
○概準性

て、しっかり収益モデルを検討する姿勢が望ましいと思う。

ということで本書では、『経営戦略と企業革新（朝倉書店、小野桂之介

＆根来龍之著)ｊの定義に従って、「顧客と顧客価値」「オペレーション」「収

益モデル」という３つの視点から、ビジネスモデルを捉えることとする。

さて、ビジネスモデルの定義を調べているうちに、おもしろい知見に出

会った。それは「ビジネスシステム」という言葉であり、ビジネスモデル

が模倣可能であり、汎用性から出発するのに対して、こちらは模倣が困難

であり、独自性から出発するというものである（『蛎業システム戦略(有斐

閣アルマ、加賀野忠男＆井上達彦著)l)。

●独自性

●結果として生みだされる
、 股計思想

システム

③理念 型 ④現実のもの

③経済学的視点も含む ●経営学視点に特化

○社会的効率 、個別企業の収釜性

③ 模倣可能 Ｏ槙倣困難

⑤嬰緊遡元を超えて○要素還元アプローチ

②一時的優位にも注目 ④持統的優位を重視

魚モデル Ｑ シ ステム

ゆえに、ビジネスモデルは、仕組みレベルの標準性と手本としての模倣

可能性を重視する一方、ビジネスシステムは、仕組みレベルの独自性と模

倣困難性を重視するという（例解3)。

これを具体的に考えるために、ミスミとロームという２つの企業から考

えてみよう。

轍５蹴ピジネスモデルと収益モデルノ６Ｊ

、部分の股叶と分析 ●全体の股計と分析

③文脈を切り離す ②経路依存

顧圃砺雨 モデルとシステムの違いｉ図解３

システムモデル
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③模倣困難

○独自性

●持続的優位を重視

●モデル

●要素還元アプローチ

○部分の股計と分析

●文脈を切り離す

●システム

③要素遡元を超えて

●全体の股計と分析

②経路依存

、結果として生みだされる

システム



発注
一径

IiIl品
睦

･ユーザーの発注にもとづいて、メーカーに発注し、それを届ける販売代理店であった
．ユーザーの個々の発注に対応しなければならないので、業務効率はきわめて悪かった

図解４１ミスミのビジネスモデル

I目|采のミスミ

メーカー

ﾉ砲州5無ビジネスモデルと収錐モデル

メーカー ユーザー

、
一
一
／

ユーザーミスミ

ユーザー

ユーザー

メーカー

胴貿代理店となったミスミ

ミスミは購買代理店、マーケットアウトというコンセプトで大成功した

企業。

例解ｌのようにミスミは、個々の工場から金型部品の発注を得るために

煩雑な営業をしていたものを、ユーザーにカタログを配り、発注をみずか

ら創出・コントロールできるようにした。これにより、安定した需要、納

品、価格を実現することができた。

しかし、確かにこれはすばらしいひらめきであるが、誰もが同じ仕組み

をすぐに模倣することができる。その意味でこの仕組みは、仕組みレベル

の標準性と手本としての模倣可能性が高いといえよう。ゆえにこちらはビ

ジネス＜モデル＞ということになる。

／
一
、

ユーザー

･発想を逆転させ、ユーザー起点で発注をまとめ、それをメーカーに発注し、業務効率を上げた

メーカー

ユーザー

メーカー

ミスミ

メーカー

メーカー



一方ロームは、鵜飼モデルと呼ばれる独自モデルで、他社が模倣できな

い仕組みをつくりあげた企業。ＩＣのカスタム生産と多品種少量販売で、高

収益を上げるのが特徴だが、これはまさに鵜飼が鵜と魚の習性を知りつく

して、魚を独るのに似ている（似l解5)。

|蔀藤頚 ロームのビジネスモデル

脇飼期飼

‘・州霊
魚の習性鵜

”!i“
Ｉ，・

魚魚

ロームローム

‘･廟!i蕊
ニーズセツトメーカー

雷!i噸
ユーザーユーザー

鵜飼は鵜の習性を知りつくし、それを操るのだが、同時に魚の習性も知

りつくさなければ、鵜をうまくコントロールできない。同じことがローム

にもいえ、ロームは部品を納めるセットメーカーがどんな商品を開発してい

るかを熟知しているとともに、それを使うユーザーのことも知りつくして

いる。なので、セットメーカーはロームのいうことを聞かないわけにはいか

ず、そこから部品を買い続けなければならない。

つまり、顧客のニーズを把握し、それを実現できる技術をもち、またユ

ニークな生産設備をもっているから、他社がそれをキャッチアップすること

ができない。ゆえに、こちらはビジネス＜システム＞ということになる。

ビジネスモデルとビジネスシステムの違いがわかったところで、今度は

ビジネスモデルの変遷を見ていこうと思う。これは『ビジネスモデル革命

(生産性出版、寺本義也＆岩崎尚人＆近藤正浩著)』にくわしく、現代は第

5世代まできているという（例解６，７)。

鮒5竜ピジネスモデルと収益モデルＩ‘う
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第１世代はハードウェアの単品売り、第２世代は、ハードウェアにソフト

