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はじめに
最近、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。
製品の保守・補修、レンタル等の付帯サービス

に乗り出す企業や、モノとサービスの一体運営に
取り組む企業が増えているほか、経営の主軸をモ
ノの製造からソリューションの提供というサービ
スに切り替える企業 1 も散見される。

本稿では、「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整理し、最近の注目すべき
動向について事例を挙げつつ考察してみたい。

今なぜ、製造業のサービス化か
−工業製品の相対的価値低下が背景

かつては工業製品を大量生産できる国は一部の
先進国に限られていたが、冷戦が終わった 90 年
代以降、新興国の工業化が進み、新興国を含む多
くの国が工業製品をつくれるようになった。技術
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Point
❶  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。この背景に

は、世界に工業製品があふれるモノ余りの時代となり、顧客の求める価値が商品そのものから商品
を使った問題解決（ソリューション）に移行したことがある。

❷  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、様々な切り口から分析、整理し、事例
を挙げつつ考察してみた。

❸  製造業による付帯サービス、サービス提供の人材育成効果、顧客との「共創」によるイノベーション、
顧客を味方につける品質保証サービス、「意味的価値」を生み出すサービス、保守の進化形として
の補修サービス、IT を活用した顧客行動の「見える化」とソリューション提案等について概観する。

❹  ビジネス環境がサービス牽引型に変わったことに対応して、製造業もその在り方を変えていかなけ
ればならない。「モノの価値」だけで勝負するのではなく、「モノで実現するサービスの価値」で勝
負することが重要になる。本稿で取り上げた製造業企業の様々な取り組みは、そのためのヒントに
なるものと思われる。

1   例えば、IBM や富士通は、PC、プリンターやハードディスクなど標準化が進んだ機器のビジネスを売却して、ソリューション
とサービスの事業を拡大し、「2.5 次産業」と称されるビジネスモデルにシフトしている。

経済・産業／トピックス



経営センサー　2010.12
2222

の進歩により通信・物流コストが低下したことで、
世界中の多くのプレーヤーがどこででも低コスト
で工業製品を量産できる環境が整った 2。

この結果、モノ余りの時代が到来し、工業製品
の相対的な価値は低下した。汎用品だけでなく、
先端技術を必要とする工業品までもが、ごく短期
間のうちにコモディティー化してしまい、価格競
争に巻き込まれ、十分な利益を得られなくなる時
代となっている。

工業製品は多くの国がどこででも製造でき、す
ぐに競争相手が現れて供給過剰になる時代には、
工業製品の相対的な価値は低下する。このことは、
我が国の主力産業である自動車、エレクトロニク
ス、化学などの産業は、商品の製造という領域の
みにとどまっていたのでは、産業の相対的な地位
の低下が避けられないということを意味する。

世界に商品（工業製品）があふれるモノ余りの
時代となった今、顧客の求める価値は商品そのも
のではなく、商品を使った問題解決（ソリューショ
ン）に移行しつつある。製造業にとっては、優れ
た性能の製品をつくればよいというのではなく、
その製品の導入によってもたらされるソリュー
ションや顧客の生産性向上といったサービスを売
るビジネスに取り組むことが重要性を増してきて
いる。

最近、多くの製造業企業がサービス分野に乗り
出しているのは、このように付加価値が商品から
サービスにシフトしたことに対応する動きにほか
ならない。

海外プラント受注にはサービスが不可欠
製造業のサービス化を促すもう一つの流れとし

て、最近、日本の成長戦略の一つとして「パッケー
ジ型インフラの海外展開」の必要性が叫ばれてい
ることが挙げられる。原子力発電、新幹線、上下
水道、再生可能エネルギーなどのインフラ整備は

海外で需要拡大が見込まれるが、これに絡んだビ
ジネス機会を獲得するには、モノを単体で輸出す
るのではなく、システム全体や人材育成、プラン
トのオペレーション、保守、ファイナンスなどの付
帯サービスなどを含めたパッケージ型の提案を行
うことが受注の決め手になることが多いとされる。

