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はじめに 
研究の動機 
 日本のインターネットの利用者数は、「インターネット白書 2004」によれば、２００４年
２月時点で約６，３００万人、人口普及率では約４９％と国民の約半数がインターネット

を利用している。１年前と比較すると、インターネット利用者の増加数は約６４０万人、

約１１％のプラスである。世帯ベースで見ると、利用場所や利用機器にかかわらず、何ら

かの形でインターネットを利用している人が家庭内に１人以上いるとする、いわゆるイン

ターネット世帯浸透率は全体の７８％であり、自宅の機器から接続に関してみれば世帯普

及率は５２％であった。 
このように、今日では誰でも気軽に利用できるようになったインターネットを、企業が

マーケティングツールとして注目をしている。その手法は多岐に渡り、日々進化を続けな

がら、また淘汰されていくものもある。インターネットのマーケティング、所謂 e-マーケ
ティングの実態を研究したいと思い、研究テーマにした。 

 

図１インターネット利用者数、人口普及率  出典：総務省「通信利用動向調査」 
 
 
第一章 e-マーケティングの収入源 
この章では、e-マーケティングの概要と収入源について解説する。 

 
 e-マーケティングとは何か。それは、インターネットをコアとするネットワークおよびデ
ータベース（DB）を活用し、新しい市場価値を創造しようとする戦略的なマーケティング
モデルによって展開されるビジネスのことである。e-マーケティングに関心がありながら、
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そのしくみがよく分からない人にとって最大の疑問は「どこで、どのように利益を生み出

すのか」ということであろう。 
現在、インターネットビジネスを支えている主な収入源には、１広告収入、２スポンサ

ー料、３製品販売、４売買手数料、５取引手数料、６会費収入、７ウェブページ作成料・

情報掲載料、８その他(ソフト・システムライセンス販売、ネットワークアクセス料など)
である。 
 
１、広告料金 
 多くのサイトは、サイト上の一部を広告スペースとして広告主に提供して収入源を確保

している。 
・ バナー広告-ウェブサイトを訪れるとあらわれる横長の広告で、クリックすると広告主
のサイトにジャンプするしくみになっている。現在もっとも一般的に活用されている。

ボタン型のものもある 
・ ポップアップ広告-ページの真ん中にあらわれる小さな広告。最近増加している。 
・ キーワードサーチ広告-検索エンジン、サーチエンジンで関連用語が検索された時にあ
らわれる広告。 

これらの広告料は、一般的にターゲットが絞り込まれたサイトほど高く設定されている。 
 
２、スポンサー料 
 テレビ番組にスポンサーがつくのと同じように、企業(スポンサー)がサイト上のページや
フォーラム、イベントで自社の商品やサービスなど宣伝してもらうかわりに料金を払うも

ので、一種の広告である。 
 
３、製品販売 
 オンライン上に製品のカタログを掲載し、お客から注文を受けて決済まで行うオンライ

ンストアでは、当然製品販売による売上げが最大の収入源になっている。 
 
４、売買手数料 
 売買を仲介することで、売り手や買い手から手数料を徴収する。 
 
５、取引手数料 
 オンラインストアを出店しているサイトでは、テナントから取引、つまり売上げに対す

るコミッションを徴収している。ただし、ポータルサイト(インターネットの入口となるサ
イト)や人気のあるサイト以外は、さほど収入になっていない。 
 
６、会費収入 
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 消費者から会費をとるケースと、メーカーや販売会社から会費をとる場合がある。 
 
７、ウェブページ作成料・情報掲載料 
 企業間取引サイトでは、売り手側の情報を電子化するために、ウェブページやオンライ

ンストアカタログ作成料を徴収しているところが多い。 
 
８、その他(ソフト・システムライセンス販売、ネットワークアクセス料など) 
 開発した技術やソフトのライセンス販売を行うことで、収入を得ているサイトもある。 
 
第二章 e-マーケティングの実例 
この章では、e-マーケティングの実例について解説する。 

 
（１）東洋水産の事例-ITマーケティングで顧客の声をつかむ- 
 東洋水産が２０００年３月に発売したカップ麺「インドメン」は、インターネットで寄

せられた「顧客の声」を製品づくりに結びつけた例がある。 
発端は、三井物産の食料本部が開設した「食の情報サイト Food`s Foo」。この運営者が、
消費者主導型のマーケティングを行おうと、「日本一のカップ麺コンテスト」というアイデ

