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なぜ「製造業のサービス化」が進んでいるのか
̶IoT・デジタル化の進展が後押し̶

Point
❶  「製造業のサービス化」の動きは以前から進行していたが、ここにきて一段と加速している。
❷  2000年以降、製造業のサービス化が進んだ背景には、新興国の台頭と IT の発達によるものづく
りへの参入ハードルの低下を受けて、ハイテク製品でさえも短期間でコモディティ化するように
なったことがある。この結果、製品自体の価値よりも、製品の使用段階における使用価値・経験価
値を重視する風潮が高まってきた。

❸  最近の IoT の普及により、製造業の競争軸が「モノの製造・販売」から「モノを介した顧客価値の
提供全般」へと広がり、製造業がデジタルデータを使って顧客のニーズを知り、ハードとソフト・サー
ビスを融合させて顧客の課題解決に貢献するビジネスモデルを創出することが可能になった。この
結果、製造業のサービス化の動きがさらに強まっている。

❹  独インダストリー4.0 は、デジタル化による製造プロセスの最適化（効率性の改善）だけでなく、「ス
マートサービス」による新たなビジネスモデル創出を狙った政策であるが、真の狙いは後者にある。
インダストリー4.0 は IoT 時代における製造業の競争力維持策としてサービス化を志向する政策
と言える。

❺  日本の製造業企業の IoT を活用したサービス化への取り組みは、他国に比べて総じて遅い。しかし、
第4次産業革命時代の環境変化に対応して製造業が生き残っていくために、サービス化に取り組む
必要性、必然性は一段と高まっている。製造業企業は、モノを通じたサービス提供による価値創造
に真剣に取り組むべきだ。

製造業企業がモノづくりだけでなくサービス分
野に進出する動き（「製造業のサービス化」）は以
前から進行していたが、最近は IoT（インターネッ
ト・オブ・シングス）の普及に伴うデジタル化の
進展を背景に、製造業のサービス化の動きが一段
と強まっている。

本稿では、製造業で進行しているサービス化の
動きについて分析、整理し、最近サービス化が一
段と加速している実態とその背景について考察し、
製造業にとってサービス化、モノからコトへのビ
ジネスモデル変革に取り組む必要性が高まってい
ることを指摘したい。
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製造業のサービス化とは
製造業のサービス化の動きは、20 年くらい前か

ら観察されており、筆者も、本誌 2010 年 12 月号
掲載レポート 1 で、「製造業のサービス化」が進行
している背景や要因について事例を挙げつつ考察
した経緯がある。

これまでの製造業のサービス化の動きについて
あらためて整理しておこう。

本稿では、製造業のサービス化を、「製造業企業
がモノの製造・販売だけでなく、サービスの提供
を付加することにより、モノの価値の向上やモノ
の拡販を図ること」と定義しておきたい。

さらに補足すれば、単なる「モノの製造・販売」
ではなく、「サービス的要素を含めたコトの提供」
を行うという発想の転換が伴っていることが製造
業のサービス化の要件と考え、契約や課金の形態
は問わないこととする 2。

なお、多角化戦略として、従来のモノの製造・
販売と全く無関係の新たなサービス事業に取り組
むものは、「製造業のサービス化」の事例の対象外
としている。

また、サービスとは、「サービス提供者が、対価
を伴って受容者の望む状態変化を引き起こす行為」
と定義されるもので 3、日本語のサービスに慣例
的に込められる「無料」や「おまけ」の意味は含
まれない。

近年、さまざまな理由から、製品自体の価値で
はなく、顧客がそれを使用する際に生じる経験価
値や使用価値が重要視されるようになったことを
背景に、製造業のサービス化が進んでいる。

図表 1 に、日本の製造業企業のサービス化の典
型的な事例を掲げた。

製造業のサービス化のパターンとしては、①単
なるモノの販売だけでなく販売強化に資する新規
サービスを追加的に提供するもの、②モノの販売
後に利用状況をモニタリングしメンテナンスサー
ビスを提供するもの、③モノの代金を販売時に一
括して回収するのでなく、モノの利用をサービス
として提供し、利用された分だけに課金するもの

（「稼働課金」型サービス）、④モノの販売に加え、
ユーザーが継続的に利用できるプラットフォーム

（基盤）を自社で開発・提供し、製品の魅力度の向

1    増田貴司「進む「製造業のサービス化」－今、何が起こっているのか－」（『経営センサー』2010 年 12 月号）（http://www.tbr.co.jp/
pdf/sensor/sen_a160.pdf）。

2    日本能率協会コンサルティングではこの点を厳密にするため、製造業のサービス化を『製造業が従来のように「モノを製造・提
供して、それを消費した顧客から対価を得る」という考え方から「価値は顧客が経験したときに生まれるものであり、そのため
にモノに加え何かしらのサービス的要素を含めて提供し、顧客と共に価値創りを行う」という考え方にシフトすること』と定義
している。

