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①研究概要 

 

1-1 研究目的 

 

私たちは今回の関東 10ゼミ討論会の共通のテーマ

である、「今マーケティングにできること」をもと

に今、マーケティングを用いてやるべきことを提

案していくこととする。提案をするにあたって、

日本の現状分析を行い、“今”ある問題を洗い出し、

その中から私たちが 1 番解決したい問題見つけ、

その解決策をマーケティングの視点を持って考え、

探っていく。 

 

1-2 研究対象 

 

はじめに、テーマである「今マーケティングで

できること」を噛み砕き、方向性を定めていくこ

とにする。そこで私たちは“今”日本が抱えてい

る問題に焦点を置き、その問題の解決策をマーケ

ティングの視点から見つめ、考えていく。そして、

そこで浮かび上がった解決策を「今マーケティン

グでできること」というテーマのもとに見つけた

問題意識に対する提案する。 

 

 したがって、私たちが研究対象を選ぶにあたっ

て、まず日本がここ数年抱えている問題を抽出し

ていく。日本が抱えている問題は、不況、雇用、

尐子化、高齢化、過疎、環境問題、教育、食品の

安全性、交通問題、食料自給率などといったもの

が挙げられる。これらはここ何年間か取り上げら

れている問題であり、様々な対応策が考えられて

はいるが、いまだ解決されていない。しかし、こ

れらの問題はテーマにある“今”という言葉に対
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して、尐し物足りなさを感じる。今すぐに解決し

なければならない問題があるはずである。 

 次に、“今”という言葉に特化し、今現在問題と

されているものは何かを考える。ここ最近で 1 番

話題に挙がったことは、3 月 11 日に発生した「東

日本大震災」であろう。死者、行方不明者ともに

過去最大数となっており、1,000年に 1度の未曾有

の災害と言われている。この震災では、地震のみ

ならず、地震が引き起こした津波、さらには地震

により破壊された原子力発電所から漏出された放

射能など多くの災害に見舞われた。今現在でも、

家をなくした方は仮説住宅での生活を送っている

し、震災により職をなくした人は苦しい生活を余

儀なくされている。私たちは、“今”すぐに解決す

べき問題を、被災地の復興と考えた。未曾有の災

害と言われている「東日本大震災」は日本のみな

らず、世界にも大きな影響を与えた。被災地の復

興が早く進むことで東北から日本へ、日本から世

界へと良い影響が与えられるのではないだろうか。

さらに、東北の復興により、日本の経済も活性化

されるであろう。そこで私たちの研究は、「東日本

大震災」に着目し、被災地が早く復興できるよう

にするにはどのようにするべきであるか、提案す

ることを目的として研究を進める。 

 

②問題意識設定 

 

2-1 現状分析 

  

本研究では、私たちは早く被災地が復興できる

ようにするにはどうするべきかを考えていく。そ

こで、まず私たちが注目したのは、地震が起きた

後に被災地支援のために取った行動である。表 1

は震災の後に行った行動を表したグラフである。 

 

 

 

 

 

 

■表 1 

 

震災のあとに行った行動（n＝1000）（複数回答） 
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12.1 

21.5 

80.1 
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特に何もしていない 

ボランティアに応募した/自ら被災地に支援し

に行った。 

支援物資を提供した 

被災地が産地、製造元の商品を購入した。 

売上の一部が被災地支援に繋がる商品を購入

またはサービスを利用 

募金や寄付をした 

(%) 
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（goo Research 

http://research.goo.ne.jp/database/data/0013

17/より） 

最も多かったのは「募金や寄付をした」で 80.1％

である。このことから、大部分の人が地震後に募

金や寄付をしたことがうかがえる。表 2 は、表 1

で示した募金や寄付をした人が実際に実施した種

類である。 

■表 2 

 

実施した実施した募金や寄付の種類（n＝801） 

（複数回答） 

 

（goo Research 

http://research.goo.ne.jp/database/data/0013

17/より） 

 

義援金に対して、寄付や募金を実施した人が

86.6％で、活動支援金に対して実施した人が 5.6％

である。このことから、大部分の人が義援金を意

識して募金や寄付を実施したことがわかる。ここ

から大部分の人が義援金に対して、寄付や募金を

している。（義援金とは、災害による生命・財産へ

の被害に対する見舞金として被災者の方々に直接

届けられるもので、義援金の配分計画が固まり次

第支給されるものである。一方、活動支援金は、

集まった募金や寄付を現地で活動する NPO やボラ

ンティア団体の活動資金として活用するものであ

る。）さらに、表 3は募金・寄付したお金の使い道

として希望するものを表したグラフである。「被災

者の緊急生活費」と「被災者の生活再建」は個人

向け支援、「被災企業の事業再開」と「被災企業の

財政再建」は企業向けの支援であり、これら４つ

の使い道は直接支援に分類される。直接支援とは

お金が直接被災者の支援に結びつくものである。

それと異なり、「被災地を支援する団体（企業や

 

■表 3 

 

募金・寄付したお金の使い道として希望するもの （n＝801）（複数回答） 
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（goo Research 

http://research.goo.ne.jp/database/data/0013

17/より） 

 

