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は じ め に 

 
 平成 19 年度、日本機械工業連合会「国際競争力と生産性に関する調査専門部会」では、

我が国機械工業の国際競争力向上には従来の品質や技術力の強化に加えてビジネスモデル

の開発が肝要であるとその調査結果をまとめました。その結果を受け、平成 20 年度同専門

部会では、機械工業企業のビジネスモデルについて調査研究を開始いたしました。 
 
おりしも世界は平成 20 年 9 月のリーマン・ブラザーズの経営破綻を機に、百年に一度と

いう世界不況に突入し、その直前まで超優良とされた企業の多くが、大幅減益あるいは赤

字転落を余儀なくされています。この報告書のウェブ公開は、3 月決算の企業の前年度業績

報告の時期と相前後します。企業の業績悪化は現在の予想を上回っているかもしれません。 
その一方で、世界的には同一業種にあってもさほど業績に影響を受けていない企業も存

在しています。そうした企業が採用しているビジネスモデルは、他の企業と比較した場合

何か違ったキラリと光るものが含まれていると考えられます。 
 
大多数の企業が展開している、国内外の競合他社と類似した商品で品質や価格で鎬を削

るビジネスモデルは、企業の体力を損なうばかりで非効率であるとこれまでも言われてま

いりました。現下の世界同時不況からいち早く脱出するには、独自性があり、利益を生む

ビジネスモデルの創出が不可欠といえます。 
 
今、企業に求められているのは「顧客」を中心においたビジネスモデルの構築であり、

企業はビジネスの原点に立ち戻って、自らのビジネスモデルを点検し、改善・革新するこ

とが求められています。 
 

 我が国機械工業を取り巻く環境は大きく変化しつつありますので、この「国際競争力を

強化するビジネスモデル」に関する本調査研究はまことにタイミングの良いものとなりま

した。 
本調査結果が、不況からの回復を期す機械工業企業の一助になれば幸いに存じます。 

 
  平成 21 年 3 月 
 

社団法人 日本機械工業連合会 
会長 金井 務
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エグゼクティブサマリー 
図表 0.1 全体総括 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．調査の目的 
 昨年度（平成 19 年度）の本件に関する調査研究において、我が国機械工業の生産性およ

び国際競争力の向上には、新たなビジネスモデルの構築に取り組むべきであるとの方向性

を示した。それを受けて、国際競争力強化に向けて実現すべきビジネスモデルが備えるべ

き要件とはどのようなものか、またどのようにして構築すべきかを事例研究等の調査を通

じ、明らかにすることを目的とした。 
 
２．文献等調査 
２．１ 統計データ等に見る機械工業の国際競争力 

我が国機械工業企業は研究開発、特許取得等々を進め、生産性向上、国際競争力強化に

向けた努力を積み重ねているが、なかなか実績に結びつけることができていない。必ずし

も新しい技術を顧客が求めるとは限らないことから、企業は既存の技術を含めた全保有資

産を見直すべきである。 

提言

調査の目的：国際競争力を強化するビジネスモデルの要件と構築方法の明確化

・我が国企業は欧米先
進国企業と比較して利
益率の面で見劣りする。

・我が国機械工業の売
上高研究開発費比率
は高くない。同程度以
下だが、特許申請の数
では健闘している。
・業績に結びつかない
のは研究、技術を活用
できないＢＭに一因が
ある。

統計等調査

・ＢＭ革新重要５項目
①顧客、②新しい価値、

③パートナー企業、④
顧客への価値情報提
供、⑤資産の拡充・活
用
・65の事例を抽出、分
類整理した。ITを活用

した事例が多いのが特
徴。

文献等調査

・ＢＭは国内外で有
効と認識されている。

・特に海外のビジネ
ス実態がよく把握で
きていない。

・ＢＭ関連知識が不
足。
・ホワイトカラーの知

識能力不足。

アンケート調査

・顧客中心のBMへ
の転換の必要性が
認識されている。

・本社が中心になっ
て推進する事例が目
立つ。

・新技術より、技術
の組合せ、活用が重
要と認識は変化。

・海外展開の体制構
築が不十分。

インタビュー調査

　　BM構築検討項目 顧客視点の

市場創出

グローバル展開、BM構築に向けた意識改革

新しい
価値創出

新しい価
値の伝達

パートナー
との連携

資産の
拡充・活用

　　　留意事項 顧客中心
世界的
視野

取り組み

の日常化
ホワイトカラー

の強化

注：BMはビジネスモデルの略
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＊国の競争力（国の市場としての評価―日本の対内直接投資の規模は世界で 50 位 

＊産業の競争力  

・貿易収支（貿易特化係数） 

90 年代前半と比べて、輸送用機器は若干の上昇、一方、一般機器、電気

機器はかなり競争力を落としている。 

・研究開発への取り組み 

研究開発投資は、国、製造業のベースで比較して世界のトップクラスの研

究開発投資額を継続している。 

・研究開発の成果  

機械産業の技術貿易の貿易特化係数で見ると、輸送用機械と一般機械は競

争力があり、電気機械は輸出入がバランス・イーブンである。 

研究開発の質を成果物である特許取得出願数で判断するのであれば、わが

国は世界のトップクラスである。 

＊企業の競争力（国内外の代表企業の業績比較） 

   ・輸送用機械――世界のトップクラス 

   ・一般機械―――利益率がやや低い 

   ・電気機械―――総じて売上高利益率、売上高研究開発費の比率は低い 

 
２．２ 文献等調査結果 
＜ビジネスモデル革新のための主要５項目＞ 

①「顧客視点の市場創出」 
②企業が顧客に提供する「新しい価値」 

③「パートナー企業」（原材料、部品・部材メーカー等）との新しい協力関係のあり方 
④顧客に提供する「価値の情報伝達」の新しい方法 
⑤事業展開に必要な「資産」（人的、技術的、財務的、その他）の拡充・活用方法 
 

図表 0.2 ビジネスモデル革新のための主要５項目 
 
 
 

 
 
 
 
 

新たな価値の創造

パートナー企業
との協力・連携

資産の拡充・活用
新たな価値

創造 顧客
顧客満足

提供方法
価値の伝達
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＜ビジネスモデルの分類＞ 
  ビジネスモデルに関連する文献から、抽出した 65 件の事例を下記の通り分類した。 

IT 時代を反映して、IT を活用した事例が目立つ（本文参照）のが特徴である。しかし、

古くから存在するモデルも多く含まれており、企業が自社の事業、製品をこれら事例に

当てはめて考えることでビジネスモデル発想の契機となることが期待される。 
図表 0.3 ビジネスモデルの分類整理 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表 0.4 ビジネスモデルの革新・創出手順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ビジネスモデルの革新・創出

顧客動向分析
業界の変動分析

業界の現状把握・分析

ビジネスモデル

新たな価値
コンセプト

製品・サービス
の変革

提供方法
価値の伝達

 
タスクフォース 

 
定義共有

 
記述 

 
評価 

 
改善・革新 

大分類 中分類 大分類 中分類

選択と集中 市場のセグメンテーション (販売) 継続、反復販売

顧客の特定 セット販売

ニッチ戦略 レンタル化

ＯＥＭ受託 地理的拡大

地域戦略 集団ビジネスモデル

起業家の情熱 販売ルートの短絡化

宣伝よる販路開拓 オークション

製品開発 新規需要の取り込み 薄利多売 低価格化

製品開発 顧客 顧客満足増大

差別化 顧客囲い込み

商品コンセプトの変更 ブランド ブランド

物流コストの見直し 取引条件の変更 サービス サービス分野への進出

独占 独占 メーカのサービス提供・セット販売

デファクトスタンダード サービスの切り出し

市場シェア基準戦略 サービス提供のTPO

参入障壁構築 サービスの工業化

先行逃げ切り IT デジタル管理

販売 商品のポイント支配 顧客ニーズ対応

消耗品収益 ネット販売
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ビジネスモデルの検討・構築の一連の作業で も重要なのは業界の現状、顧客動向、業

界の動向分析と考えられる。不特定多数の企業による国際競争の時代にあっては全ての面

でスピードが要求される。 
 
３．アンケート調査結果 
ビジネスモデルは国内外で有効と認識されているが、実際には特に海外のビジネス実態

がよく把握できていないことや、ホワイトカラーのビジネスモデル関連知識が不足してい

るなど本格的取り組みには課題も多い。 

 

図表 0.5 アンケート結果総括 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．インタビュー調査結果 
ビジネスモデル革新の取り組み体制を事業部とは別の組織にする、あるいは本社組織が

企画するなどの動きがある。また、売れる製品、利益のでる製品づくりが重要との認識が

広まりつつあり、新しい技術だけでなく、既存技術の活用検討も進むなど現実を見据えた

研究開発に変化しつつある。 
市場、環境の変化を受けて、企業のビジネスモデルに対する考え方は、顧客中心に変わ

りつつある。 
 

ＢＭ推進上の問題

BMの有効性認識・期待

ＢＭの推進主体

環境変化

海外

マーケティング、
経営企画に期待

BM関連知識不足

BMの有効性・効果は認識

利益・シェア向上をBMに期待

価格、サービス、
販売条件に差？

海外のビジネス実体が
把握されていない

商習慣の違いから
別のBMが必要と認識

海外企業の
BM内容は分からない

ホワイトカラーの
知識能力不足

開発と生産
に期待

BMの現状認識

製品・カスタマイズ

国内ではBMは
５年超と長持ち

国内のBM模倣
１～５年で開始

新製品開発

地域別、
顧客別、製品別

BMは複数
変革に社内の
反対は少ない

売上・利益の減少等

短期の貢献
→製品・生産

長期の貢献
→BM

ビジネス実態・環境の把握不足
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５．まとめ－提言に代えて 

  

 製造業のイノベーションは、ハードのイノベーションとソフトのイノベーションの組み合わせ

から生まれる。 

図表 0.6 製造業のイノベーションとビジネスモデル 
 
 
 
 
 
 
＜ビジネスモデル革新のための主要５項目＞ 

①「顧客視点の市場創出」 

  ビジネスモデル革新のポイントは、顧客視点の国内需要の掘り起こしと、海外の

顧客のニーズ充足による市場創出である。 

②顧客が求める「新しい価値」 

  顧客が求める価値とは何か、利便性なのか、費用対効果なのか等々顧客満足向上

に資するものは何かを考え抜くことが必要である。 

③「パートナー企業」との連携 

  官民のこれまでの各種調査から、連携不足が指摘されている。パートナー企業と

の関係においても同様である。特に海外の協力企業開発はこれからである。 

④顧客への「価値の情報伝達」方法 

  顧客は誰か、伝達すべき価値は何かを知ることから始まる。 

⑤事業展開に必要な「資産」（人的、技術的、財務的、その他） 

社内外にあって利用できるものは全て資産として考え、どうすれば利用できるか

考えるべきである。 
 

＜ビジネスモデル革新の留意事項＞ 
①顧客中心 
  ビジネスの原点であり、これからも変わらない真理である。 
②世界を視野に入れた取り組み 
  世界市場の一体化と国境の希薄化の時代への対応が必要であり、事業あるいは製

我が国機械工業企業には、過去のものづくりの成功体験が企業の潜在意識に強く残ってい

る。ビジネスモデル構築の取り組みはこうした意識の改革から始めなければならない。そし

て、ビジネスモデルの取り組みの中心には、常に「顧客」がなければならない。 

ものづくり
ハードのイノベーション

資産の活用

技術ストック
パートナー

その他各種の「組合せ」

ビジネスモデル
ソフトのイノベーション

新しい価値創造

顧客ニーズ
顧客満足

（　利益　）
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品の開発当初から、世界を視野に入れた素早い展開が必要である。 
③取り組みの日常化 
  新たなビジネスモデルの契機の多くは、現行のビジネスの周辺にある事が多い。 

常日頃のビジネスモデル構築に向けた取り組みが重要である。 
④ホワイトカラーの強化 
  ビジネスモデルを構築するのは人材である。特にホワイトカラーの強化が必要で

ある。 
 
  グローバル展開、ビジネスモデル構築には、技術力偏重から技術力を含めた企業の総

合力を活用するビジネスモデルへの転換に向け、ホワイトカラーをはじめとして全社員

の意識改革が必要である。 
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１ 調査研究の概要 

 

１．１ 調査研究の目的 

 
 昨年度（平成 19 年度）の本件に関する調査研究において、我が国機械工業の生産性およ

び国際競争力の向上には、新たなビジネスモデルの構築に取り組むべきであるとの方向性

を示した。それを受けて、国際競争力強化に向けて実現すべきビジネスモデルが備えるべ

き要件とはどのようなものか、またどのようにして構築すべきかを事例研究等の調査を通

じ、明らかにすることを目的とした。 
 
１．２ 調査研究の内容 

１．２．１ 調査研究計画 
図表 1.1 調査研究の計画フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　調査の内容と方法

文献調査

統計データに見る
機械工業の
国際競争力

アンケート調査

現状の
ホワイトカラー

ビジネスモデ

ル変革の必
要性認識

事業の国
際化動向

専門部会による検討

変革に向け
た取り組み

講演 見学会 インタビュー

まとめ：国際競争力強化に向けたビジネスモデル構築（イメージ）

経営・仕組みの革新
（組織、制度、システム）、

最適化

情報入手、既存、
保有能力資産の

活用

ホワイトカラーの

能力向上（教育･
研修）と

意識改革

ビジネスモデル
の機能、役割

文献等に見る最近の
ビジネスモデルの潮流
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１．２．２ 調査研究の内容と方法 

 本調査研究における調査項目、そこで明らかにしたい事項、そのために用いた主な調査

方法は次の表の通りである。 
図表 1.2 調査研究の内容と方法 

調査項目 明らかにしたい事項 主な調査方法 
我が国機械工業企業の 
競争力の実態 

機械産業の競争力関連の国際比較 
統計データ分析 
・輸出入、直接投資 
・特許出願等 

文献等調査 
 

ビジネスモデル、戦略と

は 
 

戦略、ビジネスモデルに関する 近の理論の

ポイントを整理 
・調査の視点、要点の整理 

文献等調査 
 

近のビジネスモデル

の事例分析 
ビジネスモデル事例分析 
・企業戦略 
・モデルの狙いと手法（要諦） 
・モデルの核（特異な技術、 先端技術） 
・ホワイトカラーの役割 

文献等調査 
 

機械工業企業における

ビジネスモデルの現状

と問題点・課題の抽出 
 

ビジネスモデルの活用・実行状況 
・市場環境の把握から、モデル構築まで 
・企業・事業・商品戦略立案 
・経営資源（ヒト、モノ、カネ）の活用 
・ホワイトカラーの役割 

ア ン ケ ー ト 調

査、インタビュ

ー調査 
 

機械工業企業における

ビジネスモデル構築の

課題と対策 
 
 

・ビジネスモデルの必須・共通事項 
・組織の改変 
・生産方式の変更他 
・IT の利活用と効果 
・国際ビジネスモデルの構築 
  経営資源の有効活用、 適化 

専門部会による

検討 
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１．２．３ 専門部会 

（１）専門部会の開催 

専門部会は見学会も含めて4回開催した。その日程と内容は以下の通りである。 

図表 1.3 専門部会の開催 
専門部会 議事内容 開催 

第 6 回専門部会 ・国際競争力、ビジネスモデルの定義 
・文献調査結果・国際競争力に関する 
 データ、理論について報告 

平成 20 年 
7 月 18 日 

第 7 回専門部会 ・ビジネスモデルの 
  事例調査結果報告と現場見学 
・アンケート項目の設定 

10 月 9～10 日 

第 8 回専門部会 ・アンケート集計・分析結果報告 
・講演（株）小松製作所 生産技術部長 

      木村隆吉氏 

12 月 15 日 

第 9 回専門部会 ・インタビュー結果報告 
・国際競争力強化ビジネスモデル変革に向けた機械

工業の課題・対策について検討 

・報告書内容審議 

平成 21 年 
3 月 3 日 
 

 

（２）見学会 

 ⅰ.高いブランド力を有する世界 大の楽器メーカーである 
ヤマハ㈱のグランドピアノ工場（静岡県浜松市） 

ⅱ．写真フィルム製造の保有技術を活かし、異分野の化粧品に参入した 
富士フィルム㈱の神奈川工場・小田原サイト（神奈川県小田原市） 

 

（３）講演 

講師 株式会社小松製作所 生産本部 生産技術部長  木村隆吉 氏 
演題 「我が社のものづくりに関するグローバルな取り組みの紹介」 
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２ ビジネスモデルに関する文献等調査結果 

 
２．１ 統計データに見る機械工業の国際競争力 
 
  機械工業の国際競争力の現状を、統計データを使って検証した。 
 
２．１．１ 調査の仮説と結果の総括 
＜調査前の仮説＞ 
我が国ではイノベーションに懸命に取り組んでいるが成果が伴っていないと言われる。

この原因は研究開発成果を活用するビジネスモデルの構築に問題がある。 

＜調査対象＞ 
この仮説を検証するために、国、産業、企業の競争力を表す指標を収集・分析した。 

＊国の競争力―――国の市場としての魅力の評価を対内直接投資に見る。 

＊産業の競争力――競争力を輸出競争力と理解し、貿易特化係数に見る。 

   イノベーションの取り組みは研究開発の投資状況に見る。 

研究開発の質は、成果＝特許取得の状況と考える。 

＊企業の競争力――企業の競争力は業績で評価される。国際比較を行う。 
＜結果総括＞ 

＊国の競争力――（国の市場としての評価）対内直接投資の規模は世界で 50 位 

＊産業の競争力  

・貿易収支（貿易特化係数） 

90 年代前半と比べて、輸送用機械は若干の上昇、一方、一般機器、電気

機器はかなり競争力を落としている。 

・イノベーションの取り組み 

研究開発の投資状況――国、製造業のベースで見て世界のトップクラスの

研究開発投資を継続している。 

・研究開発の成果  

機械産業の技術貿易の貿易特化係数――輸送用機械、一般機械が競争力あ

り、電気機械は輸出入がバランス、イーブンである。 

研究開発の質→成果＝特許取得出願の状況―― 数では世界のトップ 

企業の競争力 国内外研究開発費の多い企業の業績比較（但し 2007 年度） 

我が国機械工業の研究開発等の取り組み成果は特許の数や貿易収支の面から見れば高水準と言

えるが、自動車を除けば個別の企業業績には現れていない。研究開発成果の活用効率は良いと

は言えず、ビジネスモデルの見直しが必要である。 
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       輸送用機械――世界のトップクラス 

       一般機械―――利益率がやや低い 

       電気機械―――総じて売上高利益率、研究開発費の比率は低い 

 
２．１．２ 国の競争力比較 
国の競争力は様々な指標で説明されるが、ここでは海外の投資家から見た投資対象先と

しての魅力度といった視点から、対内直接投資額の状況を見た。 

わが国の対内直接投資額は世界の 50 位であり、対外直接投資の約 30%にすぎず、決して

良い状態にあるとは言えない。背景には高い法人税率、激しい国内競争、厳しい品質要求

等様々な参入障壁があると考えられる。 
 

図表 2.1.1 2007 年度 わが国の対外、対内直接投資残高 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

対内直接投資

対外直接投資

アジア 北米 中南米 大洋州 西欧 東欧･ロシア 中東 アフリカ

 
出典：内閣府『対日対内投資の現状』平成２０年１月 

 

図表 2.1.2 2005 年度対内直接投資額の国際比較 
 順位 対内直接投資額 

(100 万米ドル) 
対 GDP 比 
（％） 

英国 １ １６４，５３０ ７．４

米国 ２ ９９，４４３ ０．８

中国 ３ ７２，４０６ ３．３

フランス ４ ６３，５７６ ３．０

ドイツ ８ ３２，６６３ １．２

韓国 ２７ ７，１９８ ０．９

日本 ５０ ２，７７５ ０．１

世界計  ９１６，２７７

出典：国際貿易投資研究所『世界主要国の直接投資集計表』より TBR 抜粋・作成 
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２．１．３ 産業の国際競争力 
（１） 貿易統計 
 失われた 10 年、デジタル不況を超えて現在の不況に突入する前まで、機械工業の輸出

は回復したが、その競争力の実態は次のページの図表 2.1.5 に見られる通りである。 
 

図表 2.1.3 機械工業の分野別輸出金額推移１ 
（単位：10 億ドル） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典： 財務省（旧大蔵省）『貿易統計』 

 
図表 2.1.4 機械産業の分野別輸出金額推移２ 
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

一般機械

電気機器

輸送用機器

精密機器

機械機器輸出

機械機器輸入

（単位：100万ドル）

90年 95年 2000年 2005年 2006年

機械機器輸出額 215,097 330,901 357,082 416,298 444,657

一般機械 63,512 106,757 103,238 121,766 127,344

電気機器 65,903 113,533 127,192 132,459 138,262

輸送用機器 71,814 89,850 100,850 138,524 156,898

精密機器 13,869 20,760 25,802 23,549 22,153

機械機器輸入額 40,863 84,965 120,291 153,199 165,221

出典： 財務省（旧大蔵省）『貿易統計』よりジェトロ作成資料より抽出  

　　　　http://www.jetro.go.jp/jpn/stats/trade/
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（２）貿易特化係数 
 産業の競争力は貿易特化係数を見るのが一般的である。 
 わが国では鉱物性燃料、食料品、原料品はその多くを輸入に頼っている。 