3    東京大学「サービス工学研究会」による定義。

図表 1　「製造業のサービス化」の事例（日本企業）
社名 内容

三浦工業

産業小型ボイラーで国内シェア40％超の同社は、メンテナンス（保守管理）で独自の事業モデルを構築。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。1989年から「故障予知」サービスを展開。顧
客が使用しているボイラーに埋め込んだセンサーから得られるデータを収集し、稼働状態を遠隔監視し、異常を感知すれば、ユー
ザーに対処方法を伝達し、メンテナンス要員を派遣。

コマツ
建設機械メーカーである同社は、タイなどの新興国に建設機械を売るために、IoTを活用したサービスを実現。建設機械の稼働管理
システムKOMTRAXに蓄積される膨大なデータを収集・分析することで、建設機械のライフサイクルコストを最小化するための有償
保守契約を商品化。これにより顧客のリピート購入率の引き上げに成功。

ブリヂストン
トラック・バス用タイヤ市場で、リトレッド（タイヤの張リ替え再生）事業を本格的に推進。タイヤ単品売りから、「新品タイヤ、
リトレッドタイヤ、メンテナンス」をパッケージで提供するソリューションビジネスに転換。顧客のトータル経費の削減、環境対
応、安全運行を実現するビジネスモデル。

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：各社リリース資料、各種文献・記事より作成
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4    ここでの製造業のサービス化のパターンの区分は、『みずほ産業調査』Vol.42 No.2（2013 年）、「Ⅶ . サービス化の視点での企業
の競争力強化に関する考察」を参考にした。

5    延岡健太郎「顧客価値重視のイノベーション⑨」（日本経済新聞 2017 年 3 月 20 日「やさしい経済学」）の分類による。

上や顧客の囲い込みを図るもの、などが挙げられ
る 4。

サービス事業化とサービス価値化の2類型
製造業のサービス化は、大きく分けて「サービ

ス事業化」と「サービス価値化」の 2 類型に分類
される 5。

サービス事業化は、顧客が代金を支払う対象が
モノからサービスに変わるもので、ビジネスモデ
ルの変化を伴うタイプである。自動車メーカーが
カーシェアリング事業を始めるのはこの一例であ
る。この場合、顧客は自動車を買うのではなく、
移動手段としてのサービス（使用時間）を購入す
ることになる。

一方、サービス価値化は、顧客から認知される
付加価値がサービス価値に変化するものの、通常
の製造業と同様、顧客はモノに対して対価を支払
うタイプのものである。実際の売上高や利益の大
部分はモノの販売であっても、実は顧客がその製
品を選んで買っている理由はきめ細かい保守サー
ビスやソリューション提案が受けられるなどの魅
力があるからといった場合（サービス提供料・提
案料等の対価を別途要求しない場合）がこれに該
当する。

つまり、課金の形態がサービスではなくモノで
あっても、企業が顧客に提供する価値に多くの
サービス価値（商品自体の価値を超え、顧客が商
品を使用・経験する際に、顧客との接点で生じる
意味的価値）が含まれていれば、それは製造業の
サービス化の事例と考えることができる。

商品自体の価値よりも経験価値
製造業のサービス化の背景には、商品自体の価

値よりも、顧客がそれを使用する際の経験価値が
鍵を握るようになったことがある。

米コロンビア大学の B.H. シュミット教授が著書

『経験価値マーケティング』（1999 年）で「経験価
値」の重要性を提唱した。また、2005 年に認知心
理学の第一人者である D.A. ノーマン博士が「ユー
ザーエクスペリエンス（顧客経験価値、UX）」の
概念を提唱し、気持ちよく使える価値を強調した。

このように経験価値を重視する考え方が 2000
年前後から、世界的な潮流となっていった。

これは日本では「モノからコトへ」という表現
で語られる概念に近いが、これが製造業企業の行
動に反映される動きが製造業のサービス化だと
言っていいだろう。

マーケティング論の大家であるセオドア・レ
ビット博士の教えに、「ドリルを買う顧客が欲しい
のは、ドリルではなく穴である」という有名なフ
レーズがある。顧客はモノに価値があるからそれ
を買うのではない。モノを消費し利用することに
よって価値が生まれるのだ。したがって、製造業
を含むすべてのビジネスを、顧客への「サービス」
として捉え直す必要がある。

レビット博士の教えを製造業が本気でかみし
め、実行に移すべき時代が到来したと言える。

2000年以降、先進国製造業の
サービス化が進んだ理由

2000 年代に入って、特に先進国において製造業
のサービス化の動きが目立つようになったが、こ
の背景には経験価値を重視し、モノからコトへの
発想転換をしなければ企業の生き残りが難しくな
るような競争環境の変化が生じたことがある。

第一に新興国企業が手ごわいライバルとして台
頭してきたことと、第二に IT の発達によりもの
づくりへの参入ハードルが低下しキャッチアップ
が容易になったこと（図表 2 参照）。これらの結
果、従来は技術力のある先進国メーカーの牙城
だったハイテク製品についても、後発の新興国
メーカーがあっという間に追い付き、似たような
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製品を量産できるようになった。こうして、工業
製品はごく短時間で供給過剰になり、コモディ
ティ化し、価格競争に陥る時代が到来した。