NPOなど）の活動資金」や「被災地を支援するボ 

ランティアの活動資金」は間接支援に分類される。 

間接支援とは、お金が被災者の支援に直接結びつ

くのではなく、被災地を支援する団体を経由して

の支援することである。表 3 からもわかる通り、

直接支援となるものへの使い道を希望している人

が多い。 

 

2-2 問題意識設定 

 

現状分析からもわかる通り、震災が起こった後に、

人々は何らかの行動を取っており、大部分の人が

募金や寄付をしていた。その寄付や募金の種類と

しては、義援金が圧倒的であった。実際に義援金

は 9月 15日の時点で 2883億 3380万円もの金額が

集まっている。義援金は被災者のところへ直接行

くお金であり、非常に重要である。しかし、表 2

からもわかる通り、活動支援金に対して寄付や募

金をした人が尐ないのが現状である。それは表 3

からも読み取れ、募金や寄付をする人は被災者へ

の直接支援をすることを望んでいる。被災地の復

興を考えた場合、長期的な支援が必要になり、さ

らに復興するためには現地で活動している NPO や

ボランティア団体が必要不可欠である。そこで 10

ゼミ討論会の「今マーケティングにできること」

というテーマのもと、問題意識を 

 

東日本大震災における活動支援金を増やすために

はどのようにすればよいか。 

 

と設定する。この問題意識のもと、研究を重ね、

最終的にはマーケティングの視点を入れた提案を

していく。 

 

 

 

③現状分析（海外） 

 

現状分析をするにあたっては、研究対象独自の点

や異なっている個所を見出すために比較をするこ

とが必要となる。そこで、国という規模で分析し

ているため、他国との比較を行うことが妥当であ

ると考える。 

まずは以下のグラフからである。 

■表 4 

 

 

【2006 年】 

 

このグラフは各国の寄付金の対名目 GDP 比を表

したものである。 

対名目 GDP とは、名目国内総生産（名目 GDP）

とも呼ばれ、比較年の価格を基準に総生産（付加

価値の合計）を評価したものを表す。名目 GDP は、

実際に市場で取引された価格をもとに GDP を捉

えたものであるため、物価変動の影響は調整され

ないというものである。【金融用語辞典より】 

上記のグラフによると、アメリカは他の二国と比

較しても非常に高いパーセンテージを誇っており、

1.85％と寄付大国アメリカと呼ばれるにふさわし

い数値となっている。 

1.85% 

0.87% 

0.22% 

0.00% 

1.00% 

2.00% 

アメリカ イギリス 日本 

寄付金額の対名目GDP比 

http://research.goo.ne.jp/database/data/001317/
http://research.goo.ne.jp/database/data/001317/
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また、イギリスにおいては 0.87％となっており、

アメリカには务っているものの、日本と比較する

とこちらも高い数値を示している。 

一方で、日本はわずか 0.22％にとどまっており、

上記二か国と比較すると、非常に低い数値となっ

ていることがわかる。 

アメリカ・イギリスの現状を分析することで、今

後の提案へと結び付けていきたいと考える。 

それでは、寄付大国と呼ばれるアメリカから現状

の分析を行いたい。 

 

3-1 アメリカ 

 

アメリカで寄付が盛んになっている要因としては、

以下の 3 つが挙げられる。 

1. 税制度 

2. キリスト教 

3. NPO 団体の多さ 

それでは、上記のそれぞれを見ていきたい。 

まず、税制度である。 

・標準控除 (Standard Deduction) 

標準控除とは、他に控除するものが何もなくても

自動的に収入額から引くことができる控除のこと

であり、2007 年分の標準控除は独身(Single)で

$5,350、夫婦（Married filing jointly)で$10,700

であった。年収が$40,000 だった夫婦は、他に何も

控除するものがなくても$29,300 を元に税額が計

算される。 

・項目別控除(Itemized Deduction) 

項目別控除(Itemized Deduction)とは、控除対象に

なる費目をすべて個別に申請し（Itemized）、控除

を受けるものである。控除の対象になる費目の合

計額が標準控除よりも尐なければ標準控除を選択

し、項目別控除の合計額のほうが大きければ項目

別控除を選択することができる。 

また、個人の場合は「特に公益性の強い団体に対

する寄附金（連邦・州・地方政府等に対する公共

の目的の寄附金も含む）」であれば、所得控除（所

得の 50％を限度）が認められ、「その他の一定の公

益団体に対する寄附金」であれば所得控除（所得

の 30％を限度）が認められる。 

一方、法人はこれら双方の団体に損金算入（所得

の 10％を限度）が認められている。 

また、アメリカでは寄付の 7 割が個人からの寄付

によって占められている。 

この税制度によると、寄付をすることによって大

きく得をすることができるのは一部の高額所得者

であり、一般の人々にとってはそれほど得をする

ことはできるものではない。 

そのことから、寄付を行うメリットとしての要因

になっていることは十分に考えられるが、税制度

が非常に大きなウェイトを占めているということ

は考えづらい。 

 

次に、キリスト教である。アメリカにおいてキリ

スト教徒の割合は 80％を超えていることから、キ

リスト教の影響は尐なからずあると考えられる。

キリスト教においては、貧しい者に施すことで天

国に行くことができるといった教えがあり、アメ

リカには人助けの精神が存在していると考えられ

る。 

そのことから、キリスト教も寄付活動が盛んな一

要因となっていることが考えられる。 

 

