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11 マーケティング Ⅰ

本科目の目的

 基本理念（ビジョン）を実現する為に、新たな商品・サービスの開発から販売にいたるビジネスを
進めていくプロセスにおいて、新たな商品・サービスを開発・事業開始する前に様々な情報を知っ
ておく必要があります。これを事前マーケティングとして、基本的な考え方について解説します。

 本論のマーケティングⅡについては、事例を挙げて、具体的なマーケティングについて解説します。

事前マーケティング



はじめに Ⅰ

現在、6次産業化の取組で起こっている課題について

商品が売れない

顧客が見えない

売場が判らない

流通が見えない

利益が取れない 原材料が不足

これは、その殆どが商品・サービスを販売開始してから起こっている。



はじめに Ⅱ

6次産業化の事業においての販売の課題は、その殆どが商品・
サービスを販売開始してから起こっている。

このような課題は、商品・サービスを開発し、販売する事業をはじ
める当初の段階で仮説し検討することにより、課題を抱えるリスク
を軽減することが出来る。

事前マーケティングの講座では、この課題の仮説を立てて、事業
をできる限り成功に導くためにマーケティングの概要を解説する。



マーケティングとは

＊ 米国「近代マーケティングの父」と称されるフィリップ・コトラーの言葉を引用する

◎ 「マーケティングとは、充足されていないニーズや欲求を突き止め、その重要性
と潜在的な収益性を明確化・評価し、組織に最も貢献できる標的市場を選択し
た上で、選択市場に最適な製品、サービス、プログラムを決定し、組織の全構
成員に顧客志向、顧客奉仕の姿勢を求めるビジネス上の機能である。」

◎マーケティングの役割は、たえず変化する人々のニーズを収益機会に転化する

◎マーケティングの目的は、優れたソリューション（製品・サービス）を提供し、購買
者が製品・サービスの探索や取引に費やす時間や労力を省き、社会全体の生
活水準を向上させることにより、価値を生み出すことにある。

◎マーケティングの活動とは、目の前の取引に固執することではない。

◎販売は、製品が完成してはじめてスタートする。マーケティングは製品が存在す
る以前にスタートする。

参照 ： コトラーのマーケティングコンセプト フィリップ・コトラー著 東洋経済新報社より



マーケティングとは

様々な専門家によるマーケティングの定義

 専門家の定義

Ｐ・Ｆ・ドラッカー 顧客の視点から⾒た事業の全体で、その領域は企業全体に及ぶ

Ｅ・Ｊ・マッカーシー
顧客を満足させ、かつ企業目的を達成するように、物資やサービスを生

産者から消費者に流通させる事業活動

フィリップ・コトラー 交換過程を通じて、ニーズと欲求を充足させることを目指す人間活
動のことである

大友純
明治大教授

企業が⾏うべき、お客様の笑顔を引き出すために必要なすべての活動。
したがって、営業や商品企画などに限定されるものではない

 顧客との接点を重視する⾯と利益を⽣み出す仕組みを重視する⾯があるが、端的に

表現すると「儲けるための仕組みづくり」

 参照：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)教材より



マーケティングの位置づけ

研究開発 調達 生産 物流
販売

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
サービス

財務 ・ 人事 ・ 組織 ・ 情報システム

企業活動を支える機能を機能別戦略

企業戦略

事業戦略

機能別戦略

経営戦略

経営理念

企業全体にかかわる戦略

事業分野毎の戦略

企業活動の機能別具体的な戦略

マーケティングは企業活動を支える機能別戦略の一つである



マーケティング戦略における調査と分析

内部環境分析

自然、社会・文化、政治・法律、
経済・技術、人口統計

市場環境、競争業者、流通業者、
素材・供給環境、競合商品

経営組織、人材、財務力、研究開発力、
製造力、販売力、組織風土など

外部環境分析

マクロ
環境分析

ミクロ
環境分析マーケティング

リサーチ

ＳＷＯＴ
分析

脅威
(Threats)