どこでも誰でも比較的簡単にモノを製造して供
給でき、モノが供給過剰状態になりやすい世界と
なり、製品そのもので差別化して競争力を生み出
すことが難しくなった。製品単体ではコモディ
ティ化が猛スピードで進み、価値競争の消耗戦に
巻き込まれる。

こうした中、労務費の高い先進国の製造業企業
が生き残るためには、モノ自体の価値だけで勝負
するのではなく、モノとサービスを組み合わせる
ことで製品に新たな価値を付与したり、モノを
使って実現できるコト（ソリューションなど）の
価値で勝負したりするなど、顧客の経験価値を高
めることが重視されるようになってきた。

こうした観点から、設計、開発、製造段階での
高付加価値化にばかり集中し、製品の使用段階に
おける顧客価値をあまり顧みなかった従来のビジ
ネスを見直す機運が高まってきたのである。

「製造業のサービス化」のメリット
製造業のサービス化によって期待されるメリッ

トとしては、次の 4 点が挙げられる。
① 価格競争から脱却できる（コモディティ化対

策として有効）
　 サービス事業は顧客の期待に応えるビジネス

であるため、顧客満足をどれだけ高められた
かに応じて相対で価格を決定できる。このた
め、コモディティ化した製品の低価格競争か
ら脱却できる可能性がある。

② 参入障壁が高い
　 サービス事業は手離れが悪いビジネスである

ため、比較的参入障壁が高く、安定収益源に
なる可能性がある。独自の組織能力を絡ませ
て模倣困難性を高めることができれば、持続
的な競争優位を築ける可能性がある。

③ 景気変動の影響を受けにくい
　 不況で新規商品の販売が伸び悩んでいる状況

下でも、顧客側にストックされた商品を対象
にさらなる活用を促すサービス事業は、景気
変動に左右されにくく、ビジネスの平準化に
寄与する。

④ サービスの提供に携わることは人を育てる効
果がある

　 自社製品が実際に現場でどのように使われて

図表 2　2000 年以降、製造業のサービス化が進んだ理由

製造業への参入障壁が低下

模倣・キャッチアップの容易化

世界的にモノは供給過剰になりやすい時代に

新興国企業の台頭
新興国市場が主戦場に

ITの発達
デジタル化の進展

新興国企業を含む多くの企業が、低コストで
ハイテク工業製品をすぐに量産できる時代に

ハイテク工業製品でも短時間で
コモディティ化し、低価格競争に陥るように

顧客の求める価値は、「モノ」そのものではなく、
モノを使って実現できる「コト」（問題解決）に移行

製造業はモノ自体の価値で勝負するのでなく、
モノとサービスを組み合わせて顧客の経験価値
を高めることで差別化を図ることが必要に

製造業のサービス化

出所：筆者作成
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6    詳しくは、増田貴司「ブリヂストンのリトレッド事業に学ぶ「モノからコトへ」の発想転換」（『経営センサー』2012 年 11 月号）
をご参照ください（http://www.tbr.co.jp/pdf/sensor/sen_147_01.pdf）。

いるかを知れば、開発・設計時に意図してい
たことが実現されているかなど、多くの気づ
きが得られる。製造業企業が自社製品関連の
付帯サービス事業にかかわることで、真に顧
客の求めるソリューションの提供を発想し実
現できる人材を育成できる。

コモディティ化克服策としてのサービス化
上記メリットのうち、特に注目されているのは

①の価格競争からの脱却、コモディティ化克服と
いう効果である。わが国製造業の取り組み事例で
も、このメリットを期待してサービス化に踏み切
るケースが多い。

図表 1 に掲載されているブリヂストンのケース
もその代表的な成功事例と言える 6。同社はト
ラック・バス用タイヤがコモディティ化して儲か
らなくなったことの打開策として、新品タイヤの
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
事業へと舵を切った。顧客に「新品・リトレッド・
メンテナンス」を組み合わせた個別提案をするこ

とで、顧客の経験価値の向上（経費削減・安全運行・
環境対応）を図るビジネスモデルへと移行して成
果をあげた。

ここ数年「製造業のサービス化」が
加速した理由

2 ～ 3 年前から世界で「製造業のサービス化」
の動きが一段と加速してきた。この背景には、IoT
の普及など第 4 次産業革命の進展がある（図表 3）。

どういうことか説明してみよう。IoT の導入に
より、あらゆるモノや情報がデジタル化、データ
化され、ネットワークでつながり、自由にやりと
りできるようになった。集まった大量のデータ

（ビッグデータ）を分析し、新たな価値を生む形で
利用できるようになった。データの分析に際して
は、AI（人工知能）を活用して、人間を超えた高
度な判断をさせることが可能になった。進化した
ロボットの活用により、多様で複雑な作業の自動
化することができるようになった。