とりわけ、新興国や途上国の案件ではこの傾向
が強く、当該事業だけでなく周辺分野の協力も含
めた各種サービスの提供が求められることが多い。

今、日本企業にはこのような顧客ニーズに対応
したパッケージ型サービスの提案力が求められて
いるのである。これに対応するには、官と民が垣
根を越えて連携すると同時に、メーカーのほか、
商社や装置産業の顧客企業、金融機関などを含む
コンソーシアムを組成することが必要になってく
る。

製造以外の付加価値で収益力を高める
（ハードウエア産業のサービス化）

装置やプラントに限らず、今日、種々多様な分
野の製造業が付帯サービスの事業に乗り出してい
る。「ハードウエア産業のサービス化」とも言える
こうした動きの背景には、製造以外の付加価値で
収益力を高めることが製造業の課題になったこと
がある。

新興国メーカーなどとの競争が激化する中で、
多くの日本企業はハードウエアの製品をつくって
売るだけの事業では構造的な低収益体質から脱却
できないという悩みを抱えている。こうした中、
製品をつくって売るだけでなく、保守、リース・
レンタル等の付帯サービスで利益の獲得を図るこ
とに注目する企業が増えている。

とりわけ生産財の場合は、顧客の趣味・嗜好や
製品の所有欲が介在する余地が少ないことや、顧
客の利用度に繁閑の差があることなどから、買い
取りではなく、リースやレンタルでニーズが満た

2   米国の経済学者レスター・サロー氏は、90 年代半ばに著書『資本主義の未来』の中で、「人類史上初めて、どこででもモノがつ
くれ、どこででもモノを売れるような時代がきた」と指摘したが、このような時代が 21 世紀になってまさに現実のものになり
つつある。
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されることが多い。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であるとすれば、
機械を販売して対価を得るだけでなく、機械の稼
働というサービスを提供して対価を得ることも、
重要な本来業務と言える。

付帯サービスの一つとして、中古製品販売業を
手がけることも有効な選択肢となろう。自社の中
古品を投入すれば、自社製品の売り上げを共食い
してしまうと心配する企業が多い。しかし、新興
国市場で何もせずに韓国や台湾の競合メーカーに
市場を奪われてしまうよりも、中古製品のサービ
ス網を整備して、まずは中古品でエントリー顧客
を獲得し、その顧客がメンテナンスを含めたトー
タルなコスト面での優位性を理解する顧客に育っ
てから新品の製品を販売する戦略をとる方が得策
である場合も多いだろう。

EVは自動車産業のサービス化を加速する
自動車など耐久消費財の分野でも、今や主戦場

となった新興国市場において日本メーカーが中古

販売、整備、ファイナンスなどの付帯サービス事
業に注力する展開になることが予想される。

自動車産業の場合、電気自動車（EV）が普及す
れば、サービス化が一気に進展し、ビジネスモデ
ルが従来のメーカー型からサービス業型に代わる
可能性があることが指摘されている。

EV の車両のリースだけでなく、リチウムイオ
ン電池をリース方式とする仕組みのビジネスモデ
ルが普及する可能性が高い 3。車載用リチウムイ
オン電池は高価であり、使い続ければ劣化するほ
か、その技術進歩は日進月歩である。消費者が特
定の電池を買い取るのではなく、リース方式とし
て電池の駆動力（走行距離）というサービスを購
入する形態にすれば、技術が成熟するまで消費者
が利用を見送ることがなくなり、電池技術の進歩
の恩恵を随時受けながら快適に EV のドライブを
楽しむことができる。

EV では、車両と電池とが別々の市場として整
備され、充電、蓄電、リサイクル、二次利用、ス
マートグリッドとの一体化など、トータルなシス

3   電気自動車の充電ネットワークを提供する先駆的企業であるベタープレイス社は、電池交換方式のビジネスモデルを提唱してい
る（図表 1）。消費者は電気自動車購入の際、電池部分は買わず電池抜きの車両価格を払い、電池部分はベタープレイス社が購入
する。消費者は自分の走行距離に応じた月額料金を同社に払う方式で、充電をするか電池交換をするかのサービスを受けられる
仕組みとなっている。

図表 1　ベタープレイス社のビジネスモデル

出所：藤井清孝�『グローバル・イノベーション』（2010）

進む「製造業のサービス化」
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テムが事業化され、サービス業主導で様々なモノ
の需要が拡大する展開が予想される。