一方、工業製品は出超であるが、この図表 2.1.5 を見ると輸送用機器の競争力は非常に強い

が一般機器、電気機器は競争力を低下させている。 

 ※貿易特化係数 
    貿易特化係数＝（輸出－輸入）÷（輸出＋輸入） 

図表 2.1.5 貿易特化係数 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 2.1.6 輸出入と貿易特化係数（単位：10 億円） 

-120.0

-100.0

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1990 1995 2000 2005 2006

総額

輸送用機
器

一般機械

電気機器

原料品

食料品

鉱物性燃
料

1990 1995 2000 2005 2006

総額 輸出 41,457 41,531 51,654 65,657 75,246

輸入 33,855 31,549 40,938 56,949 67,344

貿易特化係数 10 14 12 7 6

食料品 輸出 237 200 227 319 358

輸入 4,572 4,784 4,966 5,559 5,710

貿易特化係数 -90 -92 -91 -89 -88

原料品 輸出 280 290 355 742 900

輸入 4,134 3,084 2,642 3,505 4,733

貿易特化係数 -87 -83 -76 -65 -68

鉱物性燃料 輸出 183 237 161 473 645

輸入 8,083 5,023 8,317 14,560 18,657

貿易特化係数 -96 -91 -96 -94 -93

一般機械 輸出 9,176 10,010 11,096 13,352 14,800

輸入 2,024 2,600 4,501 5,661 6,240

貿易特化係数 64 59 42 40 41

電気機器 輸出 9,527 10,647 13,670 14,549 16,076

輸入 1,851 3,277 5,825 7,402 8,645

貿易特化係数 67 53 40 33 30

輸送用機器 輸出 10,367 8,428 10,828 15,197 18,244

輸入 1,596 1,460 1,455 2,063 2,529

貿易特化係数 73 70 76 76 76

出典：（財）日本関税協会『外国貿易概況』
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（３）研究開発費 

 わが国の研究開発費の対国内総生産比は3.55と欧米諸国と比較してかなり高い水準で推

移している。製造業においてはバブル崩壊後も研究開発投資は削減せず、継続努力してき

たことが図表2.1.7、2.1.8から読み取れる。しかし、1996年頃まで付加価値額と研究投資額

は連動して動いたが、1997年から連動しなくなり、2002年ごろからまた連動性を取り戻し

たかに見える。1997年を境に何かが変わったと考えられる。その背景の一つに、ビジネス

のグローバル化とビジネスモデルの変化があったと推測される。 

 
図表 2.1.7 主要国等における研究費の対国内総生産(GDP)比の推移 

 
出典：特許庁『特許行政年次報告書 2007年版』 

 

図表2.1.8 我が国製造業の研究開発投資と付加価値額の推移 

出典：特許庁『特許行政年次報告書 2007年版』 

（備考） 付加価値額＝生産額－（原材料使用額、減価償却額等）  
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（４）機械工業の技術貿易 
  機械工業の技術貿易特化係数では、自動車は圧倒的に強く、一般機械が技術競争力を

強化しつつあり、電気機械は欧米先進国と同等となるが、図表 2.1.10 に見られる通り、

実際には、対価受取に親子会社からの技術料収入が多く含まれており、その分を割り引

いて考えなければならない。 
図表 2.1.9 機械工業の技術貿易と貿易特化計数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：総務省統計局『科学技術研究調査報告』各年度から抜粋して作成 

図表 2.1.10 機械産業の技術貿易収支の状況（2006 年度） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局『科学技術研究調査報告 平成 19 年版」 

単位：10億円

対価受取額 対価支払額 対価受取額 対価支払額 対価受取額 対価支払額 対価受取額 対価支払額 対価受取額 対価支払額

一般機械 14 31 22 21 35 39 97 59 131 40

電気機械 97 160 215 200 211 216 291 300 344 359

輸送用機械 92 52 164 33 589 35 1,140 33 1,247 26

1990 2006200520001995

-0.60

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

一　般　機　械 -0.38 0.02 -0.05 0.24 0.53

電  気  機 械 -0.25 0.04 -0.01 -0.02 -0.02

輸  送  用  機  械  0.28 0.66 0.89 0.94 0.96

1990 1995 2000 2005 2006

（単位：10億円）
貿易特化係数

合計 うち 合計 うち 合計

親子会社 親子会社

 全         産           業 2,378 1,757 621 705 89 616 0.54

 製          造           業 2,322 1,741 581 638 74 563 0.57

機      械      工      業 131 104 28 40 1 39 0.53

電  気  機 械  器 具 工 業 105 67 39 41 8 32 0.44

   電子応用･電気 計測器 工業 13 8 5 15 8 7 -0.07

   その他の電気機械器具 工業 93 59 34 26 1 25 0.56

情 報 通 信 機 械 器具工業 239 134 105 318 3 315 -0.14

電 子 部 品・デバイス 工業 75 29 46 47 8 39 0.23

輸  送  用  機  械  工  業 1,247 1,120 127 26 2 24 0.96

   自    動    車    工   業 1,244 1,117 127 12 2 10 0.98

   その他 の 輸送用機械工業 3 3 0 14 0 14 -0.65

精  密   機   械   工   業 9 5 4 20 1 19 -0.39

親子会
社を除

く

親子会
社を除

く

対 価 支 払 額 対 価 受 取 額 
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（５）特許の国別出願数と出願人 
 欧州では米国、ドイツについで第 3 位、米国では米国についで 2 位だが、国の規模を考

えればほぼ米国と同水準、日本国内では勿論、1 位である。また、図表 2.1.13 の国際特許

出願上位50社に機械産業は日本の企業が12社含まれ、米国の11社を押さえて1位である。

質の問題は分からないが、量の面では研究開発成果は十分と考えられる。 

 
図表 2.1.11 特許の国別出願数 2005 年（件） 

 
図表 2.1.12 わが国の出願比率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：特許庁『特許行政年次報告書 2007 年版』 
 
 
 
 
 

  出願者 

出願先 

日本 米国 ドイツ フランス 英国 韓国 その他 合計 

EPO 9,546 13,007 12,499 3,740 2,148 488 11,830 53,258

米国 30,341 74,637 9,011 2,866 3,148 4,352 19,451 143,806

日本 111,088 5,168 1,802 681 326 1,470 2,409 122,944

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

EPO

米国

日本

日本 米国 ドイツ フランス 英国 韓国 その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

EPO

米国

日本

日本 米国 ドイツ フランス 英国 韓国 その他
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国際出願（PCT 出願）に係る国際公開公報掲載の上位 50 位までの出願企業のランキング 

図表 2.1.13 国際出願上位５０機関〔世界知的所有権機関（WIPO）発表〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004年 2005年 2006年

1 Koninklijke Philips Electronics N.V NL 2,697 2,492 2,495

2  (松下電器産業㈱） JP 1,415 2,022 2,344

3 Siemens Aktiengesellschaft DE 1,252 1,399 1,480

4 Nokia Corporation FI 733 898 1,036

5 Robert Bosch GmbH DE 791 843 962

6 3M Innovative Properties Company US 525 605 727

7 BASF Aktiengesellschaft DE 588 656 714

8 (トヨタ自動車㈱） JP 148 399 704

9 Intel Corporation US 459 691 690

10 Motorola, Inc US 618 580 637

11  (三菱電機㈱） JP 344 438 616

12 Qualcomm Incorporated US 407 379 608

13 Huawei Technologies Co., Ltd CN 139 249 575

14 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) SE 364 511 572

15 (富士通㈱） JP 970 358 571

16 LG Electronics Inc KR 305 329 567

17 E.I.DuPont DE Nemours and Company US 395 423 523

18
Hewlett-Packard Development Company,
L.P.

US 162 359 509

19 Honeywell International Inc US 380 518 508

20 Samsung Electronics Co., Ltd KR 292 483 505

21 (シャ－プ㈱） JP 306 269 496

22 (パイオニア㈱） JP - 240 494

23 The Procter & Gamble Company US 367 461 492

24 DaimlerChrysler AG DE 491 572 451

25  (富士写真フイルム㈱） JP - - 445

26 The Regents of the University of California US 278 342 416

27 Eastman Kodak Company US - 531 394

28 (日本電気㈱） JP 221 353 373

29 International Business Machines US 425 373 365

30 Boston Scientific Scimed, Inc US - 131 327

31  (ソニー㈱） JP 753 449 320

32 France Telecom FR 109 168 303

32 Thomson Licensing FR 392 390 303

34 Philips Intellectual Property & Standards DE 357 319 286

35 Kimberly-Clark Worldwide, Inc US 379 336 283

36 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH DE 187 215 282

37 General Electric Company US 191 318 279

38 (キャノン㈱） JP 222 269 266

39 LG Chem, Ltd KR - 120 262

40 (本田技研工業㈱） JP 121 224 261

41 Medtronic, Inc US 264 247 260

42 FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. US 156 133 254

43 (㈱村田製作所） JP - 174 248

44
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
Angewandten Forschunge. V

DE 171 161 247

45 Cisco Technology, Inc US 137 212 243

46 Microsoft Corporation US - 175 242

47 AstraZeneca AB SE 254 216 240

48 (㈱カネカ） JP 109 160 238

49 (ダイキン工業㈱） JP 144 194 233

50 NOVARTIS AG CH 220 228 227

出典：WIPO　ホームページ「LIST　of　the　Top　500　PCT　Applicants in 2006]

国際公開年
国出願人

注： 

    日本企業  

    海外企業 

    他業種   
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２．１．４ 企業の競争力 

図表2.1.14は全産業の比較であるが、我が国の利益率は米国、欧州と比較して一貫して低

い状態が続いている。 

図表2.1.14 日米欧の売上高利益率比較（全産業） 

 
     日本：東証上場の1382社、米国：上場企業で総資産２億ドル以上の資産を有す1522社 

     欧州：旧 EU15 ヶ国の上場 980 社 

出典： 内閣府『平成18年度年次経済財政報告』（2006年7月） 

 
機械工業を一般機械、電気機器、輸送用機器に分けて、我が国企業と欧米の企業との

競争力を研究開発投資と利益の面から、図表 2.1.15~図表 2.1.17 を使って分析した結果を

以下の通り整理した。なお、企業の選出は 2007 年度の研究開発費の多い企業とした。 
 

＜一般機械＞ 

 欧米企業の 2007 年決算、我が国の 2007 年度決算の比較では、欧米の半導体製造装

置メーカーが好調であった。半導体製造装置メーカーを別として、欧米企業と比較して

売上高研究開発費比率で大差はないが、売上高経常利益率で低くなっている。 
 

＜電気機器＞ 

 米国企業には売上高研究開発費比率も高いが売上高経常利益率の高い企業が多い。日

本の企業ではキヤノンを除いて、売上高研究開発費比率、売上高経常利益率ともに低く、

かつ国内企業はほぼ同水準にあり、企業間の特色は見られない。 
 

＜輸送用機器＞ 
 赤字の Delphi、Ford、ＧＭを除けば、売上高研究開発費比率は 3～5％に集中してい

るが、売上高経常利益率では上位にある企業は日本企業が多くなっており、日本企業に

競争力があるといえる。 
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図表 2.1.15 一般機械工業企業の競争力国際比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：Industrial Research Institute, “Research・Technology Management”  (11-12 2007) 
注） 業種分類は日本経済新聞社「外国会社年鑑 2000」（2000）に基づいた 
 
 
 
 
 
 
 
出典：日本経済新聞社『日経会社情報 2008 夏号』 
 
 
注：図表 2.1.16、図表 2.1.17 のデータの出典は図表 2.1.15 と同様であり、海外企業は

Industrial Research Institute, “Research・Technology Management”  (11-12 2007)、国

内企業は日本経済新聞社『日経会社情報 2008 夏号』である。 
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注：グラフの中の数字はグラフの

下の表の企業の順位である。 

数字を○で囲っているのは日

本企業である。 

図表 2.1.16、2.1.17 も同様 

順位 社名 業種分類
研究開発費

(A)
百万ドル

売上高
(B)

百万ドル

税引前利益
（C)

百万ドル

売上高研究
開発費比率
(A/B)(％)

売上高税引
前利益率
(C/B)(％)

税引前利益
研究開発費

比率
(A/C)(％)

1 Caterpillar 建設機械 1,347 41,517 4,942 3.2 11.9 27.3

2 Applied Materials 半導体製造装置 1,138 9,167 2,167 12.4 23.6 52.5

3 ABB Ltd 重電機 772 24,412 2,433 3.2 10.0 31.7

4 Deere 農業機械 726 21,755 2,195 3.3 10.1 33.1

5 ASML Holdings NV 半導体製造装置 510 4,747 1,148 10.7 24.2 44.4

順位 社名 業種分類
研究開発費(A)

億円

売上高
(B)

億円

税引前利益
（Ｃ）
億円

売上高研究
開発費比率
(A/B)(％)

売上高税引
前利益率
(C/B)(％)

税引前利益
研究開発費

比率
(A/C)(％)

① 三菱重工業 機械 1,080 32,031 1,095 3.4 3.4 9,863.0

② コマツ 機械 497 22,430 3,222 2.2 14.4 1,542.5

③ ジェイテクト 機械 309 11,576 729 2.7 6.3 4,238.7

④ ダイキン工業 機械 321 12,909 1,221 2.5 9.5 2,629.0

⑤ 川崎重工 機械 362 15,011 640 2.4 4.3 5,656.3
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図表 2.1.16 電気機器企業の競争力国際比較 
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４
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１
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⑤

③

⑨ ②

④ ⑦

①⑧

順位 社名 業種分類
研究開発費

(A)
百万ドル

売上高
(B)

百万ドル

税引前利益
（C)

百万ドル

売上高研究
開発費比率
(A/B)(％)

売上高税引
前利益率
(C/B)(％)

税引前利益
研究開発費

比率
(A/C)(％)

1 Siemens AG 電気 6,374 110,789 5,546 5.8 5.0 114.9

2 Intel マイクロプロセッサー 5,873 35,382 7,068 16.6 20.0 83.1

3 IBM コンピュータ 5,682 91,424 13,317 6.2 14.6 42.7

4 Motorola 通信機器・半導体 4,106 42,879 4,610 9.6 10.8 89.1

5 Cisco Systems
コンピュータ周辺機
器

4,067 28,484 7,633 14.3 26.8 53.3

6 Nokia Corp 携帯電話機 5,143 54,592 7,553 9.4 13.8 68.1

7 Hewlett-Packard コンピュータ機器 3,591 91,658 7,191 3.9 7.8 49.9

8 Ericsson(LM) Tel
通信ネットワーク機
器

4,086 26,920 5,267 15.2 19.6 77.6

9
Koninklijke Philips
Electronics

電気機器 2,088 35,600 1,399 5.9 3.9 149.2

順位 社名 業種分類
研究開発費(A)

億円

売上高
(B)

億円

税引前利益
（Ｃ）
億円

売上高研究
開発費比率
(A/B)(％)

売上高税引
前利益率
(C/B)(％)

税引前利益
研究開発費

比率
(A/C)(％)

① 松下電器産業 電気機器 5,545 90,689 4,350 6.1 4.8 12,747.1

② ソニー 電気機器 5,206 88,714 4,663 5.9 5.3 11,164.5

③ 日立製作所 電気機器 4,282 112,267 3,248 3.8 2.9 13,183.5

④ 東芝 電気機器 3,933 76,681 2,556 5.1 3.3 15,387.3

⑤ ＮＥＣ 電気機器 3,522 46,172 1,122 7.6 2.4 31,390.4

⑥ キヤノン 電気機器 3,683 44,813 7,684 8.2 17.1 4,793.1

⑦ 富士通 電気機器 2,587 53,309 1,628 4.9 3.1 15,890.7

⑧ シャープ 電気機器 1,962 34,177 1,684 5.7 4.9 11,650.8

⑨ 三菱電機 電気機器 1,487 40,498 2,266 3.7 5.6 6,562.2
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図表 2.1.17 輸送用機械企業の競争力国際比較 
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⑦
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順位 社名 業種分類
研究開発費

(A)
百万ドル

売上高
(B)

百万ドル

税引前利益
（C)

百万ドル

売上高研究
開発費比率
(A/B)(％)

売上高税引
前利益率
(C/B)(％)

税引前利益
研究開発費

比率
(A/C)(％)

1 Ford Moteors 自動車 7,200 160,123 -15,051 4.5 -9.4 -47.8

2 DaimlerChrysler AG 自動車 7,035 200,088 5,270 3.5 2.6 133.5

3 General Motors 自動車 6,600 207,349 -4,763 3.2 -2.3 -138.6

4 Volkswagen AG 自動車 6,055 140,304 2,366 4.3 1.7 255.9

5 Boeing 航空機・防衛機器 3,257 61,530 3,194 5.3 5.2 102.0

6 Fiat SpA 自動車 1,849 68,403 2,166 2.7 3.2 85.4

7 Delphi Automotive 自動車部品 2,100 26,392 -5,294 8.0 -20.1 -39.7

8 Volvo AB 自動車 1,222 37,874 2,970 3.2 7.8 41.2

順位 社名 業種分類
研究開発費(A)

億円

売上高
(B)

億円

税引前利益
（Ｃ）
億円

売上高研究
開発費比率
(A/B)(％)

売上高税引
前利益率
(C/B)(％)

税引前利益
研究開発費

比率
(A/C)(％)

① トヨタ自動車 輸送用機器 9,588 262,892 24,372 3.6 9.3 3,934.0

② 本田技研工業 輸送用機器 5,879 120,028 8,958 4.9 7.5 6,562.8

③ 日産自動車 輸送用機器 4,575 108,242 7,664 4.2 7.1 5,969.5

④ デンソー 輸送用機器 3,115 40,251 3,683 7.7 9.2 8,457.8

⑤ マツダ 輸送用機器 1,144 34,758 1,485 3.3 4.3 7,703.7

⑥ アイシン精機 輸送用機器 1,153 27,004 1,863 4.3 6.9 6,188.9

⑦ スズキ 輸送用機器 1,087 35,024 1,569 3.1 4.5 6,928.0

⑧ いすゞ自動車 輸送用機器 603 19,248 1,223 3.1 6.4 4,930.5

⑨ 富士重工業 輸送用機器 520 15,723 454 3.3 2.9 11,453.7
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２．２ ビジネスモデルに関する文献調査結果 
 
 当初は輝かしい成功と大きな利益をもたらした画期的な事業コンセプトや製品も、時間

の経過や環境の変化とともに数多くの企業の模倣や参入により、利益が損なわれ、逆に企

業の発展を妨げ、停滞や破綻すら招くことがある。 
 過去数十年間、他社より「品質が良くて安い」製品が開発できれば、市場シェアは拡大

し、利益は上がるという考え方に従って世界中の優良企業が企業間競争を展開してきた。

近では、官も民も挙って取り組んでいるイノベーション創出もこの考えの延長線にある

と言える。 
 しかしながら、果てしなく続く製品の改良・改善競争や研究開発の取り組みの成果がす

ぐには得られないこと、またデルやアップルなどが斬新なビジネスモデルを構築して大き

な成功を収めたこと等から、現在、世界のあらゆる業界で、製品中心主義から抜けだし、

新たな競争戦略としてビジネスモデルが注目を集めている。 
 
 ビジネスの世界では他社の追随は激しく、瞬く間に市場は成熟化し、コモディティ化し

てしまう。 
そこで企業は成長をめざして商品とサービスの品質、機能、形式、ブランド等あらゆる属

性の差別化（＝新ビジネスモデルの構築）と取り組む。その意味ではビジネスモデルは脱

コモディティの成長戦略と言える。 
図表 2.2.1 脱コモディティのビジネスモデルの革新・創出 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．２．１ ビジネスモデル研究 
 「ビジネスモデル」という用語は 2000 年頃から頻繁に用いられる様になったが、2000
年以降の数年間におけるビジネスモデル研究は、ビジネス方法特許の研究であったと言っ

て過言ではない。しかし、ビジネスモデルとは経営の幅広い各分野に関連するビジネスの

仕組みの描写であり、ビジネスモデルの良否が企業経営に与える影響は極めて大きい（「小

さなイノベーションを利用した出来の良いビジネスモデルは、大きなイノベーションを利

用した出来の悪いビジネスモデルよりはるかに良い」）ことが認識されだすと、ビジネスモ

デルとはビジネスの仕組み、それも「利益を上げるための仕組み」であるとの認識の下、

ビジネスモデルの革新・創出

顧客動向分析
業界の変動分析

業界の現状把握・分析

ビジネスモデル

新たな価値
コンセプト

製品・サービス
の変革

提供方法
価値の伝達
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多くの企業における実態調査、各種モデルの類型化、儲かるビジネスモデルを構築するた

めの方法などの研究が、特に米国を中心に推進されるようになった。 
 なお、「ビジネスモデル」の概念は、「イノベーション」の概念とも一部重複する面があ

る（技術革新がビジネスモデルの重要な構成要素となるケースがあり得る）。また、「マー

ケティング」を「売れる商品・サービスを創り出すこと。それが売れて行く仕組みを構築

すること」と理解するならば、ビジネスモデルはマーケティングの概念に包括されると言

える。 
 
２．２．２ ビジネスモデルの歴史 
ビジネスモデル発展の歴史を概観すると、 も古く、 も基本的なものは「店主（shop 

keeper）」モデルと言われるものである。これは客が居そうな場所に店舗を設け、製品また

はサービスを展示するというモデルで、現代でもビジネスの大きな分野を形成している。 
例示すると次のようなものがある。 
＊20 世紀前半：「安全カミソリ・替え刃」モデル。これは、基本的な製品を安価に（時に

