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■ 製造業企業がモノの製造だけでなくサービス分野に進出する動きが活発化している。本

稿では、前半でブリヂストンのリトレッド（タイヤの貼リ替え再生）事業の事例を紹介、

分析し、後半で製造業に今求められるサービス化やソリューションビジネスのあり方に

ついて考察する。 
■ ブリヂストンは、トラック、バス用タイヤのコモディティ化の打開策として、新品の単

品売りではなく、顧客にタイヤをより長く、安全に使ってもらうためのソリューション

を提供する事業へと大きくかじを切った。それは、顧客に「新品・リトレッド・メンテ

ナンス」を組み合わせたカスタマイズな提案をすることで、顧客の経費削減・安全運行・

環境対応の実現を目指すビジネスモデルである。 
■ ハードの単品売りから、サービスを含めた新たな価値の提案にビジネスモデルを変える

ことは、コモディティ化克服のための処方箋になりうる。 
■ 製造業がサービス分野に乗り出す際にカギとなる概念は、「グッズ・ドミナント・ロジッ

ク（GDL）」から「サービス・ドミナント・ロジック（SDL）」への発想転換である。自

らの事業をモノづくりからコトづくりへと定義し直すことである。 
■ 製造業のサービス化は、モノで稼ぐことを放棄してサービス事業に乗り出すことを意味

しない。サービスをてこにハードウェアの利益率の向上を図ることも可能である。 
■ 日本企業は、上質なサービスを高く買ってもらうために、顧客自身が気づいていないよ

うな「顧客の利益が増える提案」をすることを目指すべきである。顧客の長期的な全体

コスト削減につながるソリューションの提供は、その有効な一方策と言える。 
 
 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 
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はじめに 

近年、製造業企業がモノの製造だけでなくサービスの分野に進出する動きが活発化している。

この潮流について、筆者はこれまでに 2011 年 1 月 27 日発行のレポート「進む『製造業のサー

ビス化』－今、何が起こっているのか」1で取り上げてきた。さらに、2011 年 1 月 11 日発行の

「2011 年の日本経済・産業を読み解く 20 のキーワード」2の中も、「サービスの強化」を取り

上げ、製造業が製品の保守・リース、ソリューション提案等のサービス事業に乗り出す動きが

増えていることを指摘してきた。 
 「製造業のサービス化」は、製造業をめぐる経営環境が変貌する中で、日本企業が事業の収

益性を高めるための一方策として極めて重要な概念である。しかし、製造業のサービス化とい

う言葉の意味は、世の中でしばしば誤解されている。モノづくりをやめてサービス業に転じる

こと、あるいは 2 次産業が 3 次産業にシフトする脱工業化の動きを指すという誤った解釈がな

されることが多い。 
 製造業のサービス化の本当の意味は何か？ それは、顧客満足は製品（モノ）自体によるの

ではなく、製品の使用（サービス、コト）によって実現することを正しく認識した企業が到達

する発想や行動の転換である。製造業もサービス業の一種という認識が求められる時代になっ

たという意味であり、ものづくりは重要ではなくなったからやめるべきといった意味ではない。 
 製造業のサービス化の本質についての理解を深めるのに恰好の事例がある。それは、ブリヂ

ストンのリトレッド事業である。 
 本稿では、前半でブリヂストンのリトレッド事業の事例を紹介、分析し、後半で製造業に今

求められるサービス化やソリューションビジネスのあり方について考察してみたい。 
 
 

１．【事例研究】株式会社ブリヂストンのリトレッド事業 

 
ブリヂストンは世界 大手のタイヤメーカーである。同社の2010年世界シェア3は16.1％で、

2 位の仏ミシュラン（同 14.8％）、3 位の米グッドイヤー（同 11.2％）からなるビッグ 3 のト

ップに君臨している。 
同社は海外売上高比率が約 8 割、タイヤの海外生産比率が約 7 割で、グローバルな事業体制

を構築している。 
 近年、同社はトラック、バス用のタイヤ市場でリトレッド（タイヤの貼リ替え再生）事業を

本格的に推進している。 
 
ブリヂストンがリトレッドに注力した経緯 

国内のトラックタイヤ市場は、近年、景気低迷やガソリン価格上昇を背景に、顧客事業者が

コストに一段と厳しくなり、価格競争が激化していた。新品タイヤの値崩れが著しく、利益を

出しにくい状況に陥っていた。 
トラックやバスのタイヤは対事業者向けの生産財であり、個人向けの消費財である乗用車の

                                                  
1 http://www.tbr.co.jp/pdf/report/mon_h002.pdf（TBR 産業経済の論点 No.11-03） 
2 http://www.tbr.co.jp/pdf/report/eco_g011.pdf（TBR 産業経済の論点 No.11-01） 
3 出所は米誌「ラバー＆プラスチック」調べ。 
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タイヤとは違って、いくら高品質・高機能なものでも正当な価格を維持することが難しくなっ

