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第一章：はじめに（背景・ねらい） 

・背景：現在は、不景気という事も手伝って個々の財布の紐が固い。販売する側は、その

状況で、どうやって物を売るかというのが重要になってくる。今実際にこのサービスを気

付かないうちに受けている事はたくさんあると思われる。最近、このサービスを利用する

企業も増えてきていて、今後さらに発展していき、無料からお金を生みだす事が当たり前

になっていくと思ったからである。 

 

・研究の狙い：どのような物が無料で消費者に提供され、その提供する為の物はどういっ

た形で生みだされていき、その後利益に対してまたはそのサービスに対してどのような結

果を社会にもたらしているかについて考える。 

 

第二章：フリー（フリーミアム）とは？ 

フリーミアム（Freemium）とは、基本的なサービスや製品を無料で提供し、さらに高度

な機能や特別な機能について料金を課金する仕組みのビジネスモデルである。無料サービ

スや無料製品の提供コストが非常に小さい、あるいは無視できるため、Web サービスや、

ソフトウェア、コンテンツのような無形のデジタル提供物との親和性が非常に高い。 

「フリーミアム」（Freemium）という単語は、「フリー」（Free、無料）と「プレミアム」

（Premium、割増）という、ビジネスモデルの 2 つの面を組み合わせて作られた造語であ

る。 

"Give your service away for free, possibly ad supported but maybe not, acquire a lot of 

customers very efficiently through word of mouth, referral networks, organic search 

marketing, etc., then offer premium priced value added services or an enhanced version 

of your service to your customer base."（「サービスを無料で提供し、場合によっては広告

収入で支え、口コミ、紹介ネットワーク、有機的な検索マーケティングなどで非常に効率

的に多数の顧客を獲得し、そして、顧客基盤に対して付加価値サービスや強化版サービス

を割増価格で提供する事。」） 

フリーミアムのビジネスモデルは、2006 年 3 月 23 日、ベンチャー投資家のフレッド・ウ

ィルソン（Fred Wilson）により明確に示された。 

 

・フリーミアムの歴史 

この言葉が提唱される以前、1980 年代頃より、ソフトウェアの世界では機能や使用期限

を制限したバージョンを無料で提供することで、製品（制限版のユーザにとっては完全版

にあたる）の販売促進が行われていた。古くはフロッピーディスクや CD-ROMによる雑誌

付録や店頭配布といった形式であったが、インターネットの普及に伴いダウンロード配布

が一般的となった。 
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Webサービスの隆盛に伴い、親和性の高さも相まってこのビジネスモデルは人気を博し、

従来型の有償でのサービスやソフトウェアの提供と同じくらいの割合でフリーミアムが採

用されている。当初は本来のフリーミアムの定義では、アップセルによる収益の補完とし

ている広告収入が、収益の中心となっているものも多くあった。しかし Google の Gmail

をはじめとし、携帯電話のソーシャルゲームなど、企業向け、個人向けを問わずアップセ

ルによる成功を収めている例も多くある。 

 