弱み
(Weaknesses)

強み
(Strengths)

機会
(Opportunities)

具体的なビジネスを選定

内部環境分析 外部環境分析



マーケティング戦略の活⽤

作ったもの
を売る

顧客が望
むものを提

供する

従来の市場が成熟するまでは、「作れば売れる」「作ったものを売る」
仕組みから、市場が成熟期を迎え、ものが溢れ競争が激化している
現状では「顧客が望むものを作って売る」仕組みに転換しなければ激
しい競争に打ち勝つことが出来ない。

基本的なマーケティング戦略の考え方



マーケティングのために製品・サービスの流れと情報の流れを理解する

顧客窓口顧客窓口

商社・仲卸商社・仲卸

地域流通地域流通

地域商社地域商社

製造加工製造加工

市場
顧客

生産者生産者

インターネット



マーケティングの基本 顧客を知る

顧
客
を
知
る
た
め
の
５
視
点

 顧客から機会／脅威を⾒出すためには、次の５視点から顧客を⾒る。最近では価値観やニー
ズが重視される。これらと⾃社や競合の製品・サービスの価値とが、どの程度適合しているかが結論
になる。

基本属性基本属性

価値観価値観

ライフスタイルライフスタイル

ニーズニーズ

購買行動購買行動

年齢、性別、職業、居住地、
収入、家族構成 など

客観的に特定できる特徴であり、
最もわかりやすい

先進的、保守的、刺激的、
社会的 など

消費に対する考え方や志向で多
様化しており、定義方法に確たる
基準はない

アウトドア派、インドア派、
ロハス、ボボス など

趣味や余暇の過ごし方や興味・関
心ごとで、価値観とかぶる部分もあ
る

⾃動⾞であれば安全性、耐久
性、⾛⾏性能、デザイン など

消費者が企業や商品に求める便
益や機能付加価値のことで、価値
観よりも具体的である

認知、興味関⼼、理解、
⾏動、購⼊ （ＡＩＤＭＡ）

消費者が購入するまでの一連の
⾏動パターンのことで、スイッチン
グ・コストの要因でもある

視 点 具体要素 備 考

顧客分析顧客分析

参照：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)教材より



マーケティングの基本 顧客の声を聞く 仮説から実践へ

考えている顧客
の仮説を立てる

情報収集の
方法は？

誰に・どのように
聞くのか？

考えている商品
の仮説を立てる

考えている売場
の仮説を立てる

考えている競合
の仮説を立てる

調査実施

調査データ
データ分析

判断
顧客・商品等の

決定



マーケティングの基本 顧客の声を聞く 仮説から実践へ

◎ 顧客の声を聞く

◎ 類似商品を知る

◎ 市場の動向を知る

◎ 競合動向を知る

◎ 売場を知る

◎ 流通を知る

それぞれの仮説を立て
て具体的な調査方法に
ついて考えてみましょう。



マーケティングの基本 顧客の声を聞く 事例から

栃木県農商工連携認定第一号の例から

宇都宮カクテル

価格決定のためのマーケティング
酒販卸のプロが取り組んだ

酒販卸のプロフェッショナルも
価格決定には酒を知りすぎて
いた為に困難を極めた。

卸の観点で見て安くなければ売れない市場との売り手の声

では日本一の顧客を持つ東京銀座のプロ
にこの商品の価格について聞いてみよう

半年間にわたり顧客の声を聞くことで
最終価格決定にいたる

しかしこれだけの手間と品質にこだわったのだから
価格は出来るだけ高く売りたいとの参画農家の声

全て栃木産の果樹を使いプロバーデンダー
がブレンドした本格的なカクテル

現在、顧客の声を反映して多種の商品化



マーケティングの基本 売場から顧客の声を聞く 事例

高級指向の百貨店の売り場

産直市等の直売コーナー

デコポン

流通

価格は？



マーケティングの基本 顧客の声を分析 販売者としての視点

Customer

(顧客)

