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図1▶ニューヨークにもジップカーの車が多数存在する

ジップカーの会員はWebサイ
トで目当ての車を見つけて予
約をする

http://www.zipcar.com

　1月29日、電気自動車（EV）「リー
フ」を使ったカーシェアリングの実証
実験が、日産自動車のお膝元、横浜
市で始まる。モニターの1次募集に
は定員を上回る約300人が申し込み、
EVやカーシェアリングへの関心の高
さを印象づけた。
　この実験は住宅や車などをネット
ワークでつなぎ統合制御する、総務
省の「スマート・ネットワークプロジェ
クト」の一環で、バンダイナムコゲー
ムスとNECが、横浜市の横浜みなと
みらい21地区で実施するという内容
だ。モニターはリーフの運転や充電
などを体験して、アンケート調査で意
見を寄せる。
　実験の本来の目的は、EVを使った
カーシェアリングサービスの実現に
向けた通信規格の策定などだ。ただ、
EVの普及で先陣を切る日産にとっ
ては、まだ認知度の低いEVを消費者
に実際に体験してもらい、興味を喚
起する絶好の機会とも考えられる。
　カーシェアリングは、注目の消費
トレンド「シェア」の典型例だ。1つ

の製品を複数人で使いあう「モノの
共有」によって、消費者は商品を購
入、所有することなく、好きな時に必
要な分だけを利用して、維持費用な
どを安くするメリットがある。カー
シェアリングの広がりは自動車メー
カーにとって、車が売れなくなる要
因の1つと考えられなくもないが、発
想次第ではマーケティング、販促に
活用できる可能性もある。

米国で普及するカーシェア
　カーシェアリングは米国で既に一
般層にまでその利用が広がっている。
米最大のカーシェアリングサービス
「Zipcar（ジップカー）」は2000年に
創業して、急速に全米そして世界に
営業地域を広げている。「ジップカー
ド」という登録カードを持つ顧客は
米国、カナダ、英国で53万人に達し
ている。
　21歳以上で運転免許証を持ってい
れば誰でも登録できる。入会後、ジッ
プカーのWebサイトで車を使いたい
時間帯を入力し、その時間帯に使え

る車種とその駐車場の一覧から好き
な車を選ぶだけだ（図1）。ネットを
使って申し込みが完了すると、メール
で暗証番号が送られてくる。それを、
予約した車のある駐車場のゲートで
入力して、お目当ての車のフロント
ウィンドウの上部にジップカードを
かざすと、扉の鍵が開くという仕組
みだ。乗車すると、車のキーが車内
にあり、すぐに出発できる。
　車を所有すると、ガソリン代やメン
テナンス費用、大都市では高い駐車
場代などがかかってしまう。ジップ
カーは必要な時だけ、必要なサイズ
の車を借りられる。25ドルの入会金、
60ドルの年間契約料はかかるが、利
用料金は1時間8ドルからで、ガソリ
ン代、メンテナンス代、保険料は込み
になっている。
　例えば、小さな子供がいて平日に
は買い物に行きづらい夫婦が、週末
に2時間だけジップカーを借りて、「コ
ストコ」のような大型ディスカウント
店に行き、1週間分の食料を購入する
際に利用する。また、家具など大き
な買い物をする際に、1～2時間だけ
借りたり、週末に複数の友人と一緒
に大きめの車種を借りたりするなど、
使い方は様々だ。ジップカーを使え
ば、車を所有するのに比べ、月に600
ドル、年間で7200ドルの節約になる
という。
　ビジネス向けのメニューも用意し
ており、グーグル、任天堂、ギャップ
などが本社キャンパスなどで利用し
ている。大学のキャンパスでの利用
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試しに使う、そこに新たな消費意欲が生まれる
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●カフォレの車の詳細ページ
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仲介することで
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約3分の1の
料金に