最後に、NPO 団体の多さである。アメリカの NPO

（寄付金優遇対象団体）は 2007 年の時点で 106

万 4191 団体存在している。以下のグラフを見れば

わかるとおり、他の二国と比較しても非常に数多

く存在していることがうかがえる。 
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■表 5 

 

 

NPO 団体が多いことにより、寄付する側の人々は

自身が助けになりたい・サポートしたいと考える

団体と一致しやすくなるため、寄付が盛んになっ

ていると考えられる。そして、給料から天引きさ

れ、自身の使用したい寄付先に送るということも

可能となっている。以上のことにより何に寄付し

た金が使われているのか、どこに寄付金が使用さ

れたのかが明確になるため、目的意識もはっきり

と持つことができる。 

 

3-2 イギリス 

 

それではイギリスの現状分析に進みたい。 

イギリスにもアメリカと同様に、寄付による税制

上の優遇措置が存在している。 

イギリスにおいては、チャリティーショップが街

の至る所に存在しており、また、チャリティーコ

ンサートも多い頻度で開催されている。そのこと

から、イギリスにおいては寄付が文化として強く

根付いているのではないかと考えられる。 

アメリカには务るものの、NPO 団体は数多く存在

しており、よって寄付の受け入れ先も数多く存在

する。 

Just Giving と呼ばれる団体にはのべ 1000 万人が

参加している。これは、イギリスの人口が 6000 万

人であることを考慮するならば非常に大きな数字

であるといえるだろう。 

以上のことから、イギリスにおいては寄付が日常

生活の一部として存在しているということが言え

るだろう。 

Just Giving にみられるように、何に寄付したのか

ということがアメリカと同様に明確になっている。 

 

以上のことをまとめると、海外において寄付が盛

んな理由として共通していることは、寄付の行き

先が明確であるということであろう。 

 

 

第 4章 現状分析（日本） 

 

4-1 日本の現状分析 

 

次に、日本の寄付の現状を見ていきたいと思う。

日本ファンドレイジング協会の寄付白書２０１０

によると、一年間あたりの日本の寄付総額は、約

一兆円。この額は、後述する諸外国と比べると尐

額である。日本では一般的に、寄付意識が低い、

寄付文化がない、寄付の行き先が不透明だ、など

と言われている。 

■表 6 

 

1世帯あたりの寄付金への支出額 
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＊平成 7年 1月に阪神・淡路大震災 

