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【要約】

広島からサービスイノベーションを創出しているベンチャー企業2社の事例分析から，顧客と

の関係構築に的を絞った価値共創と協働のプロセスが，新たな事業創造を生み出す源泉となって

いることを導出した。顧客との関係構築は，顧客とのコラボレートと学習プロセスにあるととも

に，自由・自律・情報共有を条件としたプラットフォームという場を構築する事業戦略をもとと

していることが考察できた。また，サービスイノベーションは，戦略的社会性のある企業行動を

することによって，社会的に複雑な問題の解決にも有効性を発揮するとの示唆が導かれた。
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1 .サービスイノベーションと先行研究

1 -1 サービスイノベーションと研究の目的

サービスイノベーションへの注目が集まっている。サービス産業の生産性向上が大きな課題に

なっているからであるが，一方で，少子高齢化社会が急速に進む中での健康・福祉サービスなど

の市場拡大，生活者の安全安心への意識の高まり，さらには，低炭素社会への対応などが求めら

れ，サービス事業そのものの新領域が拡大しているからでもある。また，製造業の分野でも，顧

客サービスに密着したものづくりが志向されつつある。端的な例として，松下電器が Panasonic

へと社名変更した背景には，プロダクトアウトからマーケットインへの事業構造の転換をもと

に，サービス指向の経営革新が断行されたことは，伊丹らの研究 (2007) に詳しい。

このようなサービスイノベーションを導くマネジメントの論理にはどのようなものがあるのだ

ろうか。注目されている理論的研究に，サービス・ドミナント・ロジックがある。価値共創の論
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理である。マーケテイングの現場で強く意識されてきた，顧客との関係性構築に欠かせない視点

である。この価値共創をサービスイノベーションで具体的にいかに機能させていくのか，その戦

略的枠組みはどのように構築すべきなのか。この価値共創という概念を活かしたマネジメントの

事業戦略を明らかにしていくことが，本研究の目的の一つである。

もう一つは，一連のイノベーション研究のなかに，場の研究がある。伊丹(1999)が提唱した

場のマネジメントであるが，その場を金井(1999) らがイノベーション研究に発展させている。

そこでの特色は，協働の概念がマネジメントにもちこまれていることである。サービスイノベー

ションの発展のためには，この協働の概念を働かせたイノベーション行動をより増幅していくこ

とが何より必要と考える。なぜなら，サービスは本質的にサービス提供者と消費者との生産・消

費の同時性を伴うものであるからである。価値共創も同様である。その協働が働くマネジメント

のあり方を明らかにしていきたい。

これら価値共創と協働がともに機能することによる事業創造を考察することで，新たな事業戦

略の枠組みを見出していくこととしたい。

1 -2 先行研究

(サービスイノベーション論)

サービスイノベーション論は， 2004年の米国競争力評議会の InnovateAmerica (通称パルミ

サーノレポート)でサービス・サイエンスが言及され，サービス分野の研究開発が注目されたこ

とがきっかけとなっている。サービス・サイエンスについて，日高・水田 (2006) は， rサービス

イノベーションには，技術イノベーションと社会一組織のイノベーション，ビジネスイノベー

ション，需要のイノベーションの四つの要素が必要だと考えられている。そのため，大学におい

ても既存のある学科で閉じた研究を行うのではなく，理工学，社会学，経営，マーケテイングな

ど広い分野が融合した新しい学問領域，すなわち，サービス・サイエンスが必要となってくるj

と定義している。日本でも，サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究会 (2007)の

レポートが呼び水となり，人材育成プログラムの開発はじめ，多くの大学等でさまざまな研究が

進められている。

また，旧態依然たる業界に起業家精神を発揮し，新しい顧客価値の創造に挑戦したサービスイ

ノベーションの実証研究に藤川・ケイ (2006)がある。マーケテイング・マネジメント，オペレー

ションマネジメント，人的資源マネジメントの 3つの基本機能を同時統合的に管理する「サービ

ス・プロフィット・チェーン」のフレームワークから，サービスイノベーションの機会発生論理

を分析している。また，ベンチャーに着目した前回 (2007) は，マクロミル，アスクル，楽天，

夢の街創造委員会，ソネットM3などサービスベンチャー10社をケースに分析し，インターネッ

トを活用し顧客と直接取引するビジネスモデ、ルが創出されていることを導出している。そして

「インターネットで得たデジタル化された新鮮な顧客情報を容易にデータベース化することがで

き，データマイニング手法を駆使して効率の良い顧客サービスやプロモーション，商品開発に活

用しているJと分析している。さらに， r2005年以降インターネットはいわゆる Web2.0世代に入

り，ベンチャー企業や一部の先進的大企業を中心としてブログや SNS，インターネット口コミ等

高度なインタラクティブ機能を活用した新たな領域に入りだしているjとし， r顧客を巻き込んだ

新しいプロシューマ経済社会が形成され，更なる生産性向上や新市場創出が期待される」と予想

している。
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(価値共創とサービスイノベーション)

顧客との関係構築は，コトラー (2006) によると，顧客価値，顧客満足，顧客ロイヤルティの

一連の行為を通じて創造されてくるものである。顧客に満足してもらう取引行為は，もの・財で

あれば日に見えることから判断がつきやすいが，サービスの取引はわかりにくい。

サービスの特性は，非貯蔵性(貯蔵できない・在庫できない)，無形性(形がない)，一過性

(終わると消えてなくなる)，不可逆性(元に戻せない)，そして，認識の困難性(把握しにくい)