図2▶個人間で車を貸し借りできるサービス「カフォレ」の仕組み

も着実に増えていて、マサチューセッ
ツ工科大学（MIT）、プリンストン大
学、シカゴ大学などが契約し、250の
大学キャンパスに導入されている。
以前は、車を持っている学生に頼み
込むものだったが、今の大学ではジッ
プカーで広いキャンパス間を行き来
できるようになった。
　より効率的に車を利用したいとい
うニーズの高まりは、日本国内でも
同様だ。オリックス自動車の運営す
るカーシェアリングサービス「オリッ
クスカーシェア」の会員数は、2010年
3月末時点で9000人だったが、9月末
には2万4000人へと増えた。
　マツダレンタカーと駐車場運営の
パーク24のカーシェアリングサービ
ス「タイムズプラス」も、2009年末に
4000人だった会員数を、2010年末に
は約3万人へと大きく増やしている。
　ユーザーが急拡大する理由として
は、2010年にカーシェアリングとい
うキーワードとその有益性が消費者
の間で浸透してきたことが挙げられ

る。調査会社のクロス・マーケティ
ングが首都圏在住の2000人に対し実
施したカーシェアリングに関するア
ンケート調査によれば、その認知度
は9割に達している。
　こうした中、個人間で車を「シェア」
できるサービスも登場している。こ
のサービスは、ディーラーでの試乗に
近い役割を担う可能性もある。

個人間の車賃借をマッチング
　ネットサービス運営ベンチャー企
業ブラケットの「CaFoRe（カフォレ）」
は車の貸し手と借り手をマッチング
させるWebサイトだ（図2）。「日本の
乗用車の稼働率はとても低い。活発
に利用されれば、そこに新しい消費
が生まれる」という光本勇介社長の
考えから生まれた。現在、貸し手と
借り手を合わせて、約5000人が登録
している。
　「車を手放す人が増えているが、維
持する負担をほかの人とシェアでき
れば、手放すのを食い止められるは

ず」と光本社長は語る。確かにオー
ナーが維持費をほかのカフォレユー
ザーとシェアできれば、車を持ち続
けようと思うかもしれない。あるい
は、寿命が訪れた時には買い替えを
考える可能性もある。
　「車を手放すことも考えていたが、
愛着もあったし、カフォレを利用して
みて考え直した」
　東京都品川区在住の小川智史さん
は、所有するSUV（多目的スポーツ
車）「シボレー・ブレイザー」を、2009
年からカフォレで1日3500円で貸し
出している。「貸し出す日が最も多かっ
た月には、1カ月で3万円の収入にな
り、駐車場代が浮いた」と満足気だ。
　また、人に貸し出すようになった
ことで、「こまめにガソリンスタンド
で洗車したり、空気圧を確認したり
と車に触れる機会が格段に増えた」
と、以前よりも車を大切にするよう
になったことを実感している。
　他人に車を貸し出すことについて
は、「サービス提供側で保険などが整
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図3▶ソニーマーケティングは交換レンズ
貸し出しサービスで購入意欲を喚起

レンズの交換が可能なデジタルビデオカメラ
「 NEX-VG10」などの購入者向けに、同社が所
有するレンズを貸し出すサービスを展開

備されているし、まだ利用者も限られ
ているので、そこまで不安はない」（小
川さん）。これまでに車を貸し出した
回数は25回で、一度もトラブルはな
いという。
　ただ、ユーザーが増えてきた時に
は、例えばTwitterなどで素性が分
かるようにサービス側で対応をお願
いしたいと語る。今後は、借り手と
してホンダのスポーツ車「S2000」を
試してみたいそうだ。
　実は、小川さんのような“試乗代わ
り”の目的でカフォレを利用するユー
ザーも多い。「ホンダの『インサイト』
が貸し出された時はすごい人気だっ
た」と光本社長。「購入を検討してい
る人が集まった」との見方だ。車の
購入を検討していても、ディーラーで
の試乗は、その後にセールスを受け
ることを懸念して腰も重くなる。
　カフォレなら1日数千円で注目の
車を気軽に運転できる。自社の製品
にまず乗ってもらいたいと考える自
動車メーカーにとっても、マーケティ
ングの場となる可能性もある。
　貸し出されている車は、国産車か
ら、フェラーリやポルシェといった外
車まで様々で、160台以上が登録され
ている。1日当たりの利用料金は、国
産車でレンタカーのおよそ3分の1程
度の2500～3000円で設定している
貸し手が多い。
　時間と距離を越えて人と人を結び