Competitor
（競合)

Company

(自社)

Company

(自社)

Channel

(チャネル）

Channel

(チャネル）

①Customer（顧客）
②Company（自社）
③Competitor（競合）

にChannel（関連企業）を加えた４Ｃ分析

４C 分析

• Customer(顧客)

市場規模、成長性、ニーズ、購買活動

• Competitor(競合)

参入障壁、シェア、寡占度、強み・弱み

• Company(自社)

売上、収益性、技術力、販売力、

品質管理、体制

• Channel(チャネル)

流通チャネル・協力者の場合もある



マーケティングの基本 顧客の声を分析 顧客の視点

Product

（製品）

Price

（価格）

Price

（価格）

Promotion

（売り方）

Promotion

（売り方）

Place

（流通）

Place

（流通）

４つのＰからなる要素（プログラム）の
組み合わせ（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾐｯｸｽという）

顧客から⾒ると、製品に対する価値を価
格はもちろん、販売している売場でできる
限り簡単に手に入れることが出きること、
また、製造している企業が、安心･安全
に対する姿勢はどうなのかに関心が高く、
様々な同様製品を比較している。

製品に関する４Ｐ要素だけで無く先に述
べた４Ｃも加えて顧客の視点は評価する
必要がある。



マーケティングの基本 顧客の声を分析 顧客の視点

標準価格
値引き
取引価格
支払い条件

広告
人的販売
販売促進（狭義）
ＰＲ

機能
品質
ブランド
サービス

販売チャネル
販売エリア
⽴地
輸送

価格
Ｐｒｉｃｅ

販売促進
Promotion

製品
Product

流通
Ｐｌａｃｅ

 マーケティングの機能を、４つのＰからなる要素（プログラム）の組み合わせ（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾐｯｸｽと言う）で
考察する伝統的手法。

参照：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)教材より



マーケティングの基本 分析の結果でビジネスを選定する

自社の現状と業界の特性を参照しつつ、SWOT分析を行う

外部環境の変化

機会（Opportunity） 脅威（Threat）

自
社
の
持
つ

強
み
と
弱
み

強み

（Strength）

強みで新しい事業機会

をものにする

強みで脅威を吹き飛ばし

逆にチャンスに転化する

弱み

（Weakness）

弱みで事業機会
を失わないようにする

弱みで脅威に

さらされないようにする

ＳＷＯＴ
分析

脅威
(Threats)

弱み
(Weaknesses)

強み
(Strengths)

機会
(Opportunities)

具体的なビジネスを選定

内部環境分析 外部環境分析



マーケティングの基本 分析の結果ビジネスを選定する

ＳＷＯＴ分析

 ＳＷＯＴとは、①Strength（強み）、②Weakness（弱み）、 ③Opportunity （機会）、④
Threat（脅威）、の頭文字をつなげたもの。企業を取り巻く環境を内部環境と外部環境に分け、内部環境を自
社の 強み／弱み、外部環境を市場の機会／脅威、の４要素で分析する。

プ
ラ
ス
要
因

マ
イ
ナ
ス
要
因

内部環境 外部環境

Strength
（強み）

自社の強みは？

Weakness
（弱み）

自社の弱みは？

Opportunity
（機会）

市場の機会は？

Threat
（脅威）

市場の脅威は？

強みを活かしながら市場
機会を活用する。

弱みを打ち消しながら脅
威を回避する。

参照：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)教材より



マーケティングの基本 分析の結果でビジネスの定義を⾏う

・ターゲット顧客・市場（誰が対象となる顧客なのか）
・顧客ニーズと商品・サービス（満たすべきニーズはなにか）
・自社の技術ノウハウ（どのような方法でそのニーズを満たすか）

