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＜ポイント＞  

 
■ 第３回（最終回）の本号は、グリーン・サービサイジング事業の動向と成功条件

をまとめる。環境・資源制約への懸念を背景に、商品の機能をサービスとして提

供するサービス提供型モデル（グリーン・サービサイジング事業）は環境配慮と

経済性の両立を実現するということで注目されており、「あかり安心サービスⓇ」

（松下電工）や「環境デリバリーパックⓇ」（スターウェイ）はその代表例である。 

■ 海外においても、サービス提供型モデルは関心が持たれており、塗料などの化学

物質管理と経済性を両立させる CMS（Chemical Management Services）や会員間

で自動車を融通しあうカーシェアリングが有名である。 

■ サービス提供型モデルはサービスの継続供給により顧客との結びつきを強めや

すく、またカスタマイズが容易である反面、サービスの規格化が難しいために効

率的に供給できず、また広告、宣伝面に難を持つ。これらはサービスの特性（一

過性、無形性、認識困難性）に起因する。また、機能を提供する設備や道具とし

ての「商品」をどのように管理するかという問題もある。 

■ サービスの特性に基づく困難を克服するために、需要のあるところで事業展開す

ることやサービスの標準化と顧客ニーズのさらなる汲み上げと連携強化が挙げ

られる。また、政府にもこの種の事業に対してお墨付きを与えるなどの政策発動

が求められる。 

■ 「商品」管理では、商品そのものの耐久性強化と操作性の向上という視点が重要

であり、ダスキンや日本カルミックの研究開発が参考になる。 

■ サービス提供型モデルは、「商品」を設備や道具として使用するために、その品

質の良さや耐久性が問われることとなり、そこに日本のものづくり企業の得意技

を活かす余地がある。ものづくり企業は同モデルを自らの事業に応用できるかど

うか検討すべきだ。 

■ 最後に、同事業を最終消費者向けに展開できるかどうか補論として考察した。 
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４.内外のグリーン・サービサイジング事業の動向 

背景に環境・資源制約への懸念 

今般、廃棄物の最終処分場の逼迫や鉱物資源の枯渇の恐れなど環境・資源の制約に対する

懸念がささやかれている。これを踏まえて政府は天然資源の消費が抑制され環境への負荷が

少ない社会を構築することを謳い、そのためには、これまでのリサイクル対策から拡大して

３Ｒ－（リデュース（Reduce：廃棄物の発生抑制）、リユース（Reuse：再使用）、リサイク

ル（Recycle：再資源化））－の取り組みを官民で進めていくこととしている。 

産業界においても、環境に配慮した企業経営や環境配慮製品の普及などを通じて環境ビジ

ネスを促進していく動きが見られる。このような中で、これまで製品として販売していたも

のをリースやレンタルなどサービスで置き換えて提供するサービサイジングに基づく環境

ビジネスが出現してきた。 

 

環境配慮と経済性の両立に寄与 

企業の環境配慮のための活動はともすればコストアップ要因になりがちである。しかし、

企業は、松下電工株式会社「あかり安心サービスⓇ」やスターウェイ株式会社「環境デリバ

リーパックⓇ」を活用することにより経済活動で生ずる環境負荷を軽減できるだけでなく、

企業活動で生ずるコストをトータルに削減することも可能となる。「あかり安心サービスⓇ

」は、環境配慮の視点も考慮した蛍光管の廃棄コストを削減することができ、「環境デリバ

リーパックⓇ」は、省資源型の梱包材を活用しながら梱包材の管理費用や作業時間等を削減

することができる。両事業は、サービス業への転換とバリューチェーンの再構築によって顧

客ニーズを捉えることで最終的には顧客にメリットをもたらすこととなり、その結果、両事

業者は顧客とWin-Win関係を構築することに成功したと言える。 

 

構成 
前前号（No.06-11） 

１． はじめに 

２． 事例研究① 

（１）蛍光管を「売らない仕組み」で競争優位を目指す「あかり安心サービス 」Ⓡ

（２）本事業の分析：サービス提供へのシフトによる顧客囲い込みが強み 
前号（No.06-12） 

３． 事例研究② 

」 （１）物流の環境ソリューションを提案する「環境デリバリーパックⓇ

（２）本事業の分析：物流のプロセスをつなげることで環境配慮と経済性の両立

を実現 

 