は損失を出して）提供し、消耗部品またはサービスの販売で収益を得るもの。現代で

は携帯電話と通話料金、プリンターとインクなどが該当する。 
＊1950 年代：マクドナルド（ハンバーガーチェーン；均質なサービス） 
＊1960 年代：ウォルマート（日用品の低価格販売）とハイパーマーケット（巨大スーパ

ー） 
＊1970 年代：フェデックス（国際クーリエサービス）とトイザラス（カテゴリーキラー） 
＊1980 年代：ブロックバスター（ビデオレンタル）、ホームデポ（ホームセンター）、イ

ンテル（マイクロプロセッサー）、デル（パソコン受注生産） 
＊1990 年代：サウスウエスト航空（格安航空券）、ネットフリックス（DVD レンタル）、

ｅベイ（ｅオークション）、アマゾン・コム（ネット書籍販売）、スターバックス（コ

ーヒーチェーン店）など。 
なお、IT を高度に活用したビジネスモデルが続々と開発されたが、構想不十分で失

敗しているケースも数多い。 
 
２．２．３ ビジネスモデルの定義 

 
（１）ビジネスモデルとは： 
「ビジネスモデル」という用語の初出は 1950 年代とされる。その時期における定義は概

略次のようである。現在では IT の活用を前提とした定義が中心となっているが、むしろ次

の古典的な定義の方が幅広く、豊富な発想を生み出すのに向いていると考えられる。 

  ビジネスモデルとは、「利益を生み出すビジネスの仕組み」であり、「競争力のある

新しいビジネスの仕組み」である。 
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革新的なビジネスモデルの構築というと、画期的なイノベーションや天才的なひらめ

きが必要と考えられがちである。しかし、現実に欧米等で行われているのは、社内各部

署から集めたタスクフォースにより、既存の自社ビジネスに関して、市場・技術動向や

競合他社動向等を考慮に入れつつ、下記の①～⑤のような項目について徹底的に見直し、

企業が提案する価値や対象とする顧客、チャネル、その他について企業の利益と顧客の

満足度を上げる方向で検討を行い、現場に適用する、といったものと考えられる。 
 
（２）ビジネスモデル革新のための主要５項目 

①「顧客視点の市場創出」 
②企業が顧客に提供する「新しい価値」 

③「パートナー企業」（原材料、部品・部材メーカー等）との新しい協力関係のあり方 
④顧客に提供する「価値の情報伝達」の新しい方法 
⑤事業展開に必要な「資産」（人的、技術的、財務的、その他）の拡充・活用方法 

図表 2.2.2 BM 革新緒ための主要 5 項目の関係 
 
 
 
 
 
 
 

そして、「ビジネスモデルの革新」とは、これら各要素のいずれかまたはいくつかについ

て、競合他社がまだ実施していない、顧客にとって明確なメリットのある要素を導入した

新たなビジネスモデルを構築することを意味する。 
 それを事業に適用して競合他社の追随を許さない大きなシェアを獲得するか、またはそ

のモデルのうち IT 活用部分を知的財産化（ビジネス方法特許）した場合、そのビジネスモ

デルは比較的長期に亘って有効に働くことになろう。 
 

しかし、 近では上述のような定義を包括し、その上位概念的に「ビジネスモデルとは、

利益をあげるための仕組みである」と定義づけることが（特に米国において）ドミナント

となってきているようである。 
 
（３）ビジネスモデルと生産性・競争力 
 ビジネスモデルを「利益をあげるための仕組み」と理解するならば、有効に働くビジネ

スモデルを構築することは、その企業に同業他社との関係において競争力をつけるもので

ある。 

新たな価値の創造

パートナー企業
との協力・連携

資産の拡充・活用
新たな価値

創造 顧客
顧客満足

提供方法
価値の伝達
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 生産性との関係については、生産性（企業活動のアウトプットをインプットで除した数

字）におけるアウトプットとインプットのとりかたにもよるが、アウトプットを利益とと

るなら、有効に働くビジネスモデルを構築することは、その企業の生産性を向上させるこ

とになる。 
 

 
２．２．３ ビジネスモデルの整理・分類 
 IT 時代に入ってからの BM ビジネスモデル研究文献に見られた事例を整理したものであ

る。作業の手順は文献に見られた事例を収集した後、事例の持つ特徴に従って図表 2.2.4 を

作成した後、図表 2.2.3 の枠組みを作成している。 
 
（１）ビジネススモデルの中分類 

図表 2.2.3 ビジネスモデルの中分類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図表 2.2.3、図表 2.2.4 の事例の多くが顧客中心あるいは利益確保・増大を目的に考えら

れたものである。 
IT 時代を反映して、IT を活用した事例が目立つのが特徴である。古くから存在するモデ

ルも多く含まれており、企業は自社の事業、製品を当てはめて考えることでビジネスモデ

ル発想の契機となることが期待される。 
 

大分類 中分類 大分類 中分類

選択と集中 市場のセグメンテーション (販売) 継続、反復販売

顧客の特定 セット販売

ニッチ戦略 レンタル化

ＯＥＭ受託 地理的拡大

地域戦略 集団ビジネスモデル

起業家の情熱 販売ルートの短絡化

宣伝よる販路開拓 オークション

製品開発 新規需要の取り込み 薄利多売 低価格化

製品開発 顧客 顧客満足増大

差別化 顧客囲い込み

商品コンセプトの変更 ブランド ブランド

物流コストの見直し 取引条件の変更 サービス サービス分野への進出

独占 独占 メーカのサービス提供・セット販売

デファクトスタンダード サービスの切り出し

市場シェア基準戦略 サービス提供のTPO

参入障壁構築 サービスの工業化

先行逃げ切り IT デジタル管理

販売 商品のポイント支配 顧客ニーズ対応

消耗品収益 ネット販売
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（２）ビジネスモデルの事例 
図表 2.2.4 ビジネスモデル事例の内容

大分類 中分類 小分類（テーマ） 内容 出典

市場のセグ
メンテー
ション

顧客・需要の分類・特
化

ワールプール社の事例（成功事例）：2001年初頭、同社
ではガレージ用電化製品および収納システムの商品ライ
ン開発の発案があり、今まで同社製品が入っていなかっ
たガレージという新たな空間および男性という新たな顧
客を開拓するものとして注目された。資金に余裕がな
く、需要の不明だったため、低コストでの早期開発が要
請された。そこで同社ではそれまでのインテグレーター
型ではなくオーケストレーター型をとり、電化製品以外
はすべてアウトソーシングし、成功した。 ①

高額取引集中利益モデ
ル（信頼関係がもたら
す巨大なリターン）

大邸宅のみ売る不動産仲介業者：大手顧客が欲する情報
等を常時提供するなど緊密な関係を築き信頼を得ること
で大きな取引を実現する。

②
新たな顧客セグメント
への提案（実績のある
製品や技術に修正を加
える例が典型的）

チャールズ・シュワブ社は安価な証券取引サービスを希
望する顧客向けのアドバイス業務を、より高い価値をも
たらす富裕層へと拡大した。

①
ニッチ・専門品利益モ
デル（専門品利益モデ
ル）

ニッチ市場向けの専門品で儲ける：特殊用紙、専門食品
など

②
スペシャリスト利益モ
デル（すべてを知りつ
くすことの強味）

ある分野のスペシャリスト化して、同じソリューション
を反復販売する：EDS社、ウオレス社

②
ＯＥＭ受託 自社の資産稼働率の向

上
台湾のクァンタコンピュータ社は多くのノートパソコン
メーカーのアウトソーサーになることで自社と顧客双方
の資本集約度を低減させている。 ①

地域戦略 ローカル・リーダー
シップ利益モデル（点
から面への拡大）

全国に同時にではなく、ある地域に集中的に出店するこ
とで市場を取ってしまう：スターバックスコーヒー、ウ
オルマート ②

起業家の情
熱

起業家の利益追求に邁
進する情熱

「こうやるしか生きていく道はない」と思い詰めて経営
する：デルモア社 ②

宣伝よる販
路開拓

新しい流通チャネルの
使用

先進的なスポーツ補助食品会社EAS社は「マイオプレッ
クス」の商品ライン、包装、有名人を起用したスポン
サーシップに若干の修正を加えることで、栄養食品の専
門店というニッチ市場を超えて、その分野全体のリー
ダーとなるべくウオルマートに売り込んだ。 ①

新規需要の
取り込み

環境の変化、競合他社
の動向を収拾し、新製
品や新サービス、ある
いはその技術の先取り
や買収を検討する。

サブウェイ社は低カロリーの食事とファーストフード並
みの手軽さという、消費者の相反する欲求に注目した。
これに応えて「ヘルシー・ファーストフード」というコ
ンセプトを開発した結果、同社の売上高は2003年に4億
6800万ドルに達した。 ①

製品開発 ブロックバスター利益
モデル（大ヒットを創
造するマネジメント）

大ヒット製品（ブロックバスター）の開発に全力投球す
る：アグリ・ケム社

②
差別化 商品等の差別化、商品

の競争力の見直し
自社の製品・サービスを競合他社と比較し、①一般的、
②差別的、③魅力的の3つに分類。これらを変革するこ
とで自社がどのように競合他社よりも有利になるかを解
明する。P&G社の電池式「スピンブラシ」は、高価格帯
の歯ブラシなみの価格で電動歯ブラシを使用できるとい
う経験を顧客に提供している。

①
商品コンセ
プトの変更

顧客に料金を請求する
際の基準となるUOB
と、売上を評価するた
めのKPIを特定する。
いずれか一方あるいは
両方を変更すること
で、顧客ニーズにより
的確に応える。

エアプロダクツ社は、液化ガスをタンクローリーに詰め
て出荷する代わりに、顧客の敷地内に産業用ガス発生装
置を設置している。
＊　UOB＝取引単位、KPI=重要戦略指標

①

選択と集
中

製品開発

顧客の特定

ニッチ戦略
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大分類 中分類 小分類（テーマ） 内容 出典

配送サービスの有料化 製薬企業メルク社：それまで無料だった客先への配送を
見直し、工場渡し条件に変更、ほとんど抵抗なしに実現
した。顧客の負担増は僅かだったが、メルク社の当該部
門の収益率は目覚ましく向上した。

④
容器の回収早期化（資
産の有効活用）

産業・医療向けガス製造販売企業エアリキード社：法人
顧客向けにガスを届けるためのガス・シリンダー（ボン
ベ：貸出）代を自社負担から月額利用料徴収方式に切り
替え、年間数億ユーロの収益改善を見た。顧客もボンベ
の借り放しをやめるようになりボンベの回転が良くなっ
た。 ④

価格条件の統一、付属
品の有料化による採算
向上

ケーブル製造企業ネクサンス社：ケーブルドラムの使用
料を請求するかどうかは国毎にそれぞれだったが、全社
的に有償化に乗りだした結果、運転資金が圧縮できた。

④
独占 「独占的」ビジネスモ

デル
ある製品またはサービスの供給者が1社しかないという
モデル。 ③

デファクト
スタンダー
ド

デファクト・スタン
ダード利益モデル（未
来を計画できる立場を
つかめ）

デファクトスタンダードの製品を長期間販売する：IBM
メインフレームコンピュータ

②
市場シェア
基準戦略

相対的市場シェア
（RMS）利益モデル
（ビジネスにおける重
力の法則）

RMSを把握し、勝つために投資し、できるだけ優位に立
つ。失敗したら合理化して出血を止めるか、撤退する：
GE社

②
参入障壁構
築

製品ピラミッド利益モ
デル（ファイアウオー
ルで利益をまもれ）

製品ピラミッドの 下層に他社の参入を防ぐファイアウ
オールの機能を果たす製品、 上層に利益を生み出す製
品：マテル社のバービー人形 ②

時間利益モデル（粘り
強さが生み出すスピー
ド）

新製品を真っ先に開発し他社が追随する前に儲けてしま
う：インテル、投資銀行

②
業界全体が大きく転換
している 中には、次
のような選択肢が考え
られる。先ず、破壊的
な変化を引き起こすこ
と。次に、自ら変化の
導火線に点火するか、
変化の意味を競合他社
よりも具体的に理解
し、そのチャンスを利
用すること。あるい
は、変化の副次的効果
を利用すること。

インターネットの利用が急増する際に、シールドエアー
社は新しい包装材料への需要が発生すると予測した。素
早く行動を起こしたことで、大きな優位性を獲得した。

①
新製品利益モデル
（真っ先に波を乗り換
えよ）

新製品は導入当初からしばらくは儲かるが、その後利益
は減少する（下向き放物線状）。ピーク以後の投資を抑
え、リスクを 小化する。 ②

先行逃げ切
り

独占

物流コス
トの見直
し

取引条件の
変更
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大分類 中分類 小分類（テーマ） 内容 出典

商品のポイ
ント支配

価値連鎖ポジション利
益モデル（コントロー
ル・ポイントを支配）

バリューチェーンの中のコントロールポイントを支配す
ることで大きな利益を上げる：ナイキ社

②
「安全カミソリ・替え
刃」ビジネスモデル

初にマスター製品を安価に販売し、その使用に不可欠
な消耗品またはサービスの販売・提供で利益を上げるモ
デル。 ③

販売後利益モデル
（フォローアップの潜
在力）

エレベータ、パソコン、トラックなど、 初の購入が行
われたあと発生するフォローアップ製品の販売で儲け
る。 ②

インストール・ベース
利益モデル（売り手が
主導権を握る）

ハードウエアを安く売り、その取り替え部品を高く売
る：建築資材事業

②
継続、反復
販売

「購読」ビジネスモデ
ル

製品またはサービスを個別に販売・提供するのではな
く、契約に基づき継続的・周期的に販売・提供するモデ
ル。雑誌、新聞が定期購読の形で開拓し、現在も多くの
業種で利用されている。 ③

セット販売 スイッチボード利益モ
デル（臨界点を目指
せ）

必要なサービスをパッケージにして売り込む：テレビ局
への番組の売り込み。

②
レンタル化 製品販売から、保守点

検を付けたレンタルに
切替

顧客の資産稼働率の向上：GE社の鉄道部門はUOBを変更
し、鉄道会社に車輌ではなく輸送契約を販売すること
で、鉄道会社から車輌という資産を除外し資産稼働率の
向上に役立っている。 ①

地理的拡大 新しい地域への進出 ボーダフォン社はイギリスからヨーロッパやアメリカ、
ドイツ、日本に地域を拡大した。 ①

集団ＢＭ 「集団」ビジネスモデ
ル

同業組合、協同組合、フランチャイズなど。
③

販売ルート
の短絡化

「中間業者排除」ビジ
ネスモデル

サプライチェーンにおける中間業者（ディストリビュー
ター、卸売業者、ブローカー、エージェントなど）を排
除し、顧客と直接取引するモデル。顧客への製品（サー
ビス）提供費用の低下が見込める。

③
オークショ
ン

「オークション」ビジ
ネスモデル

一般的な商品のオークションの他に、逆競り方式もあ
る。

③
景気循環利益モデル
（わずかな価格差をめ
ぐるゲーム）

他社よりも低いコストで儲ける：トヨタ社

②
低コスト・ビジネスデ
ザイン利益モデル（早
く動くより、早く着手
せよ）

他社よりも圧倒的に低コストでの生産により儲ける：サ
ウスウエスト航空、台湾プラスチック社

②
経験曲線利益モデル
（ビジネスにおける重
力の法則）

製造などの経験が累積するとコストは下落する（そこに
集中しすぎて視野が狭くなる危険がある）：デニム織布
工場 ②

「格安航空料金」ビジ
ネスモデル

等級の一本化、中小空港の利用、発着料の安い時間帯の
利用、簡単な料金体系などにより非常に安い航空料金を
設定するモデル。 ③

オーソドックス「忠
誠」ビジネスモデル

製品の品質またはサービスが顧客満足につながり、それ
が顧客忠誠につながるモデル。 ③

顧客ソリューション利
益モデル（顧客を知る
ことが利益のはじま
り）

顧客の特色等に合わせてカスタマイズした情報製品や
サービスを提供、顧客のシステムに統合し継続的な売上
を得る。：情報ビジネスのファクトセット社

②
「マイレージ・ポイン
ト付与」ビジネスモデ
ル

家電量販店のポイント制や航空会社のマイレージ制など
のサービスがこれにあたる。 近は各業種が提携し、複
雑なサービスが実現されている。顧客の囲い込みに有効
とされる。 ③

「ネットワーク効果」
ビジネスモデル

ネットワーク効果とは、潜在顧客にとって商品（サービ
ス）の価値が、既にその商品（サービス）を所有または
利用している顧客の数に依存するという特性を指す。 ③

ブランド利益モデル
（人間の心に潜む非合
理性）

ブランドを確立して儲ける：スイスの時計

②
利益増殖モデル（1つ
の資産からさまざまな
製品を）

1つの資源（技術、キャラクター、他）を繰り返し利用
して儲ける：ホンダ、ディズニー

②

低価格化

販売

顧客

ブランド

薄利多売

顧客満足

顧客囲い込
み

ブランド

消耗品収益
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大分類 中分類 小分類（テーマ） 内容 出典

新しい商品やサービス
の展開

IBM社はグローバル・サービス事業に参入し、同社の売
上と税引前利益の半分を占める事業へと育て上げた。

①
バリューチェーンの延
長による展開

デ・ビアス社はダイヤモンド事業において、卸から小売
へと展開した。 ①

販売後利益モデル
（フォローアップの潜
在力）

エレベータ、パソコン、トラックなど、 初の購入が行
われたあと発生するフォローアップ製品の販売で儲け
る。 ②

「省エネルギーサービ
ス提供」ビジネスモデ
ル

環境・省エネ対策について、施設・工場の所有者・事業
主体の個別取り組みに依存するのではなく、省エネ改善
に必要な技術・設備・人材・資金などすべてを包括的に
提供するビジネスモデルである。その特長は、省エネに
より実現される経費節減分で省エネ投資を回収するとい
う、省エネを採算がとれるビジネスとしている点にあ
る。 ③

使用時間あたりサービ
ス請負」ビジネスモデ
ル

航空機エンジンについて利用が広がっているメンテナン
ス・サービス請負方式である。従来はエンジン取り卸し
1台当たりのオーバーホール等の整備に対して「実績精
算方式」が採用されていたが、これはエンジン・メー
カーと航空会社の包括的な契約により取り卸し台数には
無関係に「毎月のエンジン飛行時間当たりに応じて一定
の整備費を支払う方式」である。顧客はエンジン整備費
を年間を通して平準化できる他、整備管理の人件費削減
等により費用が抑制でき、エンジン・メーカーは長期に
わたる仕事量の確保と計画的な棚卸部品管理ができ、
Win-Winの関係を構築でき、顧客の囲い込みに有効なビ
ジネスモデルと言える。 ③

⑥自社の強味の周辺に
ある新領域への進出

アメリカン航空社は予約システム「SABRE」を構築し、
自社の企業価値を上回る規模でこれをスピンオフさせ
た。さらにSABREから新たな隣接領域としてオンライン
旅行会社トラベロシティ社を生み出した。

①
配送業者による製品付
属サービスの取り込み

顧客のKPIの改善：世界 大のロジスティクスサービス
企業UPS社はシンクロナイジング・コマース（顧客企業
に対し物品、情報および資金の移動をシンクロナイズす
る広範なオプションを提供するサービス。顧客の効率
大化、コスト削減、可視化の向上を追求するもの）とい
う事業コンセプトで集荷配送事業の枠を遥かに超えた
サービスを提供している。例：東芝ノートパソコンの修
理サービスを引き受けることで、メーカーの修理スタッ
フは不要に、PCの持ち主は短時間で修理してもらえ、
UPS社は儲かる。 ①

マルチコンポーネント
利益モデル（同じ製品
で異なるビジネスを）

同じ製品で異なるビジネスを展開：コーラは販売場所、
形態で価格が異なる。

②
顧客ニーズを満たす方
法を抜本的に変更する

コインスター社（売上高1億7600万ドル）は、顧客が手
軽に両替できるようなサービスを提供した。スーパー
マーケットなど、目立つ場所に設置された同社の硬貨両
替機は約1万台に上る。 ①

サービスの
工業化

「サービスの工業化」
ビジネスモデル

サービスの提供を工業における生産プロセスと同様に考
えるモデル。顧客は均質なサービスが受けられるが、従
業員に無理に微笑ませるなど批判も多い。 ③

サービス提
供のTPO

サービス分
野への進出

メーカの
サービス提
供・セット
販売

サービスの
切り出し

サービス
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大分類 中分類 小分類（テーマ） 内容 出典

自社の生産性改善：ラモンズ・ガスケット社は10万点の
製品があり、従来電話・ファックスで受注していたが1
件の処理に30分～1時間かかっていた。これをEC用ウエ
ブサイトでの受注に切り替えることで商品選択・発注・
精算の効率が飛躍的に高まり生産性が向上、利益は大幅
に改善した。顧客の生産性も改善されたため市場シェア
は上昇した。 ①
デジタル型ビジネスに移行することで生産性は10倍にも
できる：デル社の在庫回転数、セメックス社の受注後納
入時間、オラクル社の顧客対応コスト。 ②