ている。顧客にとってどのメーカーの製品を購入しても大差なく、価格以外の競争要素がなく

なる状態、すなわち製品のコモディティ（汎用品）化が進んだ状態になっている。 
事業者にとって、タイヤは愛着を感じるモノではなく、できれば削減したい経費であるから、

新品の単品売りでブランド価値を高めて価格を維持することは、もはや不可能に近かった。 
そこで、打開策としてブリヂストンが打ち出したのが、新品タイヤとリトレッドタイヤにメ

ンテナンスを組み合わせたパッケージサービスである。 
 
リトレッドとは 

リトレッド（retread）とは、すり減ったタイヤの表面の路面と接する部分（トレッド）のゴ

ムを貼り替えて再利用することである。 
リトレッドタイヤは、新品より安く、かつ省資源である。使用する原材料（天然ゴム、石油

資源など）の量は、新品タイヤに比べて約 3 分の 1 で済む。また、トレッドゴム以外の部材（台

タイヤ）をリユースできるため、廃棄される使用済みタイヤの削減にも貢献する。 
米国ではトラック、バスタイヤの約 5 割、欧州では約 4 割をリトレッドが占めるほど普及し

ている。日本でも、リトレッド自体は数十年前から行われているが、「安かろう、悪かろう」の

イメージが強かったことや、新品至上主義が根強いことなどから、リトレッド比率は 15％程度

にとどまっていた。 
 しかし、ブリヂストンが 2007 年以降、リトレッドの本格普及に乗り出したことで、日本で

も徐々に日の目を見るようになってきた。 
 
中古を売ってなぜ価格競争から脱却できる？ 

リトレッドは、言わば中古タイヤである。単純に新品が中古に置き換わるだけであれば、タ

イヤメーカーにとっておいしい話とは思えない。ブリヂストンは価格競争から脱却するために、

なぜリトレッドタイヤの普及に注力しているのだろうか。 
 ブリヂストンが推進しているのは、単なる中古販売ではなく、「リトレッドと新品とタイヤメ

ンテナンスを組み合わせたソリューションビジネス」であるというのが、その答えである。そ

のビジネスモデルについて、以下で見ていきたい。 
 
Ｍ＆Ａを活用して製造・販売・サービス拠点構築 

 本格的な事業展開の準備として、同社は 2007 年、リトレッドの世界 大手の米バンダグ社

を買収した。これにより、同社は従来とは異なるリトレッド製造方式を手に入れた。 
従来方式（リ・モールド製法）は、溝がついていない生ゴムを台に貼り付け、大きな金型を

使って溝を刻む方法である。これに対し、バンダグ方式はプレキュア製法とも呼ばれ、溝がつ

いているトレッドゴムを台に貼り付ける方法で、金型が不要で設備も小規模であるため、多数

の地域で少量多品種生産が可能になる。 
 こうして、同社は戦略的な M&A の実施により、バンダグ方式を取り入れた高品質なリトレ

ッドタイヤの製造・販売・サービスのグローバルなネットワークを短時間で構築することに成

功した。 
 
ブリヂストンのタイヤソリューション 

安全なリトレッドタイヤを作るには、土台となるタイヤ（台タイヤ）に一定の耐久性が求め
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られるが、ブリヂストン製のタイヤは台タイヤの耐久性に定評がある。このため、リトレッド

タイヤを普及させることは、同社の新品タイヤの販売減少には必ずしもつながらず、うまく売

り込めば他社との差別化による新品の拡販につなげることも可能になる。 
同社は、リトレッドタイヤを単品売りするのではなく、顧客がタイヤをより長く、より安全

に使ってもらうためのソリューションを提案した（2008 年に開始）。それが、顧客の運行形態・

使用条件など様々なニーズに合わせ、「新品・リトレッド・メンテナンス」の 3 つを組み合わ

せたカスタマイズな提案で、顧客の経費削減・安全運行・環境対応（省資源）の実現を目指す

「エコ バリューパック」である。その仕組みは図表１の通りである。 
 
 

図表１　エコ バリューパック　導入のステップ

出所 ： 株式会社ブリヂストン ホームページ  
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「自社台方式」の採用 