つけるネットは、カフォレのように従
来不可能だと思われたことも容易に
実現してしまう。しかし、それにより
現行の法制度の枠組みまで越えてし
まうこともままある。
　原則として、乗用車を有償で貸し
出すには、国土交通省の運輸支局が
定める「自家用自動車の有償貸渡し
の許可基準」に基づき、事業許可を
受ける必要がある。これは、個人も
例外ではない。カフォレでは借り手
が支払う料金を、車の「レンタル料」
ではなく、貸し手との「交渉料」とい
う形式にすることで、この問題を回避
している。
　車を使ってもらうことが、新しい
消費につながるという考えに基づい
て生まれたカフォレだが、その考えは
何も車だけに当てはまるものではな
い。そうした考えを、既にマーケティ
ングに生かしているソニーマーケティ
ングの事例を続いて紹介しよう。

レンズレンタルで購入意欲向上
　同社はデジタル一眼カメラ「NEX-
5」や、レンズ交換式のデジタルビデ
オカメラ「NEX-VG10」などの購入者
向けに、交換レンズのレンタルサービ
スを展開している（図3）。
　該当機種の購入者は、数千円のレ
ンタル料で、高額な交換レンズを利
用できるようになる。レンズの種類
は全部で28種類が用意されている。

例えば、同社のEC（電子商取引）サ
イト「ソニーストア」で7万1400円で
販売しているズームレンズであれば、
2泊3日で3480円で借りることができ
る。ソニーマーケティングが所有す
るレンズの価値を、顧客とシェアし
ているわけだ。
　入門機種や女性向けの軽量な機種
の登場で、一眼デジカメは性別年齢
問わず、広く使われるようになった。
その魅力の1つは、レンズを交換する
ことで、広範囲な写真や被写体に近
距離まで寄った写真など、本体を買っ
たときに付属するレンズとは違った
写真を撮影できることだ。
　ただ、交換レンズは高価なものが
多く、中には本体よりも高価な場合
もある。カメラの初心者には、数万
円のレンズの有用性はWebサイトや
紙のカタログだけでは伝わりにくく、
そうしたライトユーザーが販売店で
試用するとも考えにくい。
　それであれば、低額のレンタル料
でレンズを貸し出して、利用者に好
きなシチュエーションで自由にレン
ズを使ってもらい、楽しみを手軽に
体験してもらう。そこで交換レンズ
を使う楽しさを味わってもらえば、
何かの機会に今度は自分でレンズを
購入してみよう、となるきっかけ作り
を狙ったという。
　企業、あるいは個人が持つモノの
価値を共有する。そうして、新しい
ニーズを生み出していくマーケティ
ング手法は、今後様々なジャンルの
製品に広がりそうだ。次に紹介する
トレンドは「モノの交換」。ブログや
SNSを通じた交流で信頼関係を築い
た者同士の間でモノを売買する動き
が起こっている。
 （中村勇介、ジャーナリスト 津山恵子）
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図4▶女性ユーザーが大半を占めるブログサイト「デコログ」

2007年に運営を開始した「デコログ」は、女性を中心にクチコミで利
用が広がり、2010年10月には月間PVが60億に達した。ユーザー
の約9割を女性が占める、女性のためのブログサイトになっている

●デコログの月間PVの推移

http://www.dclog.jp/

●デコログのトップページ

0

10

20

30

40

50

60

70

10
月

9
月

8
月

7
月

6
月

5
月

4
月

3
月

2
月

1
月

12
月

11
月

10
月

9
月

8
月

7
月

6
月

5
月

4
月

3
月

2
月

1
月
2009年 2010年

（億） 第2回のフリーマーケット開催

第1回のフリーマーケット開催

　まだ夜も明けぬ午前4時の京セラ
ドーム大阪。その場には似つかわし
くない“ギャル”たちが暗がりの下、
列を作り出した……。
　彼女たちが待っているのは、女性
だけのフリーマーケット「ギャルマ」
の開始だ。ミツバチワークスが運営
するケータイ向けのブログサービス
「デコログ」の利用者らが集うギャル
マには、2010年5月に開催した第1回
は大阪だけで3000人が集まった。
　10月には第2回が開催され、東京、
大阪、福岡の3カ所の会場で合計1万
2000人以上が来場した。この2回目
の大阪会場ではオープンを待つ列が、
京セラドーム1周半にまで及ぶ大盛
況となった。
　従来のフリーマーケットは性別、
年齢、ライフスタイルも全く異なる人

