれぞれのモードの

に関わるコミュニケーションを促進させる効

巧みな運用であるとするならば，前提 1 およ

果と，プロジェクト外において，既存の形式

び 2 の結果として，次のような仮説が導出さ

知と新しい形式知を組み合わせて体系的な形

れるのではないか。

式知を創造する「連結化（Combination）」に
関わるコミュニケーションを促進させる効果

仮説 1 ：前提 1 の結果として，同一部門内

があると考えられよう。さらに「情報民主化」

におけるメンバー間の共感醸成型

の文脈をより意識するならば，「すでに自らの

コミュニケーションにより共同化

立場を確立した人々」からそうでない人々へ

をより巧みに行うことにより，商

の上位下達による知の伝授や，「すでに自らの

品の提供価値の革新性を高めるア

立場を確立した人々」をハブとした知の交換

プローチが戦略オプションとして

とは対照的な，同一企業内の所属や立場にと

顕在化するのではないか

らわずに個人間で知を交換するコミュニケー

仮説 2 ：前提 2 の結果として，部門を横断

ションが活発化する事業環境の姿が浮かび上

した社内の既存の知の探索型コミ

がってくるだろう。

ュニケーションにより連結化をよ
り巧みに行うことにより，商品の

前提 1 ：同一部門内におけるコミュニケー

提供価値の革新性を高めるアプロ

ションにおいて，従来型の階層的

ーチが戦略オプションとして顕在

なコミュニケーション（例：上司

化するのではないか

から部下への伝達）を補完する，
2．企業と顧客の間のコミュニケーションの

メンバー間の共感醸成型のコミュ

変化と商品開発戦略への意味合い

ニケーションを活性化させる事業

商品開発を行う際の，企業とその見込客と

環境が登場する

なる顧客の間のコミュニケーションに関して，

前提 2 ：部門を横断したコミュニケーショ
ンにおいて，従来型の調整コスト

先行研究としては，von Hippel（1994）が

の高いプロトコル（例：所属長間

「顧客の粘着性（stickiness）の高い情報を取

の摺り合わせ）を代替する，社員

得するために，プロトタイプを活用しながら

間の直接的な部門横断型コミュニ

対話的なプロセスを採ることが有効である」

ケーションを活性化させる事業環

ことを提唱したもの，小川（1997）が，消費

境が登場する

財の場合は，案の承認前に顧客の意見を商品
に組み込むことが目標費用の達成度を高め，
産業財の場合は，プロトタイプを利用して顧

商品開発の成功要因として Cooper（1979），
Cooper and Kleinshmidt（1987）により確認

客の意見を汲み上げることが競合他社と比べ

されている商品の提供価値の革新性（innova-

て売上，利益と技術・品質の卓越度を向上さ
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せることを明らかにしたもの，Campbell and