付帯サービス事業の魅力
製造業企業にとって保守やリース・レンタル、

中古品販売などの付帯サービス事業の魅力とは何
だろうか。

最大の魅力は、これらのサービスは顧客の「期
待」に応えるビジネスであるため、顧客の満足を
どれだけ高められたかに応じて相対で価格を決定
できることであろう。コモディティ化した製品の
低価格競争の世界から抜け出すことが可能にな
る。ここでは、コスト削減ではなくパフォーマン
スの向上やプロセスの価値化によって利益を獲得
する収益構造に転換できるチャンスがある。

また、市場に存在するストックを扱うサービス
事業は景気の波の影響を受けにくいというメリット
がある。不況で新規の商品のブローの供給が伸び
悩んでいる状況下でも、顧客サイドにストックされ
た財を対象に、更なる活用を促し、新しい価値を
付加するサービスは、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と考えられる。

さらに、付帯サービス事業は手離れが悪いビジ
ネスであるがゆえに、参入障壁が高く、安定収益
源になる可能性がある点もメリットの一つと言え
るかもしれない。

サービスの提供は人を育てる
サービス事業のもう一つのメリットとして、

サービスの提供に携わることは人を育てる効果が
あることを指摘したい。技術者が製品やシステム
を開発しても、それが現場で実際にどのように使
われているかを体験しなければ、開発・設計時に
意図していたことが実現されているか、顧客が望
むものが設計に織り込まれていたかといった点が
確認できない。

この意味で、製造業企業としても、自社製品関

連の付帯サービスに事業としてかかわることで、
真に顧客の求めるソリューションの提供を実現で
きる人材を育成できるという効果が期待される。
製造業企業の人材育成のキャリア開発プログラム
の中で、サービス事業を経験させることは、有益
かつ有効な手法と考えられる。

【事例】山武の ESCO 事業 4

計装機器メーカーの山武は、省エネ分野におい
て製品開発とソリューションサービスを双発エン
ジンとした事業展開で拡大してきた。同社の代表
的 な ソ リ ュ ー シ ョ ン サ ー ビ ス で あ る ESCO

（Energy Service Company）事業とは、省エネに関
する包括的なサービスを提供し、省エネ効果を保
証することなどにより、顧客の省エネ効果の一部
を報酬として受け取るビジネスである。

同社の製品によって当初計画した省エネが達成
され、快適な空間が創造できているかどうかにつ
いて、同社は顧客と一緒に現場でフォーローアッ
プし、改善活動を行っている。

この ESCO 事業展開を通じて、同社は「顧客と
ともに、現場で価値を創る」ことを学んできた。
同事業に携わった人材には、常にユーザーサイド
の立場に立ったビジネスを行う意識が芽生えると
いう変化が生じたと報告されている。

顧客と一緒に開発する
顧客の問題解決のためのソリューションの提供

といったサービス事業に具体的に乗り出さない場
合でも、製造業にとって企業の競争優位の源泉で
あるイノベーションの発生場所が消費者（ユー
ザー）サイドにシフトしつつあることを認識する
ことは極めて重要である。

メーカーにとって、ユーザーはかつては製品の
販売先でしかなく、「つくったものを売る」スタン
スであったが、新興国を含む多くの国の企業が同
じようなモノを大量生産できる時代になった今、

4  小坂満隆・角忠夫『「産業のサービス化論」へのアプローチ』社会評論社（2010）82 ～ 90 頁を参考にした。
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企業は従来以上にユーザーのニーズに合致した製
品を市場に投入しなければ存続できなくなってき
た。したがって、企業は研究開発などイノベー
ションを創出するプロセスでユーザーの声を取り
込むことが必要不可欠となっている。

また、優れたイノベーションであるためには、
それが顧客の課題を解決しているかどうかを消費
プロセスで認識する必要があることや、ニーズと
技術の両面が確認できるのは消費の現場であるこ
となどから、イノベーションは消費の現場に近い
所で発生しやすい。

これらの理由から、イノベーションの発生場所
はメーカー側から消費者（ユーザー）側へとシフ
トする傾向があり、このことの重要性を認識する
企業の間で、ユーザーの側に入り込んでその声や
意見を汲み上げて商品開発や戦略に活用する体制
を整備する事例が増えている。

