
 

要旨: 
ｅビジネスにおいて、どのように革新が進んでいるかを分析するモデルを構築する。持続的イノベーション
よりも、破壊的イノベーションの面が強いため、破壊的イノベーションを更に分類した「ローエンド型破壊」
と「新市場型破壊」の 2種類に着目する。まず、BtoCでの重要なイノベーションとして、ポータル・ネット
ショップ・ネット広告についてサーベイ/分析する。次に、リアルとの間のイノベーションとして、リアルの
店舗網/代理店網の支援、ネットの口コミ情報のリアルでの活用、ネットでリアルのサービスへ価値付加、に
ついてサーベイ/分析する。その後、ｅビジネスの組織戦略や共創の面について、既存研究のサーベイと分析
を行なう。 
 

1. はじめに 
e ビジネスでのイノベーションは、様々なタ
イプがある。ネットのインタラクション性から、
利用者を巻き込んだタイプのものが多い。また、
持続的イノベーションよりも、破壊的イノベー
ションの面が強い。 
本稿では、e ビジネスのイノベーションのモ
デル化に向けた研究として、破壊の種類、BtoC
でのイノベーション、リアルとの間のイノベー
ション、組織戦略、共創について、既存研究の
サーベイと分析を行なう。 
 

2. ネットのイノベーションの特徴 
ネットでのイノベーションは、次のような特
徴を持つ。 
・ インクリメント型でなく非連続な進化 
・ 破壊的イノベーションによる市場創造
（これまでの満足度を劇的に向上したり、
これまでの非利用者層を開拓）。 

・ 初めから無料サービス・価格破壊（DB
サービス、ニュース、証券・銀行など） 

・ ネットへの参入は容易だが、生き残りの
ためのブランド化/差別化が必要。 

・ 企業間連携やメディア/システムの組み
合わせが多い（BtoBtoC/クロスチャネル、
BMPの共同出願など） 

 

3. 破壊の種類（ローエンド・新市場） 
Christensen & Raynor [2] は、企業が確立した
市場の既存顧客のための持続的イノベーショ
ンを続けることの危険性を指摘し、破壊的イノ
ベーションの重要性を説いている。彼らは、破
壊的イノベーションを、さらに「ローエンド型
破壊」と「新市場型破壊」に分けている。ロー

エンド型破壊は市場の最下層の顧客に受け入
れてもらうための破壊であり、新市場型破壊は
従来顧客でなかった層をターゲットにする破
壊である。e ビジネス企業については次の図の
ように位置付けている。 

 
なお、Christensen & Raynorは、グーグルをイ
ンターネット検索エンジンの会社と見ている
ため、ローエンド型と新市場型の中間に位置付
けている。しかし、グーグルを検索連動型広告
/コンテンツ連動型広告の会社と見れば、従来顧
客でなかった広告主や広告メディアを開拓し
たため、新市場型に位置付けることができる。 

 
4. BtoCでのイノベーション 

BtoCとして、ポータル・ネットショップ・ネ
ット広告に関して、既存研究のサーベイと分析
を行なう。 

 
4.1 ポータル 
ポータルについては、YahooとGoogleの企業
戦略/技術戦略の関係について比較してみたい。
まず、コンテンツの内容では、Yahooは利用者
が求めるすべての情報をポータルとして提供
しているのに対して、Googleはサービスを検索
中心に絞っている。 

Yahooは、ポジショニングアプローチであり、
グーグルは資源アプローチを採っていると見
ることができる。青島[1]のフレークワークに、
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YahooとGoogleを当てはめて考えると、2社の
競争関係は次の図のように見なすことができ
る。 

 
 
 
 
 
 