商品情報のデジタル管
理

顧客の生産性改善：住宅ローン仲介企業のレンディング
ツリー社は住宅購入者にとって煩わしい借入手続を簡素
化すると同時に、複数の貸し手の条件を同時に提示する
ことで顧客の選択肢を広げて成功した（ウェブ技術を駆
使）。 ①
自社のキャッシュフロー回転率の向上：アメリカンホー
ムモーゲージ社は住宅ローン借り換え手続の迅速化に注
力し、業界屈指のスピードでサービスを提供できるシス
テム（自動化とIT化）を構築し、これにより同社の
キャッシュフロー回転率は向上した。住宅ローンの仕組
みを変えたわけではなく、その中での改良で利益を上げ
た。 ①
顧客のキャッシュフロー回転率の向上：ソフトウエア企
業のSAS社は顧客の意志決定の迅速化と質の向上への貢
献を通じて、顧客のキャッシュフロー回転率の向上に貢
献し、その結果多数の企業の戦略パートナーになり、利
益を向上させている。 ①

ITを活用した「顧客に
納期・仕様等の選択権
を付与する」

先進国、途上諸国に生産拠点を持ち、顧客のニーズ（価
格重視、納期重視など）によって生産拠点を顧客に選択
させるモデル。B2Bのモデルである。 ③

ＩＴを活用した製品・
サービスの提供に要す
る時間短縮による顧客
満足度向上

UOBの変更：生コンのセメックス社は、顧客の望みは
「必要な量を必要な時に届けてくれること」にあると気
付き、フェデックスや宅配ピザ会社などを研究、ミキ
サー車の行き先を適時変更できるシステムを開発、メキ
シコの一地場企業から世界第3位の生コン会社になっ
た。その成功の要因は、生コンというコモディティ商品
から顧客が真に求めている配送サービスへ事業の主軸を
移したことにある。ここではUOBを「数量」から「納入
時間帯」に変更している。法人向け販促物印刷会社の
マッデン社は印刷物の配送と店頭設置まで業務を広げて
成功。 ①

「ブリック＆クリッ
ク」ビジネスモデル

ネット販売：大規模なロジスティクスとサプライ・
チェーンを保有している伝統的な小売企業によるネット
販売。 ③

「オンラインコンテン
ト販売」ビジネスモデ
ル

オンラインコンテント販売：著作物を紙に印刷した「書
籍」の形で販売するのではなく、パソコン等で読める
「電子書籍」の形で販売するモデル。 ③

オンラインで商品の一
部を紹介し、販売に結
びつける

freemium販売：freemiumはフリーとプレミアムの合成
語。ネット上で、無料で基本的なサービスを提供するこ
とにより、口コミ、ネットワーク、検索などでサイトに
多くの人（見込み客）が来る。これを対象にプレミアム
サービスを有償で提供するもの。 ③

「オンラインオーク
ション」ビジネスモデ
ル

オンラインオークション：米国ではｅBay、日本では
Yahoo!が代表格。逆競り方式もある（1つのオークショ
ンで複数の同一商品を競り売りする）。

③

出典：詳細は章末を参照

①競争力向上のためのビジネスモデルの記述と改善法

②ザ･プロフィット

③我が国機械工業の次世代イノベーション動向に関する調査

④EU企業のケーススタディから学ぶ　製造業がサービスで儲ける秘訣

デジタル管
理

顧客ニーズ
対応

販売管理（受発注）業
務のデジタル化

資金のデジタル管理に
よる収益向上

IT

ネット販売
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２．２．４ 新ビジネスモデルの創造方法 
 以下に、ビジネスモデルの創造方法の一例を示す。 
 

２．２．４．１ ビジネスモデルの構成要素と相互関係 

ビジネスモデルとは、ある企業のビジネス・ロジックを示すものであり、以下の①から

⑨のような諸要素と、それら諸要素間の関係を説明するものである。  
 
＜ビジネスモデルの構成要素＞ 

ビジネスモデルは次の 9 項目で構成される。 
①顧客セグメント 
 誰が顧客か 
②提案 
顧客に提案すべき価値（製品とサービス）はどのようなものか 

③情報伝達と販売チャネル 
販路（マーケティング戦略、販路戦略）をどう設定するか 

④カスタマー・リレーションシップ 
顧客との関係をどう構築するか 

⑤収入の流れ 
収入がどのように得られているか 

⑥主要な資産 
利益を産む資産の内容 

⑦主要な活動 
 ビジネスモデルを運営する上での主要な活動・必要なコア能力は何か 
⑧パートナーとのネットワーク（事業提携の範囲） 
 利益を生み出すためにどのパートナーをどのように利用すべきか 
⑨コスト構造 
 どうすればコストダウンできるか 
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図表 2.2.5 ビジネスモデルを構成する 9 項目 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：How to Describe and Improve your Business Model to Compete Better” Dr. Alexander 

Osterwalder, www.arvetica.com の図表を翻訳、作成した。 
 
 
２．２．４．２ ビジネスモデルの記述、評価、改善方法 
（１）ビジネスモデルの記述、評価、改善方法 
 ビジネスモデルの改善、革新は、当該案件に関心のある人間が集まって、現在のビジネ

スモデルを明確に記述することから始まる。 
そのためは先ず、ビジネスモデルとは何かについて共通の定義を持つ必要がある。 
現行のビジネスモデルが明確に定義できれば、次にその強味、弱味、機会、脅威について

評価(SWOT 分析)する。 
その分析結果からビジネスモデルの改善を実現することができる。 

 

図表 2.2.6 ビジネスモデル構築の手順 

 
  
 
 
①タスクフォースの編成 

会社のビジネスモデルについてさまざまな意見を持っている人々を各部門から集めて

チームを結成する。 

 
タスクフォース 

 
定義 

 
記述 

 
評価 

 
改善・革新 

 

コスト構造 

主要な資産 

収入の流れ 

顧客との関係

提案 顧客セグメント 

情報伝達 
販売チャネル

パートナーとの

ネットワーク 

主要な活動 
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ビジネスモデルは全社的なものであり、各部門・階層の意見を反映させる必要があるた

め、会社内の各部門・各階層から人を集め、臨時のタスクフォースを結成する。 
②ビジネスモデルの定義の共有 
利益を上げられない限り、新規事業やイノベーションはコストに過ぎないが、売上の伸

びはいずれ利益に反映されるという仮説の下に売上だけに目を向けている企業が多い。利

益に対する不十分な理解が企業の成長を阻んでいると言える。 
・ビジネスモデルとは何かについて明確な、共通の定義を作り、全員が明確な定義を共

有する。 
③記述 
ビジネスモデルの改善、革新は、現在のビジネスモデルを明確に記述することから始ま

る。競合他社を追随させない競争優位を獲得し維持するには、利益の源泉を明らかにする

必要があり、そのためには顧客、自社、競合他社、業界等について前述のビジネスモデル

の構成要素 9 項目の現状分析が必要である。 
・会社の現在のビジネスモデルについて、チームで明確に書き出す。 

④評価 
現行のビジネスモデルが明確に定義できれば、次にその強味、弱味、機会、脅威につい

て評価する。 
・描かれたビジネスモデルについて、その構成要素ごとに掘り下げ、分析する。 
・各構成要素ごとに強味と機会を書き出す。 
・各構成要素ごとに弱味と脅威を書き出す。 
・現在のビジネスモデルについて、全般的な診断結果を書き出す。 

⑤改善／革新 
既存事業のあらゆる属性の再点検と厳しい取捨選択、その延長線上にある低リスクの改革

から破壊的で高リスクな方法までも検討した上でのバリューチェーンの再構築が必要であ

り、特に顧客行動の洞察を重視しなければならない。その分析結果からビジネスモデルの

改善を実現することができる。 
・現在のビジネスモデルに対する評価に基づいて進める。 
・会社の現在のビジネスモデルの各構成要素について、如何にすれば改善できるかに

ついてブレーンストーミングを実施する。イマジネーションを制限せず、クレージー

なアイデアも歓迎すること。 
・出たアイデアを総合し実現可能なプロジェクトにまとめ上げ、改善された、または

新しいビジネスモデルを描き出す。 
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（２）9項目の記述、評価、改善・革新 

  ここでは 9 項目の内①顧客セグメントを取り出し、革新・創出の手続きの内容を

見ることにする。 
※ 9 項目全体については、巻末の添付資料を確認いただきたい。 

 
図表 2.2.7 9 項目の作業手順（①顧客セグメントの例） 

 
①顧客セグメントについて 
  誰を顧客とするか 

記述対象 明確な特徴を持つ顧客の各グループ 

記述目的 
 
 

現在取引している顧客各グループを書き出す。それらのニーズの相

違、顧客へのアプローチ方法の相違、収益性の相違、その他によって

再グループ化する 
検討事項 
 
 
 
 
 
 
 

・わが社は誰のために価値を創造しているのか。 
・次のようなことによって、違うカテゴリーに分類するに値する顧客

はいるか 
これまでとは異なるオファーを申し出る。 
これまでとは異なる情報伝達手段や販売チャネルを用いる。 
これまでとは異なる関係を考慮する。 
（例：もっと個人的に付き合うなど） 
顧客から得られる利益が相当に違う。 

評価 ・わが社は顧客とそのニーズを十分に理解しているか。 
・顧客グループで近く離脱しそうなところはあるか。 
・わが社は異なる顧客セグメントをうまく再編成しているか。 

改善／革新 ・わが社が取引できる新しい顧客セグメントはあるか。 
・わが社は顧客のニーズに対応して、顧客を今よりも良く再グループ

化や再セグメントすることが可能か。 
・顧客企業の社員の生産性を改善する上で有効な方法を見つけ出せる

か。 
・顧客の資産の使用を削減できるか。 
・顧客が資産を活用する際の生産性向上に貢献できるか。 
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２．２．５ ビジネスモデル戦略の応用 

製造業の企業活動においてビジネスモデルの改善･革新の必要性を強く感じるであろう

次の２つのケース（研究開発成果の活用、サービス分野の取り組み）について紹介する。 
（１）研究開発成果を活用した新商品戦略ビジネスモデル 
 イノベーションは 90 年代に一種のブームとなった。 
多くの企業が創造性さえ育めば利益は生まれると考え、新規事業開発や社内起業家の育成

に取り組んでいるが、優れた研究開発や画期的な商品だけでは成功に結びつけることはで

きない。利益を生むためにはビジネスモデルの検討が必要となる。 
アイデア、研究開発成果を利益に変える方法は次の 3 つに大別されるが、それぞれ投資

水準、収益性、リスク、必要スキルなどが異なり、アプローチによってその商品が長期的

にもたらす利益が変わるため、どのアプローチを選択するかが非常に重要である。 
①インテグレーター型 
アイデアから利益を生む上で必要なステップすべてを自社で管理する。 

②オーケストレーター型 
 一部のステップを自社で担当し、その他のステップはパートナーと連携して実行する。 
③ライセンサー型 
 市場導入のためにイノベーションを他社に供与する。 
我が国では、自社完結のインテグレーター型に固執する企業が多く、多くのアイデアは

潜在的可能性を発揮できないままに終わることが多い。   
＜分析すべき要素＞ 

図表 2.2.8 分析すべき３つの要素 
分 野 分析すべき要素 

①業界 

・その業界に参入する上で必要な物理的資産（工場をはじめとする大規模投資が必要か）

・サプライチェーンの特性（パートナーは経験豊富か、それとも技術的にさほど進んでい

ないか。すでに競合他社との取引関係にあるか） 

・ブランドの重要性（自社ブランドは恒久的な強味となるか、一時的な強味でしかないか）

・競争の激しさ（自社の市場参入に対抗して、競合他社はどのような戦略をとるか） 

②イノベーション 

・商品ライフサイクル 

・需要が伸びた際に素早く生産を拡大するための資源 

・当該商品の補完財やインフラの必要性 

③リスク 

・イノベーションが技術的に旨く機能するか 

・新商品を狙い通りに開発できたとして、それを顧客が買ってくれるか 

・自社の利益を吹き飛ばすような代替商品が出てくるか 

・商品化に要する投資水準が高すぎないか 

出典：『ビジネスモデル戦略論』（“Continually Developing a More Profitable Business Model”）
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編訳、2006 年 10 月 
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図表 2.2.9 ３つのイノベーションアプローチ 
 インテグレーター型 オーケストレーター型 ライセンサー型 

必要と

される

投資水

準 

高： 

新しい生産設備などを導入す

るための投資が必要となる可

能性がある 

中： 

商品の販売などについてのみ

投資を要することがある 

低： 

製造・販売コストは他社が負担

する 

必要と

される

能力 

・組織の部門間の壁を超えた強

い協力体制 

・製品設計 

・製造プロセス設計スキル 

・技術系人材の確保 

・自社が直接担当しない分野

で、同時に複数のパートナーと

協力して作業を進める能力 

・複合的なプロジェクトマネジ

メントのスキル 

・顧客に関する深い洞察 

・ブランド・マネジメント 

・コア・コンピタンスに集中し

て取り組み、一定の領域は他社

に任せられる企業文化 

・素早い行動力および敏捷性 

・知的財産の管理スキル 

・基本的な調査能力 

・契約をまとめるスキル 

・業界標準への影響力 

適した

条件 

・市場導入のスピードはさほど

重要ではない 

・実証ずみの技術 

・顧客の嗜好が安定している 

・漸進的イノベーション 

・サプライヤーやパートナーの

事業基盤が成熟の域にある 

・競争が激しい（絶え間ない変

革の必要性） 

・強力な代替製品が存在する 

・技術はいまだに初期段階にあ

る 

・強力な知的財産保護システム

を構築できている 

・イノベーターのブランドはさ

ほど重要でない 

・イノベーターにとって新しい

市場である 

・大規模なインフラが必要だ

が、まだ整備されていない 

出典：『ビジネスモデル戦略論』（“Continually Developing a More Profitable Business Model”）
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編訳、2006 年 10 月 

 
（２）サービス分野への取り組みによるビジネスモデル 
 
近年のビジネスモデルの特色の一つに製造業のサービス分野への取り組みによる業務範

囲の拡大があるが、製造業のサービス事業は想像以上に難しく、1 つの成功事例の陰に少な

くとも 5 つの失敗事例があるといわれる。 
製造業のサービス事業の育成は、性急に結果を求めることなく、じっくり構え、自社が

以前から提供しているシンプルなサービスを洗い出し、この有償化を図ることからはじめ、

ある程度軌道に乗った後、これをテコに多種多様なサービスへと発展させる意欲を社内に
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醸成する。続いて、サービス提供プロセスを標準化し、ものづくりに匹敵するほどの高効

率を実現する。またサービスの多様化に合わせて営業担当者の能力開発にも努める必要が

ある。 
サービス分野取り組み検討の手順は、ビジネスモデル創出の手順と同一であるが、概略

下記の通りである。 
 

図表 2.2.10 法人向けサービスから利益を創造する 4 つのステップ 
 チェック項目 実現方策 

ステップ１： 

既存サービスの

整理 

・各事業部門や現地法人は、サービ 

 スをどのように提供しているか 

・社内のベストプラクティスは何か 

・有償化できそうなサービスはどれ 

 か 

・既存サービスを洗い出す 

・有償化しやすいサービスを見付け 

 て売上源に変える 

・執行役員クラスをサービス事業の 

 育成担当者に任命する 

ステップ２： 

評価・分析 

（モノづくりの

発想で） 

・持ち出しになるサービス、儲かる 

 サービスはどれか 

・どうすればコストを抑えながら、 

 サービスを提供できるか 

・顧客ニーズに合わせてサービスを 

 カスタマイズする方法は何か 

・サービスを提供するプロセスと管 

 理する手法を標準化する 

・顧客の個別事情に対応できるサー 

 ビス・プラットフォームを構築する 

ステップ３： 

体制構築 

（営業担当者に

サービス営業の

心得を教える） 

・営業部門に、製品とサービスを売 

 り込める準備は整っているか 

・営業部門は、自社のサービスのメ 

 リットを顧客にきちんと説明でき 

 るか 

・これまで以上に手間と時間をかけ 

 る覚悟ができているか 

・営業部門に、サービスを売り込む 

 ためのノウハウを身に付けさせ 

 る、もしくはサービス専門の営業 

 部門を立ち上げる 

・サービスの売上を増加させる報奨 

 制度を導入する 

・サービスの価値を顧客に伝えるた 

 めに、資料やツールを作成する 

ステップ４： 

顧客の視点 

 

・サービスの中味は、顧客の事業目 

 標や業務プロセスに貢献するもの 

 か 

・顧客の抱える問題に幅広い視点か 

 ら対処できるか 

・そのような専門性を養う必要があ 

 るか 

・顧客の抱える課題や業務プロセス 

 を詳しく把握する 

・業務内容ではなく成果に着目した 

 業績評価指標を重視する 

・新たなサービス分野で競争するた 

 めのケイパビリティを見極める 

出典：『EU 企業のケーススタディから学ぶ 製造業がサービスで儲ける秘訣』（”How to Sell Service MORE 

Profitably“）ケルン大学教授ベルナー・ライナルツ他、ハーバード・ビジネスレビュー2008 年 7 月号 
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２．２．６ 成功パターンの応用展開 
  ビジネスモデルの も手っ取り早い取り組みとして、同業種、異業種の類似分野の成

功モデルを活用することが考えられ、その際の留意事項について以下に整理する。 
 
（１）成功パターンのコピー展開 
 ある事業での成功パターンを隣接事業分野に拡大・適用して利益を上げている企業群も

ある。成功パターンを繰り返し利用することで関連するスキルが磨かれ、成功率が高まる。 
 

持続的な利益成長：その多くはコア事業の隣接領域に参入することで実現される。隣接

領域には 6 種類がある（下表参照）。 
 

図表 2.2.11 隣接分野に展開する６つの方法 
方  法 事  例 

①バリューチェーンの延長に

よる展開 
デ・ビアス社はダイヤモンド事業において、卸から小売へと展開した 

②新しい商品やサービスの展

開 

IBM 社はグローバル・サービス事業に参入し、同社の売上と税引前利益

の半分を占める事業へと育て上げた 

③新しい流通チャネルの使用 

先進的なスポーツ補助食品会社 EAS 社は「マイオプレックス」の商品ラ

イン、包装、有名人を起用したスポンサーシップに若干の修正を加えるこ

とで、栄養食品の専門店というニッチ市場を超えて、その分野全体のリー

ダーとなるべくウオルマートに売り込んだ 

④新しい地域への進出 
ボーダフォン社はイギリスからヨーロッパやアメリカ、ドイツ、日本に地

域を拡大した 

⑤新たな顧客セグメントへの

提案（実績のある製品や技術に

修正を加える例が典型的） 

チャールズ・シュワブ社は安価な証券取引サービスを希望する顧客向けの

アドバイス業務を、より高い価値をもたらす富裕層へと拡大した 

⑥自社の強味の周辺にある新

領域への進出（ も成功しづら

く、希有な形態） 

アメリカン航空社は予約システム「SABRE」を構築し、自社の企業価値

を上回る規模でこれをスピンオフさせた。さらに SABRE から新たな隣

接領域としてオンライン旅行会社トラベロシティ社を生み出した 

出典：『ビジネスモデル戦略論』（“Continually Developing a More Profitable Business Model”）
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編訳、2006 年 10 月 

 
（２）成功企業の方程式 

成功企業は、隣接領域に参入する際、何度も再利用可能な方程式を採用し、利益を確

保しながらライバルを抜き去っている。繰り返すことで成長をシステム化でき、学習曲

線が働くようになる。再利用に成功している企業には 2 つの特長が共通している。 
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・規律：隣接領域に参入する前に厳しい取捨選択がなされる。 
・顧客行動の洞察：多くの場合、顧客とその経済性に細心の注意を払うことで繰り返し

活用できる方程式を開発している。 
 
（３）成功は再現できる 
 成功事例の知識移転が的確に行われることは、企業が利益を上げ続けるために必要だが、

実際にはかなりな困難がある。知識移転をスムーズに進める 5 つの条件を挙げ、先行成功

モデル再現の道を示す。 
 
①成功の阻害要因 

図表 2.2.12 成功の阻害要因 
阻害要因 解  説 

①スタッフが非協力的 
既存のベストプラクティスの責任者が協力を惜しむようだと、彼らの成功を再

現できる可能性は低くなる 

②人間関係が疎遠 

あるプラクティスをコピーしたいと考えるマネジャーとその事例の責任者と

の人間関係がうまくいっていない場合、知識移転がスムーズに進む可能性は低

い。 

③社内の競争 
事業部門同士が競争を仕向けられ、社内的な協力が奨励されていない場合に

は、コピーしたり、させたりするインセンティブは生まれない。 

④過度のイノベーション

志向 

イノベーションを理想化しコピーを軽視する会社では、ベストプラクティスの

復元は期待できない 

⑤移り気なマネージャー

ベストプラクティスをコピーすべき立場にあるマネジャーが気まぐれで新知

識の吸収に向いていなかったり、変化を恐れたり、あるいは自分の地位保全に

ばかり汲々としているようだと、コピーは失敗する。 

出典：『ビジネスモデル戦略論』（“Continually Developing a More Profitable Business Model”）
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編訳、2006 年 10 月 

 
②2 度目の成功を得るための条件 

ⅰ．コピーできるもの、コピーする価値があるものを確実に選ぶ 
ⅱ．テンプレートは 1 つの実例（生きた手本）に限る 
ⅲ．できるだけ忠実にコピーする 
ⅳ．妥当な成果が上がってからでなければ修正は認めない 
ⅴ．コピーが完成してもテンプレートを忘れない 
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３ 「ビジネスモデルの革新」に関するアンケート調査結果 

 