さらに一歩進んで、企業のイノベーション創出
のプロセスにユーザーを参加させる事例も出てき
ている。いわば、顧客を商品開発やマーケティン

グ戦略のパートナーに変えるやり方であり、マサ
チューセッツ工科大学（MIT）のフォン・ヒッペ
ル教授が提唱している「ユーザーとの相互作用に
よるイノベーション」5 を指向するような動きで
ある。

こうしたアプローチの例として富士通と GE の
事例を取り上げる。

【事例】富士通のフィールド・イノベーション 6

富士通は、IT を適用する前に人やプロセスの問
題を徹底的に検討し改善することが重要であるこ
とを踏まえると同時に、IT の投資効果は稼働後の
利用率が決定するという原点に帰って、ユーザー
の視点で IT の課題を捉え、継続的改善を続けて
いく「革新体質」になることを目指している。

同社では、顧客の現場に入り込んで真に役立つ
IT システムを作り出す取り組みをフィールド・イ
ノベーションと称し（図表 2）、それを担当する人
間をフィールド・イノベータと呼んでいる。フィー
ルド・イノベータは IT システムを開発した後、

5  エリック・フォン・ヒッペル著『民主化するイノベーションの時代：メーカー主導からの脱却』ファーストプレス（2005）
6   富士通株式会社「富士通グループ 社会・環境報告書 2009」、小坂満隆・角忠夫『「産業のサービス化論」へのアプローチ』社会

評論社（2010）を参考にした。

図表 2　フィールドイノベーションのコンセプト

出所：富士通株式会社「富士通グループ�社会・環境報告書 2009」

進む「製造業のサービス化」
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利用者の立場から顧客の現場、現物、現実を見て
問題点を洗い出し、顧客と一緒に改善していく。
さらに、業務運用や IT の活用状況を第三者的視
点からモニタリングし、その結果を顧客にフィー
ドバックし、IT の投資効果の検証にも貢献しよう
としている。

つまり、システムベンダーとしての立場を生か
して、IT システム納品後にアフターケアとして現
場に入り込み、現場の人間の話を聞き、IT システ
ムが実際にどのように使われているかを観察・分
析し、その結果から人とプロセスを巻き込んだ運
用改善を提言したり、システムの改善点を発見し
たりしている（図表 3）。

【事例】GE のポリマーランド事業部 7

ユーザーとメーカーが共創する仕組みをつくっ
た事例として GE のポリマーランド事業部のケー
スを紹介する。

GE はプラスチック製品のメーカーに樹脂を販
売していたが、樹脂の物性は最終製品とその製造
プロセスの両方に仕様を合わせる必要があり、そ
れを社内でやろうとすると手間がかかった。そこ
で、同社はウェブベースの顧客向けツールキット

を開発した。1998 年にポリマーランド事業部を設
立し、GE のもつ知識をウェブサイトで公開し、顧
客がオンラインで注文できるようにした。顧客は
登録すれば、GE のデータシート、技術、シミュ
レーション・ソフトにアクセスでき、実際にプラ
スチックが製造工程でどう反応するかを顧客自身
が試行錯誤できる仕組みとなっている。同時に、
GE は顧客のニーズや技術に関する様々な知見を
収集することができる。

同社の事例は、生産財においてユーザーをイノ
ベーションのプロセスの主役にすることが可能な
ことを示している。また、ユーザー参加型のイノ
ベーションプロセスを実現するには、顧客が参加
し学べる仕組みであると同時に、企業側にも情報
収集のメリットがある仕組みにすることが有効な
ことを示唆している。

顧客を味方につける品質保証サービス
次に、品質問題を解決し品質の付加価値を高め

る手段として、顧客と一緒になって品質問題に取
り組むサービスを手掛けている企業に注目してみ
たい 8。

昨今、技術革新による製品の複雑性の増大、製

7  石倉洋子『戦略シフト』東洋経済新報社（2009）150 頁を参考にした。
8  遠藤功『「日本品質」で世界を制す！』日本経済新聞出版社（2010）を参考にした。

図表 3　「システムを作りっぱなしにしない」モデル

出所：富士通株式会社�「富士通グループ�社会・環境報告書 2009」
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品におけるソフトウエア比率の高まり、製品寿命
の短命化に伴う開発のスピードアップ要請などを
背景に、企業にとって製造段階や出荷段階で見つ
けられない不具合（いわゆる「見えない不良」9）
が増えつつある。