ィアコンテストを企画した。集まったアイディアは１０００以上である。審査にもネット

を活用し、大阪の男性が考案した「とろっとおいしいカレーラーメン」がグランプリに決

定した。 
このコンテストの盛り上がりに食品メーカーの東洋水産が注目し、グランプリ受賞アイ

ディアの商品化を決定した。広告・宣伝にもインターネットで口コミ効果を活用し、発売

後１ヶ月で約１００万食を販売した。 
マーケティングの出発点は「売れる商品を開発すること」にある。たとえ販売チャネル

やプロモーション活動にどんなに ITを活用した先進的なシステムを作ったところで、その
商品に魅力がなければ、売り上げを上げることは出来ない。「売れる商品」をつくる一番の

早道は「顧客のニーズをつかむ」ことにある。これまでも企業は様々な手法を駆使して商

品開発に取り組んできたが、IT の発達がこの商品開発にも大きな変化を与えつつある。こ
の「インドメン」の例のように、これまでのマーケティング手法では得られなかった顧客

の声やデータが、短期間・低コストで収集できるようになってきている。 
 
（２）アマゾン・ドット・コムの事例-ネット店舗を活用する- 
 IT マーケティングで成功した例としてアマゾン・ドット・コムという企業がある。アマ
ゾン・ドット・コムは、１９９４年に創業した、ネット書籍販売を専門に手がけていたア

メリカのベンチャー企業である。 
９５年には５１万ドルだった売り上げが、９９年には３２００倍の１６億ドルに達した
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といわれる成長ふりである。現在、世界に２５００万人もの顧客を持っているといわれて

おり、ネット小売業の代名詞的存在となっている。 
同社の成功の要因としては、ネット販売の特性を活かしたその豊富な品揃えがある。ア

マゾンが扱っている書籍は４５０万タイトルを超えている。これを実店舗の店頭に並べよ

うとすると、通常の大型店舗の１０倍以上もの広さが必要となるが、アマゾンはこれをネ

ット上で実現した。しかもこれだけの数の書籍を、画面上にタイトル名や著者名などを入

力するだけで簡単に検索ができる。もともと書籍という商品は種類が極めて多いが、通常

の書店では店舗面積の制約があり、あらゆる消費者の期待に応えた幅広い品揃えの実現は

非常に難しい。消費者としては目当ての本を探す事は一苦労であった。 
アマゾンでは、ネット流通を利用してこれらの問題を解消し、「書籍」という商品のこう

した性質に目を付けたこと自体が、同社の成功の大きなポイントと言える。 
 
（３）セブンドリームドットコムの事例-クリック＆モルタル- 
 実店舗とインターネットを両立させたクリック＆モルタル型の流通戦略の例の一つとし

て、注目を集めているのが、セブンドリームドットコム(7dream.com)である。 
セブンドリームドットコムとは、コンビニ業界最大手のセブンイレブンの設立したオン

ライン小売業専門の企業のことである。セブンイレブンの店舗に設置した端末と、インタ

ーネットを通じて、音楽・旅行・物販・インターネット関連・自動車・写真といった６ジ

ャンル、合計１０万アイテムの商品・サービスを提供するものである。例えば、パソコン

などを持っていない人がコンビニに行ったついでに店頭の端末で音楽 CD を注文し、後日
自宅に宅配してもらう事ができ、自宅のパソコンのある人がインターネット経由で旅行商

品を注文し、後日、帰宅途中にコンビニ店舗に寄ってチケットを受け取る、とういような

利用の仕方が可能である。 
これにより、コンビニでは店舗の広さや人員などの問題から扱えなかったさまざまな商

品が扱えるようになる。また、人々がネット経由で注文した商品をコンビニ店頭でとりに

いくので、来客数を増やし、店舗の売り上げ上昇を促すことにもなる。各コンビニに商品

を配送するための物流網がすでにできあがっているので、物流網を一から構築する必要も

ない。 
既存の財産を上手に活かして、IT 物流を導入するというセブンドリームドットコムの戦

略は、クリック＆モルタルの代表例といえる。 
 
（４）デニーズの事例-ケータイクーポン- 
 携帯電話を活用して成功を収めた例として、デニーズが行っているケータイクーポンが

ある。セブン＆アイ・フードシステムズが、ファミリーレストランデニーズの利用者向け

に開設した「デニモバクラブ」というサイトがある。会員登録した利用客には月２回、新

メニューなどの案内メールとともに割引クーポンを配信している。このサービスの会員数
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は１年で３０万人を突破し、クーポン配信で会員の１０％、誕生月は３０％の利用者が来