たちが集まるものだ。参加者が興味
のある商品が出品されるかどうかも
分からなければ、誰が提供した商品
かも分からない。だから消費意欲も
さほど高まらない。
　ギャルマの参加者は同世代の女性
ということだけでなく、デコログを通
じて間接的な顔見知りでもある。好
きな商品の嗜好が似ており、しかも
ある程度の信頼関係も既に構築され
ている。それらが、これまでフリー
マーケットに参加したことのない若
年層の女性の参加を後押しすること
になっている。
　ブログ、そしてFacebookなどソー
シャルメディアの浸透は、共通の趣
味・興味・関心を持つ消費者を自然
と分類していく。同じカテゴリーに
分類された消費者たちは、絆に似た

ような信頼で関係づけられる。その
人たちが集まったフリーマーケット
が活況を呈するのはむしろ自然だ。
これが「Facebook時代の新たな消費
スタイル」である。

約9割が女性のブログサイト
　“共通インフラ”となったデコログ
の魅力とはいったい何なのか。具体
的に、ギャルマの実態に迫っていこ
う。
　2007年2月に運営が始まったデコ
ログは、ケータイでブログの作成や更
新ができるサービスだ。ブログ開設
数は200万を超え、月間ページビュー
（PV）は60億以上でユーザーの88％
は女性、しかも16～21歳が82％を占
める（図4）。
　女性ユーザーがデコログを継続的
に使いたくなるためのキーワードは
「安心」である。女性が安心して使え
るサービス作りの徹底が同社の運営
方針だ。
　まず機能面。デコログが持つ、ケー
タイの「デコメール」で文面を作って
送信するだけで、そっくりそのままブ
ログとして更新できる機能は「かわい
いブログが簡単に作れる」と利用者
から好評だ。
　また、デコログの運営開始から約1
年後にキーワード検索機能を撤廃し
た。同社の光山一樹社長によれば、
「検索キーワードを分析していると、
あからさまに出会いを目的とした（男
性による）キーワード検索が増えてき
た」のが撤廃の理由だ。

トレンド2　知り合いフリマーーモノの交換

ブログ発のフリマに1万2000人の“ギャル”参加
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図5▶ブログ発のフリーマーケットには1万2000人が参加

デコログのユーザー向けフリーマーケッ
トを開催。5月に実施した第1回には
3000人、東京、大阪、福岡の3カ所で
実施した第2回には1万2000人以上
が訪れた。出店者がここで商品を販売
して得た収益は、新しい洋服の購入資
金になる

第2回には10社の企業がブースを設
けて出店した

フリマに出店した企業ブース

　掲載する広告にも気を使う。デコ
ログはアダルト系や出会い系などの
広告は一切掲載しない。こうしてで
きあがった女性だけの楽園は、ある
現象を生み出した。

初出店で5万円の売り上げ
　ユーザー間でブログを介した「服
の売買」が始まったのだ。ここに目を
付けた光山社長は、「そのやり取りは
コミュニケーションとしては面白い
が、実際にはユーザー間で服の発送
などの作業が発生するため、彼女た
ちにとって面倒だと思った」。そこで、
売買のやり取りを仲介する場として
作ったのが、女性だけのフリーマー
ケットであるギャルマだ。
　ギャルマの参加料金は入場料が
300円で、2人なら500円。フリーマー
ケットへの出店料は1500円だ。ミツ
バチワークスは出店する旨を連絡し
てくれたユーザーのブログを、デコロ