現状顧客

顧 客・市 場

ノウハウ

提供する技術・ノウハウ

ニーズ

顧客のニーズ・商品サービス

どのような顧客にどのような製品・商品･サービスを提供するのかの事業のシナリオ

ハーバード・ビジネス・スクールのデレク・エイベルの事業ドメイン



マーケティングの基本 分析の結果でビジネスの定義を⾏う

・事業内容を定義する方法として、「顧客」の視点から出発するのがこの方法の特徴であ
り、「顧客主導」の時代にふさわしい定義の仕方であるといわれている。

新しく取り組む事業は何か、競争相手とどこが違うのかを明確にすることは新規
事業を行うに当たりもっとも重要なことである。

新しく取り組む市場での競争を行うに当たり、こうした事業の特徴を明らかする
ための方法として、エイベルが「事業の定義」という著書で示した事業を3つの軸
で表現する方法がある。この方法は、新規事業を①顧客、②ニーズ、③ノウハウ
の軸で定義付けする方法である。

この方法は、新規事業を①顧客、②ニーズ、③ノウハウの軸で定義付けする方法
である。・新たな事業は誰をターゲットとしているのか、②その顧客のどういったニ
ーズを満たすのか、③そのニーズを満たす独自のノウハウは何かを明らかにする。

こうした3つの視点を明確にすることによって事業のどこに力を集中するかを明らか
にすることができる。

新しいビジネスシナリオを考えるための定義付け（参考）
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資料：これからのマーケティング

参照：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)教材より



• 良い商品が当たり前の時代・・・・
• 安くて
• お値打ちで
• 品質がよく
• サービスもあって・・・・・・など
• ⇒これらは、いずれも当たり前！

• このような時代に、どうすれば顧客に選ばれるのか？

Ⅰ．ブランドマネジメント ２．なぜ、今、「ブランド」が大事か？２．なぜ、今、「ブランド」が大事か？



• 現代では、企業が商品を売る前に顧客のほうから選ばれる時代

• ブランドは消費者志向のマーケティングではなく、価値主導のマーケティングか
ら生まれる

• そのために、企業は他社が提供しない価値を提供することでブランドを成り⽴
たせる必要がある

これらの理由は次ページ以降で説明する

３．顧客から選ばれるためには…３．顧客から選ばれるためには…Ⅰ．ブランドマネジメント



 アメリカマーケティング協会
 ブランドとは、販売者又は販売者グループの商品又はサービスを特定させ、競争
者のそれらと識別することを意図した名前、⽤語、符号、シンボル、若しくはデザイ
ン、又はそれらの組み合わせである

 D.アーカー
 ブランドとは、販売者又は販売者グループの商品又はサービスを特定し、競争者
の商品⼜はサービスから識別しようとする特有の名称およびまたはシンボル（たと
えば、ロゴ、トレードマーク、包装デザイン）である

 このように、ブランドは製品の出所を顧客に伝え、同⼀に⾒えるような製品を提供
しようと競争者から顧客や製造業者を守る

 経済産業省の『ブランド価値評価報告書』（2002）
 ブランドとは、「企業が⾃社の製品等を競争相⼿の製品等と識別化または差別

化するためのネーム、ロゴ、マーク、シンボル、パッケージ・デザインなどの標章」

４．ブランドの定義４．ブランドの定義Ⅰ．ブランドマネジメント



５．ブランドの種類５．ブランドの種類Ⅰ．ブランドマネジメント



Ⅰ．ブランドマネジメント ６．顧客から選ばれるために６．顧客から選ばれるために



 マーケティング1.0
 製品開発計画や流通チャネルの策定、販売促進等を複合的に組み合わせる
「マーケティングミックス」という⾔葉が登場したのは、1950年代、現在でも基本とさ
れる「4P（プロダクト、プライス、プレイス、プロモーション）」が登場したのは1960年
代です