平成 16 年 10 月に新潟中越沖地震、12 月にスマト

ラ沖地震 

平成 23年 3月に東日本大震災 

東日本大震災を受けて、募金などの寄付をする人

が増加。今回はすでに 5月中旬の段階で 1995年に

起きた阪神・淡路大震災の 2001年 3月までの寄付

金額をはるかに超えている。（阪神淡路大震災：総

額 約 1793 億円 東日本大震災：総額 約 2200

億円） 

しかし、災害発生直後は寄付金額が急激に伸びる

が、それ以降は急激に減ってきている。そして、

時間がたつにつれて平年並みの寄付額となってい

る。なぜこのような差が生まれているのかを探っ

てみたいと思う。     

まずは、税制度を見ていく。納税者が国や地方公

共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附

金」を支出した場合には、所得控除を受けること

ができるが、これを寄附金控除という。控除を受

ける条件としては、寄付先が、国、公共団体、独

立行政法人、認定特定非営利法人（いわゆる認定

NPO法人）に対する寄附金のうち、一定のものなど

がある。実際にどのように控除が受けられるかと

いうと、計算式は、次のいずれか低い金額 － 2千

円＝ 寄附金控除額 

１．その年に支出した特定寄附金の額の合計額 

２．その年の総所得金額等の 40％相当額 

という風になっている。寄附金控除に関する事項

を記載した確次の書類を添付するか、確定申告書

を提出する際に提示することで控除の手続きを行

うことができる。しかし、日本の場合、控除の対

象になる基準が厳しい且つわかりにくい仕組みに

なっている。特にＮＰＯ法人に寄付する場合、控

除が認められる団体とそうでない団体が混在して

いるため、寄付する側はよくわからないままにな

っている。 

 次に、私たちが行った寄付の行き先を見ていく。

日本での寄付先は大別すると、赤十字とＮＰＯ/Ｎ

ＧＯなどの団体である。たとえば、今回発生した、

東日本大震災では、震災被災者を支援するため、

さまざまなところで「寄付」「募金」「義捐金」の

呼びかけが行われている。様々な窓口がある中で、

どこに寄付したら、最終的にどこにお金が行くの

だろうか。「義捐金」を束ねる窓口、日本赤十字社

Yahoo、mixi、GREE、はてな、ニフティ、DMM、ロ

ーソン、楽天銀行など、普段利用している様々な

メディアサイトや企業が窓口となって、「義捐金」

を集めている。こうした義捐金募金のほとんどは、

「日本赤十字社（通称：赤十字、日赤）」を通じて、

被災地に送られる。グルーポン・ジャパンのマッ

チングギフト方式（上乗せ寄付）による寄付 1.8

億円や、ユニクロと柳井社長の寄付 14億円も、送

り先は赤十字となっている。その他にも、ＮＰＯ

やＮＧＯに寄付するということもできる。ＮＰＯ

やＮＧＯは団体によって、拠点や主たる活動地

域・活動分野が異なっている。知人や家族の縁が

あったり、仕事の付き合いがあったりで、特定の

地域に特に寄付をしたい、特定の分野の活動に寄

付をしたいというときは、ＮＰＯやＮＧＯに寄付

を行うこともできる。こうして赤十字やＮＰＯや

ＮＧＯに集まった義捐金は、配分委員会というと

ころに集められ、配分されていく。 

日本には約 1000 のＮＰＯ/ＮＧＯ団体が存在し

ている。日本ではまだまだ認定されている団体が

尐ないというのが現状だ。このような団体が数多

く存在することで、寄付する側としては、寄付す

る理由や寄付先というものが明確になるというメ

リットがあるが、日本ではまだまだ足りていない

のが現状だ。 

最後に宗教的な側面から見ていく。キリスト教で

あれば、教会に献金をしたり、貧しい人に寄付を

するという行為は当たり前になっているかもしれ



8 

 

ないが、日本人は宗教への関与が薄い。たしかに

宗教を通しての助け合うという概念はないかもし

れないが、昔から村などでお金や物資を出し合う

こともあった。心理学者の香山リカ氏は、日本人

の精神に関して、次のように述べている。「日本人

の基本的な善意のあり方は、落語の世界で表現さ

れてきた「長屋の助け合い」だと私は思います。

裕福な人や身分の高い人が貧しい人や弱い立場の

人に「施す」という善意よりも、むしろ、困って

いる人同士が助け合うという考え方です。」 

このようなことからも、助け合うという精神はあ

ると考えられる。 

 まとめると、日本の寄付意識が低いと言われて

いる主な所以は上記に記述したことにあると考え

られる。多額の金額が大口の窓口に集まっている

ため、一体自分が寄付したお金がどこで何に使わ

れているのかといったお金の流れが見えにくくな

っていること。ＮＰＯやＮＧＯの数が尐ないため、

寄付する目的や意図がはっきりしている寄付が尐

ないことである。 

  

4-2 アンケート分析  

 

では、実際にとったアンケートからも日本の現状

を見ていく。アンケートは、Webによるアンケート

で調査対象は 100名である。 

【調査概要】 

調査名目 募金に関するアンケート 

調査実施日 9月 

調査対象 10 代～60代以上の男女 

調査人数 100 名（男性 52名：女性 48名） 

調査方法 ＷＥＢアンケート 

 

 

 

 

■表―――7 

 

3月 11日に起きた震災で寄付しましたか。 

 

約 9割の人が募金している。 

■表 8 

 

(今回の震災で)募金した理由は何ですか？（n=89）

（複数回答） 

 

募金をする理由は何か、複数回答で答えてもら

った結果、誰かの力になりたかったという回答が

一番多く見られ、次いで周りの人が募金していた

から、という回答が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

89人 

11人 

はい 

いいえ 

5 

74 

16 

15 

26 

0 20 40 60 80 

その他 

何らかの助けになり

たかったから 

被災者に同情したか

ら 

周りの人が募金して

いたから 

被災地に友人がいた

から 
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■表 9 

 

(今回の震災で)次の内、募金した種類はどれです

か？（n=89） 

（複数回答） 

 

 

募金した人のうち、28 人が募金の種類を意識し

ていない、または、種類について知らないことが

分かった。また、一番多く募金されているのは義

捐金だった。 

 

■表 10 

 

(今回の震災で)募金した方法は何ですか？（n=89）

(複数回答) 

 

募金する方法としては、一番多かったのは、銀行

振り込みやインターネット、次いでコンビニの募

金箱だった。 

■表 11 

 

 震災前に募金していましたか。（n=100） 

 

震災以前から約 7割の人が募金をしていた。 

 

 

■表 12 

 

（普段）募金をする際に寄付先について調べます

か？（n=66） 

 

透明性がないという不満は持っているものの、自

分から調べる人は尐ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

28 

14 

59 

0 20 40 60 80 

その他 

わからない 

活動支援金 

義援金 

9 

5 

23 

8 

11 

45 

42 

0 20 40 60 

その他 

ポイント 

街頭募金 

クリック募金 

スーパーの募金箱 

コンビニの募金箱 

インターネットや銀… 

(人) 

66 

34 はい 

いいえ 

47 

19 
いいえ はい 
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■表 13 

 

やはり、お金の行き先の不透明さが 1番の募金し

ない理由となっている。

（普段、募金をしないのは）なぜですか？（n=34） 

（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

■表 14 

 

これから募金しますか×募金後にどんな実感が欲しいですか？

4人 

17人 

14人 

1人 

6人 

15人 

0 5 10 15 20 

その他 

お金の行き先がわか

らないから 

募金しても実感が湧

かないから 

周りの人々がしてい

ないから 

お金がないから 

関心がないから 

人 

3 

5 

1 

1 

16 

37 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

特にいらない 

募金の使用用途の具体性 

募金の使用用途の具体性, 特にいらない 

募金の使用用途の具体性, 募金したものに関連する… 

募金先からの手紙 

募金先からの手紙, 募金の使用用途の具体性 

報告 

目に見える成果報告 

これから募金しますか×募金後にどんな実感がほしいか 

はい いいえ 



11 

 