店するという結果を生み出した。 
このケータイサイトは現場の声が発端となり開設された。それは、チラシの投函にかか

る負担を軽くしたいというものである。チラシはデニーズにとって来客を促す重要なツー

ルである。今までは、店舗スタッフが周辺の住居や事務所のポストに投函していた。だが

外食産業全体がアルバイトの人手不足と時給高騰に頭を悩ませている折、チラシの投函の

ために人員を増強する余裕はないという現状がある。そのため、チラシの投函枚数は、人

員の余裕度と店長の熱意という人為的な要因に左右され、店舗間でばらつきが出ていた。

チラシ自体の効き目も揺らいでおり、新聞の折り込みチラシも手がけているが、主要客層

である若い世代の新聞購読率は下がり続けている。また、チラシをポストに投函できない

オートロックのマンションが増えてきており、チラシが届きにくくなっている。ただ、チ

ラシに代わる有力な来店促進ツールがない段階ではチラシを減らすわけにはいかない。フ

ァーストフード店やコンビニエンスストア、コーヒーチェーン店、デパ地下、駅ナカなど

多様な業態が乱立し競争が激化している現在、ファミリーレストラン業界は既存店の売り

上げ、来客数の減少傾向に歯止めがかからなかった。この状況を打開するために、リピー

ターの獲得が至上命題となることはデニーズも例外ではなかったのである。チラシ投函の

負担軽減とリピーターを獲得するという相反する課題に直面したデニーズは、解決の活路

をケータイに求めたのである。 
問題は、どのように会員を増やすかであり、デニモバクラブの存在を認知させ、アクセ

スしやすい環境を整えることと、登録するメリットを効果的に打ち出すことの二つが鍵を

握る。同クラブの告知には、利用客との接点である実店舗での、料理が出てくるまでの待

ち時間を活用したのである。友人と来店しても、待ち時間に携帯電話を操作している人は

多い。テーブル脇の POP に QR コードを大きく掲載して来店客の関心を引くようにした。
ほかにもチラシやパソコン向けのホームページ、一部の店舗ではレシートに QR コードを
載せているが、狙い通りテーブル POPからの入会が８割近くを占めている。会員登録のメ
リットについては、バースデークーポンを目玉として POP などの告知媒体で推している。
これは、誕生月にメニューにはないバースデーパンケーキをプレゼントするというもので

ある。割引クーポンの配信はさほど珍しくはないが、誕生月限定の特別ケーキとなると来

客効果が期待できる。実際、月２回届く１００円割引クーポンの回収率が１０％であるの

に対し、バースデークーポンは３０％という驚異的な回収率を出している。大抵は友人連

れでいつもより多めに奮発して誕生日を祝うので、客単価の向上にも一役買っている。ま

た、ケータイクーポンは、開封ボタンを押すと２４時間後の日時が有効期限として表示さ

れるライムスタンプ方式になっている。期限内に何度も使われて客単価が下がるのを防ぐ

ためである。 
告知の工夫と得点の魅力で３０万人を突破した会員数は、現在でもつき２万人弱の増加

ベースを維持している。 
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（５）ユーズカンパニーの事例-サイトを工夫する- 
 ユーズカンパニーは「宝石広場」というサイトを運営している、ロレックスやブルガリ

などの高級腕時計を販売する ECサイトである。取り扱う商品はいずれも単価が数十万円以
上と高額で、ネットでの販売額は現在、月商１億円以上を超えている。 
このサイトが検索語に連動した画像で商品訴求をし、トップページの直帰率を１０％ま

で低減することに成功した。 
２０００年にWebサイトを立ち上げたが、当初は実店舗への誘導を目的としたカタログ
的な作りで、ECの機能はなかった。しかし、競合企業が ECサイトを続々と立ち上げ始め
たため、２００４年にまず楽天市場に出店した。その後、それまでのWebサイトに「買い
物かご」の機能を取り付け、ECサイト運営に乗り出したのである。２００６年９月に CMS
（コンテンツ・マネジメント・システム）というテキストや画像などのデジタルコンテン

ツを統合的に管理し、配信などの必要な処理を行うシステムを導入し、Web サイト製作の
知識がない人間でも、商品の掲載を簡易にできるようにした。現在 ECサイトでは５０００
点以上の商品を販売し、順調に業績を伸ばしている。 
だが一方で、EC サイトの商品数が増えたことでトップページからの導線が複雑になり、
検索エンジンから訪れた新規来訪者を、いかにストレスなく目的の商品へ誘導するかが大

きな課題となっていた。同社はブランド名での検索結果上位表示を実現しており、ユーザ

ーの多くが自然検索経由で宝石広場のトップページを訪れる。ロレックスで検索して訪れ

たユーザーに、カルティエの商品を見せても興味を持たずに離脱してしまうというような

事態が起き、思うように売り上げを増やすことは難しい現実があった。 
そこで同社は、検索キーワードに連動してトップページの表示を変更する LPO(ライティ
ングページ最適化)を、２００７年８月から実施したのである。表示した画像で商品ページ
へと誘導して、直帰率を５ポイント低減に成功した。また、トップページの直帰率を１０％