このように第 4 次産業革命が進み、あらゆるも
のが「つながる」時代になったことで、分断され

図表 3　ここにきて「製造業のサービス化」が加速した理由

○モノから取得・収集した大量のデータを分析し、新たな価値を生む形で利用可能

○データ分析の際、AIを活用して、人間を超える高度な判断をさせることが可能

■ 第4次産業革命の進展（IoTの導入促進）
→ あらゆるモノや情報がデジタル化・データ化され、ネットワークでつながる時代に

「製造業のサービス化」が加速

■ 以前は不可能だったことやビジネスモデルが実現可能に
－ 製造業企業が、デジタルデータを収集・分析して人々が何を欲しがっているのかを知り、
　モノとサービスを融合させて顧客の課題解決に貢献するビジネスに乗り出せるように

○製造業の競争軸が「モノの製造・販売」から「モノを介した顧客価値の提供全般」に変化
○高品質なモノを作る技術力のない企業でも、サービスを加えた総合力で勝てる時代に
○競争力の源泉がハードウエアからソフトウエアに移行

出所：筆者作成

経済・産業
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ていた時には不可能だったことやビジネスモデル
が実現可能になった 7。この結果、製造業企業に
とっては、デジタルデータを収集・分析して人々
や企業が何を欲しがっているのかを知り、ハード
とソフト・サービスを融合させて顧客の課題解決
に貢献するビジネスに踏み出すことが可能になっ
た。

換言すれば、製造業の競争軸が「モノの製造・
販売」だけでなく、「モノを介した顧客価値の提供
全般」へと広がったのである。こうなると、高品
質なモノを作る技術力のない企業でも、サービス
を加えた総合力で顧客のニーズを満たせば勝てる
ことになる。また、ハードウエアのばらつきをソ
フトウエアで吸収できるため、競争力の源泉が
ハードウエアからソフトウエアに移行しやすくな
る。

こうした時代には、ユーザーがモノそのものよ
りもサービスによる経験価値を求める傾向はます
ます強まり、モノからコトへの流れをうまく

キャッチした企業が勝者になる可能性が高まる。

IoT を活用した製造業のサービス化が進展
以上のようなメカニズムが働くことによって、

第 4 次産業革命の進展は「製造業のサービス化」
の動きを力強く後押ししているのである。

図表 4 に、最近の IoT を活用した製造業のサー
ビス化の事例を掲げた。

図表 4 中にある米 GE の航空機エンジン部門の
場合、IoT を活用してエンジンの飛行中の状況を
リアルタイムで把握・解析することによって、燃
費の削減など顧客のビジネス効率向上のためのソ
リューションを提供する「情報販売業」となって
いる。

このケースは、「モノを売って稼ぐモデル」から
「作ったモノの使用によって稼ぐモデル」へのビジ
ネスモデルの転換を伴う、IoT を活用した「製造
業のサービス化」事例と言える。

例えば、顧客は機器製品を購入するだけで満足

図表 4　最近の「製造業のサービス化」の事例（IoT 活用型の先進事例）
社名 内容

クボタ
農機メーカーの同社は、トラクターやコンバインなどの農機にセンサーを搭載し、無線LANと携帯電話を通じてクラウド
にデータを集約。作業記録を管理できる営農支援サービス「KSAS（ケーサス）」の運用を開始。農家は農機の稼働状況
や収量、うまみ成分比率等を分析して、経営に生かせる。

GE（米）

自社製品にセンサーを搭載し、故障・部品交換の予測や製品稼働の自動制御による最適化を進める「インダストリアル・
インターネット」を推進。航空機エンジン部門では、運行した分だけに課金する稼働課金制を導入。飛行中の状況をリア
ルタイムで把握・解析することにより、航空機の路線ネットワークやルートを最適化するなど、燃費の削減や航空業務全
体の効率向上のためのソリューションを提供している。

ケーザー・コンプレッサー
（独）

工業用圧縮空気コンプレッサー・メーカー。製造コストの大半が電気代だが、IoTの活用により電力消費量の低減に成
功。コンプレッサーの販売に加えて、圧縮空気の販売事業を開始。顧客に代わって機械を運用し、供給した空気の容量に
応じて課金するシステムを導入することで、これまでコンプレッサーを購入していた大口ユーザーに加え、小口ユーザー
の開拓に成功。

ハグレイトナー（独）
ペーパータオルのデリバリー業者。 トイレの使われ方に関するデータ収集と解析により、リアルタイムに清掃員を派遣
するアプリケーションを開発したほか、利用頻度の低いトイレを従量課金制で管理するサービスを提供（デリバリー業か
ら、清潔・快適なトイレを低コストで運営する空間サービスへの転換）。

キンバリークラーク（米）

ティッシュペーパー「クリネックス」などの紙製品を中心にパーソナルケア製品を世界中で販売する企業。企業向けサー
ビスを提供する部門は、IBMの「ワトソンIoTプラットフォーム」を採用した施設管理アプリを導入することにより、施設
管理者が石鹸や芳香剤等の化粧室の消耗品やドアの使用状況などをPCやスマホから遠隔でモニタリングできるサービス
を提供。

