
iD8 Publishing は NVivo8 を使い新しいサービス

を開拓

マリノ ・ ウォルドマン氏は、 教育および学術出版分野における編集とマーケティングの

橋渡し役となることを目指して、 ニューヨークに iD8 Publishing を設立しました。 そして

その 4 年後、 ウォルドマンは再び新しい境地を切り開きました。 今度はコンテンツ管理

と分析に技術的解決策を提供するサービスです。 質的データ分析のソフトウェアとして

NVivo8 を出版業界で初めて採用し、 わずか 2 か月で当初の予測をはるかに上回る収

益を iD8 にもたらしました。

“ ニッチ ” を取る

2005 年に iD8 を設立したとき、 マリノ ・ ウォルドマン氏は出

版業界で既に十分なキャリアを積んでいました。 それまでに

20 年間に渡って教育と科学分野の出版の業界で働き、 営業、

マーケティング、 製品開発、 編集などの仕事を経験しており、

出版業界の厳しさも、 プロジェクトが著者にとって時として負

担になっていることも、また編集とマーケティングの間に『ギャッ

プ』 が存在していることなども良く理解していました。

そもそもウォルドマン氏は編集とマーケティングは緊密に連携

し合ってこそ効果的に機能するという前提に立っていました。

しかし 『ギャップ』 が存在していることが分かったのです。

「出版業界でずっと問題だと思っていたこと、 つまり、 同業者情

報や競合情報などを上手く入手できなかったり活用できなかっ

たり、 またそうした問題の解決策を探していたときに、 偶然にも

ニッチな市場を見つけました」、 とウォルドマン氏言います。

「iD8 を設立したとき、 こうした問題を解決したいと思っていま

した。 全てが手探りでした。 出版に加重分析を導入して主要

なマーケティング基準に優先順位をつけました。 大量の質的

データを管理できるオンライン上のシステムを開発してクライン

トのお役に立ちたいと長年思っていました」

質的データ分析ソフトウェアを試す

2009 年、 ウォルドマン氏はこれらの問題を解決するために、

質的データ分析ソフトウェアプログラムの使用を開始しました。

カスタムメイドのプログラム、 最も主流の分析プログラム、 そ

して QSR International が開発した NVivo8 の 3 種類の製品

を比較検討しました。 NVivo8 のトライアル版を試したところで

このソフトウェアを使うことを決め、 顧客サービスに活用するよ

うになりました。 iD8 は科学と医療関連の出版を専門としてい

ます。 ウォルドマン氏がこのソフトウェアを使ってサービスを提

供した最初のクライントは、グローバル企業の出版社ピアソン・

エデュケーションでした。

「ちょうど編集レビューを行っている頃でした。 長い休暇前に

著者たちとの電話会議が予定されていました。 寄稿記事のレ

ビューで猛烈に忙しい時で、 電話会議はいつも出口の無い迷

路のようでした」 とウォルドマン氏は言います。

「ちょうど NVivo8 を使い始めたところで、 このソフトウェアの

チャプターレポート機能を設定し、 著者たちから送ってもらっ

たコンテンツをコーディングしてレビューしていたところでした。

各チャプターを整理して、 ファイルをジップに入れて、 著者に

送ることが出来ました。 もちろん電話会議も上手く行きました。

全員が各チャプターに対するフィードバックをどう処理したらよ

いか心得ていたからです。 簡単にしかも迅速に問題を解決す

ることが出来ました。 難しいことではありません。 各著者にプ

ロジェクトの羅針盤を授けることができました」

コンテンツ分析を行い、 次の段階への道筋を作る

ウォルドマン氏はこのソフトウェアを仕事に生かすことの可能

性を見出し、 コンテンツ管理と分析、 およびコンテンツコー

ディングとマッピングに特化した新しいオンラインサービスを開

発しました。 いずれのサービスも、 テキストファイルからＰＤＦ

ファイルまで、 また音声ファイルから映像ファイルまで、 あら

ゆるタイプの質的データに対応するようにデザインされている

NVivo8 を使って行われました。

プロジェクトによっては iD8 のプロジェクトマネージャーが

NVivo にコンテンツをアップロードします。 ソフトウェアのコー

ディング、 クエリ、 マッピングの機能を使ってデータを分析し、

コンテンツのパターンやテーマを抽出し、 クライアントに編集

のアドバイスやマーケット情報を提供しています。 このサービ

スは出版業界では唯一のサービスと考えられています。

「私たちはオンラインサービスを通じて編集とマーケティングを

統合しています。 NVivo8 を用いて製品のレビューや競合情

報の収集 ・ 管理 ・ 分析が可能となりました」 とウォルドマン氏

は言います。
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「私たちのサービスはアウトプットを重視しています。 著者に