以上売り上げた子もいますよ」。フ
リーマーケット初参加となった池田
沙代さんは、その戦果に声を弾ませ
ていた。

企業マーケティングの場に
　ギャルマは、企業にとってのマー
ケティングの場にもなっている。第2
回ギャルマには、渋谷で化粧品など
を販売するショップ「SBY」を運営す
るオゾンネットワークや、アパレルの
ネット通販事業の夢展望、美容品
メーカーの響が製造・販売するボディ
ローション「ラプッチ」など10社が販
売ブースを設けた。
　「店舗や自社のEC（電子商取引）サ
イトなどでは、ブランド力の低下を恐
れ踏み切れない安売りも、フリーマー
ケットならと、袋詰めを1000円で販
売した企業もありました」とは光山社
長。メールマガジンの会員に登録し
てくれれば、さらに割引するといった

グのトップページで紹介するなどし
て企画を盛り上げた。
　出店を決めたユーザーの中には、
自分のブログでどんな商品を出すか
を記事にする人も多かった。デコロ
グのトップページに張られたブログ
へのリンクをたどって、その記事を訪
れたほかのユーザーがコメントを残
す。そのコメントに、ブログの主が返
信する。そんなサイクルによって、
ユーザー間の絆はより深まっていっ
た。
　普段からやり取りしていたあの子
に会える。いつも読んでいるブログ
の筆者と話ができる。ギャルマの告
知はデコログ内での広告掲載だけ
だったにもかかわらず、人と人とのつ
ながりが呼び水となって入場チケッ
トは完売。第1回から300の出店者が
集まり、3000人が来場した（図5）。
　「出店の売り上げは5万円ぐらいに
なりました。大阪の友達では10万円
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従来のフリーマーケットサイトとリブリスの違い

図6▶Twitterと連携したフリーマーケットサイト「リブリス」

従来型 リブリス
同サイト用に
入力 プロフィール Twitterのアカ

ウントを利用
見知らぬ
ユーザー 売買相手 Twitterの

フォロワー
サイト内で
閉じている 出品情報 Twitter上に

広がる
http://www.livlis.com

手法で会員獲得につなげていったと
いう。
　光山社長は、既に第3回を計画し
ている。次回は、東京、名古屋、大
阪、福岡の4カ所で2万人の動員を見
込む。若い女性をターゲットにした
イベントでは、「東京ガールズコレク
ション」（TGC）が有名だ。2010年の
TGCの来場者数は3万200人。「ギャ
ルマは、いずれ来場者数でTGCを超
える」と光山社長は意気込みを見せ
た。
　ギャルマは、知り合い方などはネッ
トを通じてだが、商品の売買はリア
ルのイベントで行われる。すべての
売買をネットで完結するフリーマー
ケットは、なかなか普及しなかった歴
史がある。

閉鎖となった「シェアモ」
　例えば、ネットビジネスを企画・開
発するエニグモは、消費者間で様々
な製品を分け合うサービス「シェアモ」
を提供してきたし、ヤフーは物々交
換サイト「Yahoo!なんでも交換」を展
開してきた。しかし、Yahoo!なんで
も交換は昨年7月に閉鎖。シェアモ
は今年1月31日にサービスを終了す
る。
　シェアモはサービス開始当初にテ
レビなどメディアで大きく取り上げ
られ一躍注目を浴びた。エニグモの
広報・宣伝室の桐山雄一氏は「当社
のサービスの中でもシェアモは最も
認知度の高いサービスだったのに…」
と悔やむ。
　シェアモの問題は、サービス利用
時に自身のプロフィールを入力する
必要があったこと。さらには、基本
的に取引成立後でしか商品を譲る相
手が分からず、使い始めは心理的ハー

ドルも高いことなどもあって、会員数
はサービス開始から2年で5万人と伸
び悩んだ。
　ところが、Facebookをはじめとす
るソーシャルグラフが利用者間の信
頼の担保になりつつある今、状況は
ガラリ変わった。
　昨年末、1つのサービスが始まっ
た。フリーマーケットのWebサイト
「Livlis（リブリス）」だ（図6）。ある商
品を手放したい人と欲しがる人を仲
介する。開始から約1カ月だが既に1
万件以上の商品が会員から寄せられ
るなど盛況だ。Twitter上のフォロー
関係が互いの信頼のベースとなる。
　Twitterアカウントを流用するた
め、利用者は会員登録時にわざわざ
プロフィールを入力する必要がない。
出品者、落札者は共に、相手の
Twitterページを訪れれば、これまで
のツイートを見ることができ“生の人
柄”が分かる。
　例えば、不要になった子供服を誰