 エコバリューパックでは、もう一つの有効な仕掛けが導入された。それは顧客（運送業者）

が自社で使ったタイヤをリトレッドして再利用する「自社台方式」だ。これにより、どこの誰

が使ったか分からないタイヤの再利用でなく、自社が使った使用履歴の明らかなタイヤの再利

用という安心感を生み出した。自社台方式でリトレッドを有効活用したタイヤメンテナンスを

提供することで、顧客はタイヤにかかわる経費の削減ができると同時に、省資源、環境負荷低

減にも貢献できる4。 
 タイヤを新品時の一次寿命からリトレッド後の二次寿命まで安全に使用し、タイヤの価値を

効率的に使い切ることは容易ではなく、高度なノウハウと多大な労力を要する。ここに、同社

のソリューションが顧客に受け入れられる余地や可能性がある。 
 同社のエコバリューパックを利用することで、顧客は図表２に示したような 適な商品提案

と 適なタイヤメンテナンスを享受することができ、燃費向上、タイヤ経費削減、安全運用、

省資源、環境経営などを実現することができる。 
 
 

図表２　「エコ バリューパック」導入によるお客様のメリット

出所 ： 株式会社ブリヂストン ホームページ  
 

                                                  
4 自社台方式はグリーン調達法の「特定調達品目」に指定されている。 
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ソリューションの内容 

同社のエコバリューパックには、次の 2 つのメニューが用意されている。顧客の要望に合わ

せて、1 件 1 件カスタマイズした提案を行っている。 
①トータルパッケージプラン（TPP） 
タイヤ費用・工賃とタイヤメンテナンスを全社・事業所単位で一括して請け負うプラン。

タイヤの所有権は同社にある場合が多い。顧客はタイヤについてはまったく心配しなくて

よくなる。 
②タイヤ＆メンテナンスプラン（TMP） 
タイヤメンテナンスのみを請け負うプラン。顧客は通常通りタイヤを購入し、タイヤ交換

時やリトレッド時に、その都度料金を払う。1 台単位での契約が可能。 
 
顧客のメリット 

 以上が新品とリトレッドとメンテナンスを組み合わせた同社のソリューションビジネスの概

要であるが、ここで顧客にとってのメリットを改めて整理してみよう。 

①経費削減（整備コスト、適切な空気圧等による燃費の改善） 
メンテナンス契約を結ぶことによって、顧客は使用するタイヤの寿命が延び、年間の総使

用本数が減る。廃タイヤ処理料負担も軽減できる。 
タイヤをどこまで使えばよいかを現場で管理・運営するための要員の配備が不要になるほ

か、パンクトラブル等で発生していた費用が削減できる。 
適切な空気圧の管理等により燃費も改善する。 
これらの結果、通常の新品タイヤ購入の場合に比べ、顧客のトータルコストが削減できる。 

②環境対応 
資源の再利用ができ、省資源に貢献できる。顧客は CO2 排出量削減などの環境負荷提言

活動に取り組んでいることをアピールできる。リトレッドにすれば、新品タイヤに比べて、

CO2 排出量を 3 分の 1 程度に削減できるほか、天然ゴムや石油資源など原材料の使用量も 3
分の 1 程度に削減できる。 
顧客（運送業者）にとって、ブリヂストンのリトレッドを使っていることが、彼らの商売

相手である荷主に対して環境問題への積極的な取り組みを訴求する材料になる。 
③安全運行 

タイヤを適切にメンテナンスすることにより、安全運行を確保することができる。深刻な

人材不足を解消し、安全な業務環境を整備することにも寄与する。 
 
ブリヂストンにとってのメリット 

次に、このビジネスモデルのブリジストンにとってのメリットは次のように整理できよう。 

①価格競争の消耗戦からの脱却 
 ブリヂストンにとっては、そもそもの導入目的であるトラック・バスタイヤの価格競争か

らの脱却を図ることができるというメリットがある。 
 トラックタイヤ市場においては、新品の単品売りでは同社が製造・販売する付加価値製品

に対して顧客が適正な対価を支払ってくれない状況になっていた。そこで同社はサービスに

事業を広げ、リトレッドとメンテナンスを組み合わせたソリューションビジネスを展開する

ことによって、高い顧客価値を創り出し、顧客が喜んで対価を支払う状況を生み出すことに
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成功した。利益率は、メンテナンスとリトレッドが新品タイヤを上回っている。 
②新品の売上も増加 
 ソリューションビジネスにより、メンテナンスやリトレッドなどのサービス事業の売り上