ミシュラン（仏）
タイヤメーカーの同社は、トラックのエンジンとタイヤにセンサーを装着し、運送会社向けに実際の走行距離に基づきタ
イヤのリース料金を請求する「Tire as Service」というサービスを開発・提供。同社の専門家が燃料消費量、タイヤの空
気圧、気温、スピード等を分析してアドバイスを提供。

出所：各社リリース資料、各種文献・記事より作成

7    例えば、いつどこで誰が商品を使ったかを細かく管理して使用分のみ課金する稼働課金型の事業モデルは、多くの人間がスマー
トフォンを持ち歩き、デジタルでつながる時代が到来して初めて実現可能になった。社会に眠っている資産と個々のニーズをコ
ストゼロでマッチングすることも、つながる時代だからこそ可能になったことである。経済産業省も、さまざまなつながりによ
り新たな付加価値が創出される産業社会になったとの認識のもと、2017 年 3 月にわが国産業が目指す姿として「コネクテッド・
インダストリーズ（Connected Industries）」を提示した。

なぜ「製造業のサービス化」が進んでいるのか
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することはほとんどなく、真に欲しているのはそ
の製品から生み出されるコト（付加価値）、例えば

「稼働率が上がること」である。また、顧客の要求
は多様であり、刻々と変化していく。こうした顧
客のニーズに柔軟かつ機敏に対応するには、製造
業もモノを売るだけでなく、サービス化していく
ことが必然となりつつある。

そして製造業がこのサービス化を進める際の重
要な武器となるのが IoT である。従来は自社製品
がどのように使われているかについての情報が顧
客や販売店などヒトを通してわずかな情報しか入
手できなかったが、IoT を活用すれば、モノから
直接豊富な情報が取得でき、そのデータの分析を
通じて、顧客のニーズや本心を察知し、それに応
えるソリューションを提供することが可能になる。

注目すべきはデジタル技術活用による
新ビジネスモデルの提供

IoT、AI など第 4 次産業革命期に普及したテク
ノロジーによって、製造プロセスの最適化やサプ
ライチェーン全体における効率性の向上が可能に
なることは、多くの製造業企業で認識されている。

しかし、第 4 次産業革命時代に普及したデジタ
ル技術を活用することで、製造業が従来想定でき
なかったビジネスモデルを開発してサービス分野
に進出することが可能になっていることはあまり
認識されていない。第 4 次産業革命の進展に伴
い、製造業の競争軸が「モノの製造・販売」だけ

でなく、「モノを介した顧客価値の提供全般」へと
広がり、「製造業のサービス化」に活路が広がって
いることを意識している企業はそれほど多くない。

ほとんどの日本の製造業企業は、IoT、AI などの
技術を活用して既存ビジネスをいかに効率化、省
力化するかといった視点にとどまっており、それ
を使って新たなビジネスモデルの開発を伴うサー
ビス化に乗り出す動きはあまり活発ではない。

日本の IoTは新たな価値創出では出遅れ
その背景に、日本の製造業企業は、IT を主とし

て業務コスト削減やプロセス効率化のための手段
と考えており、新事業・新製品の開発のために IT
投資を考える企業が少ないことが挙げられる（図
表 5‐①）。これが IoT との向き合い方にも反映さ
れており、日本では IoT を「新たな収益源創出」
の手段として期待しうる経営者の割合が世界平均
よりも相当低い（図表 5‐②）。日本企業のデータ
利活用の取り組み状況を見ても、データ分析の結
果を「新たなビジネスモデルによる付加価値の拡
大」にまでつなげる取り組みを行っている企業の
割合は約 13％にとどまっている（図表 5‐③）。

このように、日本企業の IoT 活用は、従来業務
の効率化にとどまるものが多く、新たな価値を
ユーザーに提供して「製造業のサービス化」を推
進するものは少ない。

モノやヒトがつながって、データや情報をやり
取りすることが可能になる中で、モノの使われ方
の実態を把握して、ユーザーにモノの使い方に関
するソリューションという新たな価値を提供する図表 5- ①　国内企業の IT 投資の目的

0 20 40 60 80

業務コストの削減

プロセスの効率化

経営満足度の向上

競争優位の確保

新事業・新製品の開発

その他
（ｎ＝2,097）

74.3

68.7

40.9

28.1

24.9

0.9

（％）

出所：経済産業省製造産業局「製造業をめぐる現状と課題」2014年

図表 5- ②　IoT がもたらす効果への期待

57%

32%

43%

68%

0

世界の経営者

日本の経営者

新たな収益源創出 オペレーションの効率化／生産性向上

IoTは「オペレーションの効率化／生産性向上」と「新たな収益源創出」
のどちらにより貢献するか？

20 40 60 80 100（%）

出所：アクセンチュア「グローバルCEO調査2015」

経済・産業
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取り組みをもっと検討する余地が、日本の製造業
には残されていると思われる。

例えば、デジタル技術の活用、データの蓄積・
解析により自社のオペレーションの効率化に成功
した場合、その自社システムを他社に外販したり、
モノの所有価値でなくモノの使用価値で対価を得
る新たなビジネスモデルを開発したりする形で、
他社にサービスを水平展開できる可能性がある 8。