前後にまで下げることができた。さらに適切な情報提供によってユーザーの安心感、信頼

感を高め、リピーターを増やすという成果を上げた。 
ユーザーはネットで高額商品を購入する場合、かなり慎重になる。このためユーズカン

パニーは「ECサイトを訪れるユーザーに、安心感を与えることを第一に考える」というポ
リシーを掲げ、ユーザーから信頼を得るための施策を一貫して取り組んできた。楽天市場

や Yahoo!ショッピングなどに出店し続けているが、露出を増やして認知度を上げることで、
ユーザーに安心感を与える狙いが大きい理由である。楽天市場に広告を何度も出向するな

ど、認知度向上のためなら採算を半ば度外視することも考えている。 
もちろん、ユーザーへの配慮も徹底している。ネットからの問い合わせをシステムで管

理して、返信をしていなければ、担当者に確認を取る。営業時間内に送信された問い合わ

せはすべてその日中に対応するなど入念に行う。だが ECサイトは商品数が膨大になるにつ
れ、ユーザーが３クリック以内で目的の商品にたどり着けるようにすべきというサイトの
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目標からかけ離れた作りになっていた。目的の商品に容易にたどり着けないということ自

体、ユーザーに不安感、不信感を植え付けることになりかねないと考えた。 
そこで、同社は検索エンジンから訪れた新規来訪者を目的の商品へ適切に誘導できる仕

組みとして、クシイズ(東京都渋谷区)の ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)型
LPOサービス「CONDUCTOR LCO」を導入した。検索キーワードに応じてトップページ
の画像を変え、新規来訪者をストレスなく目的のブランド商品へ誘導できるこのシステム

が導入の決め手となった。 
同サービスの導入に当たって、ユーズカンパニーはまず、検索エンジンからの流入数の

多いキーワードを洗い出した。その結果、「ロレックス」「ブルガリ」などブランド名だけ

ではなく「カルティエ ジュエリー」など検索頻度の高い複合キーワードも判明した。こ

れを基に、ユーザーニーズに合わせた１５種類の画像を製作したのである。各キーワード

にひも付けた画像をトップページで表示して、商品ページへと誘導したのである。キーワ

ードごとに単に画像を表示するだけではなく「ブランド名＋商品写真」「ブランド名＋商品

写真＋詳細ページへのボタン」「ブランド名＋商品写真＋概要＋詳細ページへのボタン」と

複数容易した画像のローテーション表示をして、画像ごとの効果を測定する A/B テストを
実施した。ただ、A/Bテストによる大きな差は出なかったという。これについては「ユーザ
ーは、あまり細かく画像は見ない。自分の目的のブランド名が目立つ位置に記載されてい

れば、すぐに経路を見つけてその商品ページを訪れる」と分析できる。目的をもって ECサ
イトを訪れたユーザーには、すぐに目に付く位置にニーズにあった情報を配置した。その

上で、分かりやすい導線を設けて誘導することが成功の鍵と考えている。 
LPO サービスの導入によりユーズカンパニーは、トップページの直帰率を１０％前後ま
で下がることができた。また、ECサイトで欲しい情報を迅速に入手できるように配慮した
ことで、ユーザーの安心感も醸成できたのである。 
 
（６）富士フィルムイメージングの事例-商品デザインを投稿する ECサイトを開設- 
 富士フィルムイメージングはユーザーからデザインを募集し、Tシャツなどにプリントし
て販売する ECサイト「デザインガーデン」を開設した。 
デザインガーデンは一般のインターネットユーザーから商品になるデザインを募集し、

投稿されたデザインを T シャツやマグカップにプリントして販売するというものである。
商品の受注があったときに作成するため、完成在庫を持つ必要がなく、リスクが少ないの

が特徴である。 
したがって、売り上げを増やすには、より多くのクリエイターに登録、投稿してもらい

ECサイトで販売する商品を増やすことが必要になる。売り上げ増加の主なシナリオは、ク
リエイターが自分の商品をブログなどで紹介し、それを見た友人やクリエイターのファン

が商品を購入するといった流れである。それが ECサイトの認知向上、ひいては売り上げの
増加につながるのである。 
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ただ、新規事業のため立ち上げの予算は限られていた。有料なクリエイターを獲得する

ためにも、闇雲に検索連動型広告やバナー広告などを出してユーザーに登録を促すことは

避けたかった。そこで同社は、クリエイターの利用が多いアメリカ発の SNS の MySpace
を活用することにした。そもそもデザインガーデンを開設した狙いは、ほかのショップに