本号（No.06-13） 
４．内外のグリーン・サービサイジング事業の動向 
５．環境ビジネスにおけるサービス提供型モデルを成功させる

ために 
補論：消費者向けグリーン・サービサイジング事業の見込み 

は・・・ 
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商品のコモディティ化を防ぐことも 

これらの両事業は環境負荷軽減効果を持っている点だけが目新しいわけではない。蛍光管

や物流用ケースは一見、価格以外で差別することができず、コモディティとして価格競争に

巻き込まれがちである。事実、これまで松下電工株式会社は低価格の蛍光管の攻勢を受け、

自社のシェア低下に苦慮していたと言う。 

しかし、「あかり安心サービスⓇ」は顧客の囲い込みに成功し、シェア低下に歯止めをか

けることができた。このようにサービサイジングという視点を取り込んでバリューチェーン

を再構築することで価格競争から脱却しライバル企業よりも競争優位の地位に立つことが

できる可能性がある。両事業のようなサービス提供型モデルは商品のコモディティ化の回避

策としても注目に値しよう。 

 

欧米でも注目 

実は欧米でもサービサイジングについて関心が持たれている。米国では、1990 年代にア

ウトソーシングの活用など製造業のサービス化が進展する中で、これまで製品として販売し

ていたものをサービスに転換して提供することで新たな付加価値を生み出すサービサイジ

ング事業が生まれている。同事業の中には、自動車関連や航空機関連メーカーに塗料など化

学物質を販売する代わりに、車の塗装などのサービスを提供するなどで使用化学物質と塗料

調達などコストの削減を実施する CMS（Chemical Management Services）事業があり、顧客

の環境負荷軽減と原料調達コスト削減の両方を達成している（図表 7）。 

欧州では、サービサイジング事業をPSS（製品システムサービス：Product Services System）

と呼んでいるが、そのなかでも自動車を販売するのではなく事業者が所有し、会員間でその

自動車を利用してもらうカーシェアリングは環境負荷を軽減させる効果がある1ということ

で事業化が進んでいる。例えばスイスのモビリティ社は 2005 年において 64,000 名のカーシ

ェアリングの会員を有し、1,750 台の車両台数を保有するに至った（図表 8）。 

 

５．環境ビジネスにおけるサービス提供型モデルを成功させるためには 

」や「環境デリバリーパック「あかり安心サービスⓇ Ⓡ」は、商品を販売せずに自社で所

有することで顧客との距離を短くすると同時に、これまでのバリューチェーンを再構築する

ことでリスク管理を含めたコストを全体的に引き下げ顧客に利益をもたらしている。では、

これらのビジネスモデルの本質は一体何であろうか。 

筆者は、両事業の本質はサービスの特性に依存しているところにあると考えている。「あ

かり安心サービスⓇ」は蛍光管の製造販売から照明サービス提供へのシフトにより、顧客の

囲い込みに成功し、「環境デリバリーパックⓇ」はドライバー教育などソフトの部分に自信

を持つという。サービスは在庫という形をとることができないためにサービス事業者は継続

してサービスを提供する必要がある。そのために同事業者は製造販売事業と比較して顧客と

のつながりを強めやすい。また、サービス事業者にとって、サービス供給の担い手である人

材こそ競争力の決定要因であり、人材育成の巧拙が競争力向上のカギを握る。ただし、サー 

 

                                                  
1 スイスエネルギー環境省によるアンケートでは、カーシェアリングを利用している世帯では、保有車を

減らして利用効率の向上と省エネルギーの促進につながったことを明らかにしており、またモビリティ社

が会員を対象としたアンケートによると、入会後、会員は交通手段として環境負荷の少ない公共交通、自

転車、徒歩を選択する割合が増加したとのことである。 
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図表 7 CMS のメリットについて顧客の回答種類別シェア 
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（出所）Chemical Strategies Partnership, "CMS Industry Report 2004" 

 