げが伸びるだけでなく、リトレッドしやすい同社製の新品タイヤの（適正価格での）売り上

げ増加にもつながっている。 
③顧客との関係深化、顧客の囲い込みの実現 
 顧客のメンテナンスを丸ごと請け負うことにより、顧客との関係を深めることができると

同時に、結果的に顧客の囲み込みが実現できる。 
④顧客ニーズの把握と新製品・新技術開発への活用 
 エコバリューパックのトータルパッケージプランの取引記録を追跡していけば、タイヤ交

換の必要時期などの予測ができるほか、顧客が抱える問題点や要望などを把握できる。これ

らの情報を新たな製品・技術開発に活用していくことが可能になる。 
 例えば、リトレッドしやすさを高めた新商品の開発、リトレッドタイヤの製造技術を活用

した新品タイヤの製造技術の開発などにつながった事例がある。 
⑤環境経営への貢献 

同社は、2012 年 5 月、環境長期目標として「100％サステナブルマテリアル化」5を標榜

した。これは、①そもそもの原材料使用量の削減、②資源を循環させ、効率よく活用するこ

と、③再生可能資源の拡充・多様化、の 3 つの活動を通じて、2050 年を見据えて「100％サ

ステナブルマテリアル化」を目指すものである。 
生産財ビジネス分野では、「リトレッド技術を活用したタイヤソリューションビジネス」が、

低燃費タイヤと並んで、100％サステナブルマテリアル化に向けた取り組みの 2 本柱の一つ

に位置づけられている。 
 
リトレッド事業を全社一体運営で推進 

リトレッド事業は、新品タイヤの需要を食う（共食いの）可能性があるため、以前は同社内

でも慎重論があったという。しかし、米バンダグ社買収（2007 年）を経て、2008 年 7 月、ト

ラック・バス用タイヤ事業の大転換に舵を切り、それ以降、リトレッド事業を全社で本格的に

取り組んでいる。 
従来の新品の単品商売から、顧客との長い付き合いを伴うコンサルティング営業への革命的

転換であるため、導入に当たって同社は、「メーカー－販売会社－販売店」という商流の各レベ

ルにおける教育に注力し、多大な時間と労力を費やしている。 
 同社はかつてはリトレッド事業を別会社で運営していたが、「新品、リトレッド、メンテナン

スの一体運営」を全社として推進するに当たり、本体に統合している。 
2012 年 1 月、同社は国内タイヤ事業を 100％子会社のブリヂストンタイヤジャパンに移管し

たが、リトレッド事業の運営はブリヂストンと一体で行っている。 
                                                  

海外展開 

 同社は、リトレッドを活用したソリューションを国内で開発、導入したが、国内だけをター

ゲットとしているのでは決してない。まず国内でビジネスモデルの成功事例をつくり、それを

                                                  
5 同社は、「化石資源などのように、消費を続けるといずれ枯渇することが予想される資源以外のもの」をサス

テナブルマテリアルと位置付けている。生物由来の原材料や使用済みタイヤを再利用した台タイヤなどがその

例である。 
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アジア新興国など海外に展開することをもくろんでいた。 
2012～16 年を対象にした中期経営計画の中で、同社は「リトレッドを活用したソリューシ

ョンビジネス」のグローバル展開を図っている。リトレッドタイヤの販売量を先進国市場で 15
～45％増、アジア新興国市場では 80％増、なかでも中国では 6 倍以上に拡大する計画である。 
中国市場では、中国景気減速を背景に、2011 年秋から 2012 年前半にかけ、トラックタイヤ

の販売は前年割れが続いている。その中で同社はリトレッドを武器に販売数量を伸ばしている。 
燃費性能に優れ、耐久性が高い同社のタイヤは、もちろん地場メーカー製品より高価である。