３．１ 調査の概要 

 

３．１．１ 調査の目的 
我が国機械産業の国際競争力向上のためには「ビジネスモデルの革新」の観点から企業

活動を再点検することが有効との考えから、機械メーカー各社のビジネスモデル革新に

関する考え方や取り組み状況等についてアンケート調査を実施した。 
 
３．１．２ 調査方法と期間 

郵送調査法 

2008 年 10 月 29 日（水）発送 ～ 11 月 14 日（金）投函期限 

 

３．１．３ 調査内容（巻末添付資料「アンケート調査票」参照） 

①ビジネスモデルの展開状況 
②ビジネスモデルの革新、立案 
③ビジネスモデルの国際展開 
④ビジネスモデルとホワイトカラーの関係 

 
３．１．４ 調査対象と発送・回収数 

①調査対象：上場機械工業企業 

②発送数 ：714 社 

③回収数 ：90 社（回収率 12.6％） 

 

３．１．５ 集計 

①単純集計 

②クロス集計：主要な製品によって部品・部材メーカー、資本財メーカー、消費財メー

カーに 3 分類してクロス集計（製品の種類によって顧客や競争環境が違うため、ビジ

ネスのあり方や企業の考え方も違ってくるとの推測から） 

③回答構成比：単純集計、クロス集計とも回答構成比を％表示。択複回答の設問は分母

に回答数ではなく回答社数をとった。 

注：択一回答の場合、四捨五入の関係で合計が 100％にならない場合がある。 
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３．２ 調査結果の概要 

 

図表 3.1 アンケート調査結果の集約 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①企業の事業目的 
第 1 位「利益」（37.6％）、第 2 位「顧客満足」（24.7％）、第 3 位「売上高」（14.1％）。 
注：回答割合は、3 項目選択方式の回答結果を加重算術平均。 

②特色あるビジネスモデルを持つ企業 
他社とは違う特色を持つビジネスモデル（以下、BM）の事業がある企業は 65.5％と多

い。特色としては、製品化分野（顧客の要望に合わせた、製品のカスタマイズや新製

品開発など；50.9％）、サービス分野（メンテナンスサービスの充実など；33.3％）、環

境対応分野（環境への優しさの打ち出しなど；31.6％）等が上位を占める。 
また、特色ある BM の事業の収益性は平均的な収益性に比べて「良い」とする企業が

多い（70.2％）。しかし、他社が対抗策を打ち出している割合は多く（68.5％）、打ち出

し時期は新 BM 開発後 1 年未満から 5 年以上まで幅広くばらついている。 
③複数の BM を持つ企業 

ある製品について複数の BM があるとする企業は 65.9％、複数ある主な理由は、顧客

ＢＭ推進上の問題

BMの有効性認識・期待

ＢＭの推進主体

環境変化

海外

マーケティング、
経営企画に期待

BM関連知識不足

BMの有効性・効果は認識

利益・シェア向上をBMに期待

価格、サービス、
販売条件に差？

海外のビジネス実体が
把握されていない

商習慣の違いから
別のBMが必要と認識

海外企業の
BM内容は分からない

ホワイトカラーの
知識能力不足

開発と生産
に期待

BMの現状認識

製品・カスタマイズ

国内ではBMは
５年超と長持ち

国内のBM模倣
１～５年で開始

新製品開発

地域別、
顧客別、製品別

BMは複数
変革に社内の
反対は少ない

売上・利益の減少等

短期の貢献
→製品・生産

長期の貢献
→BM

ビジネス実態・環境の把握不足
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所在地域別に BM 設定（国内・海外、都市・地方など；57.1％）、顧客グループ別（大

手、中小など；46.4％）、製品グレード別（42.9％）等。 
④BM 改革の必要性 

既存事業について BM 改革の必要性を感じている企業は 83.3％に上り、特に消費財メ

ーカーでは多い（86.3％）。その主な理由は、「事業環境の変化に対応するため」（65.8％）、

「利益が不十分なため」（56.6％）。 
とは言え、わが国機械メーカーがこれまで注力してきた「製品と生産方法の改善・革

新」と BM 革新を比較すると、短期的には前者の方が事業目的の達成に貢献するとの

意見が多い（64.8％対 5.7％）。しかし、中長期的には後者の方が貢献するとの意見が

多く（19.5％対 48.2％）、BM 革新は中長期的テーマ、あるいは取り組みにくいテーマ

と認識されているようである。 
⑤BM 革新の経験 

過去、BM 革新に具体的に取り組んだことが「ある」企業は 64.3％と多く、今後 BM
革新に取り組みたいとする企業はさらに多く 80.7％に上る。 
BM 革新手法について「知見がある」とする企業は 35.9％で、手法について明確な知

見が不足している企業が多い。 
⑥海外市場での BM 

BM が日本と外国では違うケースがある企業は 72.4%に上り、その も大きな理由は

「商慣習の違い」にある。 
⑦海外企業の BM 

海外の競合企業で、独自の優れた BM を持つ企業が「ある」とする回答は 47.1％と多

く、その特色は価格、サービス、販売条件などの分野にあるとする回答が多い。 
しかし「分からない」とする回答も 43.7％と多く、BM についての調査が十分行われ

ていないことが感じられる。 
⑧BM と国際競争力 

BM 革新に成功すれば国際競争力向上に有効と考えている企業は 81.2％と多い。 
⑨BM とホワイトカラー 

BM 革新に占めるホワイトカラーの役割は「大きい」とする意見は 84.1％と多い。し

かし、BM 改革に取り組む場合、現在のホワイトカラーの知識・能力で「十分」とする

企業は 13.4％にとどまり、「不足」とする企業が 50.6％と多い。とくに、マーケティン

グ分野、事業企画分野、販売分野等における知識・能力不足を指摘する企業が多い。 
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３．３ 調査結果の詳細 

 

注１：回答企業数その他、グラフに記載がない数値は附属の集計表を参照願いたい。 
注２：グラフにおける表記は簡略化したものがあるので、正確な表記はアンケート票を

参照願いたい。 

注３：「ビジネスモデル」という用語への理解を統一するため、アンケート依頼状に別紙

を付け、ビジネスモデルについての簡明な解説を行った。 

 

質問２ 貴社の概要について伺います。 
１．資本金            図表 3.2 資本金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回答社数 23 44 21 88 

資本金 500 億円以上の企業の割合は、部品・部材メーカーでは 4.3％、資本財メーカーで

は 13.6％、消費財メーカーでは 23.8％であり、製品によって企業規模に差があることが

分かる。 
２．年間売上高 

図表 3.3 年間売上高（単体）          図表 3.4 年間売上高（連結） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資本金

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

100億円未満 47.8% 56.8% 47.6% 52.3%

500億円未満 47.8% 29.5% 28.6% 34.1%

500億円以上 4.3% 13.6% 23.8% 13.6%

部品 資本財 消費財 計

年間売上高　単体（億円）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1000億円未満 61.9% 65.9% 52.6% 61.9%

5000億円未満 28.6% 22.7% 15.8% 22.6%

5000億円以上 9.5% 11.4% 31.6% 15.5%

部品 資本財 消費財 計

年間売上高　連結（億円）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1000億円未満 52.2% 62.5% 42.9% 53.9%

5000億円未満 34.8% 31.3% 9.5% 26.3%

5000億円以上 13.0% 6.3% 47.6% 19.7%

部品 資本財 消費財 計
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３．製品          
      図表 3.5 も多い製品 
 
 
     注：複数指摘した企業数 

   部品・部材 24 社中 4 社（16.7％）  

     製品（資本財） 44 社中 7 社（15.9％） 

     製品（消費財） 22 社中 5 社（22.7％） 

 
 
 
 
年間売上高を単体と連結で比較すると、消費財メーカーでは 5000 億円以上の企業数が

単体よりも連結で非常に多くなっており、大企業における系列子会社化が特に消費財メ

ーカーで進んでいることが分かる。 
機械メーカーの製品を、①部品・部材、②製品（資本財）、③製品（消費財）に 3 区分し、

「主要な」製品を聞いた結果、部品・部材は 26.7％、資本財は 48.9％、消費財は 24.4％
となった。 
複数区分を指摘した企業は右上にまとめたとおり、多くはなかった。また、3 区分を全部

製造しているという回答はなかった。 
 
４．生産形態 
生産形態を見込生産と受注生産に大別し、それらのミックスを含め 4 区分して聞いた結

果、見込生産が多かったのは消費財メーカー（71.4％）、受注生産が多かったのは部品メ

ーカー（78.2％）で、資本財メーカーはその中間であった。回答全体としては受注生産形

態が 60.5％と、見込生産形態を若干上回った。 
図表 3.6 生産形態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

もっとも多い製品

製品（消

費財）

24.4%

部品・部

材

26.7%

製品（資

本財）

48.9%

生産形態

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

見込生産のみ 4.3% 0.0% 14.3% 4.7%

見込み主体に受注生産も 17.4% 33.3% 57.1% 34.9%

受注主体に見込生産も 47.8% 45.2% 14.3% 38.4%
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５．生産拠点（工場）数 
回答企業の国際展開状況を把握するため、生産拠点（工場）数を国内、欧米等先進地域、

中国等途上地域に 3 区分して聞き、区分集計したのが次の 3 枚のグラフである。回答全

企業が国内に生産拠点を有している。先進地域に有していない企業は 54.9％と多いが、

途上地域に有していない企業は 25.0％と少なく、海外生産は途上地域に重点があること

が分かる。 
回答の平均値をとると表「生産拠点（工場）数 平均値」のとおりであり、資本財メー

カーは他メーカーに比べ生産拠点数が集約されている傾向が窺える。また、消費財メー

カーは途上地域における拠点数が多い。 
 

図表 3.7 生産拠点数（国内） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表 3.8 生産拠点数（欧米等先進地域）    図表 3.9 生産拠点数（中国等途上地域） 
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生産拠点数（中国等途上地域）
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図表 3.10 生産拠点（工場）数 平均値 
 

 国内 先進地域 途上地域 計 
部品・部材メーカー 7.1 3.1 3.9 14.2 
資本財メーカー 5.6 1.3 2.6 9.4 
消費財メーカー 7.9 3.2 6.3 17.4 
計 6.5 2.3 3.8 12.6 

 
６．販売市場構成 

図表 3.11 販売市場構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前問に続き、回答企業の国際展開状況を把握するため販売市場構成を国内、海外先進地

域、海外途上地域の 3 区分で聞いた。その結果、国内が 67.6％と過半を占め、次は先進

地域（18.1％）、もっとも少ないのは途上地域（14.3％）であった。製品別に見ると、国

内市場依存率が高い順に消費財メーカー（71.0％）、資本財メーカー（67.5％）、部品・部

材メーカー（64.5％）であり、先進地域市場については部品・部材メーカー（23.0％）、

消費財メーカー（20.7％）、資本財メーカー（14.6％）の順となっている。途上地域への

依存率が高いのは資本財メーカー（17.9％）で、次いで部品・部材メーカー（12.5％）、

消費財メーカー（8.3％）の順となっている。 
 
７．製品（事業）数 
回答各社の製品（事業）数を聞き、区分集計したのが次のグラフである。「5 種類未満」

とする回答がもっとも多く 52.4％に上った。ついで「10 種類以上」が 26.8％、「6～10
種類」が 20.7％であった。回答の平均値をとると（極端に多数の回答は除外）部品・部

材メーカーは 4.6 種類、資本財メーカーは 7.2 種類、消費財メーカーは 10.8 種類であっ

た。 
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図表 3.12 製品（事業）数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．主要直接取引先 

図表 3.13 主要直接取引先 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
既知の BM は販売面に係るものが多いため、回答企業の取引先についてどのようなとこ

ろを直接取引しているのかを聞いた。その結果、ユーザーとの直接取引が 52.4％、商社・

問屋などの代理店との取引が 47.6％とほぼ半々であった。しかし、製品別には大きな違

いが見られ、部品・部材メーカーと資本財メーカーはユーザー直接取引がそれぞれ 61.9％
と 61.4％と多く、これに対して消費財メーカーでは代理店取引が 78.9％と多かった。 

 
質問３ 貴社の事業戦略について伺います。 
質問３－１ 貴社では基本的な事業目的を何においておられますか。（択 3） 
各社の事業目的について 8 項目を例示し、重視する順に 3 項目まで選択願った。それを

上の注記のように加重計算した結果、2 大目的は「利益」（計 64.3％）と「顧客満足」（計

製品（事業）数（平均）
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44.2％）であった。第 3 位の「売上高」は計 25.2％とあまり多くなかった。 
図表 3.14 事業目的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：指摘順位 1 位を 3 点、2 位を 2 点、3 位を 1 点として合計し 3 で割ったもの。 

 
質問４ 貴社の事業のビジネスモデルについて伺います。 
質問４－１ 貴社の事業のうち、ビジネスモデル的に競合他社とは違う特色を持った事業

はありますか。（択一） 
他社とは違うビジネスモデルの事業があると考えている企業は 65.5％と多い。中でも資

本財メーカーでは 69.8％の企業がそう考えているのに対し、部品・部材メーカーではそ

の割合は 59.1％と少なくなっている。 
図表 3.15 競合他社と違う特色を持つ BM の有無 
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質問４－２ 前問で「２」に回答された方に伺います。 
質問４－２－１ そのビジネスモデル（複数ある場合はどれか１つ）の特色は、ビジネス

を構成する次のどの分野に関するものですか。（択複） 
図表 3.16 特色のある BM 特色の分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前問で特色ある BM があると回答した企業に、それは企業活動のどの分野に特色がある

のか聞いた結果、もっとも多かった回答は「製品化分野」すなわち「顧客の要望に合わ

せた製品のカスタマイズや新製品開発など」で 50.9％の企業が指摘した。第 2 位は「サ

ービス分野」すなわち「メンテナンスサービスの充実など」の 33.3％、第 3 位は「環境

対応分野」すなわち「環境への優しさの打ち出しなど」で 31.6％の企業が指摘した。 
 
質問４－２－２ そのビジネスモデルの収益性は、貴社の平均的な収益性と比較していか

がですか。（択一） 
質問 4-1 の回答対象となった「特色ある BM」について、その収益性について聞いたとこ

ろ、平均的な収益性と比較して「良い」とする企業が 70.2％と多く、「悪い」とする企業

は 8.8％にすぎなかった。 
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図表 3.17 特色のある BM の収益性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問４－２－３ そのビジネスモデルは、どれくらい前に形成されたものですか。（択一） 

図表 3.18 特色のある BM の形成時期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特色ある BM の形成時期は「5 年以上前」とする回答が 73.7％、「3～5 年」が 12.3％で、

かなり以前に形成されたものが多いことが判明した。 
 

質問４－２－４ そのビジネスモデルに対し、競合他社は既に対抗策を打ち出してきてい

ますか。それは貴社が現行のビジネスモデルを採用してからどれくらい後のことでしたか。

（択一） 
特色あるBMの打ち出しに対する競合他社の反応は、「既に対抗策を打ち出してきている」

との回答は 68.5％であった。中でも消費財メーカーでは 76.9％にのぼり、競争の激烈さ

が窺える。 
また、対抗策の打ち出しは当方が新 BM を採用してからどれくらいしてからかについて

特色あるＢＭの収益性（平均的収益性との比較）
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５年未満 8.3% 13.3% 13.3% 12.3%

５年以上 75.0% 73.3% 73.3% 73.7%

分からない 0.0% 0.0% 6.7% 1.8%

部品 資本財 消費財 計



－52－ 

は、次のグラフのとおり、「1 年未満」から「5 年以上」まで幅広くばらついているが、

中心は「2～5 年」と見られることから、新しい BM が独占的な地位に居られるのは採用

後 2～5 年間程度と見てよいのではなかろうか。 
図表 3.19 競合他社の対抗状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3.20 競合他社の対抗策打ち出し時期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問４－３ 貴社の代表的な製品、または特色ある製品１つを例にとった場合、その製品

のビジネスモデルは１つだけですか、それとも複数のビジネスモデルがありますか。（択一） 

競合他社の対抗策打ち出し時期

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

１年未満 11.1% 22.2% 10.0% 16.2%

２年未満 11.1% 11.1% 10.0% 10.8%

３年未満 22.2% 16.7% 30.0% 21.6%

５年未満 22.2% 16.7% 30.0% 21.6%

５年以上 33.3% 33.3% 20.0% 29.7%
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図表 3.21 ある製品の BM 数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ある製品の BM 数については、「複数ある」との回答が 65.9％と過半を占めた。業種別に

は資本財メーカーが 78.6％と多かった。 
 
質問４－４ 前問で「２（複数ある）」に回答した方に伺います。ある製品について複数の

ビジネスモデルがあるのは、どのような理由からですか。（択複） 
図表 3.22 複数の BM がある理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前問で複数の BM が存在していると回答した企業にその理由を聞いたところ、「顧客の所

在地域（国内・海外、都市・地方など）別に変えているため」との回答がもっとも多く

57.1％の企業が指摘した。業種別には消費財メーカーにその傾向が強く、75.0％の企業が

指摘しているが、部品・部材メーカーでは 41.7％と比較的少なかった。部品・部材メー

カーでは「顧客グループ別（大手・中小など）」に変えている」との回答が 50.0％とほか
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の業種に比べて多いという結果であった。 
質問４－５ 貴社では既存事業（製品）のビジネス戦略を見直す際や、新事業（製品）の

ビジネス戦略を立案される際、一般的にどの範囲の方々が検討に参画されますか。（択複） 
社内各組織の戦略立案等への関わりについては、本質問のほかに質問 5-2-2「BM 革新の

検討にあたって、もっとも重視すべき分野（つまり、もっとも変革を要する分野）はど

れとお考えですか」、および質問 5-3「貴社がある事業について BM の革新を検討する場

合、組織的にどこまでの範囲のメンバーが参加するのがよいとお考えですか」の 2 問が

あり、相互に関連もあるので、次にこれら 3 問の回答をまとめたグラフを示す。 
グラフに見るように、Ａ「ビジネス戦略検討に一般的に参加しているメンバー」として

は開発、販売、マーケティングがトップ 3 である。Ｂ「BM 革新の検討にあたって重視す

べき分野」としては、開発、販売についてマーケテイングが入ってくる。Ｃ［BM 革新の

検討に参画すべき部署］としては販売、開発、生産がトップ 3 である。 
図表 3.23 比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ Q4-5 ビジネス戦略検討への参加メンバー 
Ｂ Q5-2-2 ＢＭ革新の検討にあたってもっとも重視すべき分野 
Ｃ Q5-3 ある事業のＢＭ革新の検討にあたって参画すべき組織 

 
ここで、ＢとＣとは密接な関係があり、BM 革新の検討に際しては、重視すべき分野（Ｂ）

を担当する組織（Ｃ）のメンバーが入ることが望ましいことはいうまでもない。しかし、

調査結果はグラフに見るようにＢとＣにはかなりの相違が見られる。今後、BM 改革を検

討される各社におかれては、重視分野を担当する組織のメンバーを検討に入れられるこ

とが期待される。 
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質問４－６ 貴社で既存事業（製品）のビジネス戦略を見直す際（つまり、ビジネスモデ

ルの革新を構想し、実行する際）、社内の反応はいかがですか。（択一） 
図表 3.24 BM 革新における社内の反応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ビジネス戦略の見直しに対する社内の反応、すなわち戦略見直し（＝BM 革新）が社内的

にスムーズに実行できるかどうかについて 5 段階方式で聞いたところ、「あまり反対はな

い」との回答が 41.6％、「反対が多い」との回答が 9.0％で、比較的スムーズに実行でき

ている企業が多いとの結果であった。業種別には資本財メーカーが「あまり反対はない」

との回答が 45.5％と多く、また消費財メーカーでは「反対が多い」との回答が 23.8％と

多く、業種によって BM 革新への社内反応にはかなりの差があることが判明した。 
 
質問５ 貴社におけるビジネスモデルの革新について伺います。 
質問５－１ 「ビジネスモデルの革新」を「事業で儲ける仕組みの構築、それも競合他社

とは違う独自の発想による仕組みの構築」と解釈した場合、貴社では既存事業について、

そのビジネスモデルを革新する必要があると感じられますか。（択一） 
図表 3.25 既存事業における BM 革新の必要性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＢＭ革新における社内の反応
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多少の反対はある 29.2% 36.4% 23.8% 31.5%

どちらとも言えない 58.3% 50.0% 38.1% 49.4%

反対が多い 4.2% 2.3% 14.3% 5.6%

反対が非常に多い 0.0% 2.3% 9.5% 3.4%
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既存事業におけるＢＭ革新の必要性
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どちらとも言えない 8.3% 11.4% 0.0% 7.8%

あまり感じない 8.3% 6.8% 9.1% 7.8%

全く感じない 0.0% 0.0% 4.5% 1.1%
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BM 革新の必要性については、83.3％の企業が必要性を感じているとの結果であった。業

種別には消費財メーカーが「大いに感じる」との回答が他 2 業種に比べて多く（63.6％）

それだけ競争環境が厳しいことを窺わせる結果であった。 
 
質問５－２ 前問で「１、２」に回答した方に伺います。 
質問５－２－１ 「１、２」に回答した理由は何ですか。（択複） 
BM 革新の必要性を感じる理由については、「事業環境の変化に対応するため」（65.8％）

および「利益が不十分なため」（56.6％）の 2 つが目立って多い回答であった。 
図表 3.26 BM 革新の必要を感じる理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問５－２－２ ビジネスモデル革新の検討にあたって、もっとも重視すべき分野（つま

