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サイバースペースと
ビジネスモデル （筆者(2017)）

小松昭英 2



APIデジタル変換ユースケース

• APIは業界間でデジタル変換を強化している。企業は、
デジタルビジネスを成長させるためのAPI中心のアプ
ローチを積極的に採用している。

• このレポートでは、APIの影響、さまざまな業界でのデ
ジタル変換を促進するユースケース、API主導型企業の
ベストプラクティスについて検証している。

• このレポートは、Apigeeの24個のデータセンターから
なる数百の顧客からの、2014年と2015年のApigee Cloud
で見られる何億ものAPIコールトラフィックに基づいて
いる。

https://pages.apigee.com/rs/351-WXY-166/images/apigee-state-of-APIs-report-2016-03.pdf
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デジタル変換ユースケース
APIコールトラフィック

https://pages.apigee.com/rs/351-WXY-166/images/apigee-state-of-APIs-report-2016-03.pdf
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はじめに－現状

• 第4次産業革命についての最終報告書(2013)の発表
以来、 Cyberspace(1991)、 Internet of Things (IoT)
(1999)、あるいはCyber-Physical Systems (CPS)(2006)
という言葉が、日々語られるようになった。

• サイバースペースについては、個人仮想作業空間
と企業仮想作業空間の関係において予告通りの企
業が、すでに我が国でも誕生している。さらに、
IoTであれ、CPSであれ、産業社会を超えて消費社
会に浸透しつつあると言われつつある。

• しかしながら、製品のサービス化についての議論
はあっても、それはほとんどBusiness-to-Business 
(B2B)領域についてのもので、Business-to-Consumer 
(B2C)領域には至っていない。
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はじめに－社会の潮流

ボッツマン/ロジャース(Botsman & Rogers (2010) )は、い
ろいろな出来事が一つの新しい社会経済的な大きなうね
りを指示しているとし、それをコラボ消費と呼んでいる。

• Rifkin (2015)は、すでに一部が資本主義市場、一部が協
働型コモンズという共有型経済というハイブリッド経
済が出現しつつあり、何れコミュニケーションイン
ターネット、エネルギーインターネットと輸送イン
ターネットから成るIoTが単一の稼働システムとして協
働することになるとしている。

• 何れにしても、このような社会変革が起ころうとして
いるとき、B2Cのみならず、Consumer-to-Consumer 
(C2C)の領域に係るビジネスモデル研究が肝要と考える。
そこで、

• 今回はマーケティングの観点から研究を進めることに
する。
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マーケティング
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マーケティング－

マーケティングの進化
• 近代マーケティングは、第二次世界大戦後、経済や産
業が花開いた1950年代から1960年代にかけてコトラー
体系化された恩藏直人(2017) 。

• マーケティング（マネジメント）は、個人と組織の目
的を満たす交換を生み出すのに、アイディアや財や
サービスの考案、価格設定、プロモーション、流通ま
でを計画・実行するプロセス（米国マーケティング協
会） (Kotler (2000))。

• マーケターは、望ましい反応を標的市場から引き出す
ために数々のツールを使う。McCarthy(1960)はこのよ
うなツールを4つの大きなグループに分類し、『マーケ
ティングの4つのP』と名付けた。4つのPとは、製品
(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション
(Promotion)である。」とある。
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マーケティング－

マーケティングの進化(2)
• 工業化時代には、マーケッターは1970年代のLevittと同
じ、あるいはその延長上の考え方であるが、これまで
は永年にわたって「作って売る」という発想が主流を
占めてきた。このような企業は、需要を予測し、生産
プランを立て、十分な在庫を蓄える。競争優位を目指
す上では主に、ビジネスプランに沿って規模の経済を
活かし、社員の学習スピードを速め、規定の業務手順
を実行しようとする

• 最近では、「ニーズを感じ取って満たす」ことで優位
性を得ようとする企業が増加している。このような企
業は、顧客から幅広いニーズを探るだけでなく、好み
の製品特徴を具体的に指定してもらっている。顧客か
らの注文を起点としてすべての業務を動かし、デジタ
ル技術を活かしてスピーディに注文に応えようとする。
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マーケティング－

マーケティングの進化(3)
• インターネットを利用すると、地理的な到達範囲を飛
躍的に広げられる。ニューエコノミー下では、小規模
企業でもグローバル化が可能である。

• ニューエコノミー下での新たな価値創造の4つの”Ｃ”、
すなわち、企業(Corporate)、顧客(Customer)、事業パー
トナー(Coworker)、そしてコミュニティ－(Community)
の主体はマーケティングの戦略と実務を変容させつつ
ある。それは、