ウェアを組み合わせたものである。前者はたとえば、洗濯機や冷蔵庫があ

たり、後者はパーソナルコンピューターがそれにあたる。

第３世代は、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせ、それをサービス

としてパッケージ化するものであり、いわゆるソリューションという考え方

である。

I耐､砺爾IIXI解８ lBMのビジネスモデル

IBMIＢＭ

社内のネットワーク

迩罵●
（ソリューション）

これで成功した代表的な企業にIBMがあるが、例解８のように、ＩＢＭは、

たとえば社内のネットワーク環境を整えたいという顧客の要望に対して、

パーソナルコンピューターからサーバー、ルーター、ソフトに至るまで、総

合的にパッケージ化し、提供した。言い換えれば、顧客の要望を解決＝ソ

リューションすることによって、単品よりも大きな収益を上げることがで

きる。

さらに１９９０年代後半のインターネットの登場により、ハードウェアとソ

フトウェアを組み合わせたパッケージをインターネット上で利用するという

モデルが生まれた。これが第４世代となる。

このモデルの代表はデルである、

鮒5噸ピジネスモデルと収蛙モデルノ“



回収代行

会社

DeIl

配送

会社

側解９のように、顧客はインターネット上のサイトで、自分の意中のパー

ソナルコンピューターにまつわるすべてを、自分の好む形で注文でき、そ

こで決済をすることもできる。そうしてしばらく待っていれば、宅配業者

によって直接、商品が運ばれてくる。

顧客にはこれらすべてをデルがやっているように見えるが、実際は、部

品は供給会社から、課金や配送は金融業者や宅配業者が受けもっている。

つまり、インターネットの裏で、さまざまな会社が協力しあっているので

ある。

そして２１世紀となり、Googleを代表とする新しいモデルが生まれた。

これは、最初は収益を上げていないように見えるが（非営利)、その後、

莫大な収益を上げる。インターネットならではの、ビジネスモデルといえ

よう。これが第５世代である。

Googleは当初、検索サービスとして、その速度や正確性によって支持さ

れた。これが後発でありながら、またYahoo1という存在がありながら、

すみやかに浸透していった理由だと思う。その後、検索して得られた情報

に連動する広告を開発し、これが収益を生むこととなった。

この広告は検索した情報と連動して提示されるため、クリック率が高く、

また商品購買と連動しているため、販売促進効果が高い。ゆえに、またた

く問に支持され、これがGoogleを高収益企業に導いたのである。

ﾉ行６鯛５蝋ピジネスモデルと収益モデル

デルのビジネスモデル図解９

部品供給＜－窪
会社

〆

、

｜
’