はより良いアドバイスを与え、 クライントにはより戦略的判断

を行うためのツールを提供するレポートを作成します。 このよ

うなサービスを提供しているのは私たちだけでしょう」

大規模プロジェクトの管理を改善する

ウォルドマン氏は、 NVivo8 をビジネスに応用することで新し

い顧客を開拓できただけでなく時間も大いに節約することがで

きたと言います。 以前はチームメンバーがコンテンツを切り貼

りするのに多大な時間を費やしていましたが、 今では NVivo
のソフトウェアが自動的にコーディング行って、 キーワードや

テーマまたはデータ間の関連性の検索を行ってくれます。

「出版の過程には多くの 『ギャップ』 が存在します。 心理学

のプロジェクトをテキストベースで 1 つ持つことも、オンライベー

スで 5 つのプロジェクトを持つことも、 ＣＤや講義録を持つこ

とも可能です。 どのような種類のアセットでも対応が可能で、

NVivo のソフトフェアを使用しなければ、 じっと何時間も座っ

てコンテンツを切り貼りする以外に方法はありません」 とウォ

ルドマンは氏言います。

「NVivo で出来ることは、チャプター毎に学習したことを保管し、

それをオンライン上で他のアセットやコンテンツとリンクさせ、

学びを得ることです」

「おかげで膨大な時間を節約でき、 その分、 より良い情報の

創造が可能になりました。 もう情報の切り貼りに時間を浪費す

ることはありません。 製品開発の質が向上し、 より良い質の

レポートを納品できるようになりました。 ですから誰がパワー

ポイントや１５章とか２０章からなる教材を作ることになっても、

様々な学習成果を参照できるあらゆるコンテンツがすぐそこに

あるわけです」

「私たちが NVivo を使って研究成果を管理していることを多く

のクライアントが喜んでくれています。またクライアント同様に、

ピアレビューにも好評です」

競合優位を勝ち取る

ウォルドマン氏は、 この新しいサービスがクライアントにとって

有益な存在であるだけでなく、 自分のビジネスにおいても大い

にメリットがあることが分かったといいます。

「あるプロジェクトの恒例となっているコンテンツレビューをちょ

うど終えたところです。 全てのチャプターをレビューし、 クライ

アントは自社の製品をどのように市場に導入したらよいか、 市

場のトレンドとも併せて理解することが出来ました。 私たちは

競合他社の強みと弱みを報告書にまとめました。 その後、 こ

れらの顧客レポートを照合し、 洞察を得て、 新たな機会を創

造し、 市場の問題解決につなげます」

「競合他社の情報を共有することで、 クライアントに想像以上

の価値をもたらし、また私たち自身もメリットを享受しています。

同じ市場で再び仕事の依頼があれば、 iD8 は既存のデータ

と新しいデータを NVivo で統合できるという強みを持っていま

す。 単独でプロジェクトを請け負った場合と比べ、 より大きな

洞察を得ることが可能になります」

ウォルドマン氏はさらに NVivo8 プロジェクトに専任するマネー

ジャーを起用しました。 プロジェクトが始まると、 iD8 のチーム

はクライアントが望むことや将来の予測を立てて、 プロジェクト

マネージャーが NVivo を使ってプロジェクトを推進します。

「このアプローチは、 私たちが情報収集だけでなくカスタマイ

ズされた報告を通じて上質の情報を提供できるという点におい

ても、 競合に対して既に一歩先んじているということを意味し

ます」 とウォルドマン言います。

明るい将来

ウォルドマン氏は NVivo を使って出版業界に新しいサービス

を創造し新しい顧客を開拓しました。 目標売上を達成し、 今

度はオンライン上でクライアントサービスのツールとして NVivo
を使えないかを検討中です。

「まだ NVivo を使いだして間もないですが、 既に年間売上目

標を達成しました。 私たちはとても感激しています」

社員は 15 名ですが、 近い将来に新しいサービスを統合する

プランを持つ iD8 の勢いに止まる気配はありません。 ウォル

ドマンは 2010 年 1 月に始まる 15 件の新しいプロジェクトに

NVivo8 を使用する予定です。

「まだまだ始まったばかりです。 会社の将来に関しては、 コン

テンツ分析とマネジメントサービスが収益の 65% から 75% を

占めるようにしたいと思います。 会社をこの分野でどんどん伸

ばしたいと思っています」

iD8 Publishing Service サービスについて

iD8 Publishing Service サービスは、教育関連、ＳＴＭ （科学、

技術、 医療） 関連、 及び学術関連の出版社に対して、 編集、

マーケティング及び技術的問題の革新的解決法を提供してい

ます。 提供するサービスはマーケティングプランから製品計画

にまで至り、 出版の初期段階から製品開発、 原稿編集、 校

正、 付加サービスまでもサポートしています。 執筆サービス、

原稿編集、 校正は iD8 のパートナー企業である SSS Media 
Development 開発を通じて行われます。 このユニークなパー

トナーシップは両社の専門知識とリソースを統合して行われて

います。 その結果、 最高の出版サービス、 および教育関連

出版のプロフェショナルたちの最高のサービスを提供すること

が可能です。