 
4.2 ネットショップ 
ネットショップについては、経験空間を利用
者に提供することのイノベーションが進んで
いる。 

Prahalad & Ramaswamy [9] は、消費者と企業
の交流で、新たな価値創造がされている事例を
多くあげ、価値共創というイノベーションの方
法を示している。 
イノベーションの軸足は、製品空間→ソリュ
ーション空間→経験空間、と移行している。消
費者の論理と企業の論理との隔たりを縮める
ために、ネットが役立つ。特にパーソナル機能。 
ネット企業では、Amazon.com が、お勧め機
能・なか見検索機能・マーケットプレイス機能
というような機能により、利用者の経験環境を
刷新することによる価値創造を指摘している。 
また、Reflect.comは、個人毎の希望に応じて
成分を調合した化粧品（口紅、シャンプー、香
水など）を提案してくれるサイトである。注文
仕様の香水を作る際には、「ハート・アンド・
ソウル」という方法で、コンセプトから尋ね始
めて香水のソウル（魂）にたどり着こうとする、
独特な経験体験を提供してくれる。 
その他、グループ購入、ウィッシュリスト、

Collaborative Recommendation等のネット独自の
サービスも、新たな購入体験を利用者にもたら
す。 

 
4.3 ネット広告 
ネット広告のイノベーションとして、まず、
従来顧客でなかった広告主や広告メディアを
開拓したことが重要である。 
アフィリエイトで、自分のWebページやブロ
グを持つ多くの利用者が、気軽に広告を出稿で
きるようになった。特に,GoogleのAdsense技術
により、出稿する広告を選択する負担が大きく
軽減された。 
また、オーバーチュアや Google の検索連動
型広告は、入札で広告料を決めるため、特殊な
単語の広告料はとても安くなり、従来広告を出
さなかった企業が広告主になることができる
ため、新市場型のイノベーションである。 
 

5. リアルとの間でのイノベーション 
e ビジネスは、ネットだけの世界でのイノベ

ーションだけでなく、リアルの世界との連携の
面でもイノベーションをもたらしている。従来
よりも利便性を高めるための持続型イノベー
ションもあるが、ネットの新たな利用者（ロー
エンドまたは新市場）を狙った破壊的イノベー
ションもある。 

 
5.1 リアルの店舗網/代理店網の支援 
まず、リアルの店舗網/代理店網をネットで支
援する手法としては、次のような例がある。 
コクヨは、オフィス用品がネット販売への移
行が進むことを考慮して、既存のディーラー網
をネットで支援する仕組みを設けている。中抜
きと反発されないために、ネットで既存流通を
支援するための ASP の仕組みである。エンド
ユーザから見ると、中間業者（ディーラー）が
Webで販売しているように見える。その基本的
な仕組みは、「流通支援設備」（特許第 2956661
号）として特許が成立している。[4] 
ノエビアは、ブログを販売代理店の営業を支
援する手段として大規模に利用している。ノエ
ビアは、販売代理店に対しては、NOEVIR 
BIZPARK というブログシステムにより、5-10
分でオリジナルのブログを作成できるように
していて、さらに、商品画像を簡単にブログに
貼り付けることができ、その画像を利用者がク
リックすると、ノエビアの ECサイトに飛んで
注文を受け付けることができるようにしてい
る。既に、1500店以上の販売代理店がブログを
開設している。ネット販売での手数料は会員登
録をした販売代理店に支払われるため、ブログ
で新規顧客を開拓したいという狙いを持つと
考えられる。 