図表 8 スイス・モビリティ社の会員数と保有台数の推移 
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（出所）モビリティ社ホームページ 

 

ビスの特性はサービス提供型モデルにメリットだけをもたらすのではなく、後で述べるよう

にさまざまな問題点も生じさせる。 

本稿では、サービス提供型モデルを成功させるために、重要と思われる条件について議論

したい。特に、サービスの特性を踏まえてその問題点を克服するためにどのように対処する
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べきかについて考えてみたい。また、サービス事業者が所有している「商品」についても 

その管理を中心に触れておくこととする。 

 

環境ビジネスにおけるサービス提供型モデルを成功させるための条件と事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表的事例
◎サービスの特性を活かす

（１）一過性を克服する
・需要のあるところで事業展開 「あかり安心サービスⓇ」のターゲット選定

スターウェイ株式会社のコンサルティング事業

（２）無形性を克服する
①サービスの標準化を促進 スターウェイ株式会社の「ESP－take1Ⓡ」

②さらなる顧客ニーズの汲み上げと外
部企業や社内他部門との連携強化

「あかり安心サービスⓇ」

（３）認識困難性を克服する
・お墨付きの獲得 経済産業省「グリーン・サービサイジングモデル事業」

◎所有した「商品」を管理する
（１）「商品」を永く使用する

・商品の長寿命化
・メンテナンスや修理技術の開発 株式会社ダスキンの研究開発

（２）「商品」を丁寧に使用する
・誘因や罰則の付与
・扱いやすい「商品」の開発 日本カルミック株式会社の研究開発

条件

（出所）筆者作成 

 

サービスの特性は、（１）一過性、（２）無形性、（３）認識困難性、と 3 つに分類 

サービスについて古くはアダム・スミスやカール・マルクスが学問的関心を寄せており、

その特性についてもいろいろと議論されてきた2。ここでは、今日までの議論を踏まえて、

次の 3点に分類したい。 

（１） 一過性： 

一度サービスが供給され、消費されると消えてしまうことを指す。繰り返し使用可能

な耐久消費財とは対照的な性質である。また、一度供給されると、サービスを在庫の形

で貯蔵することもできないし、一度購入されると、購入をキャンセルして供給者に戻す

ようなこともできない。このために一度サービスが顧客に供給されると継続して行われ

ることが多く、サービス事業者と顧客の関係は密接なつながりとなることが多いが、顧

客を常にキャッチしておけないと、供給過剰になりかねない。 

（２） 無形性： 

サービスそのものの形が存在せず、目に見えないことを言う。無形性がカスタマイズ

を容易にする反面、サービスの規格化を困難にしている。サービス事業者は規模の経済

を活用して効率的に供給できなかったり、ニーズの多様化にうまく対応できなかったり

するために、ともすれば収益低下に陥りやすい。 

（３） 認識困難性： 

サービスの品質を潜在的な顧客に伝えることが難しいことを指し（情報の非対称性）、

                                                  
2 詳細については、南部他（1993）や羽田、中西（2005）参照。 
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顧客は常に購入リスクを意識し、その購入に躊躇することとなる。サービスの品質認識

が困難な理由は、上で挙げた特性の他に、サービスの場合、その品質の決定はユーザー

の主観に依存することが多いためである。 

もちろん、この分類にあてはまらないサービスが存在することは言うまでもないが、便宜

的にこの分類を採用し、これらの特性に基づく困難をサービス提供型モデルはどのようにし

て克服していくかについて以下で議論することとする。 

 

サービスの特性から生ずる困難を克服するには 

サービス事業者はサービス供給を継続して行う必要があり顧客の囲い込みに成功しやす

い。また、その無形性から顧客のニーズに合致したサービスをカスタマイズして提供するこ

とも可能としている。 

その一方で、需要を捉えられなかったり効率的にサービスを供給できなかったりすること

で、収益の悪化を招きがちだ。実際、2000 年代のサービス業の売上高営業利益率は製造業

のそれよりも１ポイント低い（図表 9）。また、サービスの品質を顧客に知ってもらうこと

は財と比べて難しく、サービスの宣伝や広告には難しさが伴う。 

このようにサービスの特性から事業展開においてメリットを享受する反面、困難も生じて

いる。こうした困難を克服するにはどのようにすればいいのかについて事例を参照しながら

整理したい。 

 