製造業にとって顧客が自社以外の企業に払って
いるカネは、トータルで見たコストダウンなどの
メリットを提示できれば、その支払い先を自社に
変えさせることができる可能性のあるカネであり、
眠っているビジネスチャンスと言える。IoT の普
及は、製造業がこの潜在的な商機を追い求めるた
めの有効な武器が手に入るようになったことを意
味する。

モノのサービス化に向いている分野
もちろん、すべての製造業の製品がサービス化

していくわけではない。
IoT 活用によるモノのサービス化が向いている

分野としては、生産財セクターが挙げられる。生
産財においては、ユーザーの趣味・嗜好や製品の
所有欲が介在する余地が小さいほか、ユーザーご

との利用度の差が大きい。このため、買い取りで
はなく、稼働課金制の方がユーザーのニーズが満
たされる場合が多い。また、そもそも顧客の生産
プロセスを支援することが生産財メーカーの使命
と考えるならば、例えば単に機械を販売して対価
を得るのではなく、機械を効率的に稼働させる
サービスを提供して対価を得ることは、生産財
メーカーの重要な本来業務だと言える。

また、任務や業務の遂行に必要不可欠な機器や
プロセスで、機能しないと莫大な損失が発生する、
ミッションクリティカルな性格の分野（航空機、
宇宙、防衛、発電、半導体製造装置、医療機械な
ど）は、製造業のサービス化が効果を発揮しやす
い領域と考えられる。実際に、欧米でもこうした
分野でのサービス化事例が多い。

一方、故障すれば買い替えればよい家電製品
や、所有することに喜びを感じる顧客が数多く存
在する製品（高級自動車、高級腕時計など）では、
サービス化は進みにくいと思われる。

このほか、製造業のサービス化はいいことずく
めではなく、デメリットやリスクもある点にも留
意したい。製造業のサービス化が進展すれば、
ユーザー側はモノ（機器など）に関する情報を全
く知らなくてもそれらを利用できるようになり、

図表 5- ③　日本企業におけるデータの利活用の取り組み状況

51.5

43.5

33.5

22.4

13.4

9.4

30.8

0

データの収集・蓄積

データ分析による現状把握

データ分析による予測（業績・実績・在庫管理等）

データ分析の結果を活用した対応の迅速化やオペレーション等業務効率の向上

データ分析の結果に基づく新たなビジネスモデルによる付加価値の拡大

いずれも行っていない

分からない
（ｎ＝620）

60（％）5040302010

出所：総務省「IoT時代におけるICT産業の構造分析とICTによる経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究」（2016年）

8    日本経済研究センターが実施したアンケート調査に基づくミクロ分析によれば、IoT は内部管理業務への利用よりも、顧客向け
の利用の方が生産性の向上に効果があるとされている（日本経済研究センター「第 4 次産業革命の中の日本～情報は国家なり～」
2017 年 5 月 25 日）。

なぜ「製造業のサービス化」が進んでいるのか
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ユーザーとメーカーの知識格差が一層拡大すると
いう弊害がある。一方、ユーザー側が、自分の所
有物ではないのをいいことに、モノを乱暴に扱う
などのモラルハザードが生じれば、メーカーに
とって採算の悪化につながる恐れがある。

製造業のサービス事業展開においては、このよ
うな負の側面が顕在化しないようなビジネスモデ
ルを構築することが望ましいだろう。

独インダストリー4.0の主眼は
「製造業のサービス化」

日本企業が IoT を活用した新たなビジネスモデ
ル創出を伴う「製造業のサービス化」では出遅れ
ていることは前述した通りだが、この点で参考に
すべきはドイツの産業政策「インダストリー 4.0」
である。

ドイツの産業経済に造詣の深い熊谷徹氏は、著
書『日本の製造業は IoT 先進国ドイツに学べ』の
中で、注目すべき指摘をしている。

それは、インダストリー 4.0 は、工業生産のデ
ジタル化による製造プロセスの最適化（効率性の
改善）だけでなく、さまざまな分野で「スマート
サービス」による新たなビジネスモデルを生み出
すことを狙った政策であるが、最も重要な点は、
前者（効率性の改善）よりも、後者（「スマートサー
ビス」による新しいビジネスモデルの創出）にあ
るという指摘だ。

インダストリー 4.0 に関してドイツ工学アカデ
ミーが公表した提言書は「インダストリー 4.0 に
関する最終報告書」（2013 年 4 月）と「スマート
サービスの世界」（2015 年 3 月）の 2 冊があり、
後者を精読すれば、その点が理解できるという。

さらに、熊谷氏はインダストリー 4.0 の立役者
であるドイツ工学アカデミーのヘンヒニ・ガガー
マン会長へのインタビュー取材をもとに、インダ
ストリー 4.0 が狙いとする未来のドイツ製造業の
姿は、メーカーが IoT の活用により顧客に能動的

に新しいサービスを提供するようになること、
メーカーが製品を売るだけでなく、デジタル化し
た製造システム（ノウハウ）も売る存在になるこ
とであることを明らかにしている。

