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1．はじめに

　会員カードにより財布がパンパンに膨れ上
がってしまっている人は決して少なくはないで
あろう。結果，たとえ無料であっても会員カー
ドの勧めを拒否することは日常茶飯事の出来事
になっている。一方，ネットの世界における会
員制には物理的なカードは存在しないものの，
それでもなお登録の煩わしさや個人情報漏えい
のリスクなどを勘案し，多くの消費者は簡単に
は会員登録を行わない。
　このように無料であっても現代の消費者を会
員に取り込むことは容易ではない。さらに，有
料会員となると，消費者が感じる障壁は一段と
高くなる。結果，サービスを提供する側の企業
にとって有料会員獲得という課題には格段の困
難さが生じる。
　しかしながら，どれほどの苦労があろうと
も，有料会員の獲得には多くの魅力があること
は事実である。例えば，あらゆる業界において
既に多くのコンペティタが存在しており，新規
顧客獲得には大きなコストを要する。会員化に
は顧客の囲い込みという側面があり，新規顧客
獲得のコストを大きく低減させる効果が期待で

きる。さらに，たとえ顧客がサービスを利用し
なくとも，会費は獲得できるため，経営が安定
するという側面もある。よって，無料会員の獲
得，さらに有料会員化は競争が激化する現代の
市場環境において，企業にとって極めて重要な
課題であるといえよう。
　本稿においては，こうしたテーマに関連した
マーケティングにおける先行研究であるクロス
セリンやアップセリング，有料会員化と関連す
るフリーミアムの研究に対する調査，無料会員
の獲得および有料会員化に関する事例研究を実
施し，無料会員の獲得・有料会員化を促進する
マーケティングにおける重要な要素および枠組
みについて検討する。

2．クロスセリング・アップセリング

　クロスセリングやアップセリングは古くから
マーケティングの実務において一般に広く行わ
れている伝統的なテクニックである。Oxford 
Learner’s Dictionaries によると，クロスセリ
ング（Cross-selling）は「すでに会社から製品
を購入している顧客に別の追加製品を販売する
活動」，またアップセリング（Upselling）は「当
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初意図したよりも多くの製品またはより高価な
製品を購入するように顧客を説得する活動」と
なっている。この定義に従えば，クロスセリン
グはアップセリングに含まれるとも捉えられる。
　アップセリングはレンタカー，航空会社，ホ
テルなど，とりわけサービス業界で積極的に用
いられているが，これまでの学術的研究におい
てはそれほど注目されてこなかった（Guillet 
2020）。しかしながら，カスタマー・リレーショ
ンシップ・マネジメント（CRM；顧客関係性
管理）やレベニュー・マネジメント（収益管理）
の研究においては，企業戦略におけるその有効
性 が 指 摘 さ れ て い る（Bauer 2003; Bolton, 
Lemon, and Verhoef 2004; Reinartz, Krafft, 
and Hoyer 2004; Yi and Baumgartner 2008）。
アップセリングの包括的な定義には，「顧客が
最初に購入しようとしたものよりも，顧客に
とってより機能が高く，企業にとってもより収
益性が高いものに変更させることにより，結果
として，顧客の生涯価値曲線を拡大させる有益
な販売手法」（Carlo 2009, p. 335）などがある。
　このように新規顧客の獲得よりも購入しよう
としている顧客，さらには既存顧客からの売上
を拡大させることは競争が激化する現代の市場
環境において，企業にとって重要な課題となっ
ている。Vyas（2008）は，既存の顧客の開発
による成長は，利益の増加，コストの削減，競
争上の差別化の増加など，価値関数のすべての
側面を強化すると指摘している。
　Kamakura（2007）は，既存顧客との関係性
をマネジメントする CRM におけるクロスセリ
ングのメリットとして，先行研究を踏まえ，以
下の通り，整理している。①既存の顧客にサー
ビスを提供するコストは新しい顧客を獲得する
コストの 5 分の 1。②クロスセリングへの反応
は 飛び込み営業などよりも 2 ～ 5 倍高い

（Andrews 1999）。③顧客の財布と心のシェア
の増加。④心理的スイッチング・コストの増加

（Kamakura, Wedel, de Rosa, and Mazzon 
2003）。⑤顧客のニーズと好みを学ぶことがで
きる。
　このように現代の企業経営において重要な課
題となる既存顧客を獲得・維持するために顧客
の会員化は極めて有効なツールとなり得る。さ
らに，多くの無料会員を有料会員化させること
に成功すれば企業にとって大きなリターンとな
ることは明白である。こうした企業による有料
会員化を促進する行動はアップセリングの一種
と捉えてよいであろう。