（１） サービスの一過性を克服するには：需要のあるところで事業を展開 

 サービスは供給されると消えてしまい、在庫として保管できないために、事業者は常に

継続供給を前提に事業展開しなければならず、サービスの供給が需要を上回る供給過剰の事

態に陥る恐れがある。このような事態を回避する方策の一つとして、サービス事業者は常に

需要のあるところを選んで活動する必要があろう。 

 「あかり安心サービスⓇ」の場合、ISO14001 取得企業にターゲットを絞っている。ISO14001

取得企業は廃棄物の適正処理を求められることから蛍光管リサイクルに取り組みたいとい

う企業が多く、同サービスの需要が存在するのだ。 

 また、スターウェイ株式会社はソニー系列の商社である共信テクノソニック社とコンサル

ティング契約を結び、同社がソニーグループ内で環境に優しい物流サービスを提供できるよ

うに支援する。スターウェイ社がコンサルティング事業を選択した背景には、同社自らソニ

ーグループ内でサービスを提供するよりもソニーの系列会社である共信テクノソニック社

が提供した方が需要の取りこぼしが少ないという判断も働いたのではなかろうか。 

 

（２）サービスの無形性を克服するには： 

① サービスの標準化を促進 

サービスはもともと目に見えないという性格を持ち、また顧客のニーズは多様化するため

に、サービス事業者にとって規模の経済から効率よく供給することは難しいと言われる。し

かし、サービス供給の担い手である従業員の行動をマニュアルの作成で細かく規定し、一定

レベルのサービス供給を保証することはできる。また、多様な顧客のニーズから共通するも

のを抜き出してサービスのメニューとして呈示することでより合理的に顧客ニーズに応え

ることもできる。 
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図表 9 収益力が低いサービス業 
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（出所）財務省「法人企業統計年報」 

 

図表 10 環境対応型物流システム（ESP-take1Ⓡ） 

（出所）スターウェイ株式会社ホームページ 

 

このように、マニュアル化やメニュー化などサービスの標準化を図ることで人材育成が 

容易になりサービスを比較的効率よく顧客に供給することが可能となる。スターウェイ株式

会社は物流ドライバーのために顧客の前での開梱の仕方や梱包財の回収についてのマニュ

アルを整えていることもその一環と言えよう。 

また、サービスの標準化を一層進めるためには、ＩＴの活用もその方策の一つである。例
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えば、同社はウェブを使った物流システム（図表 10）を構築しており、顧客はそのインタ

ーネット上のサービスを使うことで在庫管理、出庫指示などを簡単に行うことができる。 

 

② 顧客ニーズのさらなる汲み上げと外部企業や社内他部門との連携強化 

だが、サービスの標準化によるコスト削減努力には限界がある。そこで、注目したいのは、

サービス提供による顧客との結びつきを活かした顧客ニーズのさらなる汲み上げと外部企

業や社内他部門との連携による顧客満足度と収益の向上を図ることである。シナジー効果を

効かせることで当該事業部だけでなく、企業全体の収益アップにつながるのだ。 

松下電工株式会社は「あかり安心サービスⓇ」を契約した顧客に対して、蛍光管だけでな

く、照明器具やバッテリー等についてもニーズを確認しながらソリューションを提案するコ

ンサルティング営業を行っている。このような営業は顧客との結びつき強化を踏まえて長期

的な視野に立っており、例えば新築物件で同サービスを提供する顧客にはその後 20 年間を

見据えてソリューションを提案することを意図している（図表 11）。 

当然ながら当該事業単独では顧客の多様なニーズに応えることはできないために社内の

他事業部と連携して顧客ニーズを満たすこととなる。事業者と顧客との間で Win-Win 関係の

構築に成功するためには、顧客だけでなく外部企業や社内他部門とも関係を密にし、連携強

化を図る必要があろう。 

 