・フリーのルール 

フリーのルールとして下記の十項目があげられている。この十項目は字だけで解るもの

もあれば、字を見ただけでは少し解りにくい部分がある。ここから一つ一つ詳しく説明し

ていく。 

①デジタルのものは、遅かれ早かれ無料になる  

競争市場では、価格は限界費用まで落ちる。インターネットは史上もっとも競争の激し

い市場であり、それを動かしているテクノロジー（情報処理能力、記憶容量、通信帯域幅）

の限界費用は年々ゼロに近づいている。フリーは選択肢のひとつではなく必然であり、ビ

ットは無料になることを望んでいる。 

②アトムも無料になりたがるが力強い足取りではない  

デジタル世界の外では、限界費用がゼロまで落ちることはめったにない。しかし、フリ

ーは人の心を惹きつける大きな魅力があるので、マーケティング担当者は自分たちのビジ

ネスを見直し、無料にするものと有料にするものを決めることで、常に無料を実現する方

法を見つけるものだ。それは真の無料ではなく、いつかはその料金を払うことになるもの

だが、多くの場合で魅力的であることは変わりない。今日では、航空会社から自動車まで

いろいろな企業がみずからの業界の定義を創造的に広げることでコアプロダクトを無料に

してほかのものを売る方法を見つけている。 

③フリーは止まらない  

デジタルの世界では、法律や使用制限によってフリーを食い止めようとしても、結局は

経済的万有引力に逆らうことはできない。それはつまり、誠意品が無料になるのを止める

ための手段が不正コピー防止コードや恐ろしい警告しかないとすれば、かならずそれを打

ち破る者が出てくるということだ。フリーを海賊どのも手からとり戻してみずから利用す

ることで、アップグレード版を売ればよい。 

④フリーからもお金儲けは出来る  

時間を節約するためにお金を払う人がいる。リスクを下げるためにお金を払う人がいる。

自分の好きなものにお金を払う人がいる。ステイタスにお金を払う人がいる。そういった

ものをみなさんが提供すれば（そして、人がそれに惹かれれば）、人はお金を払ってくれる

はずだ。フリーのまわりにはいくらでもお金を稼ぐ方法がある。フリーは新しい顧客を獲

得するドアを開けてくれる。無料だからと言って誰からもお金をとれないわけではないの
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だ。 

⑤市場を再評価する  

かつてはライアンエア社もライバル会社と同じく、航空機の座席を売るビジネスをして

いた。だがそこで、自分たちは良好ビジネスをしようと決めた。そこに差が生まれた。た

んに座席を売るよりも旅行ビジネスのほうが、レンタカー会社や旅行客を呼びこみたい観

光地からのキックバックなど、お金を儲ける方法がたくさんある。ライアンエアは座席を

安く、ときには無料で提供し、その周辺でそれ以上の金儲けをしているのだ。 

⑥ゼロにする  

あるもののコストがゼロに向かっているならば、フリーは可能性ではなく、いつそうな

るかという時間の問題だ。それなら真っ先に無料にすればいい。それは注目を集めるし注

目をお金に変える方法は常に存在する。無料にすることで何ができるか、今から考える。 

⑦遅かれ早かれフリーと競いあう事になる  

皆さんがビジネスにおいて課金しているモノやサービスを、内部相互補助やソフトウェ

アなどを活用してほかの誰かが無料で提供する方法を見つけるだろう。皆さんが提供する

ものとまったく同じではないかもしれないが、100％のディスカウントは大きな意味を持つ。

皆さんの選択はふたつしかない。その商品は無料にして別のものを売るか、価格の違いを

埋め合わせられるだけの差別化を図るため。 

⑧無駄を受け入れよう  

もしもあるものが気にする必要もないほど安くなっているのならば、もう気にするのは

やめよう。革新的な企業のほとんどは、固定料金から無料まで、価格トレンドがどこを目

指しているのかを見きわめて先まわりをしている。「あなたの留守番電話の録音はいっぱい

です」というメッセージは、潤沢な記憶容量を持つ世界で稀少さにもとづくビジネスモデ

ルに固執する業界の今際の声だ。 

⑨フリーは別のものの価値を高める  

潤沢さは新たな稀少さを生みだす。100年前には娯楽は稀少で、時間が潤沢だったが、今

はその逆だ。あるモノやサービスが室生になると、価値はひとつ高次のレイヤーに移動す

る。 

⑩稀少なものではなく、潤沢なものを管理しよう 

資源が稀少な世界では、資源は高価になるので慎重に使う必要がある。そのためには、

高くつく過ちを避けるために、すべてを管理できるような従来型のトップダウンのマネジ

メントが適している。一方、資源が安い世界では同じ方法で管理する必要はない。ビジネ

スの機能がデジタルになると各ビジネスのリスクは小さくなるので、母艦が沈む危険を考

えずに独立して多くのビジネスができるようになる。企業文化は、「失敗するな」から「早

めに失敗しろ」に変わる。  

 