はない T シャツを提供する事業に可能性を感じたからである。ただ、写真を題材にした T
シャツはあまり売れないという現実がある。そのため、ECサイトでは同社の強みである写
真ではなく、イラストやデザインに興味のあるクリエイターの獲得を目指した。そこで、

目をつけたのが MySpace である。MySpace には５万人を超えるクリエイターやミュージ
シャンが登録している。富士フィルムイメージングは２００７年９月にMySpace内にデザ
インガーデンの公式コミュニティを開設した。MySpace に登録しているユーザーのプロフ
ィルからデザインに興味のあるユーザーを探し、メールでアプローチしたところ１０００

人以上が公式コミュニティの会員になった。こうして獲得したコミュニティの会員が、デ

ザインガーデンのクリエイター登録の潜在ユーザーとなった。 
また、公式コミュニティに記事をアップすると、登録しているユーザーすべての記事の

新着情報が配信される。１０００人のメルマガ会員を獲得したのと同様の成果と評価する。

公式コミュニティでの会員獲得と同時にMySpace上でデザインコンテストを開催した。「音
を感じる T シャツデザイン」などをテーマに２回のコンテストで集まった作品の合計は３
００点近くに上った。 
さらに、２００８年３月にはMySpaceに登録しているミュージシャンに向けて、グッズ
が手軽に製作・販売できることを訴求するページを特設した。ミュージシャンへのMySpace
内のお知らせコーナーにテキスト広告を配信して告知した。テキスト広告のクリエイター

登録のコンバージョン率（サイト訪問者数に対して、実際に取引に結びついた割合）が５．

９５％に上り、３月に登録したクリエイターの３分の１に当たる約１５０人が特設ページ

経由で成果を収めた。 
こうしてMySpace経由のクリエイター登録者数は、現在約５００人まで増えた。 
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図２ 実例の関係性 
 手法を単独で用いて大きな成果を上げる例もあれば、複数の手法を複合的に用いて成果

を上げる例もある。 
 
第三章 e-マーケティングの注意点 
この章では、e-マーケティングの注意点について解説する。 

 
・ ネット店舗と実店舗との共存 
インターネットをビジネスに用いることで、企業は事業を以前に増して効率的に実施で

きていることが分かる。 
しかし、現実はというと、インターネットだけですべての事業を完結している企業はご

くわずかである。一方、顧客にしても、すべての取引をインターネットで行える状態では

ない。インターネットでの買い物に比べれば時間やコストがかかっても、実際に店で商品

を見比べたり、店員からのアドバイスを得るために実際の店舗を選択するというのはごく

一般的である。そうした意味で、ヴァーチャル(ネット店舗)かリアル(実際の店舗)かなどと
言われるが、顧客にとってはどちらも大切であり、そのときの状況や商品カテゴリーに合

わせて選択できることが理想的である。商品の情報収集や絞込みはネットで、あるいは店

の選択をネットで行い、そして最終的な購買は店で行うこともある。 

アマゾン・ドット・コム 

セブンイレブン 

東洋水産 
デニーズ 

ユーズカンパニー 
富士フィルムイメージング 

ネット店舗を工夫する 

顧客を共に商品開発をする 実店舗へ顧客を誘引する 
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顧客にとっては、どうやって買うかは目的ではなく手段であるので、インターネットと