しかし、長い目で見れば、同社のタイヤソリューションを活用した方がトータルの経費削減に

つながるとことを訴求して、顧客開拓を進めている。 
同社は中国でリトレッド拠点の整備を急ピッチで進めており、現在 11 カ所のリトレッド生

産拠点を持つ。また、顧客との関係づくりのために、専売店（ファミリーチャネル）の拡充に

取り組んでおり、2016 年には専売店を 11 年比で 2 倍の約 1240 店へ増やす計画である。 
 
ライバルもリトレッドを強化 

一方、同社の 大のライバルである仏ミシュランも、ここにきてリトレッドを他社との差別

化のための有効な方法と位置づけ、世界でリトレッドへの投資を活発化させている。2011 年、

ロシアに初のリトレッド拠点を設置。2013 年には中国瀋陽の新工場にリトレッド設備を導入す

る予定である。 
ミシュランのリトレッド事業は、リグルーブという独自の製造方式を持っていることが特徴

である。リグルーブとは、リトレッドの前段階で、すり減ったタイヤにハンダごてのような器

具で再び溝を彫る方法である。 
 
模倣困難なビジネスモデル 

ブリヂストンが先鞭をつけたリトレッドを活用したソリューションは確かに優れたビジネス

モデルであるが、ミシュランなど競合他社に模倣されて、このビジネスモデル自体がコモディ

ティ化してしまう心配はないのだろうか。 
もちろんその可能性がないわけではない。しかし、新品の単品売りのビジネスに比べて、新

品・リトレッド・メンテナンスを組み合わせた同社のソリューションは、短期間で模倣するこ

とがはるかに難しいことは確かである。 
 このビジネスモデルを手掛けるには、優れたリトレッド技術を保有していることに加え、高

品質なリトレッドタイヤの製造・販売・サービスを行う拠点網の整備が必要となる。圧倒的に

多い拠点数・チャネル数を持ち、質量ともに充実したスタッフを抱えていることが、ブリヂス

トンにとって他社に容易にまねされない差別化ポイントとなっている。 
 
ICT の活用も視野に 

顧客のタイヤのメンテナンスを一括して請け負い、タイヤの使用状況を管理し、顧客に 適

な商品提案と万全なメンテナンスを提供するというブリヂストンのビジネスモデルは、株式会

社小松製作所（以下、コマツ）が「ICT（情報通信技術）を駆使して修理・保守などで顧客満

足度の高いアフターサービスをグローバルに展開するビジネスモデル」と類似した点が多いこ

とに気づく。 
コマツの場合、建設機械の中に埋め込まれた GPS（全地球測位システム）やセンサーによっ

て車両のあらゆるデータを収集し、自動的に送信する「コムトラックス」と呼ばれるシステム
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を開発、導入した。これによってコマツは、東京の本社で居ながらにして、世界中の顧客が使

う自社の建機の状況を常時把握している。修理に行くべきタイミング、部品交換が必要な時期、

建機の稼働率の高低などをリアルタイムで把握することが可能になっている。 
コマツが GPS やセンサーを建設機械に埋め込んだように、ブリヂストンのタイヤソリュー

ションでも ICT を活用することで顧客の使用状況の把握やメンテナンスの高付加価値化につ

なげることができるかもしれない。 
実際、ブリヂストンは超大型の建設機械用タイヤでは、以前から空気圧管理のための警報装

置を内蔵したタイヤを実用化している。将来的には、同社はトラック・バス用タイヤでも、空

気圧管理の警報装置や、車両運行状況の把握を可能にする IC チップなどを埋め込んだタイヤ

を開発して、タイヤ管理とソリューションのさらなる高度化を図ることを目指している。 
 
 

２．【分析編】ブリヂストンのリトレッドに学ぶ脱コモディティ化戦略 

 
脱コモディティ化の処方箋 － 「モノづくりからコトづくりへ」 

 ブリヂストンがリトレッド事業を本格化させた背景には、バス・トラック用タイヤのコモデ

ィティ（汎用品）化があった。コモディティ化とは、参入企業が増加して各社の技術水準が同

質化し、商品の差別化が困難となり、価格競争に陥る結果、企業が利益を上げられないほどに

価格が低下することを指す。 
 ブリヂストンは、新品タイヤの単品売りから「新品・リトレッド・メンテナンスを組み合わ

せたパッケージサービス」に転換することで、脱コモディティ化に成功している。同社の事例

は、ハード単体の売り切りから、サービスを含めた新たな価値の提案にビジネスモデルを変え

ること（すなわち「モノづくりからコトづくりへ」の転換）がコモディティ化克服のための処

方箋になりうることを示している。 
 
製造業がソリューション提供を求められるようになった理由 

かつては製造業の役割は商品（「モノ」）の供給であったが、 近ではブリヂストンに限らず、

サービスを含むソリューション（問題解決、「コト」）の提供に乗り出す企業が増えている（図

表３参照）。 
新興国企業の台頭やデジタル化の進展、IT（情報技術）の発達などを背景に、日本企業が優

れた機能や性能をもつ製品を市場に投入しても、後発企業がすぐにほぼ同等の機能の新製品で

追随してくるようになった。このため、高機能製品でもごく短期間でコモディティ化してしま

い、製品の機能や性能による差別化が難しくなり、ハード単体を売り切るというビジネスモデ

ルが陳腐化してきた。 
 製造業企業がサービス分野に乗り出す動きが活発化している背景には、このような環境変化

があるのである。 
 
「価値づくり」のためのサービス化 

 こうした製造業のサービス化、ソリューション提供の動きは、日本企業の「価値づくり」の

ための取り組みにほかならない。 
「価値づくり」は、延岡健太郎氏（一橋大学イノベーション研究センター長）の言葉である。 
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図表３　製造業企業がサービス分野に乗り出す事例