・フリーの仕組み 
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「0円」になる理由①～販促効果～ 

ネットでは、無料で物やサービスが手に入る。 

 理由の 1つは、企業が「販促ツール」としてフリーを利用しているからだ。 

 企業は、最終的に利益をもたらしてくれる「お客様」が欲しい。そのために、無料でサ

ンプル商品やサービスを提供し、多くの人に体験してもらおうとする。 

 例えば、無料で高級化粧品のサンプルを配布するサイトがある。 

 サンプルを使って気に入った人が、次回から有料で商品を買うことを期待しているのだ。

もちろん、従来もこうしたやり方はあった。だが、ネットを使うことで決定的な違いが生

まれた。それは、無料サンプルのサービス告知に、ほかの媒体と違ってほとんど費用がか

からないことだ。 

 しかも、ネットでは、サンプルを配る店舗も人件費もほとんど必要ない。告知する広告

費もほとんど必要ないので、企業にかかるリスクも少なくなる。 

 ネットが普及すればするほど、無料の物やサービスが、ますます増えていくことになる。 

「0円」になる理由②～広告効果～ 

 物やサービスが「フリー」になる理由----広告もその 1つだ。 

 たとえば、無料で映画がまるごと見られるサイトがある。このサイトでは、映画が始ま

る前に CMが 30秒間流れる。この広告から得られる収入で、サイト運営費用がまかなわれ

ているのだ。 

 だから、膨大な数の「映像コンテンツ」をただで楽しめる。 

 このように、一般企業が広告を出すことで、その対価としてサイト運営者に広告費を支

払う。そのおかげで、利用者は 1 円も払うことなく、エンタメを楽しんだり、ビジネスツ

ールを入手できるのだ。 

 もちろん、広告が「フリー」を生み出すのは従来からもあった。民放テレビが良い例で

ある。だが、テレビ CM には膨大な費用がかかるため、小さな企業がとうてい使える物で

はなかった。 

 でも、ネットならコストは最小限で済む。しかも、膨大な人がそれを見る。小さな企業

でも高い広告効果が期待できる。ネットの普及によって、広告による「フリー」が増大し

ているのである。 

「0円」になる理由③～フリーミアム～ 

上記でも説明した通り、「フリー（無料）」を「プレミアム（有料）」が支える。----これが

「フリーミアム」のビジネスモデルである。 

 たとえば、ネット上でよく見かける無料ソフト。なぜ無料のソフトがビジネスになるの

か？ 

 あるソフト会社がフル装備のソフトを 5000円で販売する。頭の良い会社なら、その一方

で、機能を限定したバージョンを無料で公開する。 

 すると、何が起こるか？ 



7 

 

 無料版の機能に飽き足らない人の一部が有料版を購入する。 

 「有料版の利用者が 5％いればビジネスになる」---まさに[フリー]でクリス・アンダーソ

ンが指摘した、「5％ルール」である。 

 「たかが 5％」とあなどってはいけない。ネット以前と以後とでは、相手にする人数がケ

タ違いである。1000人の 5％は 50人に過ぎないが、100万人の 5％なら 5万人になる。 

 これなら企業は収益をあげられる。 

 利用者の立場から見れば、95％の側にいる限りすべてが無料で済む。 

 

第三章：フリー～＜無料＞からお金を生みだす新戦略の事例 

 第三章では、上記のフリービジネスとは実際のビジネス上においてどの様な形で影響を

与えているのかを事例を用いて紹介する。 

 

・ライアンエア社 

コスト削減：ゲート使用料を節約するために、乗客の乗り降りは滑走路で行う。また、

離着陸料の高い大都市の空港は避け、発着便をほしがっている比較的人気のない郊外の高

校と交渉して、離着陸料を安くさせる。 

追加料金を細かく設定する：機内での飲食物、優先搭乗、2個目以降のお預かり荷物、乳

幼児の利用について追加料金をとる。また、ウェブサイトを通したレンタカーやホテルの

予約で仲介料のキックバックを得る。機内での広告量を広告主からとる。航空券をクレジ

ットカードで払う客から手数料をとる。 

高額チケットで損失を埋め合わせる：需要の多い日は、同じチケットが 100 ドル以上す

る。 

・コムキャスト 

 隠れた料金：新規会員は DVRの設置費用が約 20ドルかかる。 

月額使用料：コムキャストのユーザーは毎月約 14 ドルの機器使用料を払う。DVR のコス

トを（かなり高めに見積もって）250ドルとすると、18カ月でコストは回収できる。 

その他のサービスを売る：コムキャストは無料 DVR によって顧客を獲得すると、8Mbps

の高速インターネット（月額 43 ドル）やデジタル電話（月額約 40 ドル）の利用をすすめ

ている。さらには 1本 5ドルのペイパービュー方式の映画サービスもある。 

・ベタープレイス社  

 ベタープレイスがこれを出来るのは、電気代がガソリン代より安いからだ。利用者は 3

年間のリース契約を結べば、無料で電気自動車を貸与してもらえる。（サービスが受けられ

る地域に住んでいることも条件になる。現在イスラエル、デンマーク、オーストラリアと、

サンフランシスコのベイエリアで計画が進められている[ハワイ、日本、カナダでも計画が

進行中]）自宅で充電できるし、車載ナビに専用の充電ステーションやその他の充電可能な

施設が表示される。急いでいるときは、専用の充電ステーションに行けば、ガソリンを満
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タンにするよりも早くバッテリーを取り替えてくれる。 