企業と顧客の間のインタラクションが容易に

Cooper（1999）が，顧客をパートナーとして

なることにより，両者の間のコミュニケーシ

取り込んだプロジェクトにより開発された商

ョンが活性化する効果があると考えられよう。

品は社内メンバーのみのプロジェクトで開発

また，企業と顧客の間のインタラクションを

されたものよりも商品の優位性が高く，商品

活性化させる手法として，顧客間のインタラ

開発の質が高くなるが，商品開発の成功には

クションによるグループ・ダイナミックスの

必ずしもつながらないことを明らかにしたも

効果にも着目すべきだろう。Goldman（1962）

の，Schreier and Prügl（2008）が，リード

によると，フォーカス・グループ・インタビ

ユーザーを取り込むことが新商品のアイディ

ューにおいて意見を求められたときに，回答

アの質を高めることを明らかにしたものなど

者の間でインタラクションが発生することに

が代表的なものとして挙げられよう。

よりグループ・ダイナミックスの効果，たと

実務においては，良品計画が行っている，

えば，「仲間集団との議論により，自発的で率

生活者の視点から無印良品ブランドのコンセ

直な発言を誘発させることができる」「個人の

プト（素材を活かし無駄を省いた生活者視点

インタビューでは言及されなかったであろう

の商品）を具現化する商品を募る活動を行っ

新たなアイディアが生まれることを刺激する」

ているポータル＆コミュニティサイト

といった効果があることを指摘している。こ

「MUJI.net」を利用して，サイト上でモニタ

のグループ・ダイナミックスの効果は，たと

ーを募り，モニター会で集まった意見交換を

えばウェブサイト上に表明された意見を顧客

サイト上に公開しながらさらに幅広く意見を

が相互参照することにおいても期待できるの

集めながら新商品を開発していく「モノづく

ではないだろうか。O'Reily（2005）の「集合

りコミュニティー」の事例がある。

知の活用」において例示された Wikipedia に

先行研究と実務の事例とを照応させると，

おいて見られる，「それぞれ独立性を持った

■図―― 1

「MUJI.net」の「モノづくりコミュニティー」

資料 : MUJI.net ウェブサイト（http://www.muji.net/community/）
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人々の多様な意見を分散を保ちながら集約す

よりもより高い頻度で，より正

ることによって品質を担保する」メカニズム

確に取得することを可能にする

は，このようなグループ・ダイナミックスの

事業環境が登場する

効果として整理できよう。さらに「情報民主
化」の文脈をより意識するならば，「すでに自

商品開発の成功要因として Cooper（1979），

らの立場を確立した企業」が，提供価値の設

Cooper and Kleinshmidt（1987）により確認

計において，いかに自らの既存の資源を活用

されている商品の提供価値の顧客ニーズとの

できるかを考えることに拘泥するモデルとは

適合性や，Urban et al.（1986）により確認さ

対照的な，企業が，顧客のニーズを起点に提

れている他社よりも早いタイミングでの市場

供価値の仮説を構築したり，顧客ニーズに適

導入を実現させるための有効なアプローチの

合するように構築した仮説をさらにきめ細か

一つが，顧客からの知の移転，すなわちニー

く摺り合わせていくような活動が活発化する

ズを特定するための参照となる情報の取得の

事業環境の姿が浮かび上がってくるだろう。

巧みさであるとするならば，前提 3-b の結果

これは，O'Reily（2005）の「ソフトウェア・

として，次のような仮説が導出されるのでは

リリース・サイクルの終わり」で提唱されて

ないか。

いる「商品のプロトタイプを早い段階から，
頻繁に顧客に触らせることにより学習サイク

仮説 3 ：前提 3-b の結果として，企業と顧

ルを早めるアプローチ」と言い換えてもよい

客の間における顧客ニーズに関す

だろう。

る参照情報を取得する頻度を高め
ることにより，商品の提供価値の

前提 3-a ：企業と顧客の間のコミュニケー

顧客ニーズとの適合性を高め，市

ションにおいて，企業および顧

場導入タイミングを早めるアプロ

客にとって調整コストの高いコ

ーチが戦略オプションとして顕在

ミュニケーションの手段（例：

化するのではないか

対面のインタビュー，大規模サ
3．企業とパートナーの間のコミュニケーシ

ンプルの定量調査）を代替する，

ョンの変化と商品開発戦略への意味合い

より調整コストの低いコミュニ
ケーション（例：ウェブサイト

商品開発を行う際の，企業と社外のパート

を経由したモニターコンテンツ

ナーの間のコミュニケーションに関して，先

および他の参加者の意見に誘発

行研究としては， Takeuchi and Nonaka

された意見の表明）を展開する

（1986）が，富士ゼロックスの商品開発の事例

ことを可能にする事業環境が登

研究に基づき，商品の設計段階でサプライヤ

場する

ーに参加させ，かつ，サプライヤーの自己組

前提 3-b ：前提 3-a の結果として，顧客のニ

織化を奨励する（例：何をすべきかを指示せ

ーズに関する参照情報を，従来

ず問題を説明するに止め，サプライヤー自身
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が解決方法を考えることを許容する）ことの
有効性を提唱したもの，Clark（1989）が，サ