である。井原 (1999) はこのサービス特性から，①時間・空間における需給のミスマッチ，②需

給両者の協働(生産過程への顧客の参加)，③サービス自体の流通困難性，④多様な価格形態が市

場特性であるとしている。

このサービス取引における顧客と企業の協働，サービス生産への顧客の参加に着目し，サービ

スイノベーションの基本要素とする「価値共創」に注目が集まっている。サービス・ドミナント・

ロジックである。

Vargo & Lusch (2004)のサービス・ドミナント・ロジック論は，マーケティング理論研究にお

いて，無形性(インタンジブル)，特に，スキルや知識の交換をいかに扱っていくかとういう問題

意識から論じられている。これからのサービス研究では，無形性，交換プロセス，関係性が重要

なファクターとなるからである。その交換システムでは，オペランド資源とオペラント資源があ

るという。オペランド資源は，生産のオペレーションで使用される資源で，財中心の論理展開か

らなり，市場セグメント，市場深耕，プロモーションによって顧客に低コストで価値を提供する。

オペラント資源は，企業活動で経年的に蓄積されたスキルや知識で，コア・コンピタンスとなる

能力を，他のチャネルやネットワーク・パートナーと調整しながら，組織学習，組織関連携して

いくものと規定している。このオペラント資源は，これからのマーケティング活動で競争優位性

を確立していく原資となるものと捉えられている。なぜなら顧客に焦点をあてたマーケティン

グは，顧客とのコラボレートと学習プロセスにあり，“co・create"(価値共創)が基本となってく

るからである。

サービス・ドミナント・ロジックでは，これまでの伝統的な財中心の論理から，サービス主導

の論理に移行していくことが強調されている。基本的な交換単位は，オペランド資源が中心の交

換から特定のコンビタンスまたはスキルと知識のサービスを得るためのオペラント資源を単位と

した交換に移行する。顧客の役割は，顧客をセグメントし深耕し配分しプロモートするマーケ

ティングによって受け取る財の受取人から，顧客との関係性のプロセスを重視したマーケテイン

グにおいて顧客はサービスの共同生産者の役割に移行していく。そして，価値の決定要因は，生

産者によって作られる交換価値から，使用価値にもとづいて顧客によって決定されていく。企業

と顧客との関係性も，顧客は資源の交換を担うものから，顧客は継続的なスキルと知識の交換と

共同生産に携わる関係性に変わっていくとみられている。

無形性(インタンジブル)の性格を知るためには，インタラクションと関係性に注視し，企業

と顧客の反復的な学習プロセスを通じてサービス価値の最大化を図っていく，価値共創のメカニ

ズムが交換システムの基底におかれるようになる。このため，これまでの機能的な生産指向モデ

ルから，リレーションシップ・ベース・モデ、ル，関係性ベースのモデ、ルにビジネスモデ、ルも変え

ていく必要があると強調されている。そこでのマーケティングの役割は，コミュニケーションを

より重視することで，継続的なコミュニケーション・プロセスまたは対話能力を開発することが

常用となってくるという。スキル，情報，知識のような無形資産を対象とした，サービスのマー
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ケテイングでは，相互コミュニケーション，連結，継続的な関係性が重要なキーワードとなって

くる。

このようなサービス・ドミナント・ロジックによる新しいマーケティングは，サービスイノ

ベーションの新機軸ともなって注目が集まっている。前田 (2007) のブログや SNS，インター

ネット口コミ等高度なインタラクティブ機能の指摘も，サービス・ドミナント・ロジックで強調

される価値共創と同義である。

また， rコア・コンピタンス経営」を提唱したc.プラハラード (2004) も価値共創を強調して

いる。これからのイノベーションを導いていく行動原理ともなりうるものであり，価値共創を軸

としたサービスイノベーション， r価値共創イノベーション」が拡がっていくものとみられる。

(協働に関わる先行研究)

伊丹(1999) は，組織のなかで構成員は情報の交換のプロセスの中から情報の意味を発見し，

新しい情報の創造を行う一連のプロセスの総体を情報的相互作用(情報の処理，創造，交換，蓄

積のための人々の聞の相互作用)とし，その結果，共通の理解と心理的共振が起こるとしている。

そのもとで，個々人の決定や学習や実行が組織として一つのまとまりをもってくる。それを， r協
働Jと定義している。

さらに，伊丹 (1999) は，場のマネジメントという新しい経営のパラダイムを提示している。

ここで，場とは， r人々が参加し，意識・無意識のうちに相互に観察し，コミュニケーションを行

い，相互に理解し，相互に働きかけ合い，共通の体験をする，その状況の枠組みのことであるJ

と定義している。そして，情報を交換し合い，刺激し合う情報的相互作用の容れものが場であり，

情報的相互作用を束ねるものが経営だとしている。その場の創発には，自由，信頼，情報共有が

基礎的条件となると論じている。

この自由は，他の人々とつながり合う自由で，ネットワーク的つながりのことであり，そのメ

ンバー聞の信頼と情報共有が場を創発する。この文脈からすれば，イノベーションの創発は，イ

ノベーションを担うメンバーが自由につながり，信頼をもって情報共有する仕組みが形成され，

情報的相互作用のなかから新たな価値を生む協働のプロセスということになる。

このネットワーク的に自由につながり合い，つながったメンバー閣で信頼が醸成され，情報共

有が行われていくことによって，ネットワークそのものが意思決定の中心になってくる。この考

え方を，西口 (2007，2009 )は，ネットセントリック論としてマネジメント研究に取り入れてい

る。同様に，ベンチャー創発の場に応用した金井(1999)は，組織的に他律的な意思決定でなく，

自由につながって自律し，社会価値を創造するネットワークをソシオダイナミクス・ネットワー

クと定義している。

2.広島からマザーズに上場したベンチャー企業

2-1 地方圏から数少ないベンチャー企業の上場

2000年代初頭の IPOブームが過ぎてから，経済不況とも相まって，ベンチャー企業の株式公開

は依然低調のままである。台頭しつつあるサービスイノベーションを担うベンチャー企業はどの

程度出現しているのだろうか。東証マザーズおよび大証ヘラクレスの 2009年7月末の上場企業

344社について，その本社所在地をみてみると，東京が 69.8%と突出し，京阪神圏 15.4%，南関
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東6.1%，名古屋圏 2.3%で，その他の地方圏はわずか 6.4%にすぎない。地方圏からの上場は南関