これから募金をすると答えた人も、募金をしな

いと答えた人も 1 番多い実感したいと思う回答が

募金の使用用途の具体性だった。 

表 13、14から実際に募金した人も、これから募

金する人も、お金の流れや用途の不透明さを感じ

て、それを解消するために具体的な募金の使用用

途を求める声が多かった。 

 

⑤提案 

 

日本人の募金の現状として、募金の不透明さが、

日本人の募金をするという行動にマイナスの影響

を与えているということが分かった。人は募金を

する際に「だれか・なにかの役に立ちたい」とい

う感情を根底にもっている。人の役に立ちたいと

いう感情をもとに募金という行動が生まれてくる

わけであるが、不透明さという問題があることに

よって、募金をしようという自発的な意思がなく

なってしまっている。 

募金の不透明さとは、募金の使用用途が分から

ないことや、募金をしている団体が信用できない

などがあげられる。まず、この不透明さによって

消えてしまう募金をするという意思をつくってい

かなければならない。 

そこで、自分たちが注目をしたのが、動機（モ

チベーション）である。人が何かの行動を起こす

際に、報酬（褒美）を目指して行動するという側

面をもっている。報酬には 2種類存在する。 

1．内発的報酬 

2．外発的報酬 

内発的報酬とは、達成感、有能感、自己実現な

ど外部からの影響を受けずに、自分の内から生ま

れる報酬であるため、この内発的報酬によって、

人がつき動かされている状態を、内発的動機づけ、

内発的モチベーションといわれている。 

 外発的報酬とは、昇給、ボーナスなどの金銭的

報酬に限らず、人からの賞賛や承認、昇進、表彰

なども広い意味で報酬と言える。これらはすべて

個人の外から提供されるものなので外発的報酬と

いわれる。これによって、人が動かされている状

態を外発的動機づけ、または外発的モチベーショ

ンと言われている。 

 この二つのモチベーションを日本、アメリカ、

イギリスにあてはめる。 

■図表               

 内発的 外発的 

日本 なし 税制 

アメリカ キリスト教 税制 

イギリス キリスト教 税制 

 

現状分析でも触れたアメリカとイギリスは内発的

要因として、キリスト教が存在する。キリスト教

の助け合いの精神が多くの寄付を集めることにつ

ながっている。彼らにとって人を助けるという行

動は当然ということになっている。また、彼らに

とっての寄付の目的とは、人を助けるという好意

の先にある、神の救いにある。よって彼らの寄付

という行為を神が見てくれていることが重要とな

るため、自分の寄付がその後にどのようになった

かなどは二の次となる。神が寄付行為を見てくれ

るという目的がしっかりしているのがアメリカと

イギリスである。信仰と人間の内側の事象であり、

信仰によって、自分の内から募金をしようという

動機づけが行われている。 

外発的要因としては、金銭的な面で税制というも

のが関わってくる。確定申告前に寄付が増えると

いう事実が物語っているように、控除されるから

寄付をするという考えもアメリカやイギリスには

ある。このようにアメリカとイギリスを見てみる

と、キリスト教による内発的要因と税制による外

発的要因がうまく組み合わさっているということ

が分かる。 
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 では次に日本を見ていくとする。図表では、日

本の内発的要因はないとしている。これは、日本

の問題となっている不透明性によるものである。

宗教心が薄い日本でも、人助けをしたいと思って

いる人は多い。日本にも助け合いの精神が存在し

ているのである。そのため震災などが発生した直

後には日本では、その気持ちをもとに多くの人が

募金をするため募金額は急激に増える。しかし、

この後に不透明性という問題が現れることにより、

募金した側の人間は本当に人の役に立ったのかど

うかがよくわからない。人の役に立ちたいと思っ

て行動を起こしているのに、実際にはそれが人の

役に立っているのかどうかがわからないことが、

継続して募金を続けていこうとする心理を阻害し

てしまっているのである。そのため、はじめは人

の役に立ちたいという内発的動機づけによって行

われた行動が、次の募金をするときには内発的要

因というものがなくなってしまっている。外発的

な要因としてはアメリカ、イギリスにも出てきた

とおり税制がある。一応外発的要因が存在してい

ることには存在しているが、日本の現在の税制と

いうものは、アメリカ、イギリスなどに比べると、

控除額が小さく、また適用の幅も狭い。そのこと

により、外発的要因としての影響は尐し小さいも

のになってしまっている。ただ、2011年 6月の衆

議院本会議で税制に関する改正案が可決された。

このことにより、控除額や幅が広がる可能性があ

がり、外的要因としての影響力が強まれると考え

られる。 

 日本でもアメリカ、イギリスと同じように内発

的要因と外発的要因をうまく組み合わせた動機づ

けというものが必要だと考えられる。税制による

外発的要因は、他国に比べて影響力が弱く、法改

正もいまだ未知数であるため、今回は内発的要因

と外発的要因をうまく組み合わせたものを新たに

提案として考えていく。 

 そこで提案するにあたって有効であると判断し

た考え方がある。それは、ゲーミフィケーション

である。 

 

 

○ゲーミフィケーションとは 

  

  

 

 

 