前提 4-a ：企業とパートナーの間のコミュ

プライヤーを関与させることにより開発の期

ニケーションにおいて，従来型

間が短縮され，質が高まることを明らかにし

の調整コストの高い企業間を連

たもの，van Echtelt et al.（2008）が 長期的

携するコミュケーション手段

な管理プロセスにより，サプライヤーの技術

（例：対面の会議）を代替する，

の活用や技術的なロードマップの摺り合わせ，

より調整コストの低いコミュニ

解決策の横展開が期待されることを明らかに

ケーションを展開することを可

したものなどが代表的なものとして挙げられ

能にする事業環境が登場する

よう。

前提 4-b ：前提 4-a の結果として，企業とパ

実務においては， アスクルが，自社の顧客

ートナーの間のコミュニケーシ

データに基づく需要予測をリアルタイムでメ

ョンにおいて，課題の特定やそ

ーカーと共有するシステム「SYNCROMART」

の解決に関する参照情報を交換

を 2002 年に導入したことにより，メーカー側

する頻度をより高めることを可

が需要予測にあわせた生産により欠品率と在

能にする事業環境が登場する

庫を同時に抑制したり，急に売り上げが上が
っているアイテムを特定し，顧客ニーズ把握

Cooper（1979），Cooper and Kleinshmidt

のヒントを得たりすることができるようにな

（1987）により確認されている商品の提供価値

った（たとえば住友スリーエムが大判のポス

の革新性（innovativeness）を実現させるた

トイットが急に売れていることからメモ代わ

めの有効なアプローチの一つが，パートナー

りの用途を発見し，さらに大判のものを開発

からの知の移転，すなわち革新性を実現する

し，市場導入したらヒットした）という事例

ための参照となる情報の取得の巧みさとする

がある。

ならば，前提 4-b の結果として，次のような

先行研究と実務の事例とを照応させると，

仮説が導出されるのではないか。

企業とパートナーの間のインタラクションが
容易になることにより，両者の間のコミュニ

仮説 4 ：前提 4-b の結果として，企業とパ

ケーションが活性化する効果があると考えら

ートナーの間で，課題の特定やそ

れよう。さらに「情報民主化」の文脈をより

の解決に関する参照情報を交換す

意識するならば，「すでに自らの立場を確立し

る頻度を高めることにより，商品

た企業」が，その規模の経済を効かせながら

の提供価値の革新性を高めるアプ

サプライヤーに対して一方向的に影響力を行

ローチが戦略オプションとして顕

使するモデルとは対照的な，企業間の壁にと

在化するのではないか

らわれず，双方向的に知を交換するコミュニ
ケーションが活発化する事業環境の姿が浮か

ここで，O'Reily（2005）が「データが次の

び上がってくるだろう。
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「不特定多数の個人単位のパートナーの自発的