3．フリーミアム

　オフライン（リアル）の世界で長きにわたり
実践されてきたクロスセリングやアップセリン
グはオンラインでも活発に取り入れられてい
る。アマゾンや楽天市場といったオンライン・
ショッピング・サイトにおいて，購入しようと
した商品と関連する商品を勧められ，購入した
人は少なくはないであろう。オフラインにおけ
る店員の勘による推奨と異なり，対象商品と同
時に購入された商品データや顧客の購買履歴に
基づく推奨は一般には精度が高い。このように
データを極めて低コストで有効に活用できるオ
ンラインの方がオフラインよりもさらに活発に
クロスセリングやアップセリングが展開されて
いるといえよう。
　また，オフラインの世界とは異なり，オンラ
インでは広告とミックスすることなどにより，
多くのサービスが無償で提供されている。こう
した無償で商品やサービスが提供される仕組み
に関して，Anderson（2009, pp. 22―29）は以
下 4 つに分類している。①直接的内部相互補
助：無料の商品で顧客を呼びこみ，他の利益商
品を販売する。②三者間市場：広告主からお金
をもらい，商品を無償もしくは安く販売する。
③フリーミアム：無料ユーザーの一部に有料の
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プレミアム版を販売する。④非貨幣市場：金銭
でなく注目や評判などを対価として商品を販売
する。さらに，③フリーミアムに関わる具体的
施策として，①期間制限。②機能制限。③座席
数（利用者数）の制限。④顧客タイプに合わせ
た制限（中小企業は無料など）という 4 つのポ
イントを指摘している（pp. 245―246）。また，
有料会員比率に関して，従来のオフラインの世
界では，例えばサンプリングによって 5％の顧
客には無料，残りの 95％の顧客には販売する
ことを目標としていたが，オンラインではもち
ろん商品やサービスによって異なるが，オフラ
インとは逆に 95％が無料，5％から売上を得る
ことができれば成立するケースが一般的なよう
である。例えばゲームなら，5―10％を対象とす
ることで多くのフリーミアムは成立している

（pp. 247―248）。
　本稿のテーマである無料会員の有料会員化は
フリーミアムに関連する。Gu, Kannan, and 
Ma（2018）は，フリーミアム・モデルの成功は，
プレミアムバージョン（有料版）を購入する顧
客の数に依存すると指摘している。また，
Kumar（2014）は，フリーミアムとはフリー
とプレミアムの組み合わせを意味し，ユーザー
は基本的な機能は無料，より充実した機能は有
料で利用すると説明している。さらに，多くの
スタートアップ企業がフリーミアムに注目しな

がらも，うまく運営できていない実態を踏まえ，
6 つのポイントを指摘している。①何をフリー
にするのか？　②顧客は有料サービスの内容を
十分に理解しているか？　③目標とする有料会
員化率は？　④有料会員化に関するライフサイ
クル（図 1）への備えはできているか？　⑤ユー
ザーは商品・サービスの伝道者になっている
か？　⑥継続的なイノベーションを行っている
か？　といったことへの対応の重要性を主張し
ている。

4．事例研究

4.1．オンラインでの無料サービス
　インターネットは 1990 年代半ばより急速に
進展し，現在，数多くの人々の生活にかかせな
いものとなっている。その主たる理由の 1 つと
して，無料で様々なサービスを享受できる点を
指摘できる。検索，動画配信，SNS など，大
変便利なサービスがすべて無料で利用できる。
もちろん，こうした無料サービスが Anderson

（2009, pp. 22―29）が指摘する三者間市場，つ
まり広告などにより実現し，結果，企業が大き
な利益を確保できているのであれば何ら問題は
ない。企業・消費者ともに Win/Win の関係が
成り立っているといえるであろう。
　確かに，検索サービスを提供するグーグルの

図 1　アップグレードのライフサイクル：有料会員のシェアの推移（Kumar 2014）
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広告収入は 2018 年には 1,160 億ドルにまで拡
大しており（statista website），莫大な収益を
あげている（図 2）。筆者の知り合いのグーグ
ル・スタッフ（アメリカ人）は「我々はもはや
広告会社」とまで言い切っていた。しかし，こ
うしたケースはネットに存在する無数のビジネ
スを母数に考えれば極めて稀であると捉えるべ
きであろう。