↓
↑

インターネツ

ＤｅＩＩ

回収代行

会社

配送

会社



丁モ

利益モデルに関しての第一人者であるスライウオツキーは、自著の１.ブ

ロフイット・ゾーン経営戦略」の中で、「今日、利益は販売する製品だけか

ら生じるわけではない。また、利益の発生も当然のことではない。（中略）

利益モデルを明確化し、デザインすることは今日の重要な戦略スキルであ

る」といっている。

これは、たんに商品を売買することから得られる利益以外にも利益を得

る方法があるといっているとともに、いままで商品から得られていた利益

さえ得られなくなる可能性もあるということを指摘している。ゆえに、自

分たちの「利益モデル」はなんで、どのように利益を上げるのかというこ

とを明確に規定しなければいけない、ということがわかる。

この規定に対して頼りになるのは、先ほど述べたスライウォツキーの利

益モデルである。スライウォツキーは『ザ・ブロフィット（ダイヤモンド

社)｣、「プロフィット・ゾーン経営戦略（ダイヤモンド社)j、『デジタル・

ビジネスデザイン戦略（ダイヤモンド社、あとの２つはモリソンとの共

著)」などで、利益モデルについての考え方を明らかにしたが、ここでは

それらを参考にして、筆者なりにまとめてみようと思う。

跡５歳ピジネスモデルと収盤モデルノ行７

収益

L

とは
圏蹴■固

]MLRTL3
葦
３

＝

ら



例解ｌのように、スライウォツキーは２３の利益モデルを挙げている。こ

れを参考に、使いやすさという視点から、筆者なりに１５の利益モデルを

設定してみた。

’１，蝿１ スライウォツキーの23の収益モデル

１.顧客ソリューション１２.ブランド利益モデル
利益モデル

１３.専門品利益モデル

２.製品ピラミッド利益モデル
１４.ローカル・リーダーシップ

３.マルチコン ポ ー ネ ン ト 利 益 モ デル
利益モデル

１５.取引規模利益モデル
４‘スイッチボード利益モデル

１６.価値連鎖ポジション
５．時間利益モデル利益モデル

６.ブロックバスター利益モデル１７.景気循環利益モデル

７.利益増殖モデル１８.販売後利益モデル

８‘起業家利益モデル１９.新製品利益モデル

９.スペシャリスト利益モデル２０.相対的市場シェアモデル

１０.インストール・ベース２１.経験曲線利益モデル
利益モデル

２２.低コスト・ビジネスデザイン
11．デフアクト・スタンダード利益モデル

利益モデル
２３.デジタル利益モデル

『プロフィットゾーン絃営戦略(J・スライウォツキー＆』・モリソン署)」を巻零

まず例解２は時間軸に沿って、整理してみたもの。

従来の利益モデルは商品を販売した時点で、その対価を受け取るという

ものだった。ゆえに時間軸０（ゼロ）で利益を考えるのがふつうだったと思

う。ところが、たとえばSuicaのように、事前に利益を上げられるような

商品がでてきた。一方、電動歯ブラシのように、最初は大した値段でなく

ても、取り替え用のブラシが高額で、買ったあとのほうが利益になる商品

もでてきた。

とすれば、利益というのはｏという時間軸だけでなく、０より以前、０

よりあとという時間軸でも考慮したほうがいいということになる。

ﾉ６８鮒5蕊ビジネスモデルと収維モデル



ド側解２ スライウォツキーのおもな収益モデル

Ｏ､｡”遡膨＜Befo『ｅ
⑪アドバンス③顧客ソリューション
利益モデル利益モ デ ル

、デジタル利益モデル⑧デジタル利益モデル
（チョイスポード）（ハイブリッドモデ

ル） ⑧マルチコンポーネント
利益モデル

、ローカル・

リーダーシップ⑬価備迩鎖ポジション
利益モデル利益モデル

．O＝同蹄だけでなく「後｣や｢先｣にお金をもら

うことで､収些モデルを多面化する

．デジタル技術を用いて、新たに利益を生みだ
したり狸冊したりする方法を発明する

⑪デファクト・
スタンダード
利益モデル

⑪デジタル利益モデル
（能動的な顧客）

⑭デジタル利益モデル
（ＧＰＳ）

また、利益の取り方という視点でまとめてみたのが、例解3。

1,淋胤解３’側鵬３ 利益の取り方

利益奄大蜜くする利益奄大蜜くする |圃帆篭鰐m腿||瓢…園'値するＩい譜雛'い’
取机ないと思っていた

利芦参酌為 '1判益奄多面化する
いちばんおいしい

利益海面器
肪施な利益を取る所たな利些を取る

ｄ今●今むら､
ｵ●

癌ｏＧ－#x…ｅＧ－

の顧審ソリューション、アドバンス③マルチ⑨ローカ ル 。 ● イ ン ス ト ー ル ・

利益モデル利益モデルコンポーネントリーダーシップペース利竺モデル
利益モデル利益ﾓヂﾙ

⑥ 利焚淵硫モデル◎袋合知利益モデル◎販売後利益モデル
Ｏ製品ピラミッド⑨優位司鯛ポジショ

③チョイスポード○プラットフォーム利些モデルン羽釜モデルOGPS棚益モデル
利埜モデル利益モデル

⑨ハイブリッドｅデファク ト・

利 竺 モ デ ル ス タ ン ダード
利益モデル

雄5瓶ピジネスモデルと収盤モデルノの



ﾉフリ鮒５歳ピジネスモデルと収盤モデル

１