この言葉は、尐し前からよく使われるようになっ

て現在マーケティングの中でかなり注目を浴びて

いるものであると同時に社会貢献にも期待されて

いる。 

○事例 

くら寿司 

皿が 5 枚につきガチャポンを一回回すことができ

るサービス 

ガチャポンからはオリジナルグッズが出てくる 

この皿が 5枚というものが目標と達成感を与え、

それによりオリジナルグッズという報酬を得るこ

とができるという形である。特に斬新な考え方な

わけではありませんがこのようなゲーミフィケー

ションという考えが最近では web サービスなどで

特に注目されている。 

 

○事例 

 社会問題の解決のゲーミフィケーション 

「EVOKE」 

 2010 年にオンラインゲームデザイナーのジェー

ン・マクゴニカル氏が発表したゲーム。このゲー

ムは世界銀行の支援を受けて制作された。このゲ

ームは代替現実ゲームというジャンルに位置する。

このゲームのプレイヤーは、2020 年に社会が直面

する危機について解決案を模索して他のユーザー

ゲーミフィケーションとは、ゲーム以外のサー

ビスに、ゲームに用いられるようなテクニック、

考え方を導入することで、顧客、ユーザーが活

性化するようになること 
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と議論や協力をしながら現実世界で出来る行動を

考えるように促される。テーマ「色の安全」や「電

力不足」など週単位で変わり、解決策や 2020年の

予想、現実世界で実行したことなどを投稿してい

く。投稿内容には他のユーザーからのポイントが

付き、評価や相対的位置づけなどを理解できると

言ったようなゲーム性である。このゲームは１０

週間続いて世界１３０か国地域以上から１万９８

９３人に利用された。ゲームをきっかけに社会プ

ロジェクトが立ち上がることもあった。 

このように web サービスを通してゲーミフィケー

ションというものが増えている。震災後にもゲー

ミフィケーションを用いた面白い web サービスが

できた。 

○事例 

節電ゲーム「♯denkimeter」 

自宅の電力メーターを１時間や一日ごとにチェッ

クして、その数値をツイッターにつぶやくととも

に公式サイトに入力すると、節電の「戦闘力」が

算出される。電力使用量をパラメーターに使って

ユーザー同士で獲得ポイントを競い合う仕組みと

なっている。 

 

web サービスでゲーミフィケーションの考えを機

能させるには４つの要素がある。 

１．楽観性 

２．生産性 

３．ソーシャル性 

４．ストーリー性 

楽観性とは、ゲーム性がシンプルなことで、ユ

ーザーに自ら達成しようと思わせることである。

難しすぎるゲームは、ユーザーの意欲をかき消し

てしまうことがある。生産性は、楽観性と尐しか

かわってくるが、簡単なことにより、あまり負荷

をかけずに新たな能力を得ることができること。

ソーシャル性は、ほかのユーザーとかかわること

ができることである。ストーリー性は、未来や世

界というスケールのおおきなものと関われること

である。 

 ゲーミフィケーションをする目的は、ロイヤル

ティを高めることにある。ロイヤルティが高まる

ことにより、継続的な利用を促したり、そこから

口コミなどで、より多くのユーザーを見込むこと

ができる。 

 

このことから私たちは、募金にゲーミフィケーシ

ョンを取り入れることにする。 

 

募金にゲーミフィケーションを取り入れるときに、

導入の仕方はさまざま存在する。そんな中で私た

ちが注目したのがアプリである。先でゲーミフィ

ケーションの事例でもあげた「EVOKE」のように今

までゲームとしては取り上げられていない題材を

使うゲームは、多くのユーザーを獲得することに

成功している。またスマートフォンなどの普及に

より、アプリを利用する人は増加している。 

■表 15 

 

スマートフォンの出荷台数の推移・予測 
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(MM総研より) 

図表で、、2010 年では 675 万台。2011 年以降も予

測ではあるが、年度ごとに 1545 万台、1925 万台、

2120万台、2245万台、2410万台と順調に伸びてい

くと予測されている。 

 

■表 16 

 

アプリの利用に関するアンケート 

 

 

(MM総研より) 

 

90％を超える人が無料アプリを利用したことがあ

る。有料アプリを利用するひとは約 50％程度いる。

無料アプリに比べると、有料アプリを利用したこ

とがある人は尐ない。しかし、現在の 50％という

数値は順調に伸びている。そのため、この先も有

料アプリを利用する人は増えると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■表 17 

 

 

（MM総研より) 

 

表 17よりアプリとしてダウンロードされるものと

して、無料アプリ、有料アプリ問わずゲームとい

うジャンルのアプリが高いと言える。特に有料ア

プリのゲームと他のジャンルとの差はかなり大き

なものがある。 

 

 以上のことから、募金のゲームのアプリを作成

することは、募金額を増やすことに有効であると

考えられる。 

 

募金のアプリをつくるという提案するだけでは、

かなり漠然とした提案になってしまう。そこで私

たちはある程度どのような形になるのかを考えた。 

 

○ゲーム性 

 有料アプリとしてダウンロードしてもらう。こ

れは、有料アプリの利用者が順調に伸びているこ

とが一つの根拠となる。また、この募金のアプリ

は、現在注目されている寄付付き商品の考えも含

まれている。同じ有料アプリをやるのなら、募金

47% 

95% 

0% 50% 100% 

有料アプリ 

無料アプリ  

アプリを使用したことあるか 

73% 
67.5% 

62.2% 

50.1% 
41.8% 

32.4% 
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（複数回答・全体比） 
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をすることができるアプリを買おうという心理が