4.2．大手ドットコム企業の有料化への取組
　このような状況を踏まえ，多くの企業が無料
会員の有料会員化に日々邁進している。オンラ
イン・ショッピング・サイトの大手アマゾンが
展開するアマゾン・プライムなどはその代表的
な事例である（Amazon website）。まず，書
籍を中心にオンライン通販を展開するアマゾン
において，無料会員になると，書籍などは送料
無料で購入できる。扱われている商品点数は膨
大な数におよび，多くの人が利用している。ま
た，キンドルという独自の端末を開発・販売
し，電子書籍ビジネスにも着手している。こう
したアマゾンが展開する有料会員サービスがア
マゾン・プライムである。まず料金は年間プラ

ンが 4,900 円（税込），月間プランだと 500 円
（税込）である。会員特典に関して，対象商品
のお急ぎ便・お届け日時指定便が無料，対象と
なる映画や TV 番組が見放題，200 万曲の楽曲
やアルバム，プレイリストを無料で聞き放題な
どがある。こうしたサービスに対して，費用対
効果が高いと判断している人は多いようであ
り，アメリカだけでも有料会員数が 1 億人を突
破している（図 3）（CIRP 2019）。ちなみに，
アマゾンのネット通販の顧客数は世界で 3 億人
超といわれており，少なくとも 3 分の 1 以上が
有料サービスに加入していることになる。
　また，大手動画配信サイトのユーチューブに
おいても，ユーチューブ・プレミアムという有
料会員サービスが提供されている（YouTube 
website）。月額 1,180 円を支払うことにより，
広告なしでの視聴，動画のダウンロード，バッ
ク グ ラ ウ ン ド 再 生，Google Play Music や
YouTube Music Premium の料金内での利用，
YouTube Originals が見放題といったサービス
を受けることができる。ちなみに，フィリピン
におけるユーチューブ・プレミアムの月額料金
は 159 ペソ（約 340 円）となっており，国の経

図 2　グーグルの広告収入の推移（statista website）
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済状況に応じた価格設定となっていることがわ
かる。また，「ここから先は有料会員のみ」といっ
た有料サービスを展開するユ－チューバ－も増
加している。

4.3．事例研究 1　レシピサイト：クックパッ
ド

　日本を代表するフリーミアム・モデルとし
て，料理のレシピを提供するクックパッド，動
画配信のニコニコ動画，飲食店の情報を提供す
る食べログなどがしばしば取り上げられてい
る。以下，日本で最も成功したユーザー課金型
サービスの 1 つと言われるクックパッド

（https://cookpad.com/）の事例研究を行って
いく。

・企業の概要
　クックパッドの起源は 1997 年に神奈川県藤
沢市にて設立された有限会社コインにまで遡る
ことができる（クックパッド website）。1998
年には料理レシピの投稿・検索インターネット
サービスである kitchen@coin を開始し，1999
年に現在のクックパッドへとサービス名を変更

している。2004 年には有料となるプレミアム
サービスを開始し，2013 年にはプレミアムサー
ビスの会員数が 100 万人を突破している。さら
に 2014 年以降は海外市場にも本格的に進出し
ている。2016 年にはレシピ投稿数が 250 万品
を突破している。2019 年に入り，投稿レシピ
数は約 320 万品，月間約 5,400 万人（国内）が
利用している。

・プレミアム会員
　クックパッドでは月額 280 円（税抜）を支払
うことにより，プレミアム会員になることがで
きる。提供されるプレミアムサービスはレシピ
の人気順検索，絞り込み検索，専門家によるレ
シピの閲覧，カロリーや塩分量の表示などであ
る（表 1）（クックパッド website）。
　プレミアム会員数の推移は図 4 の通りであ
る。まず，日本国内の月間利用者数（無料）は
年によって異なるが，5,500 万人～ 6300 万人
にも達している（クックパッド 2017, 2018, 
2019）。これに対して，有料会員数は概ね 200
万人であり，3％程度となっている。ちなみに，
ニコニコ動画の無料会員は 7,700 万人，プレミ