において，従来は，あらかじめ選ばれた一定

な参加によりデータ事業にとって中核価値が

以上のスキルのある開発者に参加を限定して，

創造される事業環境」を起点にしながら議論

ある程度まとまった形になるまで外部にソー

を広げてみよう。

スコードを公開しない「伽藍方式」が品質を

先行研究としては，Barney（1991）の企業

担保するための常識と思われていたが，

の資源の持続的な競争優位を生み出す可能性，

「Linux」の開発において，参加者を限定せず，

すなわち，異質性（heterogeneity）と非移動

参加者の独自性を尊重し，階層的な組織では

性（immobility）を持った資源が，（a）価値

なく個人が中心となったルールや命令系統の

（value）: 企業の置かれている環境において機

少ない管理により創造活動が行われる「バザ

会を開拓したり，脅威を中和することにより

ール方式」が成功したことから，不特定多数

価値があるものである

の個人単位のパートナーの自発的な参加を活

（b）希少性

（rareness）: 企業の現在のあるいは潜在的な
競合において希少なものである

用した開発手法が注目されるようになった。

（c）不完全

また，先述の「MUJI.net」の「モノづくりコ

な模倣可能性（imperfect imitability）: その

ミュニティー」も，顧客を個人単位のパート

資源を持っていない競合が，たとえば独特の

ナーとして位置づけ，彼ら・彼女らの自発的

歴史的な条件や因果関係のあいまいさ，企業

な参加を活用していると見ることもできよう。

内の社会的な複雑さにより模倣しにくいもの
である

先行研究と実務の事例とを照応させると，

（d）代替性（substitutability）: そ

企業とパートナーとのより調整コストの低い

の資源と同等のものがないことの 4 つの属性

コミュニケーションを展開することを可能に

を持つことにより，持続的な競争優位を生み

する事業環境が，企業と不特定多数の個人単

出す可能性を持つことを提唱したものが代表

位のパートナーにおいても適応されることに

的なものとして挙げられよう。しかしながら，

より，このような人々の自発的な参加を幅広

Barney（1991）の時点においては，「個人単

く募り，積極的に促し，そのような参加によ

位のパートナーといった多くの人々が自発的

って供出された能力が模倣困難な資源として

な参加を促す」ことを模倣の困難な資源とし

活用されていると言えよう。さらに「情報民

て活用するようなアプローチは特に例示され

主化」の文脈をより意識するならば，「すでに

ていない。

自らの立場を確立した企業」が，ともすれば

実務においてかようなアプローチが注目さ

自らの内部に保有した資源のみをベースにし

れるようになったのは，Raymond（1999）が

ながら市場を支配しようとする一方向的なモ

「伽藍とバザール」に紹介した，UNIX 系のオ

デルとは対照的な，その企業の外部の，自社

ペレーティングシステム「Linux」の開発の

が一方向的にコントロールできない人々の自

成功以来であろう。すなわち，複数の参加者

発的な参加と協力を活用しながら競争資源を

による創造活動，たとえば公開されたソース

作り上げていく事業環境の姿が浮かび上がっ

コードをもとに複数のプログラマーが参加し

てくるであろう。

ながら開発を進めるオープンソース型の開発
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前提 5-a ：企業が不特定多数の個人単位の
パートナーの参加を募り，彼ら･

仮説 5 ：前提 5-b の結果として，企業が不

彼女らに自らの能力を自発的に

特定多数の個人単位のパートナー

供出する協力を促すことを可能

の自発的な参加を促すことにより，

にする事業環境が登場する

市場導入タイミングを早めるアプ

前提 5-b ：前提 5-a の結果として，企業が不

ローチが戦略オプションとして顕

特定多数の個人単位のパートナ

在化するのではないか

ーの自発的な協力の集積を，他
社が模倣困難な資源として活用

さらに，O'Reily（2005）の「軽量プログラ

することを可能にする事業環境

ミングモデル」で提唱されている，「企業間の

が登場する

連携のシステムコストが低下することによる，
企業の壁を越えたサービスの連携が可能とな

商品開発の成功要因として Urban et al.

る事業環境」も視点に加えてみよう。

（1986）により確認されている他社よりも早い

先 行 研 究 と し て は ， Hagel and Singer

タイミングでの市場導入を実現させるための

（1999）が，これまで同一企業内に併存してい

有効なアプローチの一つが，参加者の自発的

た異なるコア・プロセスを持つ業務が，「範囲

な協力を活用することだとするならば，前提

の経済（economics of scope）」に基づいて，

5-b の結果として，次のような仮説が導出され

企業の壁を越えて，たとえば「イノベーショ

るのではないか。

ン業務（魅力的な新製品や新サービスを考案

■図―― 2

「b ウェブ」にいたる三つの段階
●顧客中心
●サービス志向の
個別化

bウェブ

価
値
創
造

業界の
環境

仮想企業
●拡張
●密接に連携
インターネットを
通じて結びついた企業

工業化時代
の企業
●下請け業者中心
●大量生産

●垂直
●統合
●物理的
●稀少

資源

●デジタル
●豊富

資料 : Tapscott et al.（2001）
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し，商品化する業務）」，「カスタマー・リレー

企業が自らの社内外を分ける壁を越えて，事

ション業務（顧客を特定し，獲得し，関係性

業の特性に合わせて必要な業務の提供者と自

を維持する業務）」，「インフラ管理業務（大量

在に連携していくことを可能にする事業環境

あるいは多頻度の作業を処理する設備を構築

が登場すると言えよう。さらに「情報民主化」

し，それを管理する業務）」といったコア・プ

の文脈をより意識するならば，「すでに自らの

ロセスが共通するものにアンバンドルしてい

立場を確立した企業」が，あらゆるタイプの

く可能性を提示したものや，Tapscott et al.