働く。日本人には、人を助けたいという考えをも

っていることまた有料アプリでも十分に成功する

という考えにつながると考えた。ゲームの内容は

以下のとおりである 

 

●街を作っていくゲーム 

●課金することでアイテムなどを 

 ゲットすることができる 

●課金された金額はそのまま募金となる 

●課金するときに、自分の支援したい寄託先を選

択することができる 

●ほかのユーザーと交流することが 

 可能 

 

街を作っていくゲームにした理由。それは、１か

ら街を作ることにすることで、新しく何かを作っ

ていく喜びを与えられるとともに、直接的ではな

いが、復興の大変さというものを実感してもらう

ことである。 

このようなものが募金アプリの基本的なゲーム性

となる。どこで募金につながるかというと、課金

の部分とつながってくる。このゲームにおける課

金はすべて募金となる。課金がそのまま募金にな

ることで、ユーザーは手軽に募金をすることがで

きるようになる。 

この課金（＝募金）をすることでユーザーはアイ

テムを獲得することができる。これは外発的動機

づけとなる。今までではなかった、何か物がほし

いから募金をしようという発想が生まれる。また、

もともとある人の力になりたいという内発的動機

づけによって募金する人の新たな手段となる。さ

らに、ゲームを楽しみたいという内発的動機づけ

からも募金をする人が現れる。課金する際に、し

っかりと自分で寄託先を選択することができるこ

とは、不透明さという日本の現状も打開すること

ができる。ほかのユーザーとつながれることもま

た、内発的動機づけにつながっていくと考えられ

る。 

 

■図表               

内発的 外発的 

人の役に立ちたい 

ゲームを進めたい 

ほかのユーザーとつな

がりたい 

アイテムを獲得したい 

 

このように内発的動機づけと外発的動機づけの二

つの要素をうまく含むことができる。 

 またこのアプリは、先ほどゲーミフィケーショ

ンのところで説明したゲーミフィケーションが機

能するための４つである、楽観性、生産性、ソー

シャル性、ストーリー性も含んでいる。 

■図表               

楽観性 単純なゲーム性 

生産性 課金するだけでアイテムを

もらえる 

ソーシャル性 ほかのユーザーと情報交換

ができる 

ストーリー性 社会的な問題にかかわるこ

とができる 

 

この４つを含んでいることにより十分にうまく機

能していくと考えられる。 

 

以上のことから募金のゲームアプリを開発するこ

とは募金を増やすことができ、よって現在必要と

されている支援金を多く集めることができる。 

 

このビジネスモデルとしては、ゲームを作った会

社と他の企業がコラボできるようにすることが良

いと考えられる。他の企業がコラボし、新商品や
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自社の既存の製品をゲームに登場させることでプ

ロモーションとなり、その広告費をゲーム制作会

社に払うという仕組みである。 

 

⑤含意 

 

私たちは１今回の 10ゼミ討論会のテーマである

“今マーケティングにできること”に対して、3月

11日に起きた「東日本大震災」を題材に、 

復興に必要な活動支援金を増やすにはどうすれば

よいか 

という問題意識を掲げ、研究を進めた。まず、日

本の現状を見て、次に海外の現状を見た。海外と

日本を比較してみると、日本の寄付意識が低いこ

とがうかがえた。この原因は募金や寄付をした後

のお金の行き先の不透明さが大きく関わっている。

今回分析した、アメリカ・イギリスは募金や寄付

したあとのお金の行き先が明確であるため、自分

が何のためにお金を出しているのかが、自覚でき

る。しかし、日本の場合であると、その自覚がで

きない。お金の行き先が不透明であるからである。

そこで、問題意識である、 

復興に必要な活動支援金を増やすにはどうすれば

よいか 

に対して、私たちはお金の行き先の不透明さを解

消しつつ、活動支援金を集まるようなものを提案

していくことにした。そこで考えられたものが、

ゲーミフィケーションという考え方を取り入れた、

アプリの提供である。このアプリを通じて、人々

は自分が募金をしたいと思う NPOやボランティア

団体に募金できるようになるし、募金をすること

でゲームのアイテムなどがゲットできる仕組みに

なっている。さらに、ゲーム内容が町を１から開

拓をするという内容となっているので、復興する

ことの大変さをゲームを通じて実感してもらい、

募金する動機づけにもつながる。 

 

3月 11日に発生した「東日本大震災」は多くの人

に深い悲しみを与えた。しかし、今この瞬間にも

悲しみにくれながらも懸命に生きている人々がた

くさんいる。その人たちのためにもこの提案によ

り、復興が尐しでも早くできるようになることを

心から願っている。そして、東北の人々の本当の

笑顔が取り戻される日がくることを信じている。 
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募金に関するアンケート 

 

私たちは立教大学経営学部有馬ゼミナールでマー

ケティングを専攻しています。現在ゼミ活動の一

環として、「今、マーケティングにできること」

というテーマのもとに、3月 11日に起きた震災の

復興のために何か方法はないかと模索しておりま

す。そこで、私たちは募金に着目して研究をして

います。研究を進めるにあたって、日本国民の皆

様のご意見を伺いしたく、アンケートを行ってい

ます。ご協力お願いいたします。なお。このアン

ケートは本研究以外では使用しませんのでご安心

ください。 立教大学経営学部有馬ゼミナール 2年 

神舘・今野・下・田木  

 