• ①単一部門の仕事から、価値創造の探究、創造、提供
に関わる業務すべてがマーケティングへ、②インタラ
プション・マーケティングからパーミッション・マー
ケティングへ、③新規顧客獲得から、顧客維持と顧客
ロイヤルティ獲得へ、④目先の販売成果から顧客生涯
価値を最大限の引き出しへ、⑤マーケティング支出は
経費から投資へという変容である。
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マーケティング－

マーケティングの進化(4)
• Kotler & Armstrong (2012)は、今日のマーケティングの
本質は（顧客－価値）と（顧客－リレーションシッ
プ）というフレームワークでとらえられ、その基礎は

• ①顧客のための価値創造と、その見返りとしての顧客
からの価値獲得、②価値を創造する強固なブランドの
構築と管理、③マーケティングにおけるリターンの測
定と管理、④新しいマーケティング技術の活用、⑤世
界規模での持続可能なマーケティングある。
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マーケティング－

マーケティングの進化(5)
さらに最近発刊されたMarketing 4.0  (Kotler et al (2017) )に
は、以下のように述べられている。

• マーケティング4.0は企業と顧客間のオンラインとオフ
ラインの相互作用(interaction)を組み合わせるマーケ
ティングアプローチであり、

• ブランドビルディングで物質(Substance)をスタイルに
一体化し、究極的にM2M (machine-to-machine)接続性
(Connectivity)をH2H(human-to-human)感触(touch)で補足
して、顧客エンケージメントを強化する。

• それは、マーケターがマーケティングの鍵となる概念
を再定義したデジタルエコノミーへの移行を助け、デ
ジタルマーティングと伝統的マーケティングが、マー
ケティング4.0では共存して、顧客意見を積極的に取り
込むという究極的なゴールの達成を意味する。
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マーケティング－

サービスマーケティング
グルンルース(Groenroos (2007))は次のように述べている。

• 物財を対象とするマーケティングでは、有形物を中核
として、伝統的なマーケティング・ミックスモデルを
反映した方法で開発され得る提供物が存在している。

• サービスマーケティングでは、そのような有形の中核
となるものは存在しない。別々の副次的なミックスモ
デル（総合的なマーケティング・ミックスに混合され
る）を設計することは単純に不可能である、

• したがって、物財のマーケティングのために開発され
た伝統的なマーケティング・ミックスの概念は、おそ
らくサービスマーケティングの設計においては成功し
ないと考えられる。
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マーケティング－

サービスマーケティング(2)
• サービスは物理的に無形性で、サービスはモノではな
く活動であり、ある程度「生産と消費」が同時に発生
する。顧客のための何かしらを実行するために企業は、
物的資源や技術的資源ならびに顧客の協力を要する。
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段階 マーケティングの目的 マーケティング機能

内部段階
顧客志向、販売志向の従業
員を獲得すること

インターナルマーケティング機能

初期段階 企業とそのサービスの関心
を創出すること

従来のマーケティング機能

購買プロセス全般的な関心を販売に変え
ること

従来のマーケティング機能とインタ
ラクティブ・マーケティング機能

消費プロセス再販売と継続的な顧客との
接触をつくりあげること

インタラクティブ・マーケティング
機能



マーケティング－

サービスマーケティング(3)
サービスマーケティングは、

• 組織の機能やプロセスに浸透する顧客志向であり、価
値提案を通じて誓約を交わすこと、

• その誓約からつくられた個人的な期待の充足を可能に
すること、そして顧客の価値創造プロセスに対するサ
ポートを通じて期待を充足することに対応する。

• そのことに関していえば、マーケティングとは、企業
ならびに顧客あるいは顧客以外の関係者のプロセスに
おいて価値創造をサポートすることである。
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消費社会とその進展
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消費社会とその進展－

産業社会と消費社会
坂井素思(2003)は次のように述べている。

• 人間の織りなす経済活動には、これらのホモファーベ
ル（作る人）的心性やホモルーデンス（遊ぶ人）的心
性が示す人間特性が、産業社会と消費社会の形成に多
くの影響を、肯定的にも否定的にも与えてきたことは
明らかである。

• さらに、近代になるにしたがって、これらの心性が極
めて形式化されて、社会の中に表出するのをみること
ができる。この点で、これらの心性は、「生産者と消
費者」との間でみられる機能的な関係を述べることに
も有効な視点を提供している。