東3県を合わせた同程度の企業数で，東京の 1割にも満たない状況である。

開業から経年的な蓄積が積み重ねられ業容も基盤も確立している中堅企業が多いジャスダック

上場企業 942社について同様にみてみると，東京49.2%に対し，地方は 23.9%である。地方に東

京の約半分の中堅企業が根付いていることになる。中堅企業の層の厚さが地方にも確実にあるこ

とを認識すれば，ベンチャー企業の上場の東京一極集中が大いに問題となってくる。地方から創

業しその後東京に本社移転する事例も少なからずあるが，地方からのベンチャー輩出がもっと

あって然るべきである。地方でもベンチャー支援の態勢は相当程度確保されているが，小見

(1983)が指摘したように，ベンチャー企業の東京一極集中は加速しているのが実情である。

図表 1 中堅・ベンチャー企業の所在地比較

市 場 全 国 東京 南関東 京阪神圏 名古屋圏 地方

マザーズ、+へラクレス 344 240 21 53 8 22 

(構成比) 100 69.8 6.1 15.4 2.3 6.4 

ジャスダック 942 463 122 80 52 225 

(構成比) 100 49.2 13.0 8.5 5.5 23.9 

(注)対象は2009年 7月末現在の上場企業

(出所)東京・大阪・ジャスダック証券取引所 HPから作成

マザーズとヘラクレスに上場しているベンチャー企業22社について，その事業内容をみてみ

ると，半導体デ、パイスなどハイテク系ベンチャー，遺伝子関連など創薬・バイオ系ベンチャーと

いった研究開発型ベンチャービジネスが地方でも確実に輩出している。このような特定の技術領

域を得意とする研究開発型ベンチャーが地方からも輩出していることは特筆できることである。

また，サービス流通系の企業が少なからず輩出している。ニッチなマーケットで地方を市場とし

た事業展開が特色である。しかし，必ずしも新規性と社会性をもったベンチャー企業というより

も，フランチャイズの経営形態を伴った企業の上場も少なくない。

一方， ICTサービス系では， 2000年以降の IPOはモバイルコンテンツ関連が目立つて多く，東

京に集中して輩出している。通信キャリアーの電話・携帯電話会社の本社が東京に集中している

ことから， ICT・インターネット活用型ビジネスが東京に集中しているのは事実である。地方か

らの特色あるベンチャー企業の輩出は数多くない。地方でのソフトウェア開発業務は東京の大手

ベンダーからの下請け的な業務が大半であるからである。そのなかで特定のASPサービスや医療

関係・電子カルテの特定のマーケットに絞った ICTサービス企業が輩出している。
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図表 2 マザーズ・ヘラクレス上場の地方ベンチャ一一覧

分類 会社名 所在地 上場年 事業内容

アドテック プラズマ
広島県 2004 プラズマ用高周波電源

テクノロジー

てずノレてFコ二 鹿児島県 2006 精密機械・精密機器

ノ、イテク系
インスJてック 秋田県

半導体デバイス等の光学式外観
2006 

検査装置

※ トリケミカル研究所 山梨県 2007 
半導体・光ファイパー用等高純|

度化学材料

応用医学研究所 北海道 2006 医薬品検査

※ 免疫生物研究所 群馬県 2007 「抗体」を中心とした研究用試薬等
バイオ・

トランスジェニック 熊本県 遺伝子破壊マウス創薬系 2002 

タカラバイオ 滋賀県 2004 
遺伝子工学研究の研究試薬や理

化学機器

※ スターホールデ、イング 福岡県 2004 商品先物取引の受託業務

アップルインターナショナル ゴ重県 2003 中古車輸出

フェヴリナ 福岡県 2003 化粧品を中心にした通信販売

京王ズ、ホールデ、イングス 宮城県 2004 
移動体通信事業，テレマーケ

サービス テイング

流通系
来- オープンループ 北海道

人材サービス・コールセンター
2001 

サービス

メディアクリエイト 静岡県 2005 ネットカフェのフランチャイズ

※ ジェイアイエス 群馬県 2006 眼鏡，眼鏡周辺商品及び雑貨等

※ リックコーポレーション 岡山県 2008 ホームセンター・ペットショップ

※ アイフリーク 福岡県 2007 モパイルコンテンツビジネス

アスカネット 広島県 2005 写真集制作サービス

※ 
アルファクス・フード・

山口県 2006 
外食産業向けの ASPによる基

ICT システム 幹業務サービス
サービス系

※ ソフトフロント 北海道 2002 ソフト開発

シーエスアイ 北海道 2001 電子カルテシステム

データホライゾン 広島県 2008 医療関連情報サービス

(注)※の企業はへラクレス上場企業
(出所)東京及び大阪証券取引所 HPから作成

2-2 広島から上場したアスカネットとデータホライゾン

地方からマザーズ・へラクレスに上場しているベンチャー企業22社のうち 3社が広島のベン

チャー企業である。このうち，ハイテク系のアドテック・プラズマ・テクノロジーは，福山市に

本社をおくベンチャー企業である。備後地域には特色のある中堅・ベンチャー企業が多く，当社

もハイテク分野で急成長している企業である。

一方， ICTサービス系には，アスカネットとデータホライゾンの 2社が上場しており，いずれ

も広島市に本社があり，写真集制作サービスと医療情報サービスとサービス事業を展開してい

る。そこで，サービスイノベーション研究を目的としている本稿では，事例研究の対象に，この
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2社を取り上げることとする。研究対象 2社の企業概要は以下のとおりである。

(アスカネットの企業概要)

【本社所在地】広島市安佐南区祇園 3丁目 28番 14号

【創業年】 1995年

【上場年】東京証券取引所マザーズ、 2005年

【資本金】 490.300千円(平成 21年4月期)

【事 業】遺影写真等画像処理・個人向け写真集の作成

【売上高14，505，798千円(平成 21年4月期)

【従業員規模1256人

(データホライゾンの企業概要)