り、もっとも変革を要する分野）はどれとお考えですか。（択 3） 
本項は既出の質問 4-5 の個所において報告済みのため省略。 

 
質問５－３ 貴社がある事業についてビジネスモデルの革新を検討する場合、組織的にど

こまでの範囲のメンバーが参画するのがよいとお考えですか。（択複） 
本項も既出の質問 4-5 の個所において報告済みのため省略。 

 
質問５－４ 我が国の機械メーカーはこれまで、主に製品と生産方法の改善・革新に注力

して来たと考えられますが、これをビジネスモデルの革新と比較した場合、どちらが貴社

の事業目的の達成に貢献するとお考えですか。（Ａ、Ｂ各択一） 
BM 革新は、製品や生産方法の改善・革新と並んで競争力を構成する重要要素と考えられ
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る。そこで、両者を「事業目的達成への貢献」の観点から、短期、中長期に分けて評価

願った。その結果、次のグラフのとおり、短期的には「製品・生産改革の方が BM 改革

よりも貢献する」との評価が 64.8％、逆に「BM 改革の方が貢献する」との評価は 5.7％
で、製品・生産方法改革が圧倒的に高く評価された。しかし中長期的には、「製品・生産

改革の方が BM 改革よりも貢献する」との評価は 19.5％にとどまり、「BM 改革の方が貢

献する」は 48.2％と高く評価された。BM 改革は中長期的に事業目的達成に貢献すると

見ている企業が多いことになる。また、うがった見方をすれば、BM 革新は取り組みにく

いテーマと認識されているのかも知れない。 
Ａ 短期的 

図表 3.27 製品・生産改革と BM 改革の事業目的への貢献度予測（短期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ 中長期的 

図表 3.28 製品・生産改革と BM 改革の事業目的への貢献度予測（中長期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

製品・生産改革とＢＭ改革の事業目的への貢献度予測
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質問５－５ 貴社では、これまでに「ビジネスモデルの革新」に具体的に取り組まれたこ

とはありますか。ある場合、その成果はいかがでしたか。（択一） 
BM 革新に取り組んだ経験の有無については、「ある」との回答が 64.3％で、多くの企業

が BM 改革に取り組んだ経験があることが判明した。業種的には資本財メーカーが、「あ

る」72.1％と他業種よりも多く、これに消費財メーカーが続いた（61.1％）。部品メーカ

ーは取り組み経験がもっとも少なかった（それでも 52.2％）。 
図表 3.29 BM 革新取り組みの有無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
取り組みの成果については、次のグラフのとおり、成果があったとする回答が 83.0％と

圧倒的に多く、成果はなかったとする回答は 17.0％にとどまった。 
図表 3.30 BM 革新取り組みの成果 
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質問５－６ 貴社では今後、全社的に、あるいは特定の事業（製品）をとりあげてビジネ

スモデルの革新に取り組みたいとお考えですか。（択一） 
今後の BM 改革への取り組み意欲については、80.7％が「取り組みたい」と回答し、非

常に多くの企業が BM 改革に強い関心があることが判明した。業種的には前問と同様、

資本財メーカーの意欲が も強かったが（83.7％）、部品・部材メーカーも 79.1％と強い

意欲を見せていた。 
なお、前問（質問 5-5；BM 革新取り組み経験の有無）との関係で本質問への回答を見る

と次のグラフのとおりである。BM 革新の経験を持つ企業の方が今後も BM 革新に取り

組みたいとする意欲が強いことが分かる。 
図表 3.31 BM 革新取り組みの意欲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3.32 BM 革新取り組み経験と今後の取り組み意欲 
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質問５－７ 前問で「１、２（ぜひ取り組みたい、まあ取り組みたい）」に回答された方に

伺います。貴社では、ビジネスモデルの改革手法について知見はおありですか。（択一） 
図表 3.33 BM 革新手法の知見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前問で BM 革新への取り組み意欲が強いことが判明したが、それでは BM 革新にはど

のように取り組むべきなのか、革新手法に関する知見について聞いた。その結果、「知見

がある」とする企業は 35.9％で、「知見不足」の 24.4％を上回っているものの、「どちら

とも言えない」も 39.7％と多く、手法についての知見は、十分とは言えない企業が多い

ようである。 
 
質問６ 貴社におけるビジネスモデルの国際展開について伺います。 
質問６－１ 貴社では国内で適用しているビジネスモデルを海外でも採用しておられます

か。（択一）              
図表 3.34 国内 BM の海外への適用状況 
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国内ＢＭの海外への適用状況
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国内と海外で適用している BM について聞いたところ、グローバルに同じ BM を適用し

ているとの回答は 24.1％と比較的少数派で、72.4％の企業は海外では違う BM を採用し

ていることが判明した（「海外販売なし」との回答も 3.4％あった）。 
 
質問６－２ 前問で２または３とお答えになった方に伺います。国内とは違うビジネスモ

デルを採用している場合、その理由は何ですか。（択一） 
前問で「海外では国内と違う BM を採用している」と回答した企業にその理由を聞いた

ところ、もっとも多かった回答は「商習慣が日本とは違うため」で 43.9％の企業が指摘

した。その他の回答はずっと少なく、第 2 位は「競合状況が日本と違うため」22.8％、「流

通経路が日本と違うため」15.8％、「法規制等が日本と違うため」10.5％などであった。 
図表 3.35 海外で国内とは違う BM を採用している理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問６－３ 前々問で２または３とお答えになった方に伺います。日本国内とは違うビジ

ネスモデルとは、どのようなモデルでしょうか。（択一） 

図表 3.36 国内とは違う海外 BM とはいかなるものか 
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日本と違うBMを採用している場合、それはどのようなモデルかについて聞いた結果、「日

本のモデルを現地向けに適合させたもの」がもっとも多く 65.6％を占めた。「日本にはな

いが現地では一般的なモデル」は 34.4％であった。「日本にも現地にもない新開発モデル」

はなかった。結局、海外での BM は日本で利用している BM を持ち込むか、現地順応型

であり、新規に開発する意欲は見られないということになる。 
質問６－４ 海外の競合企業で、独自の優れたビジネスモデルを適用している企業はあり

ますか。（択一） 
昨年度の本部会の調査結果では、海外企業の方が BM 開発力に優れているとの認識が多

かった。そこで、海外の競合企業で独自の優れた BM を適用している企業についての知

見を聞いた結果、そうした企業が「ある」との回答は 47.1％に上ったが、「よく分からな

い」との回答も 43.7％と多かった。海外競合企業の経営活動についての調査が不十分な

企業が多いとの印象である。 
図表 3.37 独自の優れた BM を採用している海外企業 
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質問６－５ 前問で「ある」と回答された方に伺います。それは事業活動のどの分野に特

徴を持ったモデルでしょうか。（択複） 
図表 3.38 海外企業の優れた BM の特色分野 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前問で独自の優れた BM を適用している企業が「ある」と回答した企業を対象に、その

BM は事業活動のどの分野に特長があるのかを聞いた。回答社数が 12 社と少なかったの

で合計数値のグラフを上に掲げるが、「価格」「サービス」「販売条件」などの回答が多か

った。質問 4-2 で回答企業の BM の特色を聞いた結果、「製品化」「サービス」「環境対応」

などの回答が多かったのと比較すると、海外企業は非常にオーソドックスに販売関連の

分野で特徴を持たせているのに対し、日本企業はものづくりや近年の風潮に乗った環境

などの分野に特徴を持たせているという相違が見られる。 
 

質問６－６ 貴社では、ビジネスモデルの革新に成功すれば、貴社の国際競争力の向上に

有効とお考えでしょうか。（択一） 
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図表 3.39 BM 革新が国際競争力に与える影響 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国際展開関連の質問の 後に BM 革新が国際競争力の向上に有効に働くと考えるかを聞

いた。その結果、「大いに有効」「かなり有効」をあわせて「有効」との回答は 81.2％に

達し、大半の企業が BM 革新が国際競争力向上にプラスに働くと認識していることが判

明した。なかでも資本財メーカーにおいては「大いに有効」との意見が他 2 業種よりも

大幅に多かった。 
 

質問７ ビジネスモデルとホワイトカラーの関係について伺います。 
質問７－１ 一般的に、ビジネスモデルを革新するためには、対象となる事業（製品）に

関し経営の諸活動分野に亘って綿密に見直し、いかにすれば顧客満足度を上げられるか、

競合他社の実施していないサービスを提供できるか等を検討する必要があります。その範

囲は、販売、マーケティング、物流、購買、財務、組織・人事、生産、開発、研究など広

範に亘ります。ここにおいて必要な情報を収集・分析し、革新的なビジネスモデルにまと

め上げるうえで、いわゆるホワイトカラーの人々が果たす役割はどの程度大きいとお考え

でしょうか。（択一） 
BM 革新におけるホワイトカラーの役割について、「きわめて大きい」「かなり大きい」を

あわせた「大きい」との回答は 84.1％に達し、ホワイトカラーへの期待が大きいことが

判明した。中でも消費財メーカーにおいては「極めて大きい」との回答が 45.0％と、他 2
業種よりも大幅に多かった。 
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図表 3.40 BM 革新におけるホワイトカラーの役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問７－２ ビジネスモデルの革新を検討するためには、顧客情報、市場情報、競合他社

情報、技術動向情報などの情報を収集する必要があると思われますが、貴社のこれら情報

収集の状況について伺います。 
質問７－２－１ 貴社では、これらの情報について収集・蓄積・分析を担当する部署があ

りますか。（択一） 
図表 3.41 情報収集・蓄積部署の所在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顧客、市場、競合他社、技術動向など各種の情報を収集・分析することが BM 革新の第

一歩と考えられるが、そうした情報の収集・蓄積・分析を担当する部署が社内にあるか

ＢＭ革新におけるホワイトカラーの役割
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どうかについて、「ある」との回答は 81.1％に達した。その部署が本社機構内にあるのか、

事業部門内にあるのかについては前者が 37.8％、後者が 43.3％と、事業部門内にあると

する回答の方が若干多い結果であった。この結果を製品別に見ると、消費財メーカーで

は本社機構内にあるとする回答が 45.5％と、事業部門内にあるとする回答を上回り、全

社的な情報収集・蓄積・分析が重視されている様子が窺えた。 
 

質問７－２－２ 貴社ではこれら情報の収集実務をどのようにしておられますか。（択複） 
情報の収集実務については、グラフに見るとおり、「社員が収集実務を担当している」と

の回答が多く、中でも「会社が社員に収集すべき情報を指示し、収集・報告させている」

との回答が 67.8％ともっとも多かった。戦略的な情報収集活動を展開している企業の多

いことが判明した。ただし、この結果と質問 6-4（海外競合企業で、独自の優れた BM を

適用している企業に関する知見）における「よく分からない」の回答の多さ（43.7％）と

は若干矛盾があるように思われ、BM 的な視点からの情報収集活動が行われている企業は

現時点ではさほど多くないように推察される。 
図表 3.42 情報収集実務の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問７－３ 貴社では、どのような方法で集めた情報であるかを問わず、顧客情報、市場

情報、他社情報、技術情報などを蓄積していますか。（択一） 
情報の蓄積については 86.7％の企業が「各部署がそれぞれの方法により蓄積しており、

必要なときに照会している」と回答した。質問 7-2-1 では情報収集・蓄積・分析担当部署

が本社機構内にあるとの回答が 37.8％あったが、現実の情報蓄積は各部署に分散してい

る企業が圧倒的に多いことが判明した。 
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図表 3.43 情報蓄積の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
質問７－４ 貴社では、顧客満足度調査を実施していますか。（択一） 

図表 3.44 顧客満足度調査実施状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BM 革新を検討する上で顧客満足度を知ることは重要と考えられるが、顧客満足度調査を

実施している企業は 75.9％に達し、多くの企業が調査を実施していることが判明した。

業種別には、部品・部材メーカーにおいて定期的な実施が多く、資本財や消費財メーカ

ーでは不定期に必要に応じて実施する企業が多いことが見てとれる。 
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質問７－５ ホワイトカラーが核となってビジネスモデルの改善・革新に取り組む場合、

現在の知識・能力で十分と思われますか。（択一） 
質問 7-1 で BM 改革におけるホワイトカラーの役割が大きいと考えている企業が多いこ

とが判明したが、では、現在のホワイトカラーには BM 革新を担う知識や能力が十分に

備わっているのかどうかについて聞いた結果、「備わっていると思う」との回答は 13.4％
であったのに対し、「不足と思う」との回答は 50.6％に達した。「不足」との意見がもっ

とも多かったのは部品・部材メーカーで、58.3％に達した。もっとも少なかったのは消費

財メーカーであったが、それでも 42.9％の企業が不足と指摘した。資本財メーカーはそ

の中間で 50.0％であった。 
図表 3.45 BM 革新で不足しているホワイトカラーの知識能力 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＢＭ革新で不足しているホワイトカラーの知識・能力
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質問７－６ 前問で「４、５（若干不足と思う、全く不足と思う）」に回答した方に伺いま

す。どのような知識・能力が不十分だとお考えですか。（択複） 
図表 3.46 BM 革新で不足しているホワイトカラーの知識・能力分野 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前問で現在のホワイトカラーには BM 革新を担う知識・能力が不足との回答が多かった

が、ではどのような知識・能力が不足しているのかについて聞いた結果、もっとも多か

った回答は「マーケティング分野」で 66.7％の企業が指摘した。第 2 位は「事業企画分

野」（64.7％）、第 3 位は「販売分野」（47.1％）であった。 
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４ 「ビジネスモデルの革新」に関するインタビュー調査結果 
 
４．１ 調査の概要 
 
４．１．１ 調査の目的 

「ビジネスモデルの革新」の観点から行った機械メーカー各社のビジネスモデル革新に

関するアンケート結果を受けて、その考え方や取り組み状況等について深堀りする形で

インタビュー調査を実施した。 
 
４．１．２ 調査実施期間 

訪問調査 
①2009 年 2 月 3 日（火） ～ 2 月 10 日（火） 

 
４．１．３ 調査対象 

企業インタビュー調査：製品（消費財）メーカー１社 
資本財メーカー２社 

 
４．１．４ 調査内容 
①ビジネスモデル開発の取り組み状況 

 ②ビジネスモデルの内容 
 ③海外事業展開状況 
 ④ビジネスモデルと研究開発の関係 
⑤ビジネスモデル人材育成状況 
 



－71－ 

４．２ 調査結果のまとめ 

   

４．２．１ 調査結果総括 

図表 4.1 インタビュー結果の総括 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．２．２ 調査結果の項目別整理 
 
①ビジネスモデル開発の取り組み（組織、体制、制度） 

 
・営業、事業部が既存の業務でビジネスモデルを考えるのは当然である。（３社共通） 
 但し、営業の使命は売上げである。 
・組織としてビジネスモデル企画部を設置し、提案制度を設け、新しいビジネス開発に取

り組んでいる。 
・ビジネスモデルの検討・普及はイノベーション推進本部が横串を刺す形で進めている。 

訪問先の 3 社は、取扱商品の違いから取り組みは異なるが、顧客を中心としたビジネスモ

デルが必要と認識されていた。取り組み体制は、事業部とは別の組織にする、あるいは本

社組織が企画するなど、事業部の日常業務より離れた大きなスケールで検討されている。

 事例：組織はビジネスモデル企画部、イノベーション推進本部 

    企画推進の方法は、長期ポートフォリオ、全社共通課題の設定など 
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・横の繋がり、シナジー効果期待から全社ポートフォリオを実施している。 
・戦略・ビジネスモデル立案は、30～50 年先の技術予測、5 年先の長期経営計画、3 年先

の中期経営計画の中で検討している。 
・中期経営計画では「エネルギーと環境」のような全社共通課題を設け、企画段階でビジ

ネスモデルに取り組んでいる。 
・ベストプラクティスは事例集、ビデオに編集して社内配布・活用している。 
 
②ビジネスモデルの内容 

・廉価・大量販売のビジネスモデルは現状に合わない。 
今、考えなければならないのは、顧客に喜ばれるビジネスモデルである。 

・市場が縮小したり、社会的な問題になりやすい分野は撤退を検討する。 
・シェアが 5 番手、6 番手では事業継続の意味がない。 
・情報サービスのビジネスがこれから重要になると考えている。 
・売り切り型のビジネスからの脱却を目指し、コピー機のトナーのようなランニングのビ

ジネスを検討している。 
 
③海外事業展開 

・海外での売上げ増は今後とも続く見通しである。 
・海外マーケティング、販売方法の検討が必要。 
・海外展開・情報不足は否めない事実である。（但し、業種により強弱はある） 
・海外では、生産面ではなく色や形態の嗜好等の情報面のパートナーが必要である。 
・日本人スタッフはルーティン業務に追われ、海外の優秀スタッフの獲得が課題である。 
・情報収集も調査会社に委託し、本社で分析・検討を行う。 
・海外の知的資産の調達の成功事例は数少ない。(3 社中 2 社) 
 
④ビジネスモデルと研究開発 

市場、環境の変化を受けて、ビジネスモデルに対する考え方も、顧客中心に変わりつつ

ある。また、選択と集中、安定した利益を継続して稼ぐ方法の検討も聞くことができた。

今後、海外市場が重要になるとの認識は３社共通しているが、現地スタッフを含め海外

のビジネスモデル（システム）の構築はこれからである。 

売れる製品、利益の出る製品づくりが重要との認識が広まりつつある。また、新しい技

術だけでなく、既存技術の活用検討も進むなど現実を見据えた研究開発に変化しつつあ

る。 
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・技術シーズは多いが、ビジネスとして成功するのは稀である。 
・技術者がやりたい仕事と事業のための技術開発は分けて考えている。 
・国防関係は利益率が低くても先端技術の取り組みにメリットがある。 
・従来のものづくりは不必要に立派な製品を作っていたが、今では基本性能だけの製品を

先ず作り、後から必要な機能を付加する方法をとるなど過剰品質を排している。 
・現在は研究成果の活用よりは、異なる技術を組合せた活用が大事と考えている。 
・技術はカテゴライズし、ブラッシュアップしている。 
・技術の棚卸し等、リードタイムの削減に繋がる工夫をしている。 
・古い技術でも場所（例えば海外）や時間を変えれば新しい価値として生まれ変わること

もある。 
 
⑤ビジネスモデル人材育成 

  
・人材の公募制度、FA 制度で人材交流を進めている。 
・企画・営業は事務系が多かったが技術系が増えつつある。 
 
 

機械工業企業では技術系の採用が圧倒的に多いこともあるが、技術と営業の分かる人材

が増加しつつあり、ビジネスモデルの開発に資するところ大と考えられる。 
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５．まとめ－提言に代えて 
 
５．１ ビジネスモデル検討が必要な背景 
 

昨年度の調査で、我が国の機械工業企業は研究開発や生産技術の改善等に懸命に取り組

んでいるが、その努力は生産性向上、国際競争力強化につながっているとは言い難い面が

あり、その原因の一つにビジネスモデルの弱さがあるとした。 

 

生産性を「効率性」と同義と捉えた場合、生産性向上は国際競争力強化と大いに関係は

あるものの、イコールではない。 

なぜなら、国際競争力は国内外競合他社との比較を前提とした相対的概念であるからで

ある。また輸出額や売上額といった国際競争力関係の指標は海外生産や為替変動等に大き

く左右されるため、それらによって各企業の本当の実力を測り切れるとは言えない。 

 

ビジネスモデルの構築には長期的視野に立って、全社を挙げて取り組む必要がある。 

経営企画部門は少なくとも 5 年先を見据えた自社事業の革新の方向付けをし、人事部門は

そのための望ましい人材像の策定とそれに向けた人材確保・育成策を立て、財務部門は今

の利益か、後の利益かを見極めた資金運用計画を立てるなどなど、全社的に取り組む体制

整備が必要である。 
 

機械工業企業のミッションは顧客が欲しいモノを作り、社会に貢献することである。そ

のミッションを可能にすべく、また、百年に一度と言われるこの世界金融危機の難局を乗

り越えて行くために期待されるのが、経営者と従業員が一丸となってあらゆる企業資産の

活用を考えるビジネスモデルの構築である。 

 

５．２ 専門部会におけるビジネスモデルに関する議論 

 

 

 

図表 5.1 製造業のイノベーションとビジネスモデル 
 

 
 
 
 

ビジネスモデルとは、「利益を生み出す、競争力のある新しいビジネスの仕組み」である。
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（　利益　）
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製造業のイノベーションにはハード、ソフト 2 つの要素があり、我が国機械工業企業で

は、これまではものづくり・ハードのイノベーションが注目されてきたが、今後はビジネ

スモデルあるいはソフトのイノベーションを重視する企業が増大すると考えられる。 
 

（１）顧客中心 
成功している企業は自社の顧客をしっかりと見据えた上で、製品やサービスだけでな

く、顧客満足に至るビジネスモデルを構築していると考えられる。そこでは顧客満足が

利益を生んでいると考えられる。 
 

（２）ビジネスモデルの質 
企業の評価は利益の質と量で決まると考えられる。   
利益を生み出す仕組みは個々のケースにより、多種多様であり、利益の質は、 終的に

企業が顧客にどれだけ多くの満足を与えられるかで評価が決まる。顧客との関係は

Win-Win でなければならない。 
 
（３）競争優位を長期維持する方法＝模倣されないビジネスモデル 

利益を生むビジネスモデルのイノベーションが国際競争力を高め、結果として生産性を

向上させる。国際競争力の競争基盤をどこに設定し、利益の発生の仕方を分析・検討する

ことが重要である。その際には、顧客満足が向上することが前提であるが、ビジネスモデ

ルが競合企業に簡単に模倣されない様に、よって立つ基盤を複合化するなどして強化し、

競合企業に対する競争優位を確保・拡大する道を追求しなければならない。 
 

５．３ ビジネスモデルの検討と構築に向けて 
（１）ビジネスモデル革新のための主要５項目 
  文献等調査の結果、ビジネスモデル構築に重要であるとした次の 5 項目について、機