かにあげたいと思った時。オークショ
ンサイトに出品したら、誰が落札す
るか分からない。リブリスなら、欲し
いと手を挙げた人が複数人いたとし
て、ある人のツイート内容から家事
育児に忙しい様子がうかがえれば、
その人に使ってもらいたいと思うの
が人情だ。Twitterのフォロワー限
定で出品することもできる。
　「モノの『利用』が進めば消費につ
ながる」
　リブリスを運営するkamadoの川
崎裕一社長はそう指摘する。世の中
には、ある人にとっては単なる「所有」
にとどまっているモノがたくさんあ
る。それを「利用」したい人に渡すこ
とで、新たな消費が生まれるという
のだ。今まで見向きもしなかったも
のでも、一度使い慣れてしまえば、そ
れが壊れた時には、今度は自分で買
いたくなるからだ。ソーシャルメディ
アの台頭が、その動きを加速させて
いる。
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日本人
「英語を学びたい」

英語で
日記を書く

米国人
「日本語を学びたい」

日本語で日記を書く添削する

添削する

http://lang-8.com

学習したい言語で書いた日記
をユーザー同士で添削し合う
ことで、無料で学習できる

●Lang-8

図7▶日記を添削し合うことで語学学習できるLang-8

　最後にご紹介するトレンドは、ネッ
トのコミュニティーに参加する人々
が持つ知恵や技術を共有して、ネッ
トで助け合う「情報の共有・交換」だ。
その一例として、無料の語学学習サ
イト「Lang-8」を紹介しよう。
　誰もが必ず1つは持つ「言語」とい
う情報スキル。それをシェアするこ
とで、語学学習できるのがLang-8の
特徴だ。このサイトでは、習得した
い言語で日記を書くことが主な学習
方法となる。日記を書くと、その言
語を母国語に持つほかのユーザーが、
文脈や単語の間違いなどを添削して
くれる（図7）。
　また、ユーザーが日本人であれば
Lang-8のマイページには、日本語を
学習しようと励む外国人ユーザーが
書いた日記が表示されて、逆に日記
を添削してあげられる。ユーザー間

のコミュニケーションを通じて、語学
学習できる仕組みだ。Lang-8の会員
数は約21万人で、今も毎月1万人ず
つ増え続けている。1日に投稿され
る日記の件数は1200件以上にも上る。

顧客ターゲットがピタリ一致
　ユーザー同士が言語という情報ス
キルを活発にシェアするLang-8のサ
イト上でマーケティングを展開すれ
ば、自社の製品情報もシェアしても
らえる可能性がある。それを実践す
るのが、英語学習の教材を販売する
ロゼッタストーン・ジャパンだ。
　2010年12月からLang-8と共同で
キャンペーンを実施している。ロゼッ
タストーンの英語学習教材は、英語
のレッスンが収録されたCD-ROMと
ヘッドセットを組み合わせたもの。
パソコンから流れる音声に続いて、

発声することで英語を学ぶ。
　Lang-8で英語を書いて学び、ロ
ゼッタストーンの教材でしゃべるこ
とを学ぶ。そうすることで、学習効
果は一層高まる。そんなメッセージ
を訴求するには、英語の学習意欲が
高いLang-8のユーザーは、顧客ター
ゲットとしてうってつけだった。
　キャンペーンは、Lang-8ユーザー
100人にヘッドセットをプレゼントし
て、ロゼッタストーンのトライアル版
「トライロゼッタストーン」を試して
もらうことを狙った。
　その体験談をキャンペーンページ
からTwitterに投稿してもらい、英語
学習に興味の高いLang-8ユーザーの
フォロワーへの情報波及を期待した。
狙い通り、先着順だったヘッドセッ
トのプレゼントは、応募開始から9日
で100人に達した。
　ロゼッタストーン・ジャパンコン
シューマー事業部ディレクターの鈴
木知行氏は「メーカーが自社製品の
良さを声高に叫んだところで、製品
の魅力は伝わりにくい」と指摘する。
だからこそ、英語の学習意欲が高い
Lang-8のユーザーを中心に、ほかの
ユーザーやTwitter上のフォロワー
に製品の体験談をシェアしてもらう
方が、魅力が伝わると考えて企画を
実行したという。
　ユーザー同士が情報をシェアする
場に企業が顔を出し、共有したくな
る情報を提供して製品の魅力を伝え
ていく。そうしたBwithCのマーケ
ティングは一層重要性を増しそうだ。 