 このビジネスを最初に展開するイスラエルでは、1 マイル（1.6 キロメートル）を走行す

るときのガソリン代と電気代の価格差は現在、1ガロン当たり約 3ドルだ。ヨーロッパ諸国

のように、ガソリン税率が高く再生利用可能エネルギーが豊富な国では、ガソリンと電気

の価格差は 4 ドルまで広がる。ベタープレイスはその差額で、自動車代金のコストを保塡

するのだ。 

 2種類の顧客が予定されている。車を買って、バッテリーを無料で借りる客と、両方とも

無料で借りる客だ。前者の顧客が節約していることを実感できるように、ベタープレイス

は、1マイル当たりの充電料金をガソリン代よりも低く設定する。石油は有限だが、再生利

用可能電力は無限なので、ガソリン価格の上昇が電気よりも速いという予測に会社は儲け

ているのだ。利用者が年間 1万マイルを走るとして、ガソリン車を利用すると、たとえば 1

マイル当たり 0.15ドルのコストがかかるときに、ベタープレイスは利用者から 0.12ドルし

か請求しない。そのときの電気料金が 0.02ドルならば、差額の 0.10ドルが同社の利益とな

る。それは年間で 1000ドルの利益となり、数年でバッテリーのコストを償却できる（バッ

テリーは少なくとも 10 年は使える）。ガソリンと電気の価格差が広がれば、ベタープレイ

スはより早くバッテリー代を償却できて、利益をあげられる。 

 後者の顧客には、1 マイル当たり 0.50 ドル（年間 1 万 5000 ドル）を請求して、自動車

とバッテリーのコストを償却する。ガソリンと電気の価格差が広がれば、採算はよくなる。 

 経済面以外の利点はもっと大きい。車は温室効果ガスを排出しないし、外国の石油に依

存する割合も下がる。この利点から、政府と企業の支援が得られ、同社が事業を始めるに

あたり、公的な充電インフラがいくつもつくられた。経済面で採算が合えば、事業を展開

する地域は広がるだろう。 

・プラクティス・ヒュージョン社  

 フリーミアム＋広告：2種類のソフトを用意して、フリーミアム・モデルとした。一つは

無料だが、グーグル・アドセンスの様な広告がつく。もうひとつは広告なしで月額 100 ド

ルかかる。プラクティス・ヒュージョンの電子カルテシステムを利用するようになった最

初の医師 2000人のうちで、有料バージョンを選んだのは 1割以下だった。しかし、真の収

入源はほかにある。 

 データを売る：無料ソフトにより、同社が充分な数のユーザー（医師）を集めれば、そ

こで医師は次々と患者のデータベースをつくる。特定の病気を研究する医療機関は、多数

の患者の長期にわたる医療記録を必要としているので、研究対象ごとに（たとえば、ぜん

そくを持つ白人で肥満の中年）、匿名にしたデータは 50 ドルから 500 ドルで売れる。1 人

の医師が 250人の患者を扱うとすれば、最初にユーザーとなった 2000人の医師から 50万

件の記録が集められる。さまざまな機関が種々の研究をしているので、1人の患者のデータ

は複数の機関に売ることができる。1 人のデータが平均 500 ドルで売れれば、2000人の医

師にソフトを 5万ドルで売るよりもはるかに大きな収入を得られるのだ。 
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・ゼッコー・ドットコム 