図 3　アマゾン有料会員数の推移（CIRP 2019）
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アム会員は 180 万人と 2％程度である（カドカ
ワ 2019）。
・ユーザー課金 vs. 広告収入
　クックパッドの売上収益に注目すると，有料
会員からの売上が 85 億円程度と大きな割合を
占めていることがわかる。一方，広告の売上は
顕著な低下傾向にあり，約 33 億円となってい
る（図 5）。広告の売上低下の要因に関しては，

「食品業界における広告資源のテレビ CM や店

頭販促へのシフト」（クックパッド 2019），「動
画を中心とする他社サービスとの競争激化，
ネットワーク広告の市場環境の変化の影響」

（クックパッド 2018）などが指摘されており，
安定した経営のために有料会員の獲得・維持が
いかに重要であるかがわかる。

4.4．事例研究　英文校正サイト：Grammarly
　次に無料会員の獲得および有料会員化に関し

表 1　 クックパッド無料会員・有料会員サービス比較（クックパッド website）

機能 無料 有料

大人気レシピが分かる「人気順検索」 ― ○

「MY フォルダ」にお気に入りを保存 20 件まで 3,000 件まで

旬の人気レシピ「デイリーアクセス数ランキング」 ― ○

毎日の献立が悩まず決まる！「プレミアム献立」 ― ○

ジャンル別の「専門家厳選レシピ」 ― ○

つくれぽ 1,000 人「殿堂入りレシピ」 ― ○

つくれぽ 100 人「今月のつくれぽ 100」 ― ○

つくれぽ 10 人「話題のレシピ」 前日分まで 過去分全て

レシピの「カロリー・塩分量表示」 ― ○

つくれぽ数・調理時間で楽々「絞り込み検索」 ― ○

お得な「会員限定クーポン」 ― ○

図 4　クックパッド有料会員数の推移（クックパッド 2017, 2018, 2019）
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て，急速に勢力を拡大させている英文校正サイ
ト Grammarly（https://app.grammarly.
com/）の事例研究を行う。Grammarly は，
2009 年にアメリカ・サンフランシスコに設立
され，AI による英文校正サービスをネットで
提供している。利用料金は 30 ドル / 月，年間
契約すると 12 ドル / 月になる。
　具体的なサービス内容に関して，会員が作成
した英文を Grammarly のサイトにアップする
と，瞬時にチェックが行われ，様々な情報が提
供される。まず，英文の完成度に対して，総合
得点が示される。次に，正確さ（文法の誤りな
ど明らかなミス）と明快さ（一般に wordy と
呼ばれる，間違いではないが，言い回しがくど
いという問題）という 2 つの視点からチェック
され，修正に関する助言が示される。こうした
ポイントを一つひとつ修正していくごとに総合
得点が上がっていく。こうした作業にはゲーム
のような感覚があり，楽しくもある。無料会員
ではここまでのサービスを受けることができ
る。もちろん，こうしたサービスにより，楽し
みながら，基本的なミスを修正できるのはユー
ザーにとってありがたいことだが，修正が終わ

ると，「さらによりより文章にするために，単
語の選択 00 か所，読みにくい文章 00 か所，セ
ミコロン，引用符などの誤用 00 か所など，計
00 か所の修正ポイントがあります。続きはプ
ライム会員（有料会員）登録後に……」という，
お知らせというか，極めて効果的なプロモー
ションが表示される。
　具体的な例をあげると，筆者が作成した文章
は概ね 65 点程度と採点され，指示通りの校正
を行うと 75 点程度にはなる。しかし，逆を言
うと，有料会員になることなく，80 点は超え
られないという仕組みになっている。無料会員
の有料会員化という視点で捉えるならば，素晴
らしい仕組みが構築されていると言えるだろう。
　恐らく，多くのユーザーは友人とのイン
フォーマルな連絡であれば 75 点程度であって
も十分だが，契約書や議事録などのビジネス文
書，またアカデミックな論文などに対しては
100 点に近いポイントを望むことだろう。筆者
もその一人であり，また有料会員促進のための
マーケティングという研究の視点からも興味深
く，有料会員である Grammarly Premium に
登録した。