出荷時点では企業側の品質基準をクリアした
が、顧客が実際に使用する過程で起きる不良とい
うものが増えており、これらを事前に予測して潰
すことは困難である。
「見えない不良」という手ごわい敵と戦う最善の

方法は「顧客と共に戦う」ことである。企業内で
の努力だけでは「見えない不良」を潰すことがで
きないのであれば、品質管理の手法として、顧客
と一緒になって品質問題の「芽」を潰すという姿
勢が重要になる。品質や不具合をめぐって顧客と
言い争うのではなく、顧客を味方につけて顧客と
共に品質向上を目指すことが望ましいアプローチ
と考えられる。

このような顧客を味方につけた品質保証サービ
スを実践している企業の例として、ロームの事例
が挙げられる。

【事例】ローム 10

LSI（大規模集積回路）大手のロームでは、顧
客のミスや勘違いなど自社の責任を問われないこ
とでも、広い意味での不具合として位置づける品
質保証体制を導入している。

顧客から返品される製品の「総返品数」（顧客の
取り扱い上のミスや工程内、物流過程での破損な
どを含む）を重要な管理指標として活用している。
品質が良いか悪いかは顧客が決めることであり、
原因が取引先の中にあるのなら、そこに入り込ん
で問題を解決するのが、品質を最優先する企業の
責任であると考えているからである。

同社は品質保証部隊が常駐する「QA センター」
を国内 6 カ所に設置し、顧客が発送した返品が、
到着した翌日の朝には担当者に届く仕組みを構築
している（クレームには 24 時間以内に回答する
活動を実践）。品質保証部門の社員が顧客の元に足
繁く通いつめ、取引先の間では「何も起こらなく
てもやってきてくれる」という評判が定着してい
るという。

「意味的価値」を生み出すサービス
新興国との競争が激化する中、低価格競争に陥

らないためには、日本企業は数字で表される機能
やスペックによる「機能的価値」ではなく、新興
国が簡単には模倣できない「意味的価値」を生み
出して差異化することが課題となる 11。

この意味的価値を創出するための一つの有効な
手法として、製品に付帯するサービスで顧客の心
の琴線に触れるような価値を生み出し、顧客の満
足度を上げる方法がある。

海外市場を開拓する場合、日本流の「おもてな
し」や日本人にとっては当たり前のサービスが、
海外では特別なサービスとして人々に感動を与え、
広く深く受け入れられる場合があることに注目す
べきだろう。日本的なサービスに込められた、き
め細やかさ、丁寧さ、親身になった親切な対応な
どは世界のビジネスで通用する武器になりうる。
このことは、例えばイトーヨーカ堂やコンビニ各
社の中国・アジア進出や、セコムの防犯・警備サー
ビス 12、ヤマト運輸の宅急便などの海外展開の成
功事例によって証明されている。

日本の強みといえば、我々は高品質のものづく
りや先端技術を思い浮かべがちだ。だが、実は今
日、世界の人を一番引きつけているのは、痒いと
ころに手が届く、繊細で気持ちがよく、安全・安

9  「見えない不良」は、長谷部光雄『「品質力」の磨き方』PHP 研究所（2008）の用語。
10  遠藤（2010）74 ～ 76 頁を参考にした。
11  「機能的価値」、「意味的価値」の用語は、延岡健太郎『MOT（技術経営）入門』日本経済新聞社（2006）による。
12   通常、海外の防犯対策・警備会社の警報装置作動時の対応は警察へ通報するだけで、自ら現地に駆けつけることはしないが、

例えばセコムの鍵管理システムでは、警備員が自ら現場に急行するという日本ならではのサービスがあり、海外で評価された。

進む「製造業のサービス化」



経営センサー　2010.12
2828

心な日本のサービスであるとの指摘は多い 13。そ
うだとすれば、製造業もこの日本固有の強みを活
用して「意味的価値」を高めない手はないだろう。

付帯サービスで意味的価値を創出している企業
の事例として、資生堂とサンドビックを取り上げ
る。

【事例】資生堂 14

資生堂は海外 77 カ国・地域に進出しているが、
同社の海外市場における戦略の柱は、店頭での美
容部員によるきめ細やかなカウンセリング販売で
日本流の「おもてなし」の接客を展開することで
ある。一人ひとりの顧客に合った親切、丁寧な対
応を行って、顧客満足度を高め、再来店を誘い、
囲い込みを図っている。