１蝿｜⑪顧客ソリューション利益モデル

顧客のニーズを全部叶えることで収益を拡大するモデルである（図解4)。

たとえばlBMのソリューション営業は有名。ｌＢＭはもともとパソコンで

知られた会社であったが、パソコンだけでなく、会社のシステムの栂築、

クライアントやサーバーまで全部含めて|Ｔ全体をソリューションするように

なった。

また電通のように、コミュニケーションに関するすべて（マーケティング、

広告、セールスプロモーション、クリエイティブ、Ｗｅｂなど）の課題を解決

することで収益を上げるというのも、このモデルである。

このモデルは、顧客との関係維持コストが低く、継続率がきわめて高い

ため、短期的な利益はマイナスでも中・長期的にはプラスに転じるのが特

徴である。

たとえばフリーでコンサルタントをしているのなら、コンサルティング

だけでなく、研修や講演、執箪活動などもしているはず。とはいえ、これ

を個別に受けていたのでは大変なことになる。そこでこれらをすべてひっ

くるめて受ける。

プランニング(経営、マーケティング、プロモーションなどの）から交渉、

社員の研修、ＯＪＴまで、それらすべてを一括でやれば、それに応じた大き

な報酬をもらうことができるだろう。

利益の取り方という視点で考えると、「利益を大きくする」「取れないと

思っていた利益を取る」「利益を多面化する」「いちばんおいしい利益を取

る」「新たな利益を取る」という５つに分類できる。

まずは|､利益を大きくする」という視点。いままで取っていた利益を、

より多く取れるように設定する。これには「顧客ソリューション利益モデ

ル」「利益増殖モデル」「チョイスボード利益モデル」がある。



霞滅蕊爾図解４ 顧客ソリューション利益モデルの例

ｿﾘﾕーｼ副ﾝ謡〆……ご強
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而客の経済性(ニーズ)を理解する

露霊罰顧客固有のソリューションを開発して､収益を最大化するモデル

③顧客にとって澱用がかかり、時間を浪費する問題を解決する

、顧客の実怖に桁通する。

、顧客リレーションの維持号
マイナスでも、中・畏期的

統率はきわめて商いため、短期的な利益は
じる

G ｌＢＭ】【 電通】

ソリューション料 コミュニケーション料

，〆…(iii垂ii>i………、〆鍛……ご垂iiiiy……へ、
j⑬⑳⑳ｉｉｉ⑬⑳⑳$

、………《雲雲》L……〆′、………慕璽…〆‘
IBM:コンサルから詞入.保守までをすべて解決することで収益を拡大する

電通:コミュニケーションに関するすべての課題を解決することで収益を拡大する

跡5ホピジオ､スモデルと収盤モデルノフノ



同一の資産を全面展開

1M燕珂同一の資産から異なる商品･サービスを展開して収益を拡大するモデル

|難②利益増殖ﾓデﾙ 鍵鍵蕊Ｉ開
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同一の資産から異なる商品・サービスを展開して収益を拡大するモデル

(例解5)。

ｒ マ

デイズニ･-‐』Ｌ

図解５１利益増殖モデルの例

ｒ
Ｌ

●同一の製品、キャラクター、商標、能力、サービスを展開する手法が有名

、強力なブランドを右するビジネスに適する。ただし無計画なブランド拡張には注意
●1つのものを、形を変えられないか？と老えていくことがポイント

利益増殖

▲■

＆●●■●●◆●●●■ ■●■◆●①●●●p■

▼&●■●■ｄｏq●. 凸■｡●■●●■●q

ノズ２鮒５願ピジネスモデルと収挫モデル

ディズニー:ミッキーをコミック､アニメ、テーマパークと形を変えることで収益化

ホンダ:エンジンをバイク、Ｆ１、乗用車と展開することで収益化

エンジンの全面雁厭

pgd

ホンダ

ミッキーの全､71矧附

これはデイズニーが有名である。最初はコミックで始まり、アニメになっ

て、ディズニーランドになった。ミッキーマウスというキャラクターがどん

どん形を変えてお金をもうけていった。

ホンダもいい例だろう。もともとは自転車用補助エンジンから始まった

企業だ。そのエンジンがオートバイに利用され、乗用車に利用され、さら

「

‐

田

４

４

細碗j錨Ｉ利益増殖

"緋憲二屋
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には、Ｆ１にまで進出した。すぐれたエンジンがどんどん発展して利益を

もたらした。

ここで大切なのは、１つのものを１つで終わらせないということ。１つ

のものを、形を変えられないかと考えていく。言い換えれば、最初につ

くったものを「横」にどんどん発展させて行き、利益を拡大していくので

ある。

鯛5京ピジネスモデルと収益モデルノ万



モテ燕③チヨイスボード利益モデル Ｉ
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ネット上で、商品のカスタマイズを可能にすることで、事前決済するモ