無料に条件をつけ、それ以外の取引に課金する：顧客は運用残高が継続して 2500ドル以上

あるときにのみ、10回までの売買手数料が無料になる。2500ドルを下回ると、1回に 4ド

ル 50セントの手数料がかかり、11回目以降の売買にも同額が課せられる。顧客の 4分の 1

が罪に 11回以上の売買をし、少なくとも毎月 17万ドルの手数料を同社にもたらす。だが、

多くの顧客は 2500 ドルの残高を維持しつつ、月に 1、2 回の売買しかしない。その彼らが

年に 1、2 度、ポートフォリオの見直しをする月は、平均して 15 回の売買をする（そのと

きの 5回分が有料になるので、年 2回の見直しで 45ドルの手数料収入となる）。 

 投資されていない資金を運用する：全てのオンライン証券会社はこれを利用している。

ゼッコーの顧客は運用チャンスを待って、講座に平均 1500ドルの現金を残している。銀行

と同じようにゼッコーはそこから年 2％の利子を稼ぐ。もしも顧客が 500ドルの信用取引口

座を持っていれば、そこからさらに 7％の利子を稼げる。 

 有料サービスと広告で補う：キャピタルゲイン課税を減らしたいと思っている顧客向け

に、税金対策及びポートフォリオ管理ソフトを売っている。2カ月の無料試用期間ののちに、

顧客は半年ごとに 25 ドルを支払う。また、売買の多い投資家様に月額 20 ドルで市場デー

タを提供している。そして、他の商業サイトと同じく、バナー広告を載せている。 

・グーグル 

データを無料で得る：利用者が GOOG-411に電話番号を問い合わせる度に、グーグルには

貴重な情報が入る。利用者の話す音声データは、そのアクセントや言葉遣い、企業名の発

音の特徴が分析せれて、グーグルの音声認識アルゴリズムを改良する為に利用されるのだ。

2007 年春にこのサービスが始まって以降、蓄積されたデータの市場価値は 1400 万ドルと

推算されている。 

 将来の大きなことに投資する：それでも、この音声データの価値は、もしグーグルが電

話番う語案内を 1 通話につき 1 ドル課金した場合の収入には全く及ばない。それなのにな

ぜグーグルはその収入をあきらめるのだろうか。グーグルの研究本部長のピーター・ノー

ヴィグによれば、GOOG-411は携帯電話向けの音声による検索機能の実験台なのだという。

そのサービスに広告を付ければ、グーグルのシェアから考えて、数十億ドルの収入が見込

めるのだ。 

・TEDカンファレンス 

 オンライン動画を見るのと、会場にいることは違う：公演を聞く事は経験の一部にすぎ

ない。出席者と歓談することも同じように重要だ。出席者には講演者と同じくらい優秀な

人物も多い。講演も聞けるし、廊下で立ち話も出来るのだ。また、最初にそれを見るとい

う魅力もある。そのため TEDのチケットは後援会を後からオンラインで見られるようにな

っても、その価値を減じてない。というよりも、自分たちが直接に見られなかったものは

何かを人々が知る事、チケットの価値はさらに上がった。オンライン配信が始まった 2006

年に、チケットは 4400ドルだったが、2008年には 6000ドルになった。価格が急にあがっ
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たのは、会員に対する DVDや案内物の郵送サービスがついたからだが、正直な話、そうい