械工業の現状を検討すると以下の通り整理される。 
図表 5.2 ビジネスモデル革新のための主要 5 項目（再掲） 

 
 
 
 
 
 
 
①「顧客視点の市場創出」 

  ビジネスモデルの革新は、機械工業企業の資産の活用検討から始まるのではなく、

新たな価値の創造

パートナー企業
との協力・連携

資産の拡充・活用
新たな価値

創造 顧客
顧客満足

提供方法
価値の伝達
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顧客ニーズの抽出から始まる。ビジネスモデルの革新のポイントは、顧客視点に立

った国内需要の掘り起こしと、海外の顧客のニーズ充足による市場創出である。 

 

②顧客が求める「新しい価値」 

  日本の国内で売れるものが海外で売れるとは限らない。 

 「新しい価値」を創出する元になるのは情報である。しかしながら、調査結果では、

顧客に関する情報が不足、特に海外において不足している。 

  顧客が求める価値とは何か、利便性なのか、費用対効果なのか等々顧客満足向上

に資するものは何かを考えなければならない。 

 

③「パートナー企業」との連携 

  官民のこれまでの各種調査から、わが国では産学官、産産の連携が不足している

と繰り返し警鐘が鳴らされている。特に、海外パートナーの開発はこれからの課題

である。 

 

④顧客への「価値の情報伝達」方法 

  顧客は誰か、伝達すべき価値は何かを知ることから始まるが、それには流通その

他のパートナーの果たす役割も大きいと考えられる。 

  広告宣伝だけではなく、②の新しい価値、ブランド、デザイン、展示、流通等様々

な方法、ルート等を通じて価値情報の伝達を検討する必要がある。 

 

⑤事業展開に必要な「資産」（人的、技術的、財務的、その他）の拡充・活用 

後発工業国になくて日本にあるもの、つまり、研究開発成果や技術を活用するビ

ジネスモデルの構築が課題である。インタビューで技術の「組合せ」、古い技術の活

用の話が聞かれたが、こうした「資産」の活用が日本の機械工業が目指すべき方向

である。また、何が資産かを考えることも重要である。例えば商社・問屋にあって

メーカーに無いことが多い顧客リストなども重要な資産である。更に、社外にあっ

て利用できるものは全て資産として考え、どうすれば利用できるか考えるべきであ

る。こうした「資産」をできるだけ多く組み合わせ、活用することが重要である。 
 

上記の 5 つの主要項目=課題は全て、顧客との関連において考えなければならない。 
 
（２）ビジネスモデル革新の留意事項 

①顧客中心 
顧客中心はビジネスの原点である。今後とも変わることのない真理であるが、忘れら

れることが多いことはこれまでの経験が示すところである。 
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②世界を視野に入れた取り組み 
我が国機械工業企業の市場は、今後は後発工業国の需要増等から海外市場での販売が

一段と増えることが予想される。情報通信技術の発展により、市場は均質化し、国内、

海外の区分は薄れていくと考えられ、事業あるいは製品の開発当初から、世界を前提に

した素早い展開が必要である。 
 

③取り組みの日常化 
大きな発明・発見にはセレンディピティが契機となることが多々あるように、ビジネ

スモデルも顧客満足、生産性向上、国際競争力強化を意識した日常の取り組みから生ま

れると考えられる。 

 
④ホワイトカラーの強化 
 ビジネスモデルを支えるのは人材、特にホワイトカラー人材である。 

アンケート結果では、84.1%の企業が BM 革新におけるホワイトカラーの役割は「大

きい」と考えていた。しかしながら、ホワイトカラーの知識・能力が「不足」とする

企業が半数以上あった。とくに、マーケティング分野、事業企画分野、販売分野等に

おける知識・能力不足を指摘する企業が多い。企業は社員の自己啓発を待つのではな

く、教育・訓練の実施、学習のインセンティブ等によるホワイトカラーの強化対策が

必要である。 
 
最後に 

現下の世界同時不況は、平時ならできないような変化を起こせるチャンスである。 
これまでのビジネスモデルを見直し、再構築する絶好のチャンスであり、この局面で行

動するかしないかで企業の将来が大きく変わると考えられる。 
国際競争力の強化には、革新的技術に頼りきるのではなく、技術力を含めた既存の資

産を活用するビジネスモデルの革新に取り組むべきであり、ホワイトカラーをはじめと

して全社員の意識改革が必要である。 
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講演：コマツのものづくりに関するグローバルな取り組みの紹介 
 
講演者    株式会社 小松製作所 生産本部 生産技術部長 木村隆吉氏 
講演日時   2008 年 12 月 15 日 
講演内容   コマツのものづくりに関するグローバルな取り組みについて 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
１．小松の概要 
 1921 年設立、2007 年度の売上は連結 2 兆 2430 億円。子会社は国内 54 社、海外 111 社

の計 165 社。従業員数は約 4 万名、うち半数は外国人。主要製品は油圧ショベル、ホイー

ルローダー、ブルドーザー、ダンプトラック等。他に大型プレス、フォークリフト、工作

機械、板金機械等も。市場は全世界。（日本は売上の 18%） 
 
２．小松のビジネスから見た世界の動き 
 建設・鉱山機械では 1990～91 年に日本の需要が大きかったが、バブル崩壊で縮小、中国

をはじめとする BRICS（S は南アを意味）等の需要が伸びている。北米は 2000 年以降需

要縮小。 
 建機は人口増と都市化に応じて需要が増大する。中国では都市化のスピードが速く需要

の伸びは大きい。これに対しインドは都市化のスピードが遅い。日米欧は成熟化しており

大幅な需要の伸びは見込めない。 
 今後人口増に伴いインフラ整備や鉱山関連の機械需要の伸びが見込まれている。 
 
３．小松の生産体制 
 海外生産比率は一貫して上昇（1995 年 60％→2008 年予想 90％）。 
 90 年代後半に工場の統廃合を実施。 近は鉱山機械用として湾岸に茨城工場、金沢工場

を新設。 
 海外工場はブラジルが 初で、その後順次各国に進出。現在、2010 年操業開始予定でロシ

ア工場を建設中。 
 
４．生産拠点戦略 
 ①高需要地域で組立・生産、②キーコンポーネントは国内一極生産、③マザー工場制、

④世界一安いメーカーから部品の集中購買とクロスソーシング、⑤製品のクロスソーシン

グ。 
 ③については、開発拠点を有する工場がマザー工場と位置付けられ、グローバルなもの

づくりの拠点となっている。そこではサイマル活動と称して開発と生産が一体化して同時

進行。その成果を海外量産工場に適用。量産工場はスリム体制で原価改善に特化。なお、

原価改善はモデルチェンジ時に大幅低減を実現する方針。 

資料１ 講演要録
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 ⑤については、欧米量産工場は定量生産化し固定費の抑制と生産の効率化を目指す。 
 国内工場は車体 7、機械 4、素材（鋳物）2 の 13 工場体制。大きく関東・関西・北陸に

分けて管理。各工場の製品には若干のクロスオーバーがあり、それを調整することで需要

変動の吸収に役立てている。 
 海外工場（車体）は米 7、欧 5、中国 3、アジア 4、日本（海外向け生産）7 の 26 工場体

制。海外生産の目的は、①リードタイム減少、②品質問題早期対処、③現地仕様の取り込

み（例：米国の飲み物容器は大きく、日本仕様のコップスタンドには納まらない）、④顧客

へのアピール、⑤為替リスク回避等々。 
 海外のコンポネント工場は米 4、欧 3、中国 5、アジア 5、日本 6（＋3）の 23（＋3）工

場体制。中国は内部完結方式をとっており、原則として中国からの輸出はない。理由は、

①市場が大きいことと、②何が起きても国外に影響させないため。中国以外のアジアから

の輸出は色々ある。 
 クロスソーシングについては、例えばタイで生産した油圧ショベルを米国その他に輸出

している。この製品は米国でも生産しているが定量生産であり、不足分をタイから輸出し

ているもの。目的は、①為替リスク回避、②欧米の需要変動対応、③原価の安いところで

生産して運ぶ、④生産能力の確保、⑤フレキシブル生産など。 
 
５．小松のものづくりの特長 
 開発拠点のある工場がマザー工場（日 6、米 2、欧 4、計 12 工場）であり、そこでは開

発と生産を一体化している。開発の成果は量産工場にトランスファーする。開発、生産、

サプライヤーが協働して日常的に QCD（品質・価格・納期改善活動）を行っている。 
 マザー工場は自工場のみならずチャイルド工場についても責任を負っている。 
 製品を構成するコンポネントは ABC の 3 ランクに分けられており、A は日本一極生産（終

減速、トランスミッション、アクセル、油圧機器など動力伝達機構）、B は 2～3 社からグ

ローバル集中購買、C はローカルサプライヤーから調達することとしている。エンジンはカ

ミンズ社と共同生産（小型エンジンは他社品を購買）。 
 A コンポは研究開発と生産などが同一地域に所在することが競争力を産む。また、日本は

素材の品質がよく、高価な設備の稼働率を高くでき、優秀な協力工場の存在も大きい。 
 内製しているものは、①高い生産技術（熱処理等）が要求され、②外製すると物流効率

が悪くなるもの、③生産設備投資金額が大きいものとしている。 
 原価低減は日常的な努力よりはモデルチェンジ時に大幅なコストダウンを図ることに重

点を置いている。 
 協力工場の会であるみどり会のメンバーとは Win-Win の関係でやっている。方針は、①

コストカットしない、②外注化したものは再び内製化はしない、③各社の投資は自主的に、

など。みどり会企業も海外進出しているが、海外企業のみどり会参加もある。 
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６．技術・技能の育成と品質改善活動 
 生産技術者と開発・設計者とは同等レベルで育成している。また、熟練技能者とライン

職とは同レベルに評価している（工師正＝課長、工師長＝部長）。 
 品質管理は IT 化によるトレーサビリティー向上と迅速な情報のフィードバックを中心に

実施。 
 
７．販売・生産・在庫計画 
 あらゆる在庫は悪と考え、市場への対応は在庫によるのではなくスピードによることと

している。その際、世界中で同じ材料を使って同じ製品を作るというクロスソーシングが

有効に働く。 
 
８．ものづくりを支える IT 戦略 
 GPS 利用（コムトラックス他）機械は世界で 12 万台稼働している（日本では 5 万台）。

現在の活用目的は、①盗難防止、②レンタル管理、③債権管理、④需要予測（生産計画に

応用）、⑤オペレーションコスト低減など。 
 
９．課題 
 ①経営環境変化への対応：為替変動への対処、原価改善、次期排ガス規制への対応、現

今の需要減への対応など。 
 ②海外オペレーション：みどり会の海外進出促進、海外サプライヤーの育成、グローバ

ル人材育成、海外マザー工場でのサイマル活動など） 
 
10．日本のものづくりの強み 

 日本には高品質素材メーカー、専用部品メーカー、高品質工作機械メーカーの存在など、

良いものが集積している。これらを利用すればまだまだ競争力のある事業展開が可能と考

えている。 
 
 
 
 

（了） 
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新ビジネスモデル創造の作業手順例 
①顧客セグメントについて （誰を顧客とするか） 

記述対象 明確な特徴を持つ顧客の各グループ 

記述目的 

 

現在取引している顧客各グループを書き出す。それらのニーズの相違、顧客へのア

プローチ方法の相違、収益性の相違、その他によって再グループ化する。 

検討事項 

 

 

 

 

 

・わが社は誰のために価値を創造しているのか。 

・次のようなことによって、違うカテゴリーに分類するに値する顧客はいるか。 

これまでとは異なるオファーを申し出る。 

これまでとは異なる情報伝達手段や販売チャネルを用いる。 

これまでとは異なる関係を考慮する（例：もっと個人的に付き合うなど）。 

顧客から得られる利益が相当に違う。 

評価 ・わが社は顧客とそのニーズを十分に理解しているか。 

・顧客グループで近く離脱しそうなところはあるか。 

・わが社は異なる顧客セグメントをうまく再編成しているか。 

改善／革新 ・わが社が取引できる新しい顧客セグメントはあるか。 

・わが社は顧客のニーズに対応して、顧客を今よりも良く再グループ化や再セグメ

ントすることが可能か。 

・顧客企業の社員の生産性を改善する上で有効な方法を見つけ出せるか。 

・顧客の資産の使用を削減できるか。 

・顧客が資産を活用する際の生産性向上に貢献できるか。 

②提案（Value Proposition）について （顧客に提案すべき価値（製品とサービス）は何か） 

記述対象 特別な顧客セグメントのニーズを満足させる製品・サービス群 

記述目的 

 

特別な顧客セグメントに対して提供している製品・サービス群を記述することによ

って、各セグメントに対して会社が創造している価値を明確にする。 

検討すべき事項 

 

 

・当社の各顧客セグメントに提供している具体的な製品・サービス群はなにか。 

・それぞれの提案がカバーしているのはどの顧客ニーズなのか。 

・異なる顧客セグメントに対し、異なるサービスレベルを提供すべきなのか。 

評価 ・わが社の提案は顧客のニーズを十分うまくカバーしているか。 

・新たなニーズ・隠れたニーズはないのか。 

・顧客がわが社の提案をどう理解しているか分かっているか。 

 一般的、差別的、魅力的に分類。 

・競合他社は似たような提案を同額またはより安く提示しているか。 

資料２ 新ビジネスモデル創造の作業手順例 
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・競合他社のサービス状況はどうか。 

改善／革新 ・顧客が評価対象とする成果は何か。 

・提案内容をどう変革すれば競合他社に対して有利になるか。 

・わが社は色々な顧客セグメントの個別要求に応えることができるか。 

・わが社の顧客は、わが社単独で、あるいはパートナーと共に、比較的容易に満た

すことができるような他のニーズを持っているか。 

・自社が提供してきた伝統的な製品やサービスから、顧客が価値を感じるものへと

変更できるか。 

・新たな需要を創造する。あるいは副次的効果を利用する。 

・次善の策として、業界内の競合他社の動向を収拾し、彼らが開発を進めている新

製品や新サービス、あるいはその技術の先取りや買収を検討する。 

③情報伝達と販売チャネルについて （販路（マーケティング戦略、販路戦略）をどう設定するか） 

記述対象 顧客と情報伝達しているチャネル、売り込みをしているチャネル 

記述目的 各顧客セグメントに対して売り込んでいるチャネルを識別する。 

検討すべき事項 ・どの情報伝達、販売チャネルを通してわが社は顧客・市場に到達しているのか。

・各チャネルの費用あるいはコスト効率はどうか。 

評価 ・わが社が依存している収入源は数が少なすぎないか。（少数の大手顧客だけとか）

・現在の収入の流れはどのくらい持続可能か。 

・わが社の収入の流れはどの程度多様化しているか。 

・わが社は提案に関してうまく値決めできているか。 

改善／革新 ・わが社は新たな収入の流れを取り込むことができるか。 

・わが社はもっと抱き合わせ販売ができるか。 

（顧客に対して他の製品やパートナー企業の製品をオファーする）。 

④カスタマー・リレーションシップについて （顧客との関係をどう構築するか） 

記述対象 各顧客セグメントとの関係のタイプ 

記述目的 各顧客セグメントといかなる関係を築き、維持しているか。 

検討すべき事項 ・わが社のビジネスモデルにおいて、顧客との関係の在り方について色々な方式を

開発し、維持しているか（熱烈度、個人性など）。 

・所要時間その他のコストに関し、各顧客関係のタイプはどの程度か。 

人的資源（resource）の集中度はどうか。 

・各顧客セグメントに対して、どの様な顧客関係タイプとメカニズムを開発し、維

持しているか。 

評価 ・顧客とはうまく連絡が取れているか。 

・顧客獲得の観点から、わが社のチャネルはどの程度成功しているか。 

・わが社では異なるチャネルの統合はうまくいっているか。 
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・わが社のチャネルはどの程度コスト効率がよいものか。 

・顧客ごとに適したチャネルを用いているか（収益性の観点から） 

改善／革新 ・わが社の各チャネルを有効活用して、顧客数を増やすことができるか。 

・不採算顧客にコスト効率の良いチャネルをうまく使うにはどうしたらよいか。 

・わが社は各チャネルをもっと良く統合できるか（例：店舗とウエブサイトをうま

くリンクさせるなど）。 

・顧客に対して新しい情報伝達と配送チャネルを導入できるか。 

⑤収入の流れについて （収入がどのように得られているか） 

記述対象 提案および顧客に対する諸活動による収入を、顧客から得ているルート 

記述目的 提案および顧客に対する諸活動による収入を、顧客からどのルートによって得てい

るか。 

検討すべき事項 ・各顧客セグメントおよび各提案からの収入の流れはどのようなものか。 

・全収入に対する各収入の流れの貢献度は何％くらいか。 

評価 ・わが社にはカスタマーリレーションシップ戦略があるか。 

・わが社の 上の顧客との関係はどの程度良いのか。 

・儲からない顧客との関係維持に時間と金を使いすぎていないか。 

・カスタマーリレーションシップの管理はどの程度うまくやれて入るのか。 

改善／革新 ・わが社の各カスタマー・リレーションはどの程度のレベルの個人的付き合いを要

求しているのか（専任マネジャーか自動サービスかなど）。 

・不採算な顧客に使う時間と資産を減らすにはどうしたらよいか。 

・わが社は購買回数の多い顧客向けのプログラム（Frequent buyer Program）を

導入すべきか。 

・在庫を一掃あるいは削減できるか。 

・顧客からの入金時期を短縮できるか。 

・受発注サイクルを短縮できるか。 

・自動支払の選択肢を提供し、顧客の支払の迅速化を図ってきたか。 

⑥主要な資産 （利益を生み出す資産は何か） 

記述対象 わが社のビジネスモデルを機能させるための主要な諸資産 

記述目的 わが社のビジネスモデルの土台となっている有形・無形の重要資産を特定する。 

検討すべき事項 ・わが社のビジネスモデルを運営する上で頼っている主要な資産は何か。 

・各資産は、わが社の提案や関連する顧客セグメント、チャネル等とどのように関

係しているのか。 

評価 ・質と量の観点から、わが社は正しい主要な資産を使用しているか。 

・企業内であまりにも多くの資産を使いすぎていないか。その結果焦点が定まらな

くなっていないか。 
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改善／革新 ・放出したり代替したりできる主要な資産はないか。 

・パートナー企業の方がうまく安く提供できる主要な資産はないか。 

⑦主要な活動 （ビジネスモデルを運営する上での主要な活動・必要なコア能力は何か） 

記述対象 わが社のビジネスモデルを運営する上でもっとも重要な諸活動 

記述目的 わが社のビジネスモデルにおける主要な活動を特定する。 

検討すべき事項 ・わが社のビジネスモデルを運営する上での主要な活動は何か。 

・それらはどの重要資産に頼っているのか。 

・どの提案、チャネル、関係に対してそれらは貢献しているのか。 

評価 ・わが社の諸活動の効率はどのようか。 

・あまりにも多くの活動を自社でやっていないか。その結果、焦点が定まらなくな

っていないか。 

改善／革新 ・パートナーにアウトソースする方がよい活動はないか。 

・わが社の諸活動はわが社の提案に完全に適合しているか。 

・どうしたら諸活動の無駄をなくして合理化できるか。 

・顧客に料金を請求する際の基準となる UOB（＝Unit of Business）と、売上を評

価するための KPI(=Key Performance Indicator)を特定する。いずれか一方ある

いは両方を変更することで、顧客ニーズにより的確に応える。 

⑧パートナー・ネットワーク （利益を生み出すために、どのパートナーをどのように利用すべきか） 

記述対象 共に働いているパートナーとサプライヤー 

記述目的 

 

わが社のビジネスモデルを遂行する上でどのパートナー、サプライヤーと取り組ん

でいるか概説する。 

検討すべき事項 ・どのパートナー、サプライヤーと取り組んでいるか。 

・彼らはどの重要資産に関係しているか。 

・彼らはどの提案、チャネル、関係に貢献しているのか。 

評価 ・わが社はパートナーを十分に活用しているか。 

・わが社は現在のパートナーとサプライヤーとうまく業務を推進しているか。 

・わが社は現在のパートナーとサプライヤーにどの程度依存しているのか。 

改善／革新 ・どのパートナーがわが社の提案を補完できるか。 

・どのサプライヤーがわが社のビジネスモデルの無駄をなくして合理化できるか. 