 
5.2 ネットの口コミ情報のリアルでの活用 
例えば、アイスタイルはネット（アットコス
メ）で集めた化粧品関係の口コミ情報を、リア
ル店舗へも情報提供している。ドラッグストア
のセイジョーは、アットコスメの口コミ情報を
「ジュエル・ボックス」という店舗の品ぞろえ
や売り場作りに活かしている。アットコスメ上
の利用者のコメントを載せた POP 広告を付け
たり、店内の専用端末で商品の口コミ情報を検
索できるようにもしている。 
また、アイスタイルとたしろ薬品は、口コミ
データと POS データを活用した訴求商品の決
定支援などを行なっている。アットコスメの口
コミデータと、たしろ薬品の POS データを組
み合わせることで訴求商品を洗い出したり、ク
チコミ評価が高く今後の売れ筋商品になりえ
る商品の発掘などを行っている。 
リアル店舗では利用者の購買行動などの観
察はできるが、ネット上の口コミ情報を利用す
ることで、より販売力を高めることにつながる。 
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5.3 ネットでリアルのサービスへ価値を付加 
ネットでリアルのサービスへ価値を付加し
ている例として、クリーニングの例を見てみる。 
クリーニングの喜久屋は、季節衣料保管サー
ビス「e-closet」や「ムーンライトデリバリー23」
といったネットを利用したサービスを行なっ
ている。e-closetは、オフシーズン衣料を全国か
ら集荷・クリーニング・保管（保管料無料）す
るサービス。会員登録するとマイページが生成
され、マイページから集荷キットを注文できる。
e-closetは、クリーニング設備に平準化の考え方
を取り入れ、保管する衣服は設備の空いている
時期にクリーニングしている。ただし、すぐに
クリーニングする必要のある衣服はすぐに処
理するとのこと。「ムーンライトデリバリー23」
はネットで依頼して、夜間に集荷・集配するサ
ービス。 
夢大陸が運営する「きれい計画.com」は、自
分の衣服をネットで管理するサービスで、デジ
カメ画像も管理できる。白洋舎と提携していて、
クリーニング受付や保管サービスも利用でき、
ネットからクリーニングの依頼や自宅への配
送を指示できる。つまり、必要になった時点で、
クリーニングから返してもらうことが簡単に
できる仕組みである。複数の場所に衣服等をあ
っても管理できる仕組みを特許出願している。
「ネットワークを利用した衣服、靴類又は家具
類の管理システム」(特開 2004-318290)  
これらの例のように、ネットとリアルのサー
ビスを連携させるイノベーションは、バリュー
チェーンを構築して、利用者へ付加価値を提供
する。 

 
6. 組織戦略 
イノベーションを促進するための、組織面の
取り組みも重要である。ここでは、まずMalone
による分散化組織に関する理論を紹介する。次
に Google でのイノベーションのための組織戦
略についてまとめることで、ネット企業での組
織戦略への取り組みの重要性を確認する。 

 
6.1 Maloneによる組織理論 

Malone [7] は、分散化組織が今後の主流にな
ると予測している。 

一方、二十一世紀の分散化された組織は前
任者とは違って、大きいことと小さいことの
両方の利点を享受できる。個人に大いなる柔
軟性と自由を与えると同時に、歴史上かつて
ないほどの規模で世界中の人と活動を統合
できるのだ。この方向に働く経済とテクノロ
ジーの力はとても強力であり、この結果を確
実に起こりうるものにしている。（エピロー
グより） 
特に、Webサービスを利用したプラグ・アン
ド・プレイ・プロセス（交換可能なプロセス構

成要素を使うことで、新たなプロセスを迅速に
作り、必要に応じて何度でもすみやかに形を変
えられる）の普及を予測している。また、分散
化された企業が、従来企業との競争に勝つこと
でも分散化が進むと予測している。特にネット
の世界では例が多い。 
また、Maloneは、ガートナーのインタビュー
記事[3]の中で、次のように、組織面での発明（イ
ノベーション）の必要性を訴えている。 

分散化を行うテクノロジーを持っている
からといって、誰がどんな決定をするか、
どのようなルールを作るか、責任をどのよ
うに分割するかが分かるということではあ
りません。さまざまな状況で通用する方法
を見つけるために組織発明（organizational 
invention）を数多く生み出していく必要が
あるでしょう。 

 
6.2 グーグルの組織戦略 
グーグルは、研究開発型の企業として知られ
る。検索エンジンを中心に、GoogleNews、GMail、
GoogleMap など、新規サービスを次々と始めて
いる。 
日経産業新聞[8]による Google 会長の講演要
旨によると、グーグル社員の 7割はウェブサイ
トの検索サービスなど中核事業に取り組み、2
割はニュース検索など周辺事業を担当し、1割
は完全に新しいサービスを開発している。 
また、3Mの 15%ルールのように、グーグル
にも 20%ルールがあり、社員は 20%の時間は現
在の仕事以外に使うことを強く奨励されてい
る。そのため、中核事業に取り組んでいる従業
員が 20%の時間を中核事業以外に費やしてい
るとすると、全体としては、44%もの研究開発
時間を中核事業以外に振り向けていることに
なる。 
「グーグル流経営 10 のルール」[10] の中に
は、「個室は与えない」「連携を取りやすい工
夫を」「創造的活動を奨励する」といったルー
ルがあり、各研究者の活動や研究者間の交流に
よる創造性を高める仕組みを入れている。 
このように仕組みで、Googleはこれからもイ
ノベーションを次々と生み出そうとしている。 