【本社所在地】広島市西区草津新町 1丁目 21番 35号

【創業年】 1982年

【上場年】東京証券取引所マザーズ、 2008年

【資本金1451，800千円(平成 21年4月期)

【事 業】医療関連情報サービス

【売上高】 1，490，188千円(平成21年4月期)

【従業員規模】 103人

3. (事例 1)アスカネットの価値共創イノベーション

3ー 1 ビジネス創造の革新性
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アスカネットは， 1995年，遺影写真を中心とした画像処理および通信出力サービスを目的に広

島で創業した， ICTを高度に活用したサービス指向のベンチャー企業である。 2005年東証マザー

ズに上場している。その遺影写真サービスの全国シェアは約 30%近くまで成長し，メモリアルデ、

ザインサービス事業として同社の安定的な事業基盤となっている。メモリアルデ、ザインサービス

事業は，葬儀社や写真館約1.610社との聞にネットワークを構築し，葬儀に使用する遺影写真の

合成・加工などを行い配信するサービスで，年間約 25万枚を提供している。

もう一つの事業が，個人向け写真集製作サービスからなるパーソナルパブPリッシングサービス

事業である。メモリアルデ、ザインサービス事業が順調に拡大し収益基盤が固まりつつあった 2000

年にビジネス企画し，その後着実に事業拡大した。一冊からの本格的写真集をインターネットで

受注し製作するサービスに加え，その他にも約 4.500社の写真館からの受注製作を行っており，

月間約 35，000冊の写真集が製作されている。

2009年決算期には，売上高45億円のうち，パーソナルパブリッシングサービス事業が 60.5%，

メモリアルデ、ザ、インサービス事業 39.5%の事業構成と業容が安定してきている。いずれの事業も

先行者優位が築かれており，ビジネス創造の革新性がいずれも発揮されている。

この 2つの事業の絶妙なバランスがアスカネットの経営基盤の特色である。メモリアルデ、ザイ

ンサービス事業は，遺影写真が中心だから，高齢者が急増するとはいえ，ビジネスが大きく急拡

大するものではない。ストック型のビジネスと同社で位置づけているように安定的な収益基盤で
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ある。一方のパーソナルパブリッシングサービス事業は，ブルーオーシャン市場ともいえる写真

集というマーケットで，アマチュアからプロまで，しかも，国内・海外への事業展開が可能であ

るから，マーケテイング戦略をいかに描くかによって企業成長が大きく左右されてくる。

図表 3 アスカネットの業績推移
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(出所)有価証券報告書から作成

福田幸雄社長は，東京でのファッションビジネスに失敗したのち，広島に戻り，飛鳥写真館を

開業した。コンビュータによるデジタル画像処理で、不具合が生じた写真を修整する技術を習得し

ているうち，遺影写真へのニーズが多く寄せられるようになった。暗室で写真から切り貼りする

手間のかかる作業はつらく，休日であろうと関わりなく遺影写真の注文はいつくるか予想できな

いうえ，短時間で仕上げなくてはならない。積極的に遺影写真を手掛ける写真館はなかった。デ

ジタル合成やレタッチの画像処理のノウハウを蓄積するうち，飛鳥写真館に頼めば写真をきれい

にしてくれるという評判が葬儀社の聞に高まり，広島に二十数社ある葬儀社の遺影写真サービス

の大半を握るまで、になった。しかし，広島周辺の(オートパイで)集配可能な商圏に取引先が限

られるという制約があった。

遺影写真等写真画像のデ、ジタル加工サービスを全国展開するために着目したのが，顧客先(葬

儀社など)にコンビュータ・スキャナ・プリンタなどから構成する専用端末機器を設置し，加工

前写真の取り込みから加工済み写真のプリント出力までを通信回線を通じて，フルリモートコン

トロールする技術で、あった。新聞社が使っていた画像通信の技術に着目したという。顧客は写真

を専用端末にセットするだけである。ここにメモリアルデ、ザインサービス事業の革新性がある。

価格も平均価格が 1万 5.000円だったところを 5.000円に価格設定できた。葬儀の時間制約があ

るなか，万が一専用端末が故障した場合に備えて，全国 10か所のメンテナンスサポート拠点を設

置し，いつでも迅速に機器の交換ができる 365日サポートの体制も構築されている。故障連絡か

ら30分以内に代替機を届けることができるという。

この事業の革新性を成り立たせたのがスキル・知識からなるコア・コンピタンスである。遺影

写真等画像デ、ジタル加工サービスのコア・コンビタンスは，加工ノウハウ・スキルとデ、ジタル技

術の知識にある。その加工ノウハウ・スキルは経年的に蓄積された高品質の加工技術である。加
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工前写真は小さなものも多く，拡大ノウハウが必要である。また，喪家の意向によって着物を洋

装や和装に着せかえる際，自然な感じに仕上げる粒子の質感調整，顔の向きと体の向きの調節，

顔の大きさのバランスや首の仕上げ・絵画的表現など，広範囲にわたる特殊な画像加工ノウハウ

が培われた。

また，個人向け写真集製作サービスなど，パーソナルパブリッシングサービス事業においても，

ビジネスの革新性がみられる。当事業は， r写真撮影→プリント→アルバム」から「デジタルカメ

ラ撮影→インターネット→写真集Jというデジタルカメラからの新しいアウトプット手法を提案

するものだという。「自分だけの写真集を 1冊から提供」がビジネスコンセプトである。一般の印

刷なら最低ロットが 500冊であることから，業界の常識を打ち破ったことになる。

当事業のコア・コンビタンスは， r特殊なオンディマンド印刷によって作成される印刷画像の

クオリティーの優位性」にあるという。高度なカラーマネジメント技術や当社印刷機専用のカ

ラープロファイル(光の 3原色 (RGB)から構成される画像データを印刷用インキの 4色 (CMYK)