• 生産と消費の過程のなかで、人は物を作り出し販売し、
またそれらを購入し使用する。この生産と消費の過程
のなかで、人と物との関係を形成する。
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消費社会とその進展－

消費社会
ボードリヤール(Baudrillard (1970))が以下のように述べて
いる。

• われわれのまわりにはモノやサービスや物的財の増加
によってもたらされた消費と豊かさという自明な事実
が存在している。豊かになった人間たちは、モノに
よって取り巻かれている。

• さらに、広告とマスメディアから送られてくる日常的
な数百のメッセージのモノ礼讃の恒常的な光景もそう
だし、いくぶん妄想を与えるようなガジェットの群が
りに至るまでがそうだ。

• 「環境」とか「雰囲気」とかいう概念が流行するよう
になったのは。実をいえば従順で幻惑的なモノの無言
の視線のもとで生きるようになってからである。

• この記述から、あらためて消費社会の存在と、このよ
うな消費社会を実現させた産業社会の存在も、さらに
はその本質も再認識させられる。
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消費社会とその進展－

コラボ消費
Botsman & Rogers (2010)が、新しい社会経済的流れをコ
ラボ消費と呼んでいる。

• プロダクト＝サービス・システム、再分配市場、そし
てコラボ的ライフスタイルの3種類のモデルが一つに
なって、「何を消費するか」だけでなく「どう消費す
るか」を変えつつあるとしている。

• プロダクト＝サービス・システムは、ある製品を100％
所有しなくても、その製品から受けたサービス、つま
り利用した分だけお金を払うというコンセプトがその
基本である。

• 再分配市場は、SNSをとおして、中古品や私有物を、
必要とされる所または人に配り直す。取引対象が何で
あれリユースと再販をすすめ、また新品の生産から生
まれる廃棄物や投入資源を大幅に削減する。
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消費社会とその進展－

シェアリングエコノミー
Rifkin (2015)は、以下のように述べている。

• 私たちは、すでに一部が資本主義市場、一部が協働型
コモンズにおける共有型経済というハイブリッド経済
の出現を目の当たりにしているとし、IoTはコミュニ
ケーションインターネットとエネルギーインターネッ
トと輸送インターネットから成り、この3者は単一の稼
働システムとして協働する。

• コミュニケーションがなければ、私たちは経済活動を
管理できない。エネルギーがなければ、情報を生み出
すことも、輸送手段に動力を提供することもできない。
輸送とロジスティクスがなければ、バリューチェーン
に沿って経済活動を進められない。

• これら3つの稼働システムが相まって、もたらす経済的、
社会的、政治的、心理的な大変化を完全に理解しなけ
ればならない。
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消費社会とその進展－

新興市場の出現
経済産業省(2016)は次のように述べている。

• 世界経済の重心は欧米からアジア・アフリカを中心と
した地域へと移りつつある。人々の所得増加による市
場の拡大である。

• MOP層市場は、2030年には2005年比の3倍以上に拡大
し、55億人・70兆ドルの超巨大市場が形成され、2030
年時点のMOP層の約6割は元BOP層で構成される。

• 企業が将来のMOP層市場を獲得するには、BOPビジネ
スを通じて、現時点でのBOP層の社会的課題を解決し、
BOP層の所得向上を実現し市場を創造すると同時に、
BOP層との信頼関係を構築し、将来のMOP層市場にお
ける競争優位性を築き上げられるとしている
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マーケティング論考
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マーケティング論考－

マーケティング4.0
• マーケティング4.0は、企業と顧客間のオンラインとオ
フラインの相互作用を組み合わせ、究極的にM2Mを
H2Hで補足しエンゲージメントを強化するとしている
が、これはあくまでも企業側の視点で、

• 東伸一(2007)が言うように、下記のような消費者行動
を重視するアプローチが必要なのではなかろうか。
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⇄ 価格・サービス ←顧客戦略・顧客満足 （ニーズの実現）

⇄ ブランド論 ←ブランド戦略 （ブランド志向）

⇄ 広告論 ←広告戦略 （広告リテラシー）

⇄ 情報論 ←広報・情報革新 （口コミ）

⇄ 社会規範 ←生活提案 （シーズ｝

⇄ 等 等

消

費

者

行

動

研

究



マーケティング論考－

サービス

Shelp (1985)がサービスを、①技能不要の人的、②熟練に
基づく人的、③産業向け、④大衆向け、⑤先端技術産業
向けという5つのタイプに分類し、

• 先進工業国向け、あるいは発展途上国向けに、その発
展段階や経済状態に合わせてサービスの開発に努める。

• 産業向けサービスは規模が大きいこともあり、個人で
は提供できないサービスで、伝統的に「専門的サービ
ス」と呼んでいる。

• 大衆向けサービスは、大衆が豊かになると、消費者向
けサービス産業は規模の利益を享受できる。例えば、
自動車レンタル業など。

• 先端技術産業サービスは、先端技術の導入により、新
たなサービス開発され、既存のサービスが発展する可
能性が高まる。
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マーケティング論考－