図 5　クックパッド売上収益の推移（クックパッド 2017, 2018, 2019）
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　無料会員とのサービスの相違に注目すると
（表 2），まず有料会員においては，対象とする
読者層（一般，知識層，専門家），形式（イン
フォーマル，普通，フォーマル），領域（アカ
デミック，ビジネス，一般，テクニカル，カジュ
アル，クリエイティブ），トーン（普通，自信
に満ちた，楽しげ，分析的など），意図（伝達，
説得など）のすべてを選択することができる。
例えば，領域でアカデミックを選択すると，一
般ではチェックされない，“etc.”や短縮形の使用
に対して修正指示が行われる。さらに，定冠詞
やカンマなどの細かな文法的ミスはもちろんの
こと，“読みやすさ”の視点より，受動態の能動
態への変更なども指摘される。また，文章にお
いて多用されている単語の置き換え，“very”や
“extremely”などの修飾語に対しては修飾され
る単語と合わせ，より特定できる単語の選択
も指示される。確かに，例えば，“Large”や
“Important”などが何度も繰り返して使用され
ているのと，“Broad”，“Enormous”，“Extensive”，
“Essential”，“Vital”，“Significant”，“Crucial”など
が文意に合わせて使用されているのとでは文章
の印象が全く異なってくる。
　一方，Grammarly の問題点を指摘するなら
ば，一般的に 1 文が長い場合が多いが，文法
上，間違いはないものの，理解しづらいと指摘
された場合，具体的な修正指示は示されない。
よって，ユーザー自らが修正しなければなら
ず，不安が残るところではある。この点に関し

ては，人ではなく AI による校正の現時点にお
ける限界といえるだろう。また，こうした作業
を終えると，最終的に概ね 99 点程度にはなる
ものの，例えば，“理解しづらい”と指摘された
ポイントを修正せず，“Dismiss（修正なしで
OK）”をクリックし続けても，「とにかく確認は
された」という理由であろうが，99 点と表示
されることには 1 ユーザーとして，若干，納得
がいかない部分も残った。
　ちなみに，修正せずにスキップする場合，“間
違った指示”や“不愉快な指示”といった理由を
チェックすることができ，こうしたデータを蓄
積して，この AI は学習していくのだろうと感
じた。つまり，顧客にお金を支払わせながら，
自社のサービスを向上させていくという企業に
とって，極めて都合のよいシステムが構築され
ているとも捉えられる。

5．おわりに

　多くの消費者が既に一通りのモノを保有して
しまっている成熟消費社会，多数のコンペティ
タの存在による大競争時代といった環境におい
て，新規顧客の獲得に加え，既存顧客のマネジ
メントに多くの企業が注目している。こうした
なか，従来からメジャーなマーケティング手法
であったクロスセリンやアップセリングに対し
て，より精力的な取り組みが目立ってきている。
とりわけ，人口が減少に伴う市場の縮小化が顕

表 2　Grammarly 無料会員・有料会員サービス比較（Grammarly website）

機能 無料 有料

重要な文法とスペルチェック ○ ○

簡潔さ ○ ○

読みやすさ ― ○

語彙強化の提案 ― ○

ジャンル固有の書き方チェック ― ○

160 億以上の Web ページ・チェックによる盗作検出 ― ○
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著になってきつつある日本において，このよう
な動向は加速している印象がある。
　一方，顧客サイドにおいては，数多くの企業
からのアグレッシブなアプローチに疲弊し，た
とえ無料であっても会員登録を拒否するケース
が目立ってきている。さらに有料会員化への
ハードルの高さは容易に想像できる。
　こうした状況にもかかわらず，オンラインの
世界を中心に数多くの無料会員の獲得，さらに
は有料会員化にも成功している企業がある。一
般には，「無料なのだから」といった甘えにより，

「さほど価値のないサービスでも顧客の許容範
囲であろう」といったスタンスの企業が多く存
在するなか，成功している企業はたとえ無料で
あっても顧客の期待に応えることができる十分
な価値を提供している。だからこそ，数多くの
会員を獲得できているわけである。
　しかしながら，こうした戦略は矛盾を内包し
ていることも事実である。つまり，無料にもか
かわらず，高い価値を提供すると，有料化への
大きな障害となってしまうということである。
例えば，Grammarly に関して，1 ユーザーの
立場から今後，有料会員を継続するか否かは悩
ましい問題である。「無料会員のサービスであっ
ても十分である」との思いと，「いややはり仕
事のアウトプットに関わるため，万全を期すべ
きある」，さらには「30 ドル / 月とのコスト・
パフォーマンス」など，さまざまな思いが交錯
する。
　基本的な商品やサービスの魅力に加え，ユー
ザーが悩ましく思う，こうした問題をいかにう
まく調整するかということがフリーミアム・ビ
ジネスにおける有料会員化の成否を分けるポイ
ントになってくるであろう。
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