 販売量やコストの削減等、製品が中⼼だった当時のマーケティングが「1.0」です。

 マーケティング2.0
 1990年代、不況による消費冷え込みに伴い、時代は需要過多。これまでの製品

を中心としたマーケティングでは通用しなくなり、マーケティングのコンセプトは「製品を
売ること」から「消費者が何を望んでいるか」にシフトしました

 今⽇も主流とされている「消費者志向」こそが、「マーケティング2.0」の基本概念で
す

 「マーケティング2.0」では、「STP（セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニン
グ）」がマーケティングにおける主役となり、いかに競合との差別化を成功させるかが
大きなテーマでした

 マーケティング3.0
 そして現在、「マーケティング3.0」は、消費者満足や事業の差別化といったテーマを

引き継ぎつつ、「どんな社会をつくりたいか」がコンセプトになっています
 その背景にあるものは、消費者の価値観の変化とソーシャルメディア普及等の生活

環境の変化と、限られた資源、格差等、社会問題の深刻化です

Ⅱ．マーケティング3.0 １．マーケティングの歩み１．マーケティングの歩み



 マーケティング3.0では、人間性が重視され、精神的な価値や想いなどが主軸となっています
 注意したい点は、これまでのマーケティングが否定されているわけではなく、従来のマーケティングが得意とする効率やマネ

ジメントといった論理的な部分の上に、精神性があるという点です

Ⅱ．マーケティング3.0 ２．マーケティング比較表２．マーケティング比較表



 マーケティング3.0の目的は「どんな世界をつくりたいか」ですが、マーケティング2.0のコンセ
プトは「消費者がどのようなものを望んでいるか」です

 マーケティング3.0を具現化した企業が、マーケティング2.0に忠実な企業に大きな差をつ
けている事例が携帯電話市場です

 日本における携帯電話市場（スマートフォン）
 カンター・ワールドパネル・コムテック（市場調査会社）は2013年10月の日本にお

けるスマートフォン販売数において、iPhone販売数が76％に達していることを発表
しました

 大体4人に3人がiPhoneという発表ですが、世界に誇る技術⼒を有する⽇本が、
自分たちの国でどうしてiPhoneに勝てなかったのか？

 その根本的な要因には、製品開発において、消費者志向に忠実過ぎた点があると
考えられます

３．マーケティング3.0vs2.0３．マーケティング3.0vs2.0Ⅱ．マーケティング3.0

出典；カンター・ジャパン社：「カンター・ワールドパネル・コムテック調査」



 国内メーカーＶＳアップル
 国内メーカーは、顧客のニーズを拾うことに⼀⽣懸命でした
 国内メーカーの1⼈あたりのアンケート取得単価は販促プロモーションと⽐較しても劣
らないくらいの⾼額を費やしており、こと細かい顧客の意⾒を拾い集めていました