うサービスよりもみんなはチケットそのものが目当てなのだ。2008 年にチケットはチャリ

ティ目的でイーベイのオークションにだされ、3万 3850ドルで落札された。そのチケット

には、イーベイの創設者のピエール・オミダイアとのコーヒータイムや、メグ・ライアン

とのランチデートなど、いくつかの特典がついていたが、ただそういうお楽しみなら、常

連出席者にもある。なぜなら、二人も TEDの常連だからだ。 

 チケットの需要が増えるにつれて収容人数を増やす：1998年以降、TEDの出席者は毎年

1 割ずつ増えて、3 倍近くになった。唯一、2008 年だけは出席者が増えなかった。それは

モンテレ―の会場が満杯になったからだ。TED が講演の模様を無料配信してから 3 年後の

2009年に、会場はモンテレ―の 2倍の収容人員を持つ南カリフォルニアの映画館になった。 

・プリンスとデイリーメイル社  

 プリンスのコンサートチケットの売り上げは伸びた：この取り引きだけをみると、プリ

ンスは損を出している。彼は通常 CD1枚で 2ドルの著作権使用料を、36セントしか新聞社

に求めなかった。だがその損失以上に、コンサートのチケット収入が増えたのだ。その年

の 8 月にロンドンの 02 アリーナで行った「パープル・ワン」と釘打った講演は全 21 回分

が売り切れとなり、プリンスに記録的なコンサート収入をもたらした。 

 デイリーメイル紙はブランド力を高めた：その景品により新聞の売上げは 20％伸びたが、

その増加分で支出を埋め合わせる事は出来なかった。それでも、デーリーメイルの経営陣

は、今回の景品は成功だったと考えている。編集局長のスティーヴン・見論は編集面でも

財政面でもうまくいったという。「わが社が先駆者だからこそ、広告主がわが社とつきあい

たいと思うのです。」 

・フラット・ワールド・ナレッジ  

 書籍版よりも多くを売る：書籍の教科書の内容は週単位に分割され、様々なフォーマッ

トと購入選択肢に変えられる。その結果、できた製品ラインナップは、より多くの学生に

アピールする。たとえば、ある学生はオンラインで教科書全部を読みたくはないが、中間

テスト対策に数章分をMP3形式で買うかもしれない。 

 著者にメリットを与える：FWKは印税率が高く、著者の収入は時間とともに増えていく。

従来の出版社では、書店の取り分があるので、160 ドルの教科書を売ると 105 ドルの純益

になり、著者は 15％をとる。1クラス 100人の学生がいるとして、1年目はそのうち 75人

が教科書を買うことが予想される。次の学期になると、中古の教科書が出回るので、新刊

の売上げは 50 冊に落ちる。4 つの学期が過ぎると、160 ドルの低下で買う学生はわずか 5

人になってしまう。改訂版を出すまでに、著者の印税収入と出版社の売上げは落ち続ける

のだ。一歩追う、FWKのモデルでは無料版もあり、価格はかなり安くなっているので、中

古市場は育ちにくい。2008 年に 20 の大学で調査をした結果、半数近い学生が FWK から

なんらかの有料版を買っていた。その平均購入価格はわずか 30 ドルだが、6 年後も同じ売

上げを出す事が出来る。著者は、すべてのコンテンツの売上げの 20％を印税としてもらえ
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るので、3年目には、書籍版よりも多く印税を受け取れるようになる。 