既存の店を組み合わせたハイブリットな取引方法を選択肢として顧客から提供することが

大切である。これまでインターネットをビジネスで積極的に利用してこなかった企業は、

今後インターネット上のマーケティングでどうビジネスを展開できるか検討の余地がある。 
 
・ 顧客へのオンラインサポート機能 
企業が顧客に提供するカスタマーサポートのレベルをどう設定するかにおいても、イン

ターネットを駆使したサポートが注目を集めている。 
通常、サポートの品質とコストは、トレードオフの関係にある。高度なサポートを提供

しようと思えばコストがかかるし、低コストで製品やサービスを顧客に提供しようとすれ

ば、あるレベルのサポートしか準備できない。双方を両立できればよいが、理論的にもそ

れは難しい望みである。 
オンラインサポートで基本的かつ標準的な範囲のサポートを提供するのであれば、人に

よるサポートよりはるかに安価で済む。さらに、ある範囲まではほとんど追加的なコスト

をかけずに実施することが可能である。しかし、システムにプログラムされたサポートレ

ベルを超えたケースになると、その対応には多大なコストがかかることになる。 
その問題を解決する手段としてハイブリットなサポートがある。基本的なサポートはイ

ンターネットやシステムで対処し、スタッフはそれを処理できない高度な要求や複雑は問

題に対してのみ対応するのである。 
こうした二本立てにすることで、低レベルのサポートのみを提供している間はコスト増

にはなるが、従来のサポートと比較して、同じコストで高い品質のサポートを顧客に提供

できることがある。 
 
・ セキュリティ問題 
いまだにインターネットの世界は可能性とともに不確実性に満ちている。わが国のイン

ターネットユーザーの約八割が、インターネット上でのセキュリティへの不安を感じてい

る。その中では、ウェブ上での情報の取り扱いへの不安が六割でもっとも多く、次いでウ

ェブサイトの情報内容の信頼性に対するものが約四割、ウェブ上で取り扱われている製品

やサービスの信頼性に関するものが三割となっている。実際にコンピュータウイルスやプ

ライバシー情報の流用など、セキュリティ被害にあった経験者も半数近くにのぼっている。 
企業も、スパイ行為や妨害目的で、自社のコンピュータネットワークに不正侵入される

ことへの不安をつねに抱えている。あるメーカーの社員が設計図を不正アクセスによって

盗んだという事件や、他人になりすました人物がオンラインバンキングに侵入して多額の

金額を不正に引き出したという事件もある。 
セキュリティ技術は日々進歩しているとは言うものの、そうした技術開発とその抜け穴

を探して侵入や、相手に攻撃を仕掛ける技術のせめぎ合いが続いている。 
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第四章インターネットビジネスを成功させるためのポイント 
この章では、「全図解インターネットビジネスのしくみ」 有元美津代 あさ出版社 １

９９９年 で紹介されていたインターネットビジネスを成功させるポイントを以下にまと

める 
 
１、売り手と買い手双方にメリットの出るしくみをつくる 
 成功しているインターネットビジネスに共通しているのは、販売・購入のプロセスの変

更や、新しい流通経路を創造するなど、これまでのビジネスのやり方を大幅に変えてしま

っていることである。オークションで物を売買したり、買い手が購入価格を提示したり、

複数のメーカーの製品を瞬時に比較するのを可能にしている。 
ここで紹介した事例にあるように、どのビジネスも、変わった製品やサービスを提供し

ているわけではない。従来行っている日常業務を「より効率よく」「より容易に」「より低

コストで」オンラインで行えるようにしているのである。例えば既存の店ではとても在庫

できないような多くの種類の CD や園芸用品を販売し、それをユーザーが簡単に検索でき
るようにし、オンラインで自分の名刺をデザインして注文するなど、これまで得られなか

った価値を消費者に提供している。 
できるだけ大きな商品目録をつくり、さまざまな地域のメーカーや販売業者を一ヶ所に

集め、既存の店にはない多種多様なオプションを設けることで、消費者をインターネット

ビジネスに引きつけることができる。 
オンラインコミュニティが、対話的にユーザーをコンテンツづくりに参加させているよ

うに、ユーザーに自己表現のチャンスを与えることも満足度を高める重要なポイントであ

る。もちろん、買い手だけではなく売り手にも、オンラインを利用するメリットを感じて

もらわなければならない。「うま味」がなければ、製品やサービスを供給する側は参加して

こないからである。 
 
２、ターゲット層にとって役に立つ情報、中立の情報を提供する 
 インターネットビジネスの基本は、ユーザーに必要な情報を提供し、物を買うプロセス

をユーザー自身がコントロールできるようにすることである。 
そのためにはまず、ユーザーにとって価値のある情報を収集し、集めた情報を使いやす

い形に加工する必要がある。そこでデータベースを構築していろいろな形で検索できるよ

うにし、ユーザーの視線、意図を考えて効果的に取り込むなどのしくみが欠かせないもの

になっている。 
もう一つ重要なのは、「中立の情報を提供する」ということである。中間業者となるサイ

トでは、買い手に中立の情報を提供することが重要である。自動車や不動産、金融投資な

どの高額商品の場合、消費者は、購入前にできるだけ多くの情報を得ようとする。信頼に
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おける中立な情報・アドバイスの提供が消費者の信頼を得る。同じように B to Bネットワ
ークも、一方に偏らない中立の情報提供が不可欠である。たとえ売り手が広告主でも、売

り手の利益となる情報を提供すれば、そのサイトはただの代理店になってしまう。 
 
３、コンテンツ＋コマース＋コミュニティが鍵になる 
 コンテンツサイトとして始まったサイトは電子商取引を加え、電子商取引サイトとして

始めたサイトはコンテンツを加えており、情報サイトと電子商取引サイトの境目は薄れつ

つある。 
またコンテンツ(一種の広告)をエディトリアル(自社のコンテンツ)に統合するところが増
えている。つまり成功するには、コンテンツとコマースの両方が必要である。さらに、こ