 そして、メーカーは、しっかりと顧客の意⾒を反映させた製品をつくっていました
 けれども、そんな国内企業の健闘むなしく、現在はiPhoneが独走状態です

 膨⼤な予算を費やし、消費者の意⾒をしっかり把握している国内企業がなぜ、
iPhoneに負けてしまっているのか

 iPhoneとの違いは製品開発コンセプトの違いです
 国内企業の多くは、「消費者が望んでいるもの」に重点を置いて製品を開発してい

ました
 一方、Appleは、「（消費者と開発者も含めた）私たちはこういうものがあると便

利」という発想で製品を開発していました
 国内企業が既存の携帯電話をベースに改良を検討している中、Appleは未知なる

ものを創造しようとしていたのです

 iPhoneの機能性や操作性、美しさは誰が⾒ても⾰新的で、Appleが市場調査よ
りも自社のクリエイティブを尊重していることは明白です

 アンケートで集まる消費者の声は、既存の製品が持つ機能の枠を出ません

Ⅱ．マーケティング3.0 ３．マーケティング3.0vs2.0３．マーケティング3.0vs2.0



 国内メーカーＶＳアップル
 スティーブ・ジョブズがiPhone発表のプレゼン時に⽤いた⾔葉は、マーケティング3.0

のテーマである「どんな社会がいいか」という問いに対しての回答になっています
 「我々が望んでいるのは、どんな携帯電話より賢く、超簡単に使えるもの。これが、

iPhone。」
 iPhoneは、「消費者がどんな機能を望んでいるのか」ではなく、「私たちがどんな暮ら

しができたら素敵か」を考えて開発されていたのです
 この国内企業vsAppleの事例は、マーケティング2.0と3.0の違いを象徴する事例

だといえます

メーカー 国内メーカー Apple

製品開発
消費者が何を求めてい
るかを尊重し、改良

私たちがどんな生活をし
たいかを創造

マーケティング マーケティング2.0 マーケティング3.0

Ⅱ．マーケティング3.0 ３．マーケティング3.0vs2.0３．マーケティング3.0vs2.0



• イノベーションのジレンマ

 ⽇本製の携帯電話のように優れた機能を持つがゆえに、その機能の改良にリソース
を費やし、革新性を持つ新興企業にシェアを奪われてしまうことを「イノベーションのジ
レンマ」といいます

 国内メーカーは、「イノベーション」より「失敗しないこと」がミッションになっているサラ
リーマンばかりだったのかというわけではなく、国内需要に対応していくために、組織は
消費者志向で開発せざるを得なかったのです

 したがって、意図的に「消費者志向」を守り続けたどうかに関係なく、結果的に「マー
ケティング2.0」の概念で製品を開発し続けてしまったということになります

Ⅱ．マーケティング3.0 ３．マーケティング3.0vs2.0３．マーケティング3.0vs2.0



 ブルーオーシャン戦略とは、競合と⾎みどろで戦っている市場（レッドオーシャン）での
競争から抜け出し、まだ⽣まれていない市場（ブルーオーシャン）で戦うための戦略で
す