⑨コスト構造 （どうすればコストダウンできるか） 

記述対象 ビジネスモデル運営のコスト 

記述目的 わが社のビジネスモデルにおいて もコストを発生させている場所を確認する。 

検討すべき事項 ・わが社のビジネスモデルにおいてもっとも重要なコスト発生場所はどこか。 

・そのコスト発生場所はビジネスモデル構成要素に関係づけられるか。 

・各顧客セグメントのコストは計算できるか。 
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評価 ・わが社のコスト構造は適切か（低コスト・ビジネスモデル＝低コスト構造化など）

・わが社のビジネスモデルのどの部分のコストがもっとも高いのか。 

・わが社のコスト構造はどの程度スリム化されているか。 

改善／革新 ・コストダウンの途はないか（パートナーの活用、アウトソーシング、新たなサプ

ライヤー等）。 

・「5 つの RE」（除去、代替、削減、再設計、再配分）を使って、自社の生産性を

劇的に向上できるか。 

・新技術を導入することで、自社の生産性を劇的に向上できるか。 

・生産性に関して、競争優位を築くことができるか。特に、競合他社の経営資源が

大規模な合併や統合などによって別の所に振り向けられている状況を見付ける

ことができるか。 

・自社の生産性向上のために、時間のかかる反復業務をやめられるか。現業の慣行

を一部自動化して、取引コスト、例えば社内の審査や商品手続などを削減する方

法はあるか。 

・事業活動の一部を専門家に外注することで、自社の資本集約度を低減できるか。

・一部の資産の保有を回避できるか。 

・必要に応じて第三者が所有する資産を利用できるか。 

・利用時間の延長や遠隔操作技術を活用して、資産をより有効活用できるか。 

・自社と他社の資産を集約し、グループ全体での資本集約度を低減できるか。 

・特定のサービスを提供する事業者と利用契約を結び、固定資産を流動資産に転換

できるか。 

 
参考資料 
 

1．“How to Describe and Improve your Business Model to Compete Better” （『競争力向上

のためのビジネスモデルの記述と改善法』）Dr. Alexander Osterwalder, www.arvetica.com 
（http://www.privatebankinginnovation.com/en/wp-content/uploads/tools/Draft 
-Business-Model-Manual.pdf） 

2．『ビジネスモデル戦略論』（“Continually Developing a More Profitable Business Model”）
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編訳、2006 年 10 月 
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この調査は（社）日本機械工業連合会の「国際競争力と生産性に関する調査専

門部会」が(株)東レ経営研究所に委託して実施するものです。 

ご記入は、経営企画部門の適任者の方にお願いできれば幸いです。 

ご回答は、平成２０年１１月１４日（金）までにご投函下さい。 

 
 

ご質問等は下記あてにお願いします。 

株式会社東レ経営研究所 

産業技術調査部：馬田、古宮 

千葉県浦安市美浜 1-8-1（東レビル 4 階） 

TEL：047-350-6112 FAX：047-350-6077 

E-mail：Yoshinao_Umada@tbr.toray.co.jp 

 
機械メーカーにおける 

「ビジネスモデルの革新」に関する 
アンケート調査票 

資料３ アンケート調査票 
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ご記入にあたって 
 
 
 

１．このアンケート調査は、（社）日本機械工業連合会が我が国機械産業の発展に役立

てる目的で、機械メーカーにおける「ビジネスモデルの革新」について調査させて

いただくものです。ご回答はすべて集計あるいは分類して利用させていただき、個

別の回答が外部に漏出することはありませんので、どうか貴社の実態や忌憚のない

ご意見をお書き下さるようお願いします。 

 

２．ご記入は、経営企画部門の適任者の方にお願いできれば幸いです。 

全く性格の異なる複数の事業をお持ちの場合は、主要な事業を一つ想定してご記

入下さい。なお、ご記入に要する時間は約４０分です。 

 

３．恐れ入りますが、ご回答は１１月１４日（金）までにご投函下さるよう、お願い申

し上げます。 

 

４．アンケート調査結果を含む報告書は来年４月頃、日本機械工業連合会の下記ウエブ

サイトに掲載の予定です。 

 

 http://www.jmf.or.jp/japanese/index.html  
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機械メーカーにおける「ビジネスモデルの革新」に関する 

アンケート調査票 
 
質問１ ご回答者について伺います。 
 

１．社名  

２．住所  

３．所属  

４．役職  ５．氏名  

６．TEL  ７．FAX  

８．ｅﾒｰﾙ  

 
質問２ 貴社の概要について伺います。 
 

１．資本金 単体：     億円 ２．年間売上高
単体：      億円 
連結：      億円 

３．製品（もっとも

多いものに◎印、そ

の他のものに○印）

１．部品・部材 
２．製品（資本財） 
３．製品（消費財） 

４．生産形態

（１つに○印）

１．見込生産のみ 
２．見込主体に受注生産も 
３．受注主体に見込生産も 
４．受注生産のみ 

５．生産拠点（工場）

数（連結決算の場合

は連結ベースで） 

１．国内                個所 
２．欧米等先進地域           個所 
３．中国等途上地域           個所 

６．販売市場構成

（金額ベース。10％
単位。連結決算の場

合は連結ベースで）

１．国内               ０％ 
２．欧米等先進地域          ０％ 
３．中国等途上地域          ０％ 
  計              １００％ 

７．製品（または事

業）の数（大分類程

度で） 
約     種類 

８．主要な直接取

引先（１つに○印）

１．商社・問屋（代理店）

２．ユーザー 
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質問３ 貴社の事業戦略について伺います。 
質問３－１ 貴社では基本的な事業目的を何においておられますか。 
（重視する順に 3 項目までの番号を各枠内にお書き下さい） 
１．販売シェア   ２．売上高 
３．利益      ４．株主価値 
５．顧客満足    ６．成長 
７．安定      ８．社会貢献 
９．その他：（           ）

 
重視 ２番目 ３番目 

   
 

 
質問４ 貴社の事業のビジネスモデルについて伺います。 
質問４－１ 貴社の事業のうち、ビジネスモデル的に競合他社とは違う特色を持った事

業はありますか。（該当する項目１つの番号に○印） 
１．ない              ２．ある 

 
質問４－２ 前問で「２」に回答された方に伺います。 
 質問４－２－１ そのビジネスモデル（複数ある場合はどれか１つ）の特色は、ビジ

ネスを構成する次のどの分野に関するものですか。（該当するすべての項目の番号に○

印） 
１．価格分野（他社の追随を許さぬ低価格など） 
２．販売条件分野（他社に真似の出来ない延べ払いや分割払いの設定など） 
３．顧客選定分野（不採算顧客の切り捨て、将来性ある顧客への先行投資的優遇など）

４．情報提供分野（顧客への密接かつ十分な情報の提供など） 
５．顧客との関係構築分野（専任担当の設置や顧客への常駐など） 
６．サプライチェーン（販売チャネル）分野（顧客別のチャネル設定など） 
７．サプライチェーン（調達）分野（調達チャネル、調達方法の見直しなど） 
８．環境対応分野（環境への優しさの打ち出しなど） 
９．知的財産分野（特許による追随者のシャットアウトなど） 
10．標準化分野（国際標準化のリーダーとなるなど） 
11．製造工程分野（ブラックボックス化による追随者のシャットアウトなど） 
12．製品化分野（顧客の要望に合わせた、製品のカスタマイズや新製品開発など） 
13．アフター分野（アフターマーケット対策の充実など） 
14．サービス分野（メンテナンスサービスの充実など） 
15．M&A 分野（競合あるいは補完関係にある企業の M&A による競争力向上など） 
16．その他：（                                ）
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質問４－２－２ そのビジネスモデルの収益性は、貴社の平均的な収益性と比較してい

かがですか。（該当する項目１つの番号に○印） 
平均的な収益性より 
１．かなり良い 
２．少し良い 
３．同程度である 
４．少し悪い 
５．かなり悪い 

 質問４－２－３ そのビジネスモデルは、どれくらい前に形成されたものですか。 
（該当する項目１つの番号に○印） 
１．１年未満 
２．１年以上２年未満 
３．２年以上３年未満 
４．３年以上５年未満 
５．５年以上 
６．分からない 

 
 質問４－２－４ そのビジネスモデルに対し、競合他社は既に対抗策を打ち出してき

ていますか。それは貴社が現行のビジネスモデルを採用してからどれくらい後のこと

でしたか。 
（該当する項目１つの番号に○印） 
１．まだ打ち出してきていない 
２．既に対抗策を打ち出している。打ち出したのは 
  １）当社が現行のビジネスモデルを採用してから１年未満だった 
  ２）         〃          １年以上２年未満だった 
  ３）         〃          ２年以上３年未満だった 
  ４）         〃          ３年以上５年未満だった 
  ５）         〃          ５年以上だった 

 
質問４－３ 貴社の代表的な製品、または特色ある製品１つを例にとった場合、その製

品のビジネスモデルは１つだけですか、それとも複数のビジネスモデルがありますか。 
（該当する項目１つの番号に○印） 
１．ビジネスモデルは１つだけである 
２．複数のビジネスモデルが存在している 
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質問４－４ 前問で「２」に回答した方に伺います。ある製品について複数のビジネス

モデルがあるのは、どのような理由からですか。（該当するすべての項目の番号に○印） 
１．製品のグレード別に顧客、価格、販売ルート等を変えているため 
２．顧客のグループ別（例：大手、中小など）に対応を変えているため 
３．顧客の所在地域（国内・海外、都市・地方など）別に対応を変えているため 
４．在来型販売とネット販売があるため 
５．その他：

（                                ） 
 
質問４－５ 貴社では既存事業（製品）のビジネス戦略を見直す際や、新事業（製品）

のビジネス戦略を立案される際、一般的にどの範囲の方々が検討に参画されますか。 
（該当するすべての項目の番号に○印） 
１．全社トップ             ２．本社経営企画部署 
３．事業トップ             ４．事業企画担当部署 
５．販売担当部署            ６．サービス担当部署 
７．マーケティング担当部署       ８．物流担当部署 
９．購買担当部著            10．財務・経理担当部署 
11．組織・人事担当部署         12．生産担当部署 
13．開発担当部署            14．研究担当部署 
15．社外専門家（コンサルタントなど） 
16．その他：

（                                ） 
 
質問４－６ 貴社で既存事業（製品）のビジネス戦略を見直す際（つまり、ビジネスモ

デルの革新を構想し、実行する際）、社内の反応はいかがですか。 
（該当する項目１つの番号に○印） 
１．目立つ反対はなく、ほぼ構想通りに実施できることが多い 
２．多少の反対はあるが、ほぼ構想通りに実施できることが多い 
３．どちらとも言えない 
４．反対が多く、構想を修正して実施することが多い 
５．反対が非常に多く、構想を修正しても実施は困難なことが多い 

 
 
質問５ 貴社におけるビジネスモデルの革新について伺います。 
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質問５－１ 「ビジネスモデルの革新」を「事業で儲ける仕組みの構築、それも競合他

社とは違う独自の発想による仕組みの構築」と解釈した場合、貴社では既存事業につ

いて、そのビジネスモデルを革新する必要があると感じられますか。 
（該当する項目１つの番号に○印） 
１．大いに感じる 
２．まあ感じる 
３．どちらとも言えない 
４．あまり感じない 
５．全く感じない 

 
質問５－２ 前問で「１、２」に回答した方に伺います。 
 
 質問５－２－１ 「１、２」に回答した理由は何ですか。 

（該当するすべての項目の番号に○印） 
１．販売シェアが不十分なため 
２．売上高が不十分なため 
３．利益が不十分なため 
４．株主価値が不十分なため 
５．顧客満足が不十分なため 
６．事業環境の変化に対応するため 
７．その他：（                                ） 

 
 質問５－２－２ ビジネスモデル革新の検討にあたって、もっとも重視すべき分野（つ

まり、もっとも変革を要する分野）はどれとお考えですか。（重要なもの３項目の番号

に○印） 
１．販売分野（販売条件の設定、情報の収集・提供、顧客との協働など） 
２．マーケティング分野（プロモーション計画など） 
３．サービス分野（アフターマーケットなど） 
４．物流分野（物流戦略立案・実施など） 
５．購買分野（購買戦略立案・実施など） 
６．財務・経理分野（資金手当て、顧客や仕入先への金融など） 
７．組織・人事分野（事業組織や人員配置の立案・実施など） 
８．生産分野（品質・納期など） 
９．開発分野（新製品・改良、新製法、顧客との協働による開発など） 
10．研究分野（中長期的な技術の方向付け、顧客の要望を取り入れた研究など） 
11．その他：（                                ） 
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質問５－３ 貴社がある事業についてビジネスモデルの革新を検討する場合、組織的に

どこまでの範囲のメンバーが参画するのがよいとお考えですか。 
（該当するすべての項目の番号に○印） 
１．本社経営企画部署          ２．事業企画担当部署 
３．販売担当部署            ４．マーケティング担当部署 
５．サービス担当部署          ６．物流担当部署 
７．購買担当部著            ８．財務・経理担当部署 
９．組織・人事担当部署         10．生産担当部署 
11．開発担当部署            12．研究担当部署 
13．社外専門家（コンサルタントなど） 
14．その他：（                                ）

 
質問５－４ 我が国の機械メーカーはこれまで、主に製品と生産方法の改善・革新に注

力して来たと考えられますが、これをビジネスモデルの革新と比較した場合、どちら

が貴社の事業目的の達成に貢献するとお考えですか。（Ａ、Ｂそれぞれ該当する項目１

つの番号に○印） 
Ａ．短期的には 

１．製品・生産方法の改善・革新の方が大いに貢献する。 
２．製品・生産方法の改善・革新の方がやや貢献する。 
３．ともに同程度に貢献する。 
４．ビジネスモデルの改善・革新の方がやや貢献する。 
５．ビジネスモデルの改善・革新の方が大いに貢献する。 

Ｂ．中長期的には 
１．製品・生産方法の改善・革新の方が大いに貢献する。 
２．製品・生産方法の改善・革新の方がやや貢献する。 
３．ともに同程度に貢献する。 
４．ビジネスモデルの改善・革新の方がやや貢献する。 
５．ビジネスモデルの改善・革新の方が大いに貢献する。 

 
質問５－５ 貴社では、これまでに「ビジネスモデルの革新」に具体的に取り組まれた

ことはありますか。ある場合、その成果はいかがでしたか。 
（該当する項目１つの番号に○印。「２」を選択した場合、イロハのいずれか１つに○

印） 
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１．ない 
２．ある 
  １）予期した成果があった 
  ２）予期したほどではなかったが、成果はあった 
  ３）成果はなかった 

 
質問５－６ 貴社では今後、全社的に、あるいは特定の事業（製品）をとりあげてビジ

ネスモデルの革新に取り組みたいとお考えですか。 
（該当する項目１つの番号に○印） 
１．ぜひ取り組みたい 
２．まあ取り組みたい 
３．どちらとも言えない 
４．あまり取り組む気はない 
５．まったく取り組む気はない 

 
質問５－７ 前問で「１、２」に回答された方に伺います。貴社では、ビジネスモデル

の改革手法について知見はおありですか。 
１．十分な知見がある 
２．まあ知見がある 
３．どちらとも言えない 
４．あまり知見はない 
５．全く知見はない 

 
 
質問６ 貴社におけるビジネスモデルの国際展開について伺います。 
 
質問６－１ 貴社では国内で適用しているビジネスモデルを海外でも採用しておられま

すか。 
（該当する項目１つの番号に○印。国内取引のみの場合、質問７にお移り下さい） 
１．すべての国で国内とほぼ同一のビジネスモデルを適用している 
２．一部の国では国内とほぼおなじビジネスモデルを適用しているが、違うモデル

を適用している国もある 
３．すべての国で国内とは違うビジネスモデルを適用している 
４．海外では販売していない 

 
質問６－２ 前問で２または３とお答えになった方に伺います。国内とは違うビジネス
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モデルを採用している場合、その理由は何ですか。 
（該当する項目１つの番号に○印） 
１．現地で販売している製品のランクが日本とは違うため 
２．現地の商習慣が日本とは違うため 
３．現地の一般的な流通経路が日本とは違うため 
４．現地の法規制等が日本とは違うため 
５．現地の競合状況が日本とは違うため 

 
質問６－３ 前々問で２または３とお答えになった方に伺います。日本国内とは違うビ

ジネスモデルとは、どのようなモデルでしょうか。 
（該当する項目１つの番号に○印） 
１．日本で採用しているビジネスモデルを基本に、必要な修正を加えて現地に適合

するようにしたビジネスモデル 
２．日本では見られないが、現地では一般的に採用されているビジネスモデル 
３．現地や日本になかった、当社が新しく開発したビジネスモデル 

 
質問６－４ 海外の競合企業で、独自の優れたビジネスモデルを適用している企業はあ

りますか。（該当する項目１つの番号に○印） 
１．ない 
２．ある 
３．よく分からない 
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質問６－５ 前問で「１」に回答された方に伺います。それは事業活動のどの分野に特

徴を持ったモデルでしょうか。（該当するすべての項目の番号に○印） 
１．価格分野（他社の追随を許さぬ低価格など） 
２．販売条件分野（他社に真似の出来ない延べ払いや分割払いの設定など） 
３．顧客選定分野（不採算顧客の切り捨て、将来性ある顧客への先行投資的優遇な

ど） 
４．情報提供分野（顧客への密接かつ十分な情報の提供など） 
５．顧客との関係構築分野（専任担当の設置や顧客への常駐など） 
６．サプライチェーン（販売チャネル）分野（顧客別のチャネル設定など） 
７．サプライチェーン（調達）分野（調達チャネル、調達方法の見直しなど） 
８．環境対応分野（環境への優しさの打ち出しなど） 
９．知的財産分野（特許による追随者のシャットアウトなど） 
10．標準化分野（国際標準化のリーダーとなるなど） 
11．製造工程分野（ブラックボックス化による追随者のシャットアウトなど） 
12．製品化分野（顧客の要望に合わせた、製品のカスタマイズや新製品開発など）

13．アフター分野（アフターマーケット対策の充実など） 
14．サービス分野（メンテナンスサービスの充実など） 
15．M&A 分野（競合あるいは補完関係にある企業の M&A による競争力向上など）

16．その他：

（                                ） 
 
質問６－６ 貴社では、ビジネスモデルの革新に成功すれば、貴社の国際競争力の向上

に有効とお考えでしょうか。（該当する項目１つの番号に○印） 
１．大いに有効と考える 
２．かなり有効と考える 
３．どちらとも言えない 
４．あまり有効ではないと考える 
５．まったく有効ではないと考える 

 
 
質問７ ビジネスモデルとホワイトカラーの関係について伺います。 
 
質問７－１ 一般的に、ビジネスモデルを革新するためには、対象となる事業（製品）

に関し経営の諸活動分野に亘って綿密に見直し、いかにすれば顧客満足度を上げられ

るか、競合他社の実施していないサービスを提供できるか等を検討する必要がありま

す。その範囲は、販売、マーケティング、物流、購買、財務、組織・人事、生産、開
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発、研究など広範に亘ります。ここにおいて必要な情報を収集・分析し、革新的なビ

ジネスモデルにまとめ上げるうえで、いわゆるホワイトカラーの人々が果たす役割は

どの程度大きいとお考えでしょうか。 
（該当する項目１つの番号に○印） 
１．きわめて大きい 
２．かなり大きい 
３．どちらとも言えない 
４．あまり大きくない 
５．まったく大きくない 

 
質問７－２ ビジネスモデルの革新を検討するためには、顧客情報、市場情報、競合他

社情報、技術動向情報などの情報を収集する必要があると思われますが、貴社のこれ

ら情報収集の状況について伺います。 
 
 質問７－２－１ 貴社では、これらの情報について収集・蓄積・分析を担当する部署

がありますか。 
（該当する項目１つの番号に○印） 
１．本社機構内にある 
２．事業部門内にある 
３．ない 

 
 質問７－２－２ 貴社ではこれら情報の収集実務をどのようにしておられますか。 

（該当する項目すべての番号に○印） 
１．社員が自発的に収集・報告している 
２．会社が社員に収集すべき情報を指示し、収集・報告させている 
３．商社・問屋（代理店）から情報を得ている 
４．専門機関に情報収集を依頼している 
５．とくに組織だった情報収集はしていない 

 
質問７－３ 貴社では、どのような方法で集めた情報であるかを問わず、顧客情報、市

場情報、他社情報、技術情報などを蓄積していますか。（該当する項目１つの番号に○

印） 
１．全社集中的に蓄積し、検索可能なデータベースとしている 
２．各部署がそれぞれの方法により蓄積しており、必要なときに照会している 
３．とくに蓄積はしていない 
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質問７－４ 貴社では、顧客満足度調査を実施していますか。 
（該当する項目１つの番号に○印。１の場合はア、イいずれかに○印） 
 １．定期的に実施している 
   １）毎年実施 
   ２）2 年に 1 回以下実施 
 ２．不定期に、必要に応じて実施している 
 ３．実施していない 

 
質問７－５ ホワイトカラーが核となってビジネスモデルの改善・革新に取り組む場合、

現在の知識・能力で十分と思われますか。（該当する項目１つの番号に○印） 
１．十分と思う。 
２．まあ十分と思う。 
３．どちらとも言えない。 
４．若干不足と思う。 
５．まったく不足と思う。 

 
質問７－６ 前問で「４、５」に回答した方に伺います。どのような知識・能力が不十

分だとお考えですか。（該当するすべての項目の番号に○印） 
１．事業企画分野            ２．販売分野 
３．マーケティング分野         ４．サービス分野 
５．物流分野              ６．購買分野 
７．財務・経理分野           ８．組織・人事分野 
９．生産分野              10．開発分野 
11．研究分野 
12．その他

（                                 ） 
 
 
 

質問は以上です。 
ご協力有り難うございました。 

同封の封筒に入れ、１１月１４日（金）までにご投函ください。 
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