れらコンテンツとコマースに加えて、コミュニティ機能も求められており、サイトを成功

させるには、コンテンツ、コマース、コミュニティの「3C」が必要だといわれている。 
 
４、リピーターを増やす工夫をする 
 ウェブサイトはどこも、リピーターを増やすために様々な工夫をしている。多くのサイ

トがこぞってコミュニティの構築に乗り出したのも、サイトに「粘着性」を加えてユーザ

ーを出来るだけ長く留めさせ、かつ自分がコミュニティの一員であるという意識を植え付

けて何度も戻ってこさせるためである。 
広告収入に頼るにせよ、製品を販売するにせよ、インターネットビジネスが成功するか

どうかは集客に、それもユーザーをどれだけ長くサイトに留めておけるかにかかっている。

実際に、成功しているサイトの多くはリピーターの獲得に成功している。 
 
５、サイト参加者を教育する 
 インターネットビジネスを成功させるには、ユーザーに情報やツールを与えるだけでな

く、その利用法を教育しなければならない。また、インターネットが作り出す新しい価値

やチャンスをユーザーが積極的に活用できるように教育・啓蒙していくことも必要である。

この点、多くのサイトではチュートリアル(オンラインでそのサイトの使い方をデモするヘ
ルプのような機能)を設けて、ユーザー教育に力を入れている。 
一方、インターネットを通じて製品やサービスを供給する側にも、インターネットを利

用した新しいビジネスのやり方やテクノロジーを教育する必要がある。例えば自動車販売

の世界では、ディーラーは歩合制のセールスマンを雇い、「ユーザーには本当のことは言わ

ない。車を売るためには嘘もつく」のが当たり前とされていた。しかし、オンライン自動

車マーケティングがスタートしたことで、販売プロセスが再構築され、そうした販売手法

は必要がなくなった。しかもディーラーは、インターネットビジネスのスタイルに合わせ

て、人事採用基準や給与形態まで変更する必要がある。こうした必要性を説明して、新し

いビジネスの形態を教育していくことが重要である。 
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６、誰でも簡単に参加できるしくみを作る 
 インターネットビジネスが広く普及するためには、コンピューターの知識のない人でも

簡単に参加できるしくみが必要である。ハイテク技術者の目から見て役に立つ最新技術を

ユーザーに押し付けても仕方が無い。ユーザーが無理なく使える方法を開発するか、手厚

くサポートする必要がある。「アマゾン・ドット・コム」では、一度登録すれば、毎回名前

や住所、クレジットカードを入力しなくても、一回クリックするだけで注文できるシステ

ムを開発したが、同じようなしくみは多くの電子商取引サイトでも取り入れられている。

あくまでも「簡単にできること」が鍵である 
 
７、顧客満足をとことん追求する 
 インターネットによって販売が自動化されたからといって、顧客サポートがいらなくな

ったわけではない。以前より、顧客とのコミュニケーションをとりやすくなり、スピード

が速くなった分、顧客との接触機会が増えた。かつ、新しい技術を活用してもらわなけれ

ばならないのだから、顧客サポートの重要性は以前より増しているといえる。 
インターネットでは、情報が伝わるスピードは早く範囲も大きいので、口コミが大きな

威力をもつ。あるサイトのサービスに不満をもった顧客は、世界中の何千人、何万人もの

潜在顧客に、メールやウェブサイトを通じて「あそこのサービスはよくない」というメッ

セージを瞬時に送ることが出来る。反対に顧客が満足すれば、頼まなくても勝手に世界中

に宣伝してくれる。インターネットビジネスでは、この口コミによる宣伝が重要であり、

そのためには顧客の満足が不可欠である。 
 
８、オンラインですべて完結するしくみをつくる 
 オンラインショッピングに慣れた消費者は、オンラインで注文したのに出荷状況は電話

で問い合わせなければならない、といった中途半端なオンラインストアは受け付けない。

商品を探して見つけ、注文をし、出荷状況を確認し、請求書を受け取り、支払いを済ませ

る、これらのすべての過程をオンラインで出来るサイトが増えているが、こうすることで

買い手側に利便性を提供すると同時に、売る側の作業も自動化し、効率向上とコスト削減

が実現する。特に企業間取引では、発注から支払いまでの作業がオンラインで出来るエン

ド・トゥ・エンドのシステムオペレーションが標準装備として求められる。 
 
９、提携によりネットワークの拡大をはかる 
 オンライン上では、リンクを通じて他のサイトに飛んで行け、企業間で協力し合うこと

が簡単に出来るため、さまざまな形に提携が進んでいる。自社サイトで株価情報を提供す

るために証券サイトを組み、コンテンツの提供を受けたり、アクセスを増やすためにポー

タルサイトや人気サイトに広告を出したり出店したりすることは、インターネットビジネ
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スにおいては必須であると同時に、活用すべき大きなメリットである。提供する商品や情