デル（例解6)。

薩面爾凋剛解６

Before

チョイスボード利益モデルの例

諏前決済，..．….･･･

０蚕一
KＪ

最適化･カスタマイズ．.．…..。参一一一一輯

データベース

唾I商品デザインの選択を願客の手にゆだねて､事前決済するモデル

②カスタマイズ商品の提供が有名‘….－．－….、-..．…．…－－－－－－－－．，
⑲顧客の怖報を解釈して、最適化した商品・サービスを提供する手法が主流に

4画軸■p■勺■■0口“■如申0■ｅ－ｸﾘ■●■”1■

、販売､lmi客への淀金サービス、製造という従来とは逆のプロセスを取る。必要に応じ
て部品やサービスを供給できる、サプライヤーとの慨報ネットワークが肝

【DelI DiGＡｍａｍｎ 〕

顎前決済．.….．

＜ ‐《ｉ０
ｑｐらqg●■

バｿｺﾝｶズﾀﾏｲ〆睦趨

事前決済．.….．

割ｉｉＯ

職適な蔵晶一…“塵蜜サービスを推奨

DeIl:カスタマイズパソコンを願前に決済してから製造する

AI11azon:最適な商品を推奨｡碩前に決済してから､商品を手配する

ﾉ”鮒5歳ピジネスモデルと収豊モデル



「チョイスボード」とは、顧客が特性、構成要素、価格、受け渡し方法な

どをメニューから選び、自分の鯛入する製品やサービスをカスタマイズで

きるオンラインシステムのことをいう。

このモデルの成功者としては、デルが有名。ネットでデルのサイトに行

き、基本プランに対して、さまざまなオプションを選ぶことで簡単に自分

に適したパソコンとすることができる。課金もその場ですませられるの

で、自分オリジナルのパソコンを、すぐ手に入れることができる。

ほかにもAmazonやネット証券会社、楽天などもこのカテゴリに入る。

デルほどカスタマイズの範囲が大きくないにしても、顧客は、買い方（ワ

ンクリック方式など)、届け場所・時間、継続購買、中古品販売などの選

択肢が得られる。

このモデルが効果的なのは、メーカーからのセグメンテーションとは異な

る、自分独自のセグメンテーションができる点。顧客は自分の欲求が充た

された製品、サービスを手に入れることができるので、満足度は高まり、

それにより、事前決済に対してなんの疑問ももたなくなる。

姉5卓ピジネスモデルと収益モデルノ方



/海軌5蝋ピジネスモデルと収雛モデル

難④アドバンス利益モデル
弓

Ｊ
■
■
■
■
ｇ
Ⅱ
Ⅱ
ｇ
図
日
Ｆ

次は「取れないと思っていた利益を取る」という視点。常識がじゃまをし

たり、既存概念が強すぎたりして、利益にはならないだろうと思っていた

ものが利益となる。これには、「アドバンス利益モデル」「集合知利益モデ

ル」「プラットフォーム利益モデル」がある。

これはおカネを先取りするモデル（例解7)。

願E､砺詞 アドバンス利益モデルＩ別JIjjfV

Before
前金

く へＯ
お金の先取り

|賑緬、お金を先取りするモデル

③こちらが優位な場合(権利をもっている、売れ行きが好鯛など)に適している

｡商品/サービスではなく時間単位に課金する手法が有名
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●牒金される側はお得に感じてしまうが､実際にもとを取れるものは少数｡結果として
廊前に大きなお金を取ることができる

ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ】【プロ野球年間シートD
ｒ

Ｌ

バイキング料

く ０
時間課金

パイキン

プロ野球

間食べ放

匝躯し放

題に

題に

年間シート料

く ０
年間シート提供

することで､事前に大きなお金を取る

することで､事前に大きなお金を取る



たとえば、翻訳などのアドバンス。海外の文献を日本語に翻訳して出版

するときは、アドバンスといって先にお金を払って翻訳権を取るという習

慣がある。また販売店への交渉を有利に運ぶためのアドバンス。自社の商

品を優先的に扱ってほしいときに、お金を払って善処してもらう。

これらはいずれも前払いをすることがあたり前になっている。が、最初

からそういう取り決めをしたからそうなっているにすぎない。とはいえ、

このようにすれば、キャッシュは安定する。

このモデルで考えたいのが、商品への課金を単品ではなく、時間に課金

するという視点。たとえば、イタリアンレストランならパスタとかワイン

に課金するのではなく、一定の時間、そこでなにを食べてもいいというこ

とに課金する。これがバイキングである。

プロ野球の年間シートも時間に課金しているといえる。１年中毎日きて

もいいということを前提に、前払いで利益を上げることができる。

■■画

回興国

■■画 ⑤集合知利益モデル
｡

ネットを通じて、消澱者の生成したコンテンツ（ＣＧＭ）を集め、それを

収益化するモデル（図解8)。

これの先駆けはGoogleoGoogleはすぐれた検索エンジンを開発・提供

し、大量の検索者を集め、そこに検索連動広告を仕かけ、利益化した。

インターネットの成熟、ブログの登場、消費者生成を助成するツールの

登場などが背景となり、消費者がコンテンツを生成するようになった。こ

れが原因となって、サプライヤから消費者へ主権が移り、消費者の生成す

るものに課金しようというビジネスが次々に登場した。

＠cosme（アットコスメ）は、化粧品に関する口コミ情報を投稿するサイ

トからスタート。この情報を加工して、メーカーに提供したり、物販に利

用したり、本にしたりして利益化している。

跡5歳ビジオ･スモデルと収維モデルノア７



図解８ |集合知利益モデル
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収益化
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襲合知の活用

…|顧客を活動連鎖の－部として鶴ビジネスを展開するモデル

、集合知を加工してサービス化する手法が有名。今後は小額課金が有力

●サプライヤーから生活者へ主権が移り、受励から能動的な状態に変わったことが
背景

e●e◆Ce｡◆◆b■o●◆“■巳■0

②生活者の滞りを
Qe00aOqrU-▽,マー･-勺_-

誘発する仕かけが肝

【＠cosme(ｱｯﾄｺｽﾒ）３６ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ発ドﾗﾏ】

アットコスメ:化粧品の口コミ楕報を加工して､メーカーに提供｡収益化

インターネット発ドラマ:ネットで諸題の投稿をドラマ化｡コンテンツ収入の謹得

インターネット発ドラマ、たとえば「蛎車男」は２ちゃんねるでのやり取

りを書籍、テレビドラマ、映画にして利益化した。

今後は集めたＣＧＭをどのように利益化するかが鍵。情報提供、ほかの

コンテンツヘの転用、物販への利用、広告などがセオリーだが、新しい利
益化の方法が待たれるところである。

ﾉ７８鋪5噸ビジネスモデルと収些モデル



●マッチングはいずれかを硫定させることが肝

１
１
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■唾■ ⑬プラットフォーム利益モデル
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さまざまなサイト、ブログなどを１つ＝プラットフォームに従属させて、

それを利益化するモデル（ＭｌＷ９)。

③集合知を取り仕切る、ポータルのポータルという発想が主流に

図解９１プラットフォーム利益モデル

キラー
コンテンツ

鮒５噸ピジネスモデルと収11&モデルノ刀

集合知を取り仕切る、ポータルのポータルという発想が今後は主流になっ

ていく。

取りまとめの仕方は大きく３つあり、１つはオープンソースという方法

で、プラットフォームをわざと未完成にしておいて、サイト、ブログなど

楽天:店舗とユーザーをマッチングさせることで､マッチング料を徴収する

モパケータウン:無料ゲームで10代を築客して､クライアントから広告料を獲得する

膳f尻

ブラットフォ 一ム料

■
■
■

プラ ソトフォーム提供

､蒸罰プラットフォームに従屈させてお金を取るモデル

クライアンル唾

⑧キラーコンテンツで引き寄せたり、マッチングしたりする手法

ウ
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をつなげていく。

２つ目は、振りだし。ブログに多いのだが、自社のポータルからブログ

を振りだし、結果的にそれらを束ねるというやり方。いちばん成功してい

るのはサイバーエージェントの「アメブロ」だろう。

３つ目は、マッチング。ＡとＢとのマッチングをネット上で行う。これは

楽天モデル。店舗とユーザーをマッチングさせることで、マッチング料を徴

収する。

またモバゲータウンもこのモデル。無料ゲームで１０代を集客して、クラ

イアントから広告料を麺得する。リクルートモデルのネット版である。

集合知利益モデルと似ているが、こちらはサイト、ブログのポータルを

握ることで、そこでの会員料や広告料を狙うところに特化しているのが異

なる。

ﾉ8０鋪5卓ピジネスモデルと収益モデル


