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はじめに 

一般に社会における多くのビジネスモデルは、「One  for  One,  One  for  One.」
が主体であると推察しています。すなわち、「自分は自分のために」ということでサービ

スの利用や財の購入に際して、自分のコストに対する自分への便益を明確にしていると

も言えるようです（１）。 

一方、小生の研究である FS（Frequency  System の略）技術によるビジネスモデル「ふ

える de ポイント」は、各々の一人の自分がみんなのために、できる範囲のことをするこ

とにより、それらの結集した努力を必要に応じて各々に配分されるようにするものです。

すなわち「One  for  All,  All  for  One.」（一人はみんなのために、みんなは一人の

ために。）ということです。確かに自分のコストに見合う自分への便益を初めから明確に

していませんので、今までの一般の社会では希有な存在であるかもしれません。しかし、

この考え方は、元来人間が持っている「思いやり」・「支え合い」というものであると考

えています。したがって、この考え方をシステム化した FS 技術によるビジネスモデル

が多くの方の琴線に触れることを期待するものです。 

 

１． 従来の消費税システムの問題点 

 一般に消費税を１パーセント上げることは、国へ約２．５兆円入ると言われます。し

かし、消費税を上げることにより、消費が落ちることが懸念され国の収益が当初の見込

みより減収になることがあります。さらに消費が落ちるということは、経済を減速させ

る問題が起こります。 

 ところで、消費税を上げることにおいて、主に次の内容が達成されることが理想では

ないでしょうか。 

①� 経済が減速しないこと。 

②� 逆進性（一般に消費税率が上がると低所得者ほど収入における生活必需品の購入

費の割合が高くなり、高所得者よりも税負担率が大きくなるということを言いま

す。）を防ぐこと。 

本来税金は「One  for  All,  All  for  One.」（一人はみんなのために、みんなは一人

のために。）であると考えています。しかし、「個人合理性＞全体合理性」が働き、経済学

の「ゲーム理論」でいう、「囚人のジレンマ」の状況が起こっています。この状況を容易に

「個人合理性＜全体合理性」の状況にすることは一般に難しいものと推察します。 

 

２． FS 技術を投入しての「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、消費税の基になる財・サービスの購入・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、先述の消費税を上げる場合の種々の問題点を解消する手法の一つとして、FS
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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 
消費税を支払う消費者（本節において、以下、利用者と称します。）は、その支払いのた

めに次に示す「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（２）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）、ボーナスとしてボーナス FS ポイ

ントが追加チャージされます（３）。 
このようにチャージされたFSポイントの使用は、消費税の支払いにおいてのみ限定します。使用方

法は、一般の電子マネーのようにレジ等の端末で使用します。 
（２）「ふえる de ポイント」による効果の概念図 
「ふえるdeポイント」による効果の概念図を図１に示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 「ふえる de ポイント」による効果の概念図 
 

「ふえる de ポイント」 商品・サービス 

（新規需要も含
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FS ポイントに

よる利用・購
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消費税を確保し、国の
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＋「ネットワーク外
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相乗効果として

売上増に貢献 
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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 消費の一定額に対する「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。）で消費税支払いに充てるこ

とにより、消費者の購入額に対する消費税率をあたかも低下させる状況

になります。したがって、消費者の購買力を低下させることを防止することに

なります。さらに従来以上の消費を高めることにもつながるものと推察し

ます。 
② 先述の①に示すように「ふえる de ポイント」が「呼び水」となって消費を高め

ることになりますので、国は、当初の収益額を確保し、さらに早期の

収益増を期待できることになります。また「ふえる de ポイント」は、プリ

ペイドであるので、国は年度の早い時期に収益を確保できます。したがって、

国の財政の安定化に向けて貢献することになります。 
③ 経済においても先述の①の理由から、少なくとも経済を減速させること

を回避することができるものと考えています。 
④ 一定額以内の消費をする方に対しては、「ふえる de ポイント」の恩恵をより受

けることになるものと推察できますので、「逆進性」という問題を回避

することが期待されます。 
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。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 従来の消費税の支払いの方法も併存しています。 
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、逆進性の防止、

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。したがって、この消費税システムは継続的か

つ強力に維持されるものと期待しています。 
 

おわりに 

消費税システムへの FS 技術投入が、消費税を上げることによる種々の問題点を解消

するだけでなく、この実践が牽引となり、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ができれば幸甚です。 
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注 

（１）価格１，０００円の物を購入する場合は、１，０００円を支払うことで手に入れます。 
また支払い金１，０００円に対して、一定のポイントがもらえます。１，０００円の物を 
購入した場合は、５０円の消費税を支払いますが、すぐその税金の恩恵を受けないことは 
自明です。このようにサービスの利用や財の購入に際して、自分のコストに対する自 

分への便益を明確にしています。 
（２）「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。 
（３）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・サービスに当たります。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） 