報も、他のサイトと提携することで簡単に増やすことができる。 
協力・提携するのは、他のサイトとだけではない。ユーザーのホームページからサイト

にリンクを張ってもらい、そのリンクによって生じた売上げに対してコミッションを支払

うという「アソシエイト・プログラム」では、消費者も販売に加わることになる。アソシ

エイト・プログラムの元祖である「アマゾン・ドット・コム」のアソシエイトの数は１０

万を超えている。 
他のサイトと提携するにあたって、必ずしも金銭の授受が発生しないにも、インターネ

ットの特徴である。コンテンツを交換する、コンテンツとユーザーのアクセスを交換する

といった物々交換や、提携によって得た広告収入を分け合うなどの形も多い。こうしたス

タイルは、創業間もない資本力のない企業や、スモールビジネスにとってはメリットが大

きい。 
 
１０、デジタルブランドを早期に確立する 
 多くのデジタルブランドがオフラインの世界にも浸透したアメリカでは、インターネッ

トビジネスが成功するにはブランド構築が必須と認識されている。「最初の１２ヶ月でブラ

ンドを構築できなければつぶれる」というのは既存のメディア戦略と同様である。できる

だけ早くブランドを確立するために初めから多額の資金調達が必要である。アメリカでは

各サイトとも、１０００万ドル、２０００万ドルという多額の資金を営業マーケティング

に投じており、インターネットビジネスにとってテレビや紙媒体などの既存メディアを使

った広告宣伝は不可欠なものになっている。 
 
第五章まとめ 
 ここ数年で、インターネットは大変身近なものになった。インターネットを利用する人

は増え、ネット上で買い物をしたり、自分の意見を発表したりする事が可能となった。企

業もこの流れをチャンスと捉え、インターネットをビジネスに積極的に活用しようとして

いる。こうして多くの企業がインターネットを駆使してビジネス展開をしていくことによ

って、激しい競争が起こるようになっていく。 
その競争に勝ち残っていった企業には、ある共通点があると考える。その共通点とは、

顧客を上手に利用しているということである。商品開発のアイディアを顧客から提案して

もらいヒット商品の作成や、ブログなどに良い評判を書いてもらい、口コミで宣伝をして

もらうと言う様な手段である。 
従来のマーケティング方法は、企業から顧客への一方通行になってしまい、顧客の声を

拾うという事には多大のコストと時間を費やしていた。また、顧客間同士の繋がりも持ち

難く、広告にもコストと時間を掛けなければ商品やサービスを十分認知させることが出来

なかった。 
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しかし、インターネットの発達に伴い、顧客の声は低コストと少ない時間で集められる

ようになった。またブログなどにより、商品の評判は口コミで広がるようになり、低コス

トで広告も可能になった。このようにインターネットは企業のビジネスに多大なメリット

を生み出した。 
また、もう一つのメリットとして、顧客と企業との距離が近くなるため、共に成長でき

るという点がある。顧客は、インターネットが作り出す新しい価値やチャンスを、顧客自

身が積極的に活用できるように研究する必要がある。一方、企業側も、インターネットを

利用した新しいビジネスのやり方やテクノロジーを研究する必要がある。互いの距離が近

くなるため、技術の進歩も早くなる事が可能となる。 
このように、メリットの多い e-マーケティングであるが、デメリットもある。ブログな
どの口コミで評判が瞬時に伝わる時代なので、悪い評判も瞬時に伝わってしまう可能性が

ある。また、セキュリティ問題もあり、一歩間違えると顧客情報の流出や、取引の停滞な

ど、企業の信頼や業務に支障をきたしてしまう場合もある。 
また、実店舗とネット店舗との共存問題もある。ネット店舗が発展していくと、実店舗

の売り上げにも影響していく。今まで築き上げてきた小売店との信頼関係が悪化しかねな

い可能性もある。 
顧客の声を集めやすくなり、宣伝効果も期待できる半面、今までに以上に顧客からの評

判に気をつけなければならない時代になった。そして、販路が複雑化することにより、産

業構造にも変化が起きようとしている。企業はその現実を十分に受け止め、時代に取り残

されることなく、積極的にインターネットを使いこなしていく技術を求められるようにな

った。 
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