（３）サービスの認識困難性を克服するには：お墨付きの獲得 

サービスの品質は実際に使ってみないとわかりづらく、まだ使っていない潜在的な顧客に

品質を理解させるのは容易ではない。特に、新しいサービスの場合はなおさらである。こう

いった場合、サービス事業者単体で認識困難性を克服することは難しいと見られ、政府など

の第 3者機関がお墨付きを発行するなど政策発動の余地がある。 

実際、両社へのヒアリングでは、両事業の責任者ともに、政府や地方公共団体は環境に優

しく独創的な事業について特典を与えるべきだということを述べていたのが印象的であっ

た。さらに、企業の環境保護の取組み効果、例えば温室効果ガス削減量など、を客観的に認

証してくれる機関が必要であるという声も聞かれた（スターウェイ株式会社の竹本社長）。 

 

所有された「商品」をどう扱うのか 

これまで述べてきた事例は、商品から機能を分離してサービスとして提供することでビジ

ネスモデルを成立させているものである。では、機能を切り離された「商品」を事業者はど

のように扱えばいいだろうか。 

機能を切り離された「商品」は事業者によって所有されている。つまり、「商品」は機能

を提供するための設備や道具となるわけであり、いわば設備や道具をどのように管理すれば

いいかという問題に帰着しよう。 

以下では、モップやマットなどの清掃器具やトイレの脱臭洗浄機器のレンタル事業を営む

株式会社ダスキンや日本カルミック株式会社における「商品」の取り扱い事例を取り上げよ

う。 

 

（１）「商品」を永く使用 

設備や道具として「商品」を使う場合、「商品」そのものの耐久性を強化しその寿命を長

期化することで、サービス供給に関わるコストを低く抑えることができる。また、メンテナ 
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図表 11 長期的視野に立つ「あかり安心サービスⓇ」 

（出所）松下電工株式会社資料 

 

ンスや修理などの技術を新たに開発することで「商品」が提供する機能水準を維持すること

ができよう。 

モップやマットなど清掃器具のレンタル事業を経営の柱としているダスキンは、「商品」

を長持ちさせるために耐久性向上技術や新修理技術を開発している。2004 年度には、マッ

トの裏地ゴムの折り曲げ耐久性を従来の 50 倍にする技術や有機溶剤を使用せずにゴム部分 

の破損を修理する技術の開発に成功しており、その結果、2005 年度のマット、モップ全出

荷量、1.93 億枚に占める再使用分は 1.85 億枚とその 95％を超えており、その生産性は高い
3。 

 

（２）「商品」を丁寧に使用 

「商品」の長寿命化に成功しても、それを扱う人間が乱暴では「商品」はもたない。「商

品」を丁寧に扱わせるために、顧客やそれを扱う従業員に誘因や罰則を与えるという手もあ

る。また、操作性の観点から「商品」を改良し、顧客や従業員に「商品」を扱いやすいよう

にすることも考えられる。 

 トイレの洗浄脱臭機器「サニタイザー」で有名な日本カルミック株式会社には、「トイレ

ットシートクリーナー」というレンタル商品がある。これはトイレの座台を拭くためにトイ

レットペーパーに除菌液をつけるための機器だが、当初のものは外国製で横から押さないと

洗浄液が出ない構造のために使いづらく、故障しやすかった。そこで、同社は独自開発に踏

み切り、上から押すような構造に改良したのである。このため、押す圧力も三分の一程度と

なり故障しにくくなったとのことである4。 

 

日本のものづくりを活かす道とは 

以上のような困難を克服し、サービスの特性を活かして顧客の囲い込みを行うことができ

たとしても、依然として障害は存在する。まず、このようなビジネスモデルは既存の事業部

から反発を食らい、ライバル企業から攻勢を受ける恐れがあることに注意しなければならな

                                                  
3 株式会社ダスキン「ダスキングリーンレポート 2006」 
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い。これまでの大量製造大量販売のビジネスモデルからすると、「商品」を長持ちさせるこ