に変換するプログラム)，高い品質安定度を実現するオンデイマンド印刷制御技術，使用用紙の表

面処理技術などの高い技術力とともに，品質や納期確保のための写真のデータ化・画像処理・画

像用サーバー運用・印刷・製本までのすべてを運用するノウハウが培われている。これらをトー

タルにコーディネートできる企業はなく，新規参入を防ぐ障壁になっているという。開発途中で

一番の難関は，カラーマネジメント技術で、あった。解決のヒントを求める内，その第一人者が京

都にいることを知ると，すぐに駆けつけて技術協力と指導を得ている。

サービス提供する市場は，写真館などのプロフェッショナル写真市場(ブライダルなど)，写真

を趣味とする高レベルの愛好家市場，一般ユーザー向け市場である。プロを対象とする高レベル

の写真で知られる，アメリカのプロのフォトグラファーの団体PPAから， 2005年に Hot1アワー

ドを受賞している(続いて 2008年にも再度受賞しているが 2度も受賞した例はないという)。

このようなアスカネットのビジネス創造では，既存の常識・通念を打破する革新性が最先端の

技術など科学的なアプリケーションによってもたらされている。写真文化を創造するサービスイ

ノベーションを実現するものである。

3-2 価値共創へのビジネスモデル革新

「撮影した後のフォトイノベーション，新しい写真文化の創造」を経営理念としているアスカ

ネットは，自社のドメインとして，次の 4つを挙げている。

a.ユーザーと感動を提供でき，付加価値が高い

b. 無在庫・受注生産

c.ストック型

d.流行で無く文化である

「ユーザーと感動を提供」という意味は， rお客様に価格の数倍の感動を与えること」としてい

るように，顧客価値の創造を起点にビジネスドメインを描いている。そして，サービス主体の在

庫を持たない受注生産に徹している。

このようなドメインのもと，遺影写真サービスなどメモリアルデ、ザインサービス事業では，顧

客である葬儀社等が真の顧客である喪家のニーズ、をくみ取り，専用端末を介して，葬儀社とリ

モートながら協働でサービス生産をしている。顧客の葬儀社は，原写真を専用端末に載せて仕様

を決め，加工写真を受け取って額装等を行う。顧客の葬儀社は，このサービス供給における価値
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共創に携わっていることになる。そして，顧客の葬儀社に設置した専用端末機器がビジネス創造

のプラットフォームとなっている。

ノミーソナルパブリッシングサービス事業では，それ以上に，価値共創への顧客の参加は顧客主

導でもある。一般ユーザー向け市場でみると，顧客は予め写真集専用ソフト MyBookをダウン

ロードしておき，自分がデジタルカメラで撮影した写真を MyBookでレイアウトし，写真集のデ

ザインを決めて発注する。ページの背景の色や模様，写真の大きさや位置，文字の挿入や装飾な

どを顧客がデザインしていく。写真の枚数などから，発注する時点で、価格・コストも自ら算定す

る仕掛けである。このような発注に顧客が携わることによって，サービスに不透明な無形性，不

可逆性，そして，認識の困難性(把握しにくい)を回避するとともに，品質と価格についても予

め納得できる構造となっている。写真集は 51種類，最大 80ページと多様である。

写真集製作専用ソフト MyBookは年半かけて開発されたもので，最大の特徴は，備え付き

のテンプレートに自分が撮影した写真をはめ込むだけで簡単に写真集のデザインやレイアウトが

できることにある。通常の画像編集ソフトなら丸 1日かかる作業を 30"-' 40分にまで短縮でき，

クリックひとつで発注が可能になる。このような顧客が価値共創に携わる過程で，専用ソフト

My Bookは，価値共創のプラットフォームとなっている。顧客がオープンに自由に出入りし(ダ

ウンロードの行為)，協働の作業に携わるプラットフォームである。アスカネットがこの価値共創

プラットフォームというビジネスモデ、ルをサービス市場でオープンにしたところに，サービスイ

ノベーションの成功要因がある。

オープンイノベーションを提唱しているチェスブロウ (2006)は，ビジネスモデ、ルのオープン

化によって，イノベーションのコストの削減，市場投入期間の短縮化，他者とのリスク共有の可

能性の提供といった優位性が確保できるとしている。専用ソフト MyBookのオープン化は，まさ

にコスト削減， リードタイムの短縮化，顧客(フ。ロの写真家合めて)とのリスクの共有をもたら

している。

このような価値共創プラットフォームのオープン化を行うためには，アスカネットはサービス

品質や納期などを保証しうる技術やノウハウなどのコア・コンビタンスを経年的に蓄積していか

図表 4 アスカネットの価値共創プラットフオーム

顧客

無償ダ山一ド 1i 画像データをもとに
顧客がレイアウト

価値共創プラットフオ)ム

(写真集編集ソフト;MyBook)

l画像処理(色調補正)
自動組版処理

写真集・アルバムの
製本加工

(注)図は一般ユーザー向け中心だが、プロ等むけも同様

(出所)決算説明資料及び社長インタビューから作成

6営業日で

製品郵送

または

写真館・カメラ届
経由で納入
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なければならなかった。そのコア・コンピタンスは，画像レイアウトデザインの専用アプリケー