つまり、独インダストリー 4.0 の真意は、新し
いビジネスモデル創出を伴う「製造業のサービス
化」を促進することにあると言うことができる。

ドイツが目指す未来の製造業のイメージ
ドイツ工学アカデミーが想定しているドイツ製

造業の具体的なエコシステム（ビジネスモデル）は、
次のようなものである 9。
「エコシステムの中心になるのは、ドイツ企業

が運営・管理するデジタル・プラットフォームで
ある。このプラットフォームには、製造、販売、
新技術の開発、販売された製品の監視、ビッグ
データの収集、保険の購入、資金調達など、未来
のモノづくりに関するさまざまな価値創造のプロ
セスが統合される」
「将来、ドイツ企業は、完成品を輸出したり、

外国の工場で組み立てたりするだけでなく、部品
や製造の製造ノウハウをソフトウエアとして、デ
ジタル・プラットフォームにアップロード（公開）
する」
「例えば、オーストラリアのあるメーカーがド

イツのメーカーから特殊な部品を迅速に購入する
ことを迫られたとする。これまでであれば、オー
ストラリアの顧客は部品をドイツから航空貨物と
して送らせる必要があった。（中略）カガーマンら
が考えるエコシステムでは、顧客は料金を払って
デジタル・プラットフォームにアクセスし、ドイ
ツ企業がプラットフォームにソフトウエアとして
公開している製造ノウハウを自分でダウンロード
する。（中略）オーストラリア企業は、そのソフト
ウエアを持って部品を製造するための原材料があ
る国内の工場へ行き、3D プリンターで部品を「プ
リントアウト」する」

9    熊谷（2017）、pp62 ～ 64。

経済・産業
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このようなビジネスモデルを構築することによ
り、注文から納品までの時間の大幅な短縮、輸送
コストの削減が可能になるほか、顧客ニーズに合
わせたカスタムメイドを低コストで実現できると
期待されている。

ドイツ企業もインダストリー4.0の
本質を誤解している

以上のように、ドイツのインダストリー 4.0 は、
IoT を活用した新しいビジネスモデルの創出を伴
う「製造業のサービス化」を志向したものである。
しかし、政策の旗振り役の高い志は必ずしもドイ
ツ企業には伝わっていないようだ。

ドイツ工学アカデミーが企業を対象に実施した
アンケートによれば、「インダストリー 4.0 がもた
らす最大の利益は何か」という質問に対し「新し
いビジネスモデル」と答えた企業の比率は、米国
では 62％であるのに対し、ドイツでは 50％にと
どまり、「生産プロセスの最適化」と答えた企業の
比率がドイツでは 79％と、米国（62％）を上回っ
ている 10。

政策推進者の意図に反して、ドイツでも日本と
同様、IoT の取り組みは効率性改善の目的が先行
し、新しいビジネスモデルの創出を重視する企業
はあまり多くないようである。多くの日本人は、
ドイツのインダストリー 4.0 をスマート工場のこ
とだと考えて、「日本ですでに行われているものば
かりで新味がない」と誤解しているが、ドイツ企
業の間でも同様の誤解があるようだ。その意味で
は、ドイツのインダストリー 4.0 も現状ではそれ
ほどの成果をあげていないと言える。

しかし、先行き製造業が競争力を維持するため
には、製品を売るだけでなく、製造システム等も
売るべきであり、製造業とサービス業を融合した
新たなビジネスモデルを生み出すべきだというこ
とを政策当局が明確に認識し、国ぐるみで競争力

強化策を推進している点では、日本のはるか先を
いっている。

スマートサービスを実践する日立製作所
日本企業の中にも、インダストリー 4.0 の真意

である「製造業のサービス化」をすでに実践して
いる企業は存在する。日立製作所がその代表例で
ある。

日立製作所は、ドイツが目指す製造業とサービ
ス業の融合による新しいビジネスモデルの創造と
いう目標を掲げ、実行に移している。2004 年にセ
ンサーや無線 LAN を使ったビジネスを研究する
ための部門を立ち上げ、これが同社の現在の IoT
開発のルーツの一つとなっている。同社はビッグ
データを人工知能（AI）によって分析し、顧客の
ビジネスに役立てるサービスを展開している。

同社は、世界で進展する新たな潮流を先取りす
るため、「モノづくりの再構築」と「ビジネスモデ
ルの変革」の両面から新たな取り組みを始めてい
る 11。前者を具現化したのがスマートファクト
リーで、後者としては製造業がサービス業へとシ
フトする「ビジネスモデルの変革」を支援するた
めの取り組みを始めている。その一例が、機器の
状態を遠隔で診断し、故障につながる状態変化や
異常を早期に検出して高度な予防保守を実現する

「故障予兆診断サービス（Global e-Service on 
TWX-21）」で、グローバル市場で機器の製造、販
売、保守を展開する企業向けに外販している

（2014 年 10 月販売開始）。
日立製作所のこうした取り組みは、「顧客が真に

求めるものはモノでなくてモノから生み出される
コトである」こと、「第 4 次産業革命の時代には製
造業が IoT を活用してモノ（製品）から情報を取
り、そのデータに基づいて顧客が喜ぶコトを実現
するソリューションを提供するサービス業になっ
ていくのは必然である」こと、といった大局観や

