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はじめに 

福島第一原発の事故を踏まえ、電力についての関心が高くなっています。特に原発の
再稼働という問題について議論が必要な時代であります。一般に１００パーセント安全
なものはありません。もちろん、安全の確率を高める努力をすることは、大切なことで
す。議論の一つのポイントは、事故が起こったとき、どの範囲にどれほどの被害を出す
かということです。すなわち事故による被害の範囲と程度が指標です。種々の事故の中
でも、原発事故は非常に深刻な事故です。 

 
１． 電力不足の解消のための考え方 

一般に電力不足は経済を減速させる懸念が考えられます。また大停電が危惧されます。
このような問題を解消する一つの方策は、供給面からのアイデアです。再生可能エネル
ギー（太陽電池・風力・地熱等）の開発が急がれています。さらに、現状の電力供給を
工夫することも考えられ、次の主な３点が言われています。第１は揚水についてです。
電力の繁忙時に集中して揚水を対応することで効率を上げること。第２は電力供給を行
う他社からの電力の融通を増やす方法です。これは買取り価格を上げて対応することで
す。第３は現時点における太陽電池による発電を積極的に取り入れること。ただ供給面
おいて、一般に利用しやすい料金ならば、使い果たそうと需要者は動くものである（パ
ーキンソンの法則より）という問題を忘れてはなりません。 

 
一方、電力不足の解消は、供給面だけでなく需要面があります。その需要面でよく言

われ実施されてきた方策は節電です。確かに節電は大切なことです。しかし、単なる節
電という方策ではなく、重要なことは大停電を阻止しながらも、供給される電力を有効
活用していくことではないのでしょうか。したがって、「安全・安心」を第一に考えた
手段で電力供給量を増やし、それを有効に活用するのです。ただし、全体の供給量を踏
まえ「思いやり」・「分かち合い」という考え方を人間が持つことが大切であると考えて
います。（『北風と太陽』で言えば、太陽的な見方です。） 
 
 この太陽的な見方を図で表せば、次の図１の（a）（b）（c）のようになります。 
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図１の（a）において、一日の電力使用状況では①の部分が供給量をオーバーする状況
を示すものとします。この部分を節電やピークロード プライシング（混雑料金制度）
で②に移動するようにします。この時点では、『北風と太陽』で言えば、北風的な見方に
なります。 

ところが、「安全・安心」を第一に考えた手段で③の部分の電力供給量を増やします。
その部分を有効に活用するようにします。これにより、利用者は利用しやすい料金を実
現させ、同時に電力会社等の供給者は売上げ増となるようにするのです。なお、利用者
は、個人の自由な利用を行いながら、結果としては全体の供給量を踏まえた利用状況を
形成していきます。自然に「思いやり」・「分かち合い」という考え方を実践していって
いることになります。 
 
 このような仕組みを一つのビジネスモデルとして構築したものが、FS 技術でありま
す。そこで FS 技術による「ふえる de ポイント」について次章で述べてみます。 
 
２． FS 技術による「ふえる de ポイント」 

FS 技術は、経済学理論を応用したアイデアです。巧みな仕組みが組み込まれている
ことが経済学の本質の一つと言っても過言ではありません。FS 技術は、より早い総売
上目標達成率に連動してボーナス FS ポイントが付与されるという特長があります。こ
れは、電力の利用促進策としての「呼び水（撒き餌）」という触媒となります。したがっ
て、FS 技術は、従来の顧客の獲得はもちろん、新規の顧客を呼び込むことができます。
さらに、これらの顧客を継続的かつ強力に囲い込むことができる特長を持っています。 
 そこで、先述の電力不足を解消するための需要面から見た一つのビジネスモデルとし
て FS 技術を投入する方法「ふえる de ポイント」を提案します。 
（１）「ふえる de ポイント」（一例）について 
電力料金を支払う利用者は、その支払いのための利用補助券として次に示す「ふえる de

ポイント」というカードを購入します。このカードは一種のプリペイドカードのようなも
のです。 
利用者は、売り出し開始日から一定期間有効の FS 技術による「ふえる de ポイント」を

１０，０００円（１）で購入（チャージ）すると、最初１０，０００〔FS ポイント〕（１０，
０００〔FS ポイント〕にプラスアルファを付けてもかまいません。）の FS ポイントが得ら
れます。さらに、利用者は、より早く総売上目標達成率が高くなればなるほど（「ふえる de
ポイント」全体の売上目標額に、より早く近づくほど）、ボーナスとしてのボーナス FS ポ
イントが追加チャージされます（２）。 
このようにチャージされたFSポイントの使用は、電気料金の支払いにおいてのみ限定します。さら

に、ETCマイレージサービスのような引き落とし制度を利用すること等の方法が考えられます。 
 
 
 

③③

図１  一日の電力使用状況（縦／横軸：使用率／時刻） 
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（２）「ふえる de ポイント」による供給者に対する効果の概念図 
「ふえるdeポイント」による供給者に対する効果の概念図を図２に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 「ふえる de ポイント」による供給者に対する効果の概念図 
 