ション開発，サーバー内自動組版プログラム，カラーマネジメントなどの独自の最先端技術や数

ノ《一セントのグレーを忠実に再現するプリンティング技術，写真集の表面処理技術，一冊だけの

製本を多量に生産する工場ラインのノウハウであった。

3-3 マーケティング・チャネル構築の組織学習プロセス

メモリアルデ、ザ、インサービス事業とパーソナルパブリッシングサービス事業を展開するアスカ

ネットは，価値共創プラットフォームのビジ、ネスモデ、ルをオーフ。ンにするというイノベーション

行動をしているが，それだけで全国レベルでのマーケテイングを展開できるものではない。メモ

リアルデ、ザインサービス事業は葬儀社・写真館など法人営業のきめ細かなルート開拓を積み重ね

ることにあるが(現在 1，610社)，パーソナルパブリッシングサービス事業はセグメント化された

市場ごとのマーケティングに加えて，インターネット空間における個人を対象にしたマーケティ

ングを深耕する必要があるからである。

このため，アスカネットは，写真館などを対象とした自社主催セミナーなどを各地で開催し，

全国 4，500社のネットワークを築いているほか，プロの写真家が集まる各種の展示会への積極的

な出展を行っている。東京・青山にショールームも設置している。しかし，それでも自社だけで

サービスの認知度をあげていくには限度がある。

成長期にあるとはいえ，単独で広島から全国展開しうるマーケテイングカはないことから，自

ずと有力なチャネルをもっ企業との業務提携を模索することになる。その業務提携は垂直的な結

合に陥りがちである。地方の食品メーカーが巨大なチャネルをもっ流通企業の OEM生産を行う

などである。そのような垂直的な関係ではなく，相手のもつ顧客ネットワークを活用できるよう

な相手先にもメリットのある関係性が構築される必要がある。この関係性は， r水平補完」の提携

関係である。

アスカネットは， 2005年の東証マザーズへの上場を機に，サービスの認知度を高めるため，こ

の水平補完の提携活動を加速している。水平補完の提携活動は 5つのチャネルづくりに向けられ

ている。写真集を作製するというニーズは，特定のセグメント化されたマーケットに深く眠って

いるものであるから，その掘り起こしにはきめ細かなチャネルづくりが欠かせないからである。

第 lのチャネルは，庖舗ネットワークである。庖舗での見本展示と底舗での発注へのニーズに

応えるため，全国に約 560庖舗網をもっ大手カメラ庖チェーンと提携した。庖舗側は，アート

ブックという新たなサービスラインアップが加わり，写真愛好家に新しい写真表現手法を告知で

きるメリットがある。第2のチャネルは，広告写真・商業写真マーケットへの販路拡大のために，

デザイナー・広告代理庖・フォトグラファーなどのネットワークをもっ広告写真・デ、ジタル画像

制作会社との提携である。第3のチャネルは，大量の写真画像の保存サービスを提供している事

業者との提携である。その一つが，ブロードバンドサービスを提供する複数のプロバイダーとの

提携で、あった。まず，ブロードバンド事業者との提携で，いずれも顧客に 2GB(写真保存料約

5，000枚)程度の保存サービスを行っていることから，顧客の写真集作製ニーズを深堀することが

できる。もう一つが，写真好きが集まるコミュニティサイトとの提携である。会員数約 20万人の

圏内最大級の写真・動画共有サイトでは，会員は無料で大量の写真画像をアップロードして保管

することができる。いずれもこの保管された写真画像をもとに 1冊からのフォトブックを作製す

るという新規販路の開拓である。第4のチャネルは，パソコン初心者で写真好きな中高年のマー
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ケテイング・チャネルである。このため，パソコン教室フランチャイズ大手と提携し，自動アル

バム製本サービスの作り方講座を開講している。そして第 5のチャネルが，コンテンツホルダー

との共同企画事業の提携である。女性に人気の旅行ガイドブックを発行しているコンテンツホル

ダー(出版社)との提携は，旅行から帰ってきたら旅の思い出を特別なものにすることができる

ように，ガイド本のかわいいテンプレートを使って簡単にフォトブックを作成するサービスであ

る。コンテンツホルダーのオリジナルデ、ザ、インとの連携が自由にできるものにしている。

オープンイノベーションは，自社のビジネスにおいて社外の資源を最大限活用し，未活用のア

イディアを他社に活用しあうことも意味している。提携先の顧客ネットワークを活用する「水平

補完」の提携行動は，このオープンイノベーシヨンを成り立たせる意義もある。そして，マーケ

テイング・チャネルについての組織学習を繰り返すなかで，模倣障壁となる大きなコンビタンス

が形成されている。

4. (事例 2)データホライゾンの協働の事業創造

4-1 成長プロセス

レセプト(診療報酬明細書)のデータ化と分析結果から各種の医療情報サービスを開発してい

るのが，データホライゾンである。その成長プロセスは，地方から情報サービス企業が成長して

いく典型的なモデ、ルともいえ，広島の情報システムハウスの代表的企業で， 2008年に東証マザー

ズに上場している。

1982年ソフトウェアの受託開発からスタートし，受託開発からパッケージソフトの開発に転換

し，ガソリンスタンド向け販売管理システム，養豚場向け生産管理システムを手掛けていく。

1989年に保険薬局向け薬剤師支援システムを開発販売したことから医療情報サービス事業に関

わっていく。病院向け処方監査システム，病院向け在庫管理システム，保険薬局向けの ASPシス

テムの関連会社設立，病院向けレセプトチェツクシステム，保険薬局向け薬剤師支援ASPシステ

ムと一連の医療情報システムを手掛ける中， 2003年保健事業支援システムを開発し，健康保険組

合に販売を開始している。このとき，保険者向け情報サービス分野を開拓することになる。従来

は病院・保険薬局という医療関連機関向けシステム事業で，情報システム会社としては必ずしも

差別化された成長プロセスではない。保険者という個人マーケットに足がかりができたことが大

きな差別化要因となったといえるものである。そして， 2006年ジェネリック医薬品通知サービス

を開発することで，社会技術としてのマーケットを開拓することができた。ジェネリック医薬品

(後発医薬品)とは，先発医薬品(新薬)の特許期間 (20~ 25年)が過ぎてから，厚生労働省

の承認を受けて他の製薬メーカーから発売される，有効成分などは同じで，低価格の薬の総称で

ある。ジェネリック医薬品(後発医薬品)を紹介することで，被保険者の医療費を削減するばか

りか，保険者の財政軽減と健康管理への意識改善に大きく寄与できるからである。

データホライゾンの強みは，レセプト審査を入手作業から解放したことにある。通常，病院か

ら受け取ったレセプトは審査支払基金が入手で審査している。国内でレセプトは年 14億枚，人件

費 1，200億円にものぼる。 ICTによる効率化が必要な分野である。データホライゾンは，レセプ

トを OCR変換(光学式読み取り装置)し電子データ化している。そのデータ変換技術がノウハ

ウである。そして，レセプトで誤りが生じやすいパターンを膨大に作成し独自に築いた審査用の

データベースと照合し，記入漏れや保険に適用できない診療や医薬を監査するシステムである。
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このノウハウをもとに，保険者向け情報サービスとその応用である製薬会社向け情報サービス