資源を自らに内包することによって他社を圧

（2001）が，インターネットをコミュニケーシ

倒しようとするモデルとは対照的な，顧客の

ョンと取引の主要なインフラストラクチャー

ニーズを起点に所属にとらわれない最適な業

として活用し，顧客の需要を起点に，個々の

務を提供できるモジュール群が自在に連携し，

顧客に合致した価値を創造することに向けて，

顧客のニーズが変化をすると，それにあわせ

異なるタイプの事業体，すなわち「コンテキ

て組み合わせるモジュールや連携の仕方が自

スト・プロバイダ（顧客と

在に変化していく事業環境の姿が浮かび上が

b ウェブ

の間

を仲介）」，「コンテンツ・プロバイダ（製品・

ってくるであろう。

サービスを提供）」，「商業サービス・プロバイ
ダ（取引，会計などを支援）」，「インフラスト

前提 6-a ：企業の壁を越えた，事業に必要

ラクチャ・プロバイダ（通信，オフィスなど

な業務の提供者間の最適なマッ

を提供）」が企業の壁を越えて自在に連携して

チングを可能にする事業環境が

いくダイナミックな事業な企業間連携の可能

登場する

性を提唱したものなどが代表的なものとして

前提 6-b ：前提 6-a の結果として，企業が自

挙げられよう。

らの中核価値に関連した業務に

実務においては，Amazon が行っている，

特化し，それ以外の業務を，そ

自社の商品データベース内にある商品説明情

れぞれに強みを持つ他社の提供

報，価格情報，顧客からのレビュー，売れ筋

者と自在に連携させながら遂行

データなどを他のウェブサイトにおいて活用

することを可能にする事業環境

することができる「Amazon Web サービス」

が登場する

の事例がある。このサービスにより，たとえ
ば自分が読んで気に入った本の感想を紹介し

商品開発の成功要因として Cooper（1979），

ている個人のブロガーが，自らのブログの中

Cooper and Kleinshmidt（1987）により確認

に，Amazon が提供するその書籍の情報（コ

されている商品の提供価値の顧客ニーズとの

ンテンツ）や購入支援機能（商業サービス）を

適合性や，Urban et al.（1986）により確認さ

置いて表現を豊かにすることができるように

れている他社よりも早いタイミングでの市場

なり，個人ブロガーと Amazon の間に，企業

導入を実現させるための有効なアプローチの

を超えた Win-Win の連携関係が生まれている。

一つが，顧客からの知の移転，すなわちニー

先行研究と実務の事例とを照応させると，

ズを特定するための参照となる情報の取得の
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巧みさとするならば，前提 6-b の結果として，

る領域が多岐にわたり，提唱されている概念

次のような仮説が導出されるのではないか。

群の間で必ずしも論理的な整理がされていな
いまま語られているために，ともすればブロ

仮説 6 ：前提 6-b の結果として，企業が顧

グや SNS，アフィリエート型販売といった議

客のニーズを起点に，社外のパー

論をしやすいところを取り上げた断片的な議

トナーの選別と連携の仕方を早い

論にとどまっているが，その一方で，こうい

サイクルできめ細かく最適化させ

った議論で語られる表層的な手法論のみにと

ることにより，商品の提供価値の

どまらない，より本質的な変化の潮流の可能

顧客ニーズとの適合性を高め，市

性が感じられるがゆえ，実務家の注目が広が

場導入タイミングを早めるアプロ

り続けているといえよう。本論では，このよ

ーチが戦略オプションとして顕在

うな本質的な変化の潮流の可能性を前景化さ

化するのではないか

せるために，「Web2.0」のオリジナルの概念
群を起点としながら，それらの概念群の背景

笘――― おわりに

で共通する文脈と考えられる「『情報民主化』
の圧力」を手がかりに，オンラインビジネス

「Web2.0」については，その取り扱ってい

のみに限定されない，幅広い業界に共通しう

■図―― 3

前提および仮説の全体像

資料 : 及川分析
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