社名 内容

　 リコー

・ハード（事務機の単品売り）からサービス事業へ舵を切り、運用・管理受託サービス事業
　を強化（機器の再配置や印刷業務の最適化などを継続的に提案するサービス）。
・中小企業向けITサービス（ネット接続機器の提供から設定、保守までを丸ごと請け負う
　サービス）に注力。

　栗田工業
・水処理装置（モノ）の販売だけでなく、半導体や液晶製造装置の部品洗浄サービス
　や水浄化装置の運転管理、メンテナンスを手掛ける。

　三浦工業

・産業小型ボイラーで国内シェア50％超。メンテナンス（保守管理）事業の好調が
　安定的な収益源。
・メンテナンスで独自の事業モデル － ボイラー販売と同時に、顧客と3年間の
　メンテナンス契約を結び、最初に3年分の料金を一括でもらう仕組み。
・過去に販売したボイラー向け契約が積み上がり、メンテナンス事業の利益が増加。

　堀場製作所
・分析・計測機器大手。エンジン排ガス測定・分析装置で世界トップシェア。
・測定・分析器を作って売るだけではなく、工場などの施設の設計・建設まで受注し、
　そこに測定・分析器を設置するというトータルサポートシステムのビジネスを展開。

出所 ： 各種資料をもとに筆者作成  
 

図表４ 「価値づくり」の条件

低 高

持続的な独自性・差別化 （対競合企業）

高

低

顧
客
価
値
・支
払
い
意
思
額

（対
顧
客
）

価値づくり
可能

過当競争
（価格低下）

過剰スペック
（高コスト）

（注） 支払い意思額 ： ＷＴＰ （Willingness to pay）＝ 顧客が支払ってもよいと思う金額

出所 ： 延岡健太郎 『価値づくり経営の論理』

②

①

 
 
企業はモノづくり（価値の創造）をして差別化を行うだけでは、価値づくり（価値の獲得）に

は結びつかない。企業が生み出した価値や差別化に対して、顧客が付加的な対価を払う（顧客

の支払い意思額が高まる）ことがあってはじめて価値づくりが可能となる（図表４）。 
 前述したような環境変化の中で、日本企業は、図表４における左上の象限（コモディティ化

した分野での過当競争）または右下の象限（過剰スペック、ガラパゴス化）のどちらかにはま

り込んでいるケースが多い。これを右上の象限に引き上げて価値づくりを実現することが、日
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本企業の課題である。それには、①独自性・差別化、②顧客価値の引き上げ、の 2 つが必要で、

そのための方策として製造業のサービス化、ソリューション提供に取り組む企業が増えている

と考えられる。 
 
サービス・ドミナント・ロジックで考える 

 製造業がハードの単品売りでなくソリューションなどサービス分野に乗り出す際に、カギと

なる概念がある。それは、マーケティング用語で言えば、伝統的な「グッズ・ドミナント・ロ

ジック（GDL）」の考え方から「サービス・ドミナント・ロジック（SDL）」の考え方への発想

転換である。 
「グッズ・ドミナント・ロジック（GDL）」は、サービスはモノ経済の一形態であり、品質

や機能の良いものは高くても売れるという、モノ中心の考え方のことである。ここでは顧客は、

製品やサービスを「購入する者」として捉えられる。 
 これに対し、「サービス・ドミナント・ロジック（SDL）」は、モノをサービスの一形態とと

らえる考え方である。顧客はモノに価値があるからそれを買うのではなく、モノを消費し利用

することによって価値が生まれる。つまり、すべての企業は顧客にサービスを提供しているの

であり、そこにモノの受け渡しが付随しているのが製造業であると考える。 
SDL ではモノは 終的な提供物ではなく、サービス提供の媒介や手段として位置づけられる。

ここでは、顧客は財やサービスを「購入する者」として捉えるのではなく、財やサービスを「利

用する者」として捉えることが重要である。 
 この SDL は、ハワイ大学の Stephen L. Vargo 教授とアリゾナ大学の Robert F. Lusch 教授