・ヴェリブ 

 利用者からいちいち料金をとらない：パリでは登録料（1 日 1 ユーロ、1 週間 5 ユーロ、

1 年 29 ユーロ）を払えば、有効期間内に何回でも 30 分以内無料で自転車が利用できる。

延長料金は 60分 1ユーロ、90分 3ユーロ、2時間 7ユーロといった具合だ。一方、ブリュ

ッセルでは、利用者は年間 10 ユーロを払うだけで会員になれたが、利用のたびに 30 分に

つき 0.5ユーロとられた。それが問題だった。これだと 1回に長い時間、自転車に乗る者だ

けがパリよりも特になる仕組みだったが、ブリュッセルは小さな町なので、平均の利用は

20分で済むのだ。教訓はこうだ。----------人々は固定料金を支払えばあとは無料になるほう

を好む。見えざる料金メーターにビクビクしたくないのだ。 

 自転車貸出場と自転車が多ければ、利用者も多くなる：パリ中に1451の貸出場をかまえ、

2万台の自転車を用意するヴェリブは、特定の地域に集中することなく、様々な地域のパリ

市民にサービスしている。その結果、利用者の多くは通勤者だ。それに対して、ブリュッ

セルは 23の置き場と 250台の自転車しか備えていなくて、それも市の中心部にかたよって

いた。なぜブリュッセルではネットワークが広がらなかったのか。ライバル会社のクリア・

チャンネル社が市内の特定地域と広告契約を結んでいたので、広告ベースで運営するサイ

クロシティ社の貸出場をその地域につくれなかったからだ。 

・カリフォルニア大学 

 講義だけが大学教育ではない：学位はユーチューブを見ていても取得できないという当

然の違いに加え、大学教育はそもそも講義と読書だけではない。授業料を支払うとは、ミ

ュラーのような教師に質問をし、アイデアを共有して、指導を受ける権利を買うことと同

義なのだ。また、学生のネットワークに加わってアイデアを交換し、助け合い、関係を築

くこともできる。大学側とすれば、優秀な学生に自分の学校を選んでもらいたいので、無

料コンテンツをマーケティング手段としているのだ。具体的なプログラムや教授のサンプ

ルをびっくりする価格で提供することで、学生を引き付けたいのだ。 

 専門知識の需要をつくる：今日まで、ミュラーの講義ひとつは 20万回も視聴された。そ

れはバークレー校のフットボール場が収容できる人数の 3 倍に当たる。ミュラーはウェブ

上の有名人になり、講義用教科書を一般向けに書き直して 2008 年夏に発売した著書、「未

来の大統領のための物理学は大手新聞各紙の書評で取り上げられ、発売後数カ月経っても、

アマゾンのべストセラーリストの上位にとどまっていた。 

・フリーサイクル 

すべては 1 台のベッドから始まった。2003 年の春にアリゾナ州トゥーソンに住むデロ

ン・ビールは、地元の慈善団体にベッドを寄付しようとしたところ、古いマットレスは衛

生面の心配があるから受け付けられないと断られた。そこで、ゴミを減らすために、彼は

フリーサイクル[freecycle.org]を立ち上げた。不用品を売ったゴミ捨て場まで持っていった

りする手間が嫌な人と、モノを欲しい人を結びつけるサイトだ。 
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フリーサイクルは非営利で、グーグルによるスポンサーバーをわずかに置いているだけ

の広告収入から、ささやかな予算で運営されている。（年 14 万ドル）地元のボランティア

の仲介者によって自主的に組織されたヤフーグループ（無料のメーリングリスト・サービ

ス）によって運営され、会員になりたい者は入会の動機を 200 文字以内に記さないと、入

会を認められない。ひとたび「ギブ・アンド・テイク」の精神を理解した者には、たくさ

んの無料のモノが待っている。-------革製ソファ、テレビ、エクササイズ用バイクなど…。 

贈与経済はたしかにウェブ以前から存在していた。だが、贈与を広めるのにウェブほど

効果的なプラットフォームはなかった。ある意味で、配信コストゼロのオンラインが、物

事をシェアすることをひとつの産業へと変えたのだ。シェアリング・イズ・ギビング

[sharingsgiving.org]やフリーサイクル・アメリカ[freecycleamerica.org]、フリーシェアリ

ング[freesharing.org]といった同様のサイトも生まれている。クレイグスリストのユーザー

も無料のモノを出品している。それでも、全面的にフリーに支えられているコミュニティ

を熱心かつ活発につくっているサイトはフリーサイクルしかない。 

現在、デロン・ビールのつくったこのサイトは成果をドルではなく、出品されたモノの

重さ（1日 600トンにもなる）、会員数（4619のヤフーグループの延べ 590万人）、国数（85

カ国）ではかっている。2008年には、590万人の会員が 1日に約 2万点を寄付して、合計

は 800万点になった。-----会員 1人につき 1点以上の計算だ。仮に、その無料の品々がグレ

イクスリストで 1点 50ドルで売れるとすれば、現在の会員数に基づくフリーサイクルの経

済規模は、年間 3億 8000万ドル近辺になる。 

 

第四章： 新たなフリーのビジネスプラン 

第四章では、自分の会社や事業でフリービジネスを導入する際にどのようなフリービジ

ネスモデルが自分に合うか見つけるために大きく 4種類のビジネスモデルに分けて説明し、

今後のフリービジネスが抱える課題を説明する。 

 

例：ある会社がビジネス用ソフトウェアを売る。 

 その会社はすべてのユーザーに年間 99ドルから数万ドルを課金していたが、フリーを使

ってより多くの人にアピールしたいと思った。 

①時間制限 

→（30 日間無料、その後は有料。業務アプリケーションを提供するセールスフォース

が実践しているモデル） 

・利点：実行しやすい。低価格競争で共倒れになるリスクが小さい。 

・欠点：お金を払わない限り、30 日を過ぎるとなんのメリットもないので、最初から

本気でそのソフトを試してみようとする顧客が少ない。 

②機能制限 

  →（基本機能版は無料、機能拡張版は有料。オープンソースのブログソフト＜ワード
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プレス＞がその例。オートマティック社がそれの企業用強化版を有料で売っている） 