とでコストを削減につながるサービス提供型モデルとは相容れないところがあるためだ。ま

た、顧客ニーズの多様化を捉えきれず低収益に陥る恐れも否定できない。近年の顧客ニーズ

は移ろいやすく、商品の陳腐化が激しくなっており、本当に長期的に顧客を囲い込めるかど

うか疑問も湧く。 

しかし、このビジネスモデルの長所の一つは、生産した「商品」を設備や道具のように扱

って事業展開できるところであり、むしろ日本のものづくり企業の得意技を活かせるのでは

ないかと考えている。サービス提供型モデルでは、サービス業として活動することになるた

めに、ものづくりの部分はあまり重要でないように直感的に受け取られるかもしれないが、

実はそうではない。サービス提供型モデルでは、サービス提供の部分と所有された「商品」

の管理の部分に分けられ、そしてこの管理については、まず品質がよく長持ちするものを作

ることが重要なのだ5。 

日本のものづくりの長所については、多数の識者が論じているが、作り込むことで高い品

質を達成するものづくりの姿勢、長期的な信用関係を重視する環境、濃密なコミュニケーシ

ョンに裏打ちされた現場力などがあげられ6、実際、「MADE IN JAPAN」は高品質の代名詞と

なっている。しかし、近年のグローバル競争の激化や商品開発のスピードアップによって日

本のものづくり企業は自らの土俵外での戦いを余儀なくされており、作り込みよりも迅速な

事業化で手一杯である。最近、製品事故やリコールの増加からものづくりをおろそかにする

企業も目立ってきていることもそれと無関係ではあるまい。だが、サービス提供型モデルで

は、高品質で長持ちする「商品」を作ることがそのままコスト削減の直結と収益の拡大に寄

与することとなり、そこに日本企業のものづくりの強みを活かすことができるのではなかろ

うか。 

もちろん、日本の製造業が扱う商品全てがサービス提供型モデルに馴染むとは思えないし、

サービス提供型モデルに転換したとしても、移ろいやすい顧客ニーズの取り込みをおろそか

にしてはいけない。だが、日本のものづくり企業は中国企業などを相手としたグローバル競

争の激化により価格競争に巻き込まれ、その一方で企業活動において環境配慮が求められて

いる。このような中で、サービス提供型モデルは日本のものづくり企業が今後の活路を切り

開いていく上でも検討に値するのではなかろうか。■ 

 

補論：消費者向けグリーン・サービサイジング事業の見込みは・・・ 

これまで本稿で取り上げた事例はいずれも企業向けグリーン・サービサイジングの事例であるが、環境

負荷の軽減を進めるには、企業だけでなく、消費者も取り込まねばならない。そこで本稿の最後に、コラ

ムとして消費者向け「グリーン・サービサイジング」事業の見込みについて考えたい。 

 両事業の責任者からのヒアリングによると、両者ともに消費者向け事業については現時点では視野に入

れてないようだ。やはり消費者向けのインフラ作りがコスト増となって採算が合わないとのことである。 

実際、消費者向けグリーン・サービサイジング事業を展開しようとすれば、リース・レンタル料金が消

                                                                                                                                                  
4 多喜（2006） 
5 このことは電灯普及当初における電灯会社の研究開発姿勢に見て取れる。電灯普及当初、電灯会社は電

灯を所有しており、電灯のフィラメントが焼き切れると電灯を無料で交換していた。そのために寿命の短

い電灯はコストが高くつき、経営を圧迫したという。そこで、電灯会社はコストを引き下げるために電灯

の長寿命化のための研究開発に重きを置くこととなった（榊原（2005 年））。 
6 例えば、経済産業省「新産業創造戦略」（2004 年） 
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費者にとって割高になるとの指摘も出されている。大阪大学の盛岡氏らは 2002 年に家電リースの社会実験

を行い、リース利用者にアンケート調査を実施した。この結果、多くのユーザーがリース料金の高さに不

満を覚え、その理由として次の 5つを挙げていた。 

① 量販店の安い製品価格との比較 

② 実際の所有期間よりも短く設定されたリース期間 

③ メンテナンスコストの加算（リース期間が長期になればなるほど同コストが上昇） 

④ 回収リスクの加算 

⑤ リースのためのインフラ構造の未整備 

消費者向けグリーン・サービサイジング事業を成功させるには、これらの問題点を克服する必要があり、

かなりの時間がかかると思われる。 
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