３． FS 技術を投入しての「ふえる de ポイント」のメリット 
 「ふえる de ポイント」による手法のメリットを列挙すると次のようになります。 

① 「ふえる de ポイント」の FS ポイント（ネットワーク外部性によってボーナス
FS ポイントは増加します。）で電気料金の支払いに充てることにより、電気料
金の支払い額をあたかも低下させる状況になります。したがって、利
用者の利用を従来以上に高めることにもつながるものと推察します。 
そして、電力会社等の供給者は早期の売上げ増が期待されます。 

② 先述の①の「ネットワーク外部性」が働くので、継続的かつ強力な顧
客の囲い込みが期待されます。 

③ 先述の①によって、電力会社等の供給者は、電力供給における更なる「安
全・安心」を形成する基盤の原資となることができます。 

④ 「ピーク・ロード プライシング」のような仕組みを持っていますので、需要
の平準化を行います。 

⑤ ボーナスFSポイント総数は、上限が初めから設定されています。したがって、需要等に
応じた上限の範囲内でボーナスのFSポイントを出しますので、安定運用ができます。

「ふえる de ポイント」 電力利用 

（新規需要も含

む） 

FS ポイントに

よる利用促進

効果 

早期の売上げ増 

FS 技術による「早く」 

＋「ネットワーク外

部性」により 

継続的かつ強力な顧客

の囲い込み 

相乗効果として

売上増に貢献 
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なお、通常のポイントカードでは、ポイント総数の上限が明確ではありません。 
⑥ 従来の電気料金の支払いの方法も併存していますので、「ふえる de ポイント」

制度の導入リスクを低減する要素を持っています。 
⑦ 通常のポイントカードに比較して、先述の⑤に示す安定運用、さらにネットワ

ーク外部性が働きやすいという特長を持っています。 
⑧ 「ふえる de ポイント」の考え方は、「One  for  All, All  for  One.」
を基にしており、個人の自由な行動を確保しつつ望ましい「個人合理性＜全体合理性」の状
況に導くものです。この実践は、多くの方の琴線にふれるものであると考えています。 

 
おわりに 

FS 技術は、電力の需要の問題だけでなく、消費税の値上げの問題、及び飛行機・本
四道路の料金システム等についても、需要者と供給者に WIN-WIN の関係を形成すること
ができるものと考えています。さらに、FS 技術投入による実践が牽引となり、FS 技術
の柱である「One  for  All,  All  for  One.」という考え方が、広く社会における「思
いやり」・「支え合い」をより堅固にする一つの基盤となることを期待します。そして、
この考え方がジャパンスタンダードとなり、さらに世界へ向けて発信されることができ
れば幸甚です。 

 
注 

（１）「ふえる de ポイント」は、個人名義や企業名義での発行より、転売はできません。 
  なお、「One  for  All,  All  for  One.」のコンセプトのために販売期間中の「ふえ 
  る de ポイント」の購入制限（チャージ額の制限）を設けることにします。（個人購入 

や企業購入ごとに制限額を設けます。） 
ところで、一口１０，０００円という額は一例であり変更は可能です。なお、この

額が高すぎると「ふえる de ポイント」が購入されにくくなりますので、「呼び水」効
果が発揮できにくくなる可能性があります。またボーナス FS ポイントの上限は、「呼
び水」の効果と費用との関係を考慮して決定しなければなりません。 

（２）FS 技術は、経済学理論の「ネットワーク外部性」にプラスアルファとして「早く」
という仕組みをシステム的に投入したものです。この「ネットワーク外部性」は、そこに
参加する人が増えれば増えるほど、すでに参加している人も、新規に参加した人も、利便
性が高まる（本稿の場合は、ボーナスとしてボーナス FS ポイントが追加されるというこ
とです。）という現象を言います。したがって、「ネットワーク外部性」は、一般にコンピ
ュータのようにハードウェアとソフトウェアを組み合わせて使用する場合等に働くことが
考えられます。本稿の内容に例えれば、このようなハードウェア的なものが既存の商
品（電気）に当たります。そして、ソフトウェア的なものが「ふえる de ポイント」
と見ることができます。ソフトウェア的なものが充実すればハードウェア的なものも
売上げが伸び、そしてハードウェア的なものが充実すれば、ソフトウェア的なものの
売上げも伸びるという相乗効果が生まれます。さらにこの仕組みは継続的かつ強力に
維持されることが期待されます。 

このネットワーク外部性が強く働くためには、早く普及することが重要です。そこ 
で FS 技術は、このキーワードである「早く」というものを先述のとおりその特長の
一つにしているのです。一方、この考え方の基になった発明は、次に示す日米のビジ
ネスモデル特許を取得しております。 
 
※ビジネスモデル特許 
●日本： 

利用サービス用記録媒体，この運用支援設備，利用度数の初期値決定システムおよ
び利用度数の初期値決定装置 

［特許第 3685757 号］（平成 17 年 6 月 10 日取得） 
●米国： 

Prepaid  available  number-of-times-of-unitary-use  storage  medium  for  
making  use  of  pay  services,  initial  value-setting  system  and  
device,  and  operating  system  

［Patent No.: US 7,392,227 B2］（Date of Patent: Jun.24,2008） 