のほか，レセプトチェツクシステム，処方監査・在庫管理システムの病院向けシステム，薬剤情

報，会計業務，レセプト発行業務，薬の相互作用のチェック機能をもっ調剤レセプトチェックの

パッケージシステムを保険薬局向けに販売している。その営業開発には東京の大手システムベン

ダーと業務提携し販路を拡大させている。導入した健康保険組合は大手自動車メーカーをはじめ

とする 34健保，組合員 319万人。そればかりか，拡大する医療費負担削減のため，広島県呉市が

国民健康保険に加入する市民向けに，ジェネリック医薬品通知システムを採用したことが注目さ

れるところである。

4-2 ジヱネリック医薬品通知サービスの事業創造

(技術蓄積プロセスと差別化要因)

ジェネリック医薬品通知サービスが，社会技術として，健保組合等とその加入者による医療費

削減・健康増進管理サービスのプラットフォームとして形成されていく過程では，それ相応の技

術競争力が培われてきた。

データホライゾンが，ジェネリック医薬品通知サービスに進出するきっかけとなったのは，調

剤薬局の業務サポートシステムを受託していたころ，顧客の病院から「レセプトの請求過誤を調

べるのが大変」ということを聞いたことからだった。保険支払いのための過誤チェックが入手で

行われ，傷病名や処置内容のデータなどは使われていなかった。そこで，レセプトの電子化が情

報システム会社としての発想から当初浮かんだが，医療費抑制のための健康増進管理サービスと

いう社会的な大きな問題解決に活用できるのではと専門家から示唆され新事業を考えたことにあ

る。レセプトデータを分析し，健康への意識改善や生活習慣病改善，長期間の治療薬投入の改善

などに役立てることで、あった。

そこで，大量の文字書き込みが大半のレセプト情報をデジタル化することで問題解決する。そ

の競争力は，独自のコード化技術にある。厚生労働省が定める病名コードは約 2万だが，医療現

場では「急性腸炎」を「腸炎(急性)J と記載するケースもあり，レセプト上は 30万から 40万に

なる。傷病名や薬剤名，医療材料など 100数十万項目を収録した独自の基本データベースを構築

し，正確な記入でなくとも光学読み取りしたレセプト記載文字をデータベースと突き合わせ，前

後の文字列からコードを推定できるソフトによって 9割以上の高精度で有効な電子データに変

換するシステムを開発した。このシステムによれば，被保険者ごとの膨大な記録をコード化すれ

ば，健康保険組合が医療費の変動を様々な角度から分析できる。傷病名コード，診療行為コード，

医薬品コードと，コード間の結合も有力な技術力となる。

このような医療現場からの知識情報をコード変換する，コード化技術という知識の変換能力が

データホライゾンの競争力を培っている。

薬剤は数年おきに入れ替わるほか，新しい薬や医療材料が市場に投入される度，問題となりか

ねない併用パターン情報を合めデータ更新も膨大である。これらを随時更新しデータベースを維

持管理することで，競争力がより積み重なってくる。

(ジェネリツク医薬品促進通知サービス)

データホライゾンの診療報酬明細書(レセプト)をデータ化して分析し，被保険者に価格の安

いジェネリック医薬品を紹介する通知サービスは，健保組合から預かった加入者のレセプト情報
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を電子データ化し，使われた医薬品情報をデータベースと照合，同じ効果をもっ後発医薬品があ

れば薬品名と削減できる金額を示した通知書を加入者に送付する仕組みである。

ジェネリック医薬品通知サービスは，健康保険組合・国民健康保険とその加入者を橋わたしす

るプラットフォームとして，医療費削減という共通のメリットが享受できる情報サービスを提供

するものである。

呉市では， 2008年 7月，医療費削減効果の大きい国民健康保険被保険者に対し，ジェネリック

医薬品促進通知サービスを開始した。ジェネリック医薬品への切り替えによって，被保険者の自

己負担額を減らし，国保財政の健全化を図ることが期待されているからである。

その 7月に「ジェネリック医薬品促進のお知らせ」を通知した 2.970名を対象に，アンケート

調査が実施された(回答率 35%)。その結果によると，回答者 1.033人の 81%がジェネリック通

知に肯定的な意見を寄せている。医療費負担軽減につながることが評価されている。否定的意見

は 17%にすぎないが，その多くがジェネリック医薬品の品質・効き目に不安があるとしている。

次いで，この通知でジェネリック医薬品に切り替えるきっかけになるかという質問には， 70%が

なると答えている。「この通知で、実際にジ、ェネリック医薬品に切り替えたJ人は， 293人 (28%)

で，次回から切り替えたいという人と合わせると， 55%に達する。通知の直接的な効果が相当程

度高いことがわかる。ただし，通知サービスそのものに問題があるという危倶をもっ人も 1割程

度いることも事実である。個人情報問題などが背景にあると考えられるからである。

さらに 7月から 11月までの累計で 3.489人がジェネリック医薬品に切り替えたという。これ

により，上記 5ヶ月間の医療費に対し，全体で 20.416千円の削減効果があったことになる。呉市

の国民健康保険加入者約 6万人で，レセプト件数月 7.1万枚，通知者数2.300人，切替者数延べ

3，500人で，薬剤費削減額 534万円とレセプト l枚当たり 75円の削減効果があったという (11月

単月)。

図表 5 ジェネリック医薬品通知の例
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4-3 協働のマネジメントとアウトソーシング