が 2004 年に提唱した概念であるが、その考え方自体は目新しいものではなく、マーケティン

グの本質そのものと言える。マーケティングの教科書でお馴染みの格言に、「ドリルを買う顧客

はドリルが欲しいのではなく、欲しいのは穴である」6というものがある。ドリルを生産する企

業は、ドリルというモノを提供しているのでなく、穴をあけるサービスを提供しているのだ。

これは SDL の発想そのものである。 
 SDL の考え方は、平たく言えば、自らの事業をモノづくりからコトづくりへと定義し直す

ことである。ブリジストンのリトレッド事業のようなビジネスモデルを成功させるには、SDL
的な発想に立つことが必要不可欠である。 
 
ソリューションビジネスの本当の意味 

ハードの単品売りを脱し、きめ細かいサービスを絡ませて、顧客の問題解決に資することを

やるのがソリューションビジネスと考えている企業が多い。 
 しかし、ビジネスモデルの観点からいえば、ソリューションを提供することによって、他社

との価格競争から脱し、独自の競争力ある価格形成ができるものでなければ意味がない。 
いくら顧客との接点をつくり、顧客のニーズをつかみ、顧客の問題解決に役立つサービスを

提供している場合でも、採算度外視で赤字を垂れ流しているようでは、ビジネスモデルとして

失格である。 
 企業にとってソリューションビジネスは、収益化のビジネスモデルを実現できていなければ

意味がない。何らかのサービスを提供して、顧客が対価を払ってもよいという価値をデザイン

                                                  
6 ハーバード大学大学院のセオドア・レビット博士の 1968 年の著書『マーケティング発想法』で紹介され

た格言。 
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し、まとめあげるエンジニアリング力が求められる。 
 日本企業は総じてこうした能力を発揮することに不慣れであるが、ブリヂストンのタイヤソ

リューションのケースでは、顧客にとっての価値を創造する独自のビジネスモデルを構想し、

まとめあげることに成功している。 
 
サービスをてこにモノでも稼ぐ 

製造業のサービス化とは、必ずしもモノで稼ぐことを放棄してサービス事業に乗り出すこと

を意味しない。サービス分野に事業を広げることによって、ハードウェアの利益率の向上につ

なげることも可能である。 
ブリヂストンのタイヤソリューションでは、メンテナンスやリトレッド事業を拡充すること

によって、リトレッドしやすい自社の新品タイヤの販売が伸びていく仕組みになっている。サ

ービス事業を通じて顧客との関係を強化することによって、純正の製品・サービスが正当な対

価で売れていくところに、もうかるビジネスモデルのカギがある。 
製品を売り切った場合、その製品の運用ノウハウは顧客側に蓄積されるが、ソリューション

ビジネスとしてメンテナンスまで手掛ければ、運用ノウハウがメーカー側に蓄積される。その

蓄積は、製品改良や新しい技術・製品・サービスの開発を行う上で強力な武器になる。 
 製造業のサービス化と言えば、IBM のようにサービスの売上がハードウェアの売上を上回る

ようになることをイメージする者が多いが、これは必ずしも正しくない。モノづくり能力に強

みを持つ日本企業が取り組むべきサービス化は、モノづくりを捨ててサービス業に業態転換す

ることではない。モノづくりを続けたまま、「グッズ・ドミナント・ロジック（GDL）」から「サ

ービス・ドミナント・ロジック（SDL）」に発想を転換し、サービスをてこにハードウェアで

も稼ぐことを目指すべきであろう。 
 
Ｍ＆Ａを含む他社との連携が不可欠 

 ブリヂストンのリトレッド事業の場合、米バンダグ社の買収によリ、競争力のある製造技術

の入手とグローバルな拠点網の構築を短時間で実現したからこそ、本格的な事業推進が可能と

なった。 
製造業が単品売りから独自のソリューション提供にビジネスモデルを変える場合、こうした

外部資源の活用、とりわけ M&A を含む他社との連携が必要不可欠と思われる。例えば、コマ

ツは超大型ダンプトラックで単品売りのビジネスを脱し、無人ダンプトラックの販売・運用サ

ービスを提供し、顧客のトータルコスト削減に寄与するビジネスモデルを他社に先駆けて導入

したが、これを実現できた背景には戦略的な M&A があった。同社は無人ダンプトラックの運

用に不可欠な情報通信 LAN を世界の鉱山の約 6 割に敷設している米国モジュラーマイニング

社を 1996 年に買収していた。だからこそ、無人ダンプトラックを活用したビジネスモデルを

開発できたのである。 
 これまで自前主義にこだわり過ぎる傾向のあった日本企業だが、 近では成長力強化に向け

て積極的に外部資源を活用する企業が増えてきた。日本政策投資銀行の調査によれば新製品・

サービスの開発・設計や販路拡大のために、異業種企業や同業他社との連携（M&A を含む）

に活路を求める企業が 23％に達している（図表５）。 
 こうした日本企業による外部企業との連携は、今後さらに活発化していくことが予想される。 
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自社資源の活用