  ・利点：最大数のユーザーを得る最良の方法である。顧客が有料版に移るのは、お金

を払うだけの価値があると納得したからなので、その顧客は製品に忠実になり、価格に敏

感ではなくなりやすい。 

  ・欠点：ふたつの製品をつくらなければならない。無料版に多くの機能を入れすぎる

と有料版に移る顧客が少なくなるし、反対に無料版の機能を制限しすぎると顧客が有料版

を検討するほど長く利用してくれない。 

③人数制限 

 →（一定数の人は無料で使えるが、それ以上の利用者は有料。インテュイット[intuit]社

の小規模事業向け会計ソフトのクイックブックがその例。） 

  ・利点：実行しやすく、システムがわかりやすい。 

  ・欠点：低価格競争で共倒れになるリスクがある。 

④顧客のタイプによる制限 

 →（小規模で創業まもない企業は無料で、それ以外は有料。マイクロソフトのビズスパ

ークがその例。創業三年未満で年商 100 万ドル未満の企業に対し、ビジネス用ソフトを無

料で提供する） 

  ・利点：企業の支払い能力に応じて課金する。有望な新興企業をいち早く顧客にでき

る。 

  ・欠点：確認プロセスが複雑で管理しにくい。 

 

・今後のフリーミアムの課題 

この世の中は、フリーがあまりにもたくさん溢れていてコストを下げたりフリーが当た

り前になりすぎてむしろフリーのサービスがなかったら、利用しないといった事が起こり

うる。 

私の場合でいうと、GEOや TSUTAYAのレンタルは 100円セールでないと借りられなく

なっている。 

食べ物関連で言うと、マクドナルドのフライドポテトの 150 円セールやミスタードーナ

ッツの 100円セールがある。 

あまりにも 100 円セールや 150 円セールをやる頻度が多すぎて定価で買うという事に少

し抵抗が芽生える。 

だから、有料または定価を払わせるには無料より良い質など、目で見てすぐに解る様な

物が必要である。だからといって無料版や安く提供している物の質を落としてはならない。 

 そして、その事業の会社がうまくいけば必ず似たような事業を展開する企業が現れる。

その企業よりも良い質で魅力的な物を提供しないと負けてしまう。 
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第五章：感想・まとめ 

フリーのサービスは、本当に身の回りにたくさん溢れている。自分は気にせず使ってい

たもの（amazonの送料無料など）もよく考えればフリービジネスの一部である。 

ツイッターや Facebookなどの SNSは社会問題になるほどのフリービジネスになった。 

特にツイッターは、気軽に呟けるということもあり特に何も考えず、呟いてしまって後々

問題になる事もしばしば見られる。最近で言えば、高岡蒼甫のフジテレビの韓流ゴリ押し

について言及したのも記憶に新しいと思います。 

私が小学生の時は、無料お試し期間や無料で出来るものは基本怪しく思った方がいいと

思っていたのに対して今では当たり前。なので、企業側は利用するユーザーの確保は割と

簡単になった。消費者側は、面倒になってしまうけどきちんと利用者規約を読まないと大

変な事が起きる。無料期間が終了してそのサービスが使えなくなってしまうのは良いが、

無料期間が終了してそのまま有料期間に自動的に切り替わってしまうものもある。実際に

私も amazon のプライムサービスという注文した商品を即日配達してくれるというサービ

スがあり、その無料お試しサービスを利用して期間終了する前に解除するのを忘れてしま

い、気づくと有料サービスに突入してしまっていてクレジットカードから引かれていたと

いう経験がある。これは、あまり利用規約を読まなくてサービスに申し込んでしまったか

ら起こった事であると思われる。 

企業側からすれば、よりお金を使わせてる感がなく、消費者にお金を使わせるかが問題

である。 

これからのフリービジネスがどう進化していくか楽しみに感じる。 

最後に、近年ネットのフリービジネスが増えていく中で住所や氏名などの個人情報の入

力にはくれぐれも注意が必要である。知らないメールマガジンが届いたり、勧誘の電話が

かかってくる可能性もある。そして、その中でもクレジットカード情報の入力には細心の

注意が必要である。 
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掲載） 

■特集 こんな時代に「売る技術」 第３章 今後を勝ち抜く７つの最新マーケテ （日経

情報ストラテジー, 2009/11号, 58～59ページ掲載） 

■“お試し”サービスを使いこなす五カ条（日本経済新聞 2011/2/21～2/25） 

■フリーミアム戦略（毎日新聞 2010/7/26） 

 

・ホームページ 

■wikipediaの Freemiumのページ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%

82%A2%E3%83%A0 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0