 ブルーオーシャン戦略は、W・チャン・キムとレネ・モボルニュによって提唱されました

 レッドオーシャンでは、各社がしのぎを削って、限られたパイを奪い合い、次第にコモディ
ティ化が進み、競争がさらに激しくなっていきます

 その中で、競合を倒そうとするとかなり経営資源を費やすことになります
 ⼀⽅で、ブルーオーシャンは、市場として未開拓なので、利益の伸びを⼤いに期待でき

ます
 未開拓の市場を探すのはたやすいことではありませんが、ブルーオーシャンは市場を再

定義し、既存の産業を拡張することによって生み出せると言われています。

 ブルーオーシャンを生み出すための代表的な2つのフレームワークがあります

Ⅲ．ブルーオーシャン戦略 １．ブルーオーシャン戦略とは１．ブルーオーシャン戦略とは



 アクション・マトリックスとは、現状の業界に対して、新たな価値が生み出せないかを考え
るための4つのアクションを表します

■取り除く
業界常識として備わっているもののうち、
取り除くべきものは何か

■増やす
業界標準と比べて大胆に増やすべき要
素は何か

■減らす
業界標準と⽐べて思い切り減らすべき要
素は何か

■付け加える
業界でこれまで提供されていなかったもの
で、今後付け加えるべきものは何か

２．アクション・マトリックス２．アクション・マトリックスⅢ．ブルーオーシャン戦略



 戦略キャンバスとは、横軸に顧客に提供する価値、縦軸に顧客が享受するメリットの
大小を示すグラフのことです

 戦略キャンバス上に、既存事業と新事業の価値曲線を描くことで新事業の差別化の
ポイントを明確に表すことができます

 戦略キャンバスを描くことで、ブルーオーシャン戦略のコンセプトを明確に表すことができ
ます

 戦略キャンバスは、ニ軸のマトリックスにした戦略ポジショニングを多数軸で展開している
ものと考えることもできます

Ⅲ．ブルーオーシャン戦略 ３．戦略キャンパス３．戦略キャンパス



 下の例は、⽇本で200店舗以上を展開する理容店QBハウスの例です

 QBハウスは、従来の理容店で1時間程度かかっていたヘアカットを10分へと短縮して
サービスを提供しています（アクションマトリックスで言う「増やす」）

 QBハウスは、肩もみ、シャンプー、トリートメント、ドライヤーといった⾏為を全てやめて（
アクションマトリックスで⾔う「取り除く」）、かわりにエアウォッシャーというシステムで切った
髪を吸い取るという方式をとっています（アクションマトリックスで言う「付け加える」）

３．戦略キャンパス３．戦略キャンパスⅢ．ブルーオーシャン戦略

出典：W・チャン・キム、レネ・モボルニュ著｢ブルーオーシャン戦略｣



 ゲーム業界では任天堂の「Wii」がブルーオーシャン戦略により新たな市場を開拓したと⾔
われています

 「Wii」自体は他社のゲーム機と比較して高機能というわけではないですが、「Wiiリモコン」
を開発しゲーム操作を簡単にすることで、これまでゲームをしてこなかった年齢層にもアプロ
ーチしました

 ⼿を動かすという「付加価値」を与えることで新しい市場を開拓することに成功し、また、⾼
機能を売りにするのではなく、必要でない機能を削ることで低コスト化を実現しています

 これがまさにブルーオーシャン戦略の要となる付加価値による差別化、低コスト化を実践し
たことになります

 従来のままの戦略ではソニーのプレステ3やマイクロソフトのXbox 360らのライバル機種と
レッドオーシャンで争うことになっていたましたが、差別化・低コスト化を実践したことでレッド
オーシャンから抜けだし、他の機種は本体が高機能であるため生産コストが高くなりソフト
の販売利益に依存せざるを得なくなっているのに対して、「Wii」は低コスト化することで本
体だけでも利益を⽣み出せるようになりました

Ⅲ．ブルーオーシャン戦略 ４．任天堂のブルーオーシャン戦略４．任天堂のブルーオーシャン戦略



クラウドファンディング
クラウドファンディング（crowd funding）とは、不特定多数の人がインターネットのサイト経由で他の人々
や組織に資金を提供する仕組みのことを指す。群衆という意味のクラウド（crowd）と、資金調達という意
味のファンディング（funding）を組み合わせた造語である。ソーシャルファンディングとも呼ばれる。
クラウドファンディングには購入型、寄付型、投資型という3分類がある。

購入型クラウドファンディング

個人や組織によるプロジェクトのための資金を、それを応援した不特定多数の人が支援するという形で
資金提供する。応援して資金の提供を受けた側は、プロジェクトによって作られた商品・サービスの提供
など、金銭とは別の何らかの対価を持って資金提供者に報いる。

投資型クラウドファンディング
プロジェクトが成功した場合に、資金提供者は金銭的なリターンを得ることができる。

寄付型クラウドファンディング

社会的意義があるプロジェクトなどにおいて、寄付という形でなんの見返りも求めることなく資金を提供
する人を集めるタイプ。NPOやNGOといった組織との相性がよい。

なお、いずれのタイプの場合も、通常達成金額がプロジェクトごとに定められており、その金額以上が集
まった場合にのみそのプロジェクトが実際に実行されるという仕組みになっていることが多い。もし定め
た金額以上が集まらなかった場合にはそのプロジェクトは中止となり、資金の提供は行われない。
FacebookやTwitterといった各種ソーシャルメディアアで資金提供者が情報を拡散するよう促すことで、よ
り多くの人の目にとまるような仕組みとなっている。

Copyright © 2008-2015 証券投資用語辞典. All Rights Reserved.

Ⅳ．クラウドファンディング １．新たなインターネットマーケティング１．新たなインターネットマーケティング
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