サービス(2)

アルブレヒト・ゼンケ(Albrecht & Zemke (2002))は、サービス
はマーケティング上の武器であるとしている。

• サービスが物財の違いを理解し、管理するという考え方自
体は目新しいものではない。
（既に1984年「ビジネス・ウィーク」誌に特集”service as a 
marketing edge”が掲載され、そこで、サービスを企業内の厄
介事から重要な戦略へと飛躍される提言がなされた。）

• また、これは、サービスの「付加価値」の側面に重点を置
くもので、このメッセージは今日でも重要な意味を持つと
述べている。

• このShelp(1985)の大衆向けサービスは、Groenroos (2007)
（前出）がいうサービスマーケティングそのものであり、
先端技術の導入により、新たに開発され、発展した既存
サービスと言われるものが存在するのではなかろうか。
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マーケティング論考－

コミュニティの形成事例

• ユーザが自発的に、サイバースペース、すなわちソー
シャルネットワーク上でその関係を築いたといわれる
米国GoProの自撮りカメラの成功は、製品に基づく一
種のコミュニティの形成がもたらしたものと言えよう
（筆者(2016)）。

• 東南アジアでは、オンラインゲーム事業で若者らをひ
き付け、安定収入を稼ぎつつ、電子決済や電子商取引
などに事業を多角化して成長を続けるネットベン
チャーが台頭してきたと報じられている（日本経済新
聞(2017)）。これは、オンラインゲームによるコミュ
ニティの形成がもたらした事業の多角化といえるので
はなかろうか。
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コミュニティと
ビジネスモデル
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コミュニティとビジネスモデル

伊地知晋一(2006)が、次のように述べている。

• CGM (Consumer Generated Media)自体が、特定の利害関
係のない個人の体験や発見に基づく情報であり、特定
の発信者の意図が顕著には表れない、公平で信頼され
る「体験共有型メディア」である。

• CGMプラットフォームによる4つビジネスモデル

(1) 広告型：①コンテンツマッチ広告、②検索連動型広告、③選択

し整理されたCGMへのバナー広告、④キーワードリンク型

(2) 販促型（コマース型）：①アフィリエイトネットワーク、

②レビュー型

(3) エスクロー型：①コンテンツ課金型、②オークション型

(4) データベース型：①リコメンデーション型、②ナレッジ共有型
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コミュニティと
ビジネスモデル(2)
古川健介(2015)は、次のように述べている。

• 「コミュニケーションサービス」と「コミュニティ
サービス」を区別し、後者のコミュニティを「ネット
コミュニティ」と呼び、3つのパターンをあげている。

(1)ユーザ同士のコミュニケーションが中心で、話題の種

別ごとの枠「スレッド」にユーザが投稿できる

(2)ユーザの中にスターがおり、ユーザ同士は並列ではな
く、発信者と受信者に分かれる

(3)コンテントが中心にあり、その周りでコミュニケー
ションするニュースなどの素材を中心に、意見や感想を
ユーザが投稿する

• 何れにしても、ネットコミュニティの形成とビジネス
モデル構築との間には、密接な関係が存在し得るもの
と言えよう。
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まとめ

• 第4次産業革命は産業社会に重大な影響を与えつつある
だけでなく、消費社会にも影響を与え、逆にそれが産
業社会にも影響を与えつつあり、それにつれて、従来
の物財を中心とするマーケティングの考え方ではサー
ビスマーケティングに対応できなくなっている。

• さらに、ネットコミュニティの出現は、マーケティン
グだけでなくビジネスモデルそのものの存在を変えつ
つある。そして、今後到来するであろう産業社会と消
費社会の変貌は、さらなるマーケティングあるいはビ
ジネスモデルの転進を促している。

• すなわち、この社会の変貌に合致するであろうマーケ
ティングあるいはビジネスモデルの研究は、企業・社
会にますます重要性を増すものと考える。たとえば、
コミュニティマーケティングというようなジャンルが
求められているのではなかろうか。
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