この戦略を実行するため、現地人のトレーニン
グマネージャー（中国では約 150 人）を養成し、
彼らが研修センターで現地の美容部員の教育に当
たるほか、現地の専門店を巡回して、店づくりや
接客のアドバイスを行っている。

【事例】サンドビック 15

スウェーデンの大手切削工具メーカー Sandvik 
AB の日本法人サンドビックは、2009 年から「サ
ンドビック・ツールクリニック（STC）」という
独自のサービスを全国で提供し、ユーザーから高
い評価を得ている。

STC は、同社のセールスエンジニアが専用車で
ユーザーを訪問し、工具の診断、簡単な補修、刃
振れ等の調整、清掃等を無償で行うものである。
診断カルテを作成し、工具のトラブル防止、メン
テナンスの指導、正しい工具の使い方やコスト削
減、生産性向上のアドバイスなども同時に行って

いる。この活動を通じて、セールスエンジニアは
顧客がなぜサンドビックのものではなく他社の製
品を使っているかを理解したり、同社製品を使っ
てもらっていても、本来の性能が出せていない
ケースに遭遇して、メーカーとしてしっかりフォ
ローをすることの必要性を感じたりするという。

このように、同社は工具メーカーとして売りっ
ぱなしにするのではなく、「ここまでやるか、サン
ドビック」と言われるくらい、顧客のアフターケ
アを徹底的に行うことで、顧客の感動を呼び、同
社のファンを増やしている。

同社の事例は、消費財だけではなく生産財の分
野でも、顧客本位の愚直なサービスの提供が情緒
的なつながりを生み出し、「末永く付き合いたい」
という絆へと発展しうることを示している。

保守の進化形としての補修サービス
多くの日本の製造業が製造以外の付加価値で収

益力を高める方策として、保守などのサービスに
乗り出していることについては前述した通りであ
るが、ここで利益を生み出す源泉として「保守」
よりも「補修」に注目すべきという考え方を紹介
したい。これは工学者の福田収一氏（スタンフォー
ド大学コンサルティング教授）が提唱しているも
のである 16。

従来、メーカーはともすれば製品（ハードウエ
ア）の出荷までの機能レベルの確保には注力する
が、実際に顧客が使用し始めた後の劣化の問題は
二の次になることが多かった。しかし、顧客に
とっての価値を考えるのであれば、製品の使用期
間を中心に考えて保守や補修等のサービスを提供
すべきという発想が出てくる。

ここで、保守は設計機能レベルへの復帰が目標

13   関満博・一橋大学大学院教授は、ある躍進する中国企業で掲示されていた「わが社の目標」と題された張り紙の中に、「ドイツ
の品質、中国の価格、日本のサービス」と書かれているのを見つけ、目からウロコの気分だったと述べている（日本経済新聞
2010 年 9 月 28 日「経済教室」）。

14  遠藤（2010）150 ～ 153 頁を参考にした。
15  遠藤（2010）158 ～ 159 頁、名古屋機工新聞 2010 年 3 月 7 日（2375 号）を参考にした。
16  福田収一『良い製品＝良い商品か？』工業調査会（2009）
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であるのに対し、補修は手入れをして顧客が馴染
んだ状態に復帰させることが目標になる。つまり、
補修は顧客の癖や使用状況などをすべて勘案して
顧客の課題解決を図るというもので、保守よりも
一段進んだサービスと言える。

これまで生産者は、製品が出荷されるまでのプ
ロセスや出荷時の機能レベルの維持ばかり考えが
ちだったが、モノ余りの時代を迎え、人間だけで
なく機械や製品の老齢化が進んでいる今、顧客の
期待にきめ細かく応える補修サービスは、大きな
利益を生み出す源泉になる可能性があると思われ
る。

補修サービスを展開する場合、顧客を修理に巻
き込むビジネスモデルとすることも考えられる。
これは本稿で前述した顧客と一緒に開発や品質向
上に取り組む手法と同じ発想であり、顧客が修理
しやすい機械を設計して提供し、顧客に修理をさ
せる方法である。