*必須 

 

性別 * 

  男性 

  女性 

 

年齢 * 

  10代 

  20代 

  30代 

  40代 

  50代 

  60代以上 

 

職業 * 

  メーカー 

  商社 

  金融 

  小売 

  サービス 

  ソフトウェア/通信 

  マスコミ 

  官公庁/公社/団体 

  自営業 

  農業 

  主婦 

  学生 

  フリーター 

  その他:  

 

お住まいの都道府県 *  

 

http://markezine.jp/article/detail/14354
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3 月 11に起きた東日本大震災での募金状況について

お伺いします。 

Q1．3月 11日に起きた震災で募金しましたか？ *（は

いと答えた方→Q2 へ、いいえと答えた方→Q8 へ） 

  はい 

  いいえ 

 

Q2．（Q1ではいと答えた方へ）それはなぜですか？

（複数回答可） 

  被災地に友人がいたから 

  周りの人が募金をしていたから 

  被災者に同情したから 

  何らかの助けになりたかったから 

  その他:  

 

Q3．（Q1ではいと答えた方へ）いくら募金しまし

たか？ 

  1~100円 

  101~1000 円 

  1001~10000 円 

  10001～100000 円 

  100000～1000000 円 

  それ以上 

  忘れた 

 

Q4．（Q1ではいと答えた方へ）次の内、募金した

種類はどれか？（複数回答可） 

  義援金 

  活動資金 

  支援金 

  わからない 

  その他:  

 

Q5．（Q1ではいと答えた方へ）募金した方法は何

ですか？（複数回答可） 

  インターネットや銀行で送金 

  コンビニの募金箱 

  スーパーの募金箱 

  クリック募金 

  街頭募金 

  ポイント募金 

  その他:  
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Q6．（Q1ではいと答えた方へ）募金以外に何らか

の支援はしましたか？（複数回答可） 

  ボランティアを行った 

  被災地へ旅行に行った 

  被災地の農産物を積極的に購入している 

  支援物資の提供した 

  やっていない 

  その他:  

 

Q7．（Q1ではいと答えた方へ）募金をするにあた

って気になったことはありますか？（自由回答）

（解答後、Q10へ） 

 

Q8．（Q1でいいえと答えた方へ）それはなぜです

か？（複数回答可） 

  被災地に友人がいないから 

  周りの人が募金をしていないから 

  どのように募金が使われるか具体的にわか

らないから 

  募金した実感がわかないから 

  お金がないから 

  その他:  

 

Q9．（Q1でいいえと答えた方へ）何か被災地に支

援をしましたか？（複数回答可） 

  ボランティアを行った 

  被災地の農産物を積極的に購入している 

  被災地へ旅行に行った 

  支援物資を提供した 

  やっていない 

  その他:  

 

震災前のここ数年の募金状況についてお伺いします。 

 

Q10．震災前に募金をしていましたか？ *（はいと

答えた方→Q11 へ いいえと答えた方 Q16へ） 

  はい 

  いいえ 

 

Q11（Q10ではいと答えた方へ）．どのくらいのペ

ースで募金をしていましたか？ 

  ほぼ毎日 

  週 2~3回 

  週 1回 

  月 1回以上 
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  年 1回以上 

  災害が起きた時 

  その他:  

 

Q12．（Q10ではいと答えた方へ）募金する対象は

何ですか？（複数回答可） 

  環境について 

  HIVについて 

  難民のこどもたちのために 

  アフリカの子供たちのために 

  災害が起きた時の復興活動支援金や活動資

金 

  災害が起きた時の義援金 

  特に考えていない 

  その他:  

 

Q13．（Q10ではいと答えた方へ）募金をする理由

はなにですか？（複数回答可） 

  同情したから 

  自分の周りの自然環境を良くしたいから 

  募金をすると気分が良いから 

  お金があるから 

  誰か（何か）の力にないたいから 

  周りの人がしているから 

  その他:  

 

Q14．（Q10ではいと答えた方へ）募金をする際に

募金先について調べますか？（はいと答えた方は

→Q15 へ いいえと答えた方→Q17 へ） 

  はい 

  いいえ 

 

Q15．調べ方は何ですか？（解答後 Q17へ） 

  インターネット 

  口コミ 

  新聞 

  その他:  

 

Q16．（Q10でいいえと答えた方へ）なぜしないの

ですか？（複数回答可） 

  関心がないから 

  お金がないから 

  周りの人々がしていないから 

  募金しても実感がわかないから 

  お金の行き先がわからないから 
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  その他:  

 

募金について思っていることをお聞きします。 

 

Q17．募金することで人を助けることは当然だと思

いますか？ * 

  はい 

  いいえ 

 

Q18．これから募金していこうと思いますか？ * 

  はい 

  いいえ 

 

Q19．募金についてなにか不満はありますか？（複

数回答可） * 

  募金箱が尐ない 

  行き先が不透明 

  街頭募金は信頼できない 

  募金をする際に周りの人の目が気になる 

  特にない 

  その他:  

 

Q20．募金をした後にどんな実感がほしいですか？

（複数回答可） * 

  募金先からの手紙 

  募金の使用用途の具体性 

  募金したものに関連するものをもらう 

  特にいらない 

  その他:  

 

ご協力ありがとうございました。 

 

 