10    熊谷（2017）、pp70 ～ 71。ドイツ工学アカデミー「グローバルな文脈の中におけるインダストリー 4.0」（2016 年 11 月）に掲
載されたアンケート調査結果。

11    日立製作所ホームページによる（http://www.foresight.ext.hitachi.co.jp/_ct/16970002）。

なぜ「製造業のサービス化」が進んでいるのか
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時代認識を踏まえた行動と考えられる。

日立は早期からサービス化に取り組んできた
日立製作所は 1992 年に「FOREFRONT」とい

うコンセプトを発表し、情報・通信システムの分
野を中心に、ハードウエアとソフトウエアを組み
合わせた総合的なソリューションサービスを提供
する方向性を打ち出している。

奥靖人（2016）は、日立製作所の技術論文誌『日
立評論』における “サービス” という単語の文脈
的な意味の分析を通じた考察から、1992 年以降、
同誌でソリューション系のサービスの登場頻度が
拡大していることを明らかにしている 12。そし
て、1992 年という時期は、2005 年の米国競争力
協議会による「Innovate America」（パルミサーノ
レ ポ ー ト ） 発 表 や、1997 年 の IBM に よ る

「e-business」コンセプト発表などと比較しても早
いと指摘している。

このように、日立は世界的に見ても早い時期か
ら、モノの製造からサービス（ソリューション）
へとシフトするビジネスモデル変革、すなわち「製
造業のサービス化」に着手していたことが分かる。

日本の製造業が取り組むべき課題
－ サービスを加えた新ビジネスモデルの創出

最近では、日本の製造業企業が IoT を活用して
単なるモノの販売からソリューションの提供など
サービス事業展開にシフトする事例が散見される。

例えば、パナソニックは車載機器事業におい
て、電気自動車（EV）の開発期間を 3 ～ 5 割短
縮できるソフト（設計段階から航続距離や電力の
消費効率などの性能をほぼ正確に導き出せるため、
試作回数を減らすことができるもの）を開発し、
顧客（自動車メーカー）に EV 開発コスト低減と
いうソリューションの提供を始めている 13。

また、ダイキン工業は、IoT や AI の技術を活用
し、オフィスで照明や臭いなどが個人の快適性に
どのような影響を与えているかを分析し、単なる
空調機メーカーではなく「働きやすいオフィス」
に向けたソリューションを提供する会社になるこ
とを目指している 14。

しかし、全般的に見て日本の製造業企業の IoT
を活用したサービス化への取り組みは他国に比べ
て遅いと言える。

この背景には、① IT や IoT をコスト削減や効
率化の手段ととらえ、新たな事業・ビジネスモデ
ルの開発に活用する意識が希薄であること、②日
本では「高品質のサービスを無償で誰に対しても
提供する」ことがサービスの充実であるといった、
他国とは違った特異な考え方が存在し、サービス
を売るという発想になじみがない人が多いこと、
③「製品自体の価値ではない、顧客がそれを使用
する際に生じる経験価値を提供する」タイプのビ
ジネスモデルを考案する発想力や実行力が不足し
ていること、などの要因があると考えられる。

しかし、本稿で見たように、第 4 次産業革命の
時代の環境変化に対応して、先行き製造業が生き
残っていくために、「製造業のサービス化」に取り
組む必要性、必然性は一段と高まっている。ドイ
ツはこの点を深く認識し、インダストリー 4.0 を
推進することで、スマート工場による効率化だけ
でなく、「スマートサービス」による新しいビジネ
スモデルの創出を目指している。

日本の製造業企業も、「製造業のサービス化」、
モノを通じたサービス提供による価値創造に真剣
に取り組むべきである。経済産業省も「2017 年版
ものづくり白書」の中で、顧客価値の実現の手段
が「モノの所有」から「機能の利用」へと変化し
ていることを踏まえ、モノを他のモノやサービス、
情報と結びつけて一層の価値拡大を図るなど、

12    奥靖人「製造業のサービス化の取組みの変化－日立製作所の場合－」2016 年 2 月 3 日（京都大学大学院経営管理教育部 WS レ
ポート）。

13    日本経済新聞 2017 年 5 月 3 日付 朝刊。
14    日経産業新聞 2017 年 6 月 30 日付。

経済・産業
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「サービス・ソリューション展開」が製造業の差別
化要因として重要になっていると指摘している（図
表 6 参照）。

まずは、顧客の課題解決をサポートするために、
どのようなコト（ソリューション）を提供できるか
を柔軟な発想で考えることが、サービス提供による
価値創造のための新ビジネスモデル開発に向けた第
一歩になるのではないだろうか。
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図表 6　わが国製造業の変革の方向性

目指す産業の姿

（資料）経済産業省作成
出所 ： 経済産業省・厚生労働省・文部科学省 『2017年版ものづくり白書』
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