 
7. 共創がもたらすイノベーション 
イノベーション促進のためには、リードユー
ザと呼ばれるような先進的な利用者の役割が
重要である。 
商品やサービスに関する利用者の知識の交
換の場を設けることが、イノベーションを促進
させると考えられている。具体的には、いち早
くβサービスとして利用者にサービスを提供
することが、ネットの世界では広く行なわれて
いる。 
利用者参加の考え方として、Prahalad & 



Ramaswamy の理論を、はてなに当てはめてみ
る。また、Web 2.0 の意味と、ビジネス方法特
許の共同発明の現状を示す。 
 
7.1 利用者参加のフォーラムとしてのネット 

Prahalad & Ramaswamy [9] は、ネットの世界
などでは企業と消費者の関わりが深くなった
ため、市場が「フォーラム」としての性格を持
つようになってきたと指摘している。 

 
 
 
 
 
 
 
ここでは、「フォーラムとしての市場」を意識
したサービス戦略を取っている「はてな」を詳し
く見てみたい。はてなの近藤淳也はブログ[6]で、 

50%くらいの完成度でサービスを出す。 
一つには、サービスはなるべく早くリリー
スした方が有利だ、という事実があります。 
しかしそれよりも遥かに大事なのは、「作
る人間の想像力には限界がある」という事実
です。 
と語っているように、利用者に参加してもらう
ことを想定して 50%くらいの完成度で各サー
ビスを始めている。 
 また、はてな公聴会やアイディアミーティン
グというオープンな場を設けてきた。さらには、
「はてなアイデア」で、各サービスへの要望や
不具合報告を「株式」に見立て、仮想的な市場
での株式取引を通じて要望や不具合の適正な
価値を見出そうとする試みなどにより、利用者
のフォーラムへの参画の活性化を図っている。 
 
7.2 Web 2.0 

Web 2.0 は、AJAXのようなプログラミング
手法もあるが、主にはWeb上での次世代の共有
基盤であると見ることができる。 
1) 情報 /知識の共有（利用者参加による

Wikipedia/Folksonomy、RSS 活用によるブロ
グ等からの情報取得ポータルなど) 

2) サービス/アプリケーションの共有 (Web サ
ービス、シンジケーション等) 
Web サービスによるサービスの活用の促進
とともに、利用者の参加の枠組みを広げること
で、e ビジネスにおいて組合せによる再発明の
イノベーションを促進することが期待できる。 

 
7.3 共同発明 
筆者は、ビジネス方法特許の共同出願の分析
を通して企業間の共創の取り組みを調査した
[5]。ビジネス方法特許の場合は、共同出願は共
同研究というよりも、共同事業の場合が多い。

最近、成立した特許で共同出願のものとしては、
次のような特許がある。 
「宅配便のカード決済方法およびカード決済
システム」(特願 2002-521793) は、佐川急便
と JCBによる eコレクトに関する特許。 
「商品回収支援コンピュータシステム」(特許
第 3766022号)の発明者はリコー・キヤノン販
売・富士ゼロックスに所属。ビジネス機械・
情報システム産業協会も特許権者に入って
いるので、この団体の委員会活動の成果と考
えられる。メーカーをまたがる回収の仕組み
に関する発明。 
「残価予測システム及びその方法、並びにコン
ピュータ上で動作する残価予測プログラム
を記録した記録媒体」(特許第 3581094号)は、
プロトコーポレーションと東京海上火災保
険との出願共同で、「残価予測」の特許。 

 
8. まとめ 

e ビジネスのイノベーションのモデル化に向
けた研究として、既存研究のサーベイと分析を
行なった。破壊的イノベーションの中の、ロー
エンド型と新市場型の区別は有用である。また、
イノベーションのための組織戦略や、共創の考
え方やそのための仕組みを分析することも、ｅ
ビジネスのイノベーションを考える上で重要
と思われる。 
今後は、ｅビジネスのイノベーションモデル
の精緻化を行ないたい。 
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