例えば、機械のある部位だけ早く劣化する設計
とし、その修繕を容易化して、顧客に修理させる
方法が考えられる。これにより、顧客がその機械
に愛着を持つようになることも期待され、メー
カーはハードの製品を売るだけでなく、その運用
や使用を支援するサービスを提供することで利益
を獲得することが可能になる。

IT を活用した顧客行動の「見える化」とソリュー
ション提供

日本の製造業では、自社の製造現場での管理シ
ステム導入や「見える化」は相当程度進んでいるが、
対顧客サービスの現場に関するマネジメントは概
して手薄で、顧客サイドが享受するサービスの生
産性、サービスの品質などの管理システムを持ち、

「見える化」している企業は少ない。
しかし、顧客の行動を「見える化」するシステ

ムを構築できれば、価値あるソリューションの提

供が可能になる。例えば、製品の保守・補修サー
ビスを手掛ける場合、顧客の機械の健康状態を常
時監視し、そのデータを解析することで顧客の機
械の健康判断を行うことができるような IT シス
テムを導入することができれば、顧客へのサービ
ス提案を行う上で有効な武器となる。顧客が製品
の使用に慣れるのを支援し、最適な状態で製品を
利用することを支援するサービス体制を構築すれ
ば、製品自体は安く売ってもサービスで利益を獲
得することが可能になるほか、生涯顧客としての
囲い込みを図ることもできるかもしれない。

最近では、IT や RT（ロボット技術）を活用し
たサービスマネジメントシステムを導入して、顧
客の行動を「見える化」し付加価値の高いソリュー
ション提供を行う製造業企業が現れてきている。

以下ではその代表的な先行事例であるコマツの
「KOMTRAX」と、中小企業における導入例であ
るアジア技研の取り組み事例を紹介する。

【事例】コマツの KOMTRAX17

コマツは日本の建設機械メーカー最大手（世界
でもキャタピラー社に次いで第 2 位）で、中国を
はじめ新興国の旺盛な建機需要の取り込みに成功
している企業だが、注目すべきは同社が単なる
ハードメーカーではないことである。センサー技
術をはじめとする IT をうまく活用することで顧
客との密接なインタラクションを可能にし、リア
ルタイムなサービスの提供により顧客価値を「共
創」する取り組みを行っている。

同社は建設機械の中に「KOMTRAX」と呼ばれ
るセンサーによる情報収集・送信のシステムを組
み込む仕組みを考案した。これによって、世界各
地で使われている同社の機械の稼働状況や燃料消
費量、使われ方（作業負荷）などに関するあらゆ
るデータを、日本にいながら 365 日 24 時間途切
れることなく獲得できる仕組みを手にしたことが、

17   今井賢一『創造的破壊とは何か 日本産業の再挑戦』東洋経済新報社（2008）、小坂満隆・角忠夫『「産業のサービス化論」への
アプローチ』社会評論社（2010）、日刊工業新聞社「ロボナブル 2008 年 9・10 月特集」を参考にした。

進む「製造業のサービス化」
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絶大な競争力につながっている（図表 4）。
同社は販売した油圧ショベルに KOMTRAX を

標準搭載し、自社の油圧ショベルが世界のどこの
現場にあり、どのような仕事を 1 日何時間してい
るかといった情報を収集し、これらの情報を販売
代理店やユーザーにも提供している。

同社はこれらの情報を活用して、保守費用や燃
料費、オペレータ工賃などの顧客コストの低減や
メンテナンス・故障修理時間の短縮による生産性
向上につながる提案を行っている。KOMTRAX 導

入により、代理店とメーカーは図表 5 に掲げたよ
うな様々なメリットを享受している。KOMTRAX
で取得したリアルタイムの情報は、サービスコン
テンツの充実や品質向上だけでなく、経営判断の
材料としても有効に活用されている 18。

【事例】アジア技研の取り組み 19

アジア技研株式会社は世界で初めてマグネシウ
ム合金の超瞬間溶接に成功した北九州にある中小
企業である。1994 年創業の比較的若い企業だが、

18   例えば、KOMTRAX を有効活用すれば資本関係のない販売店の店頭在庫も把握でき、代理店の持つ在庫をゼロに圧縮すること
が可能になるほか、販売見通しや生産計画の精度が向上する。