（グループ再編含

む）
47%

外部専門人材の

獲得
12%

外部コンサルティ

ング活用
11%

アウトソーシング
2%

同業他社との連

携（M&A等含む）
17%

異業種企業との

連携（M&A等含

む）
5%

一部事業の切り

離し
3%

その他
3%

図表５ 製造業の成長・競争力強化に向けた課題への対応策

（実施済または実施予定の方策）

図表５ 製造業の成長・競争力強化に向けた課題への対応策

（実施済または実施予定の方策）

注：有効回答数は製造業549社

出所：日本政策投資銀行「企業行動に関する意識調査」（2012年8月）  
 
 
中古品・再生品をどう管理するか 

市場に出回る中古品や再生品を管理することは、模倣品の発生を防ぐ観点からも重要な場合

がある。ハードディスク製造会社のシーゲイト社は、修理済のハードディスクドライブが、新

品と偽って市場に出回ることを防ぐために、修理済ハードディスクドライブに縁取りをつけ、

「認定修理済」のラベルを貼り付け、真正の新品と区別できるようにしている7。 
ブリヂストンの場合、新品の価格競争から抜け出すために、再生品であるリトレッドタイヤ

を締め出すのではなく、それを積極的に活用したソリューションを編み出した点が注目される。 
 同社は再生品のリサイクルも含めた一貫したサプライチェーンを管理することにより、「安

かろう悪かろう」の再生品との差別化を図り、環境対策としての有効性も顧客にアピールでき

る仕組みをつくり上げた。そして、単品の売り切りビジネスで稼ぐのではなく、中長期的にメ

ンテナンスやオペレーションでもうけるソリューションビジネスを展開した。その結果、新品

を売るフローのビジネスではなく、ストックのビジネス、すなわち販売済みタイヤという既存

の資産を活用し、継続的に時間をかけて収益を回収する事業形態を実現した。 
 
顧客価値と顧客の経済性の両立 － 長期的なトータルコスト削減で勝負 

 ブリヂストンのリトレッド事業の成功のポイントは、何といっても、顧客に質の高いサービ

スを提供しながら、顧客の経済性の観点からリーズナブルな提案になっている点であろう。顧

                                                  
7 山田英夫『なぜ、あの会社は儲かるのか？ビジネスモデル編』による。 
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客価値と顧客の経済性の両立を実現している点が重要である。 
 パッケージサービスで顧客の囲い込みをもくろむ企業は多いが、供給サイドがいくら自信を

持って上質なソリューションを提案しても、顧客にとって経済合理性がなければ、顧客は囲い

込まれてはくれない。 
 だからといって、「サービスはそれなりだが、価格が安い」ソリューションを提供していたの

では、日本企業はコスト競争で新興国企業に勝てない。だとすれば、やはり日本企業は、上質

な、作り込んだサービスを高く（正当な価格で）買ってもらうために、顧客自身が気づいてい

ないような「顧客の利益が増える提案」をすることを目指すべきである。 
事業用タイヤのような生産財（の使用）に対して支払う代金は、顧客にとってできれば削減

したい経費である。それを安売りせずに高く買ってもらうためには、それ以上に顧客の利益が

増えるスキームを提案するしかない。 
ブリヂストンのリトレッド事業の場合、顧客の長期的なトータルコストを考えれば、同社の

製品・サービスは実は決して高価ではなく、コスト削減メリットがあるということを顧客に訴

求できたことが成功のカギとなった。 
 「日本企業の製品やサービスは、品質至上主義で高価なため、新興国など海外では過剰品質

とされ、売れない」と決めつけるのは早計だ。単品売りでなく、自社がもつ技術やノウハウを

組み合わせて、顧客の長期的なコスト削減につながるソリューションを提供することを目指す

べきではないだろうか。このアプローチは、日本企業の重要課題である「価値づくり」（図表４

における右上象限への移行）を実現するための有効な方策の一つと考えられるからである。 
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