(協働のマネジメント)
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先行研究として取り上げた伊丹(1999) は，場のマネジメントの基本要素として，次の 4つを

提示している。

① アジェンダ(情報は何に関するものか)

②解釈コード(情報はどう解釈すべきか)

③ 情報のキャリアー(情報を伝えている媒体)

④ 連帯欲求

これらの基本要素は，問題解決を図っていく場としては欠かせない視点である。何の問題解決

を論じているのかのアジェンダ，問題解決を図る共通のコード，問題解決を明快にする媒体，そ

して，メンバー聞に生れる問題解決への連帯欲求が大きな変数になるからである。だからこそ，

信頼をもって情報共有する仕組みを形成し，情報的相互作用のなかから新たな価値を生む協働の

プロセスが必要となってくる。

協働という概念は，このような問題解決への場づくりであり，ジェネリック医薬品通知サービ

スは，技術創造者のデータホライゾンと国民健康保険の財政逼迫に悩む地方自治体との協働によ

る事業創造であり，医療費削減をこれらの 4つの基本要素を組み合わせながら市民に呼び掛ける

ことによって，戦略的社会性のある事業を構築していったと解釈することができる。

(戦略的社会性をもっ事業のアウトソーシング)

戦略的社会性とは，社会的貢献を意識し，社会価値の創造を達成する企業行動である。社会が

抱える問題を解決するための事業を育てていくことは，社会的にも有意義な課題である。しかし，

そのようなビジネス領域は，収益性が問われることも少なくない。ビジネス領域が不明瞭である

ことも少なくなく，問題を解決するための技術自体が理解されにくいことも多いからである。

戦略的社会性をもっ事業創造の育成のためには，収益性を確保するためにも，ジェネリック医

薬品通知サービスのように，国民健康保険や健康保険組合からのアウトソーシングが有効な事業

創造の要件となってくる。しかし，単なるアウトソーシングではなく，ソリューションを共有し

た協働のアウトソーシングである。ジェネリック医薬品通知サービスであれば，その究極的なソ

リューションは利用者の健康増進にある。利用者が健康であれば医療費が軽減され国保や健保の

財政健全化につながるとともに，データホライゾンの事業継続を支えるからである。

5.価値共創と協働の事業創造戦略

5ー1 価値共創と協働を基本とした事業創造のプロセス

(事業創造のプラットフォーム)

広島におけるサービスイノベーションの事例において事業創造のプロセスに共通にみられるの

は，プラットフォームが事業創造に果たしている役割の大きさである。アスカネットの事例では，

遺影写真画像加工ビジネスに必要な専用端末機器を顧客の葬儀社に設置しているが，この専用端

末機器がプラットフォームになっている。また，写真集制作ビジネスでは， My Book Editorとい

う写真集編集ソフトがプラットフォームとなって，事業創造を担っている。データホライゾンの

事例では，ジェネリック医薬品通知サービス(お知らせ通知書)がプラットフォームとなってい
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協働の作業は，新しい価値を共創していくプロセスでもあるからである。

また，価値共創と協働の情報的相互作用が円滑に働くためにも，プラットフォームが媒体的に

機能する構図が事業創造に向けて必要となってくる。価値共創のためのプラットフォーム，協働

へのブρラットフォームが，マーケテイングにも技術開発にも必要な媒体的機能を果たすことにな

る。

そして，事業創造のためには，水平的補完型のマーケテイング・チャネル構築，問題解決型ア

ウトソーシングという収益性を確立する戦略的視点がプラットブオームによって確立されてく

る。価値共創を伴うプラットフォームを幅広く広範な顧客層に利用してもらうためには，多層的

なマーケテイング・チャネルが構築されなくてはならないが，そのためにも独自の顧客ネット

ワークを持っている企業との幅広い水平的な業務提携で経営資源を補完することが必要だからで

ある。また，問題解決の方向が見えるようなソリューションをもっているプラットフォームを協

働で運営し，情報を共有したアウトソーシングが新しい事業創造に導くものである。

5-2 サービスイノベーションと社会性

(事例分析からのサービスイノベーションのもう一つの含意)

サービスイノベーションがもたらすものは，サービス産業の生産性向上や生活者へのライフス

タイル提案といったものばかりでなく，ジェネリック医薬品通知サービスのような社会性のある

事業創造をも生み出している。このサービスイノベーションによるもう一つの合意は，価値共創

と協働の概念が社会的に複雑な問題解決にも有効だという示唆である。

戦略的社会性は，金井(1999)が指摘しているように，社会的貢献を意識し，社会価値の創造

を達成する企業行動のことである。事例で取り上げたように，アスカネットの遺影写真画像加工

や家族の思い出の写真集といった文化を提供するサービス，データホライゾンのジェネリック医

薬品通知サービスという医療費削減へのソリューションを提供するサービスともに，少子高齢化

社会が抱える諸問題の一部を解決するという社会価値を生み出す創造的な企業行動である。この

ような戦略的社会性を有したサービスイノベーションが大きな広がりをもって，次々に創発して

くることが期待されるところである。

(ソシオダイナミクス・ネットワークによる拡がり)

価値共創と協働によるサービスイノベーションは，戦略的社会性をもったネットワーク組織に

よって，社会が抱える複雑な問題を解決するプラットフォームを形成していくことで創発され

る。そのネットワーク組織は，戦略的社会性とともに金井(1999)が定義したソシオダイナミク

ス・ネットワークである。組織的に他律的な意思決定でなく，自由につながって自律し，社会価

値を創造するネットワークのことである。このソシオダイナミクス・ネットワークは，価値共創

と協働の概念が働いたネットワークであり，新たなイノベーションを創出する経済主体ともなっ

ているものである。社会性をもって活動するネットワークは次代の経済社会を構築していく組織

であり，社会の諸問題へのソリューションを提供するプラットフォームを形成し運営していく主

体でもある。これらから，社会的な問題解決にはサービスイノベーション研究からのアプローチ

が有効であることを示唆している。
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