トレンド3　ネット助け合い－－情報の共有・交換

無料の語学学習サイトで英語教材を売る
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◯ソーシャルメディアによる他者との信頼関係の構築
◯余剰キャパシティを活用する意向の高まり
◯クリティカルマスを超える

シェアが広がる3つのポイント
レイチェル・ボッツマン／
ルー・ロジャース　著
小林弘人　監修・解説
関美和　訳

　今なぜ、シェアが新たな消費を生
み出すキーワードとして注目が高まっ
ているのか。冒頭でご紹介した書籍
『SHARE』によれば、その背景には大
きく分けて3つのポイントがある。
　1つ目のポイントは、ソーシャルメ
ディアを使った、他者との信頼関係
の構築だ。消費者同士でモノを売買
する際に、取引相手とのやり取りは
従来、基本的に取引成立後に初めて
発生していた。そのため、取引相手
との信頼を担保するのは、過去の取
引履歴が中心となってきた。つまり
初めてやり取りするときには、見知ら
ぬ誰かを信用しなければならなかっ
た。

Facebook時代に芽生える信頼
　ソーシャルメディアが普及した
「Facebook時代」では、ソーシャルグ
ラフ上でつながる知人との間で、製
品や情報を共有できるようになった。
「あの人が使っていた製品なら信頼で
きる」「あの人なら大切に使ってくれ
そうだ」。そんな信頼関係がシェアを
加速させる。
　ここまで紹介してきたように、ブロ
グやTwitter上での信頼関係を生か

したサービスは既に登場している。
今後は、サービスのオープン化を進
めるmixiや、実名での利用を推進す
るFacebookのソーシャルグラフを使
うことも可能になる。
　また、1人のユーザーが複数のソー
シャルグラフを持ちつつあることも、
様々なシェアを生み出す一翼を担い
そうだ。例えば、Facebookでは仕事
の関係で知り合った人たち、mixiで
は学生時代の友人、Twitterでは趣
味が合う友人といった具合だ。各ソー
シャルグラフに対して最適な製品や
情報をシェアしたいというニーズは
一層高まるだろう。
　2つ目のポイントは、余剰キャパシ
ティを活用する志向の高まりだ。買っ
たけど読まなかったビジネス書。休
日は使われない業務用の車。買い換
えて必要の無くなった古い電気ストー
ブ。周りを見渡せば、“余剰キャパシ
ティ”はいたるところに存在する。
　前出のリブリスを展開するkamado
の川崎社長は「リブリスでは、オーク
ションで数千円程度のお金を稼ぐよ
り、それを欲しがる人に有効活用し
てもらうことにこそ価値を感じる人
も多い」と言う。余っているモノを人

に使ってもらいたい。そんな価値観
の広がりがシェアという概念の浸透
を後押ししている。
　最後のポイントは、クリティカルマ
スを超えること。クリティカルマス
とは、製品やサービスの普及率が、市
場全体の約10～20％に達することを
指す。
　例えば、カフォレで車を借りようと
した時に、自分が住む地域に借りら
れる車が１台も無ければ、カフォレの
Webサイトからは離脱してしまうだ
ろう。逆に、貸し手が溢れているの
に、借り手がいないという状況でも
サービスはうまく展開していかない。
貸し手と借り手の双方がある程度潤
沢になってこないと利用は広がらな
い。首都圏から広がっているこのサー
ビスが、地方でも登録が増えていく
かどうかが成否を分ける。
　一方、ソーシャルメディアの普及度
は疑いなくクリティカルマスとなっ
ており、シェアが広がる土壌は整っ
た。シェアが消費を救う特効薬と成
り得るか。それは、ソーシャルグラフ
の友人と製品や価値を共有するとい
う概念がいかに浸透するかにかかっ
ている。

信頼関係、余剰キャパシティ、クリティカルマスがポイント
シェアが広がる背景とは？