19  ジェトロ「ジェトロセンサー」2010 年 11 月号、「挑戦！国際ビジネス No.165 アジア技研株式会社」を参考にした。

図表 4　コマツの KOMTRAX　システムのイメージ図

出所：小坂満隆・角忠夫�『「産業のサービス化論」へのアプローチ』

図表 5　KOMTRAX　導入の目的・メリット

出所：小坂満隆・角忠夫編『「産業のサービス化論」へのアプローチ』65 ～ 66 頁をもとに作成

①顧客の機械を止めない
　�故障時に迅速に修理する、使いたい時に使える状態にすることなどにより、�
顧客満足度の向上や顧客コストの最小化を図る

主に代理店側の導入目的
②部品やサービスの売り上げを向上させる
　一般建設機械ではこれを使ってメンテナンス契約を拡大
　鉱山機械では修理を含めた契約を拡大

③機械の稼働状況把握によるきめ細かなマーケティング活動の展開
主にメーカー側の導入目的

④製品改良や次期商品の開発のためにデータを使用
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スタッド溶接機、溶接ガン、専用スタッド、溶接
ロボットなど幅広い製品を製造しており、東南ア
ジアや中国など海外市場にも積極的に展開してい
る。

同社は製品が遠い場所にあっても管理ができる
独自の遠隔システムを導入し、海外の稼働率を常
時確認し、問題が発生したらすぐに対応できる体
制を整備している（同社が会員として加入してい
る北九州国際 IT ビジネス推進会の会員企業の協
力を得て、この遠隔システムを導入した）。

日本の事務所にいながら世界中に散在する機械
をリアルタイムで一括管理し、きめ細かいアフ
ターケアができることが、顧客の安心につながる
と同社は確信して同システムを構築したのである。

ビジネスの革新を実現する IT
英国のロイズは、1871 年の法人化後、損害保険

で巨万の富を築いたが、この時の競争優位の源泉
は、世界中に張り巡らせた信号所から 365 日 24
時間電信で入ってくる海運情報を独占していたこ
とにあったと言われている。前述したコマツの
KOMTRAX の事例は、使用している IT の種類こ
そ違うが、IT の活用により「世界中から常時リア
ルタイムで情報が入る仕組み」を作り上げたこと
が競争力となった点で、ロイズと共通している。

日本では IT を単なる効率化のための道具に過
ぎないとみなし、コスト削減や合理化のツールと
しか考えない傾向が強いが、これが間違いである
ことは前項で見たコマツの事例などから明らかで
ある。

製造業企業も IT を巧みに活用することによっ
て、次元の違う新しいコンセプトやサービスを生
み出し、ビジネスの革新を実現することが可能で
あるということにもっと注目すべきであろう。

むすび
以上、本稿では製造業で進行するサービス化の

動きを様々な切り口から分析、整理し、事例を概
観してきた。

なお、本稿でいう「製造業のサービス化」とは、
第二次産業が第三次産業にシフトすることではな
い。ビジネスの主流が、「モノを売るビジネス」か
ら「モノやサービスの提供を通じて顧客に満足感
を売るビジネス」にシフトしつつある現象を指し
ている 20。

これは決して製造業が不要になるということでも
なければ、モノの重要性が薄れたわけでもない。
モノの需要が経済を牽引する時代からサービスの
需要が経済を牽引する時代へと変化しただけであ
る。優れたサービスの提供には優れたモノの製造
が必要であり、サービスが拡大することによってモ
ノの需要が拡大することは言うまでもない。

それでも、ビジネス環境がサービス牽引型に変
わったことに対応して、製造業はその在り方を変
えていかなければならない。モノの価値だけで勝
負するのではなく、モノで実現するサービスの価
値で勝負することが重要になってくる。本稿で見
た製造業の様々な取り組みは、それを目指した企
業行動と位置づけることができ、多くのメーカー
にとって参考になるものと思われる。

20   「サービス化」や「サービス経済」の概念をこのように捉える考え方については、石毛宏『豊かな暮らしの産業論』創成社（2010） 
で明快に整理がなされている。

進む「製造業のサービス化」




