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序 

 

我が国機械工業における技術開発推進は、ものづくりの原点、且つ、輸出立国維持

には必須条件です。 

 しかしながら世界的な経済不況脱出で先進国の回復が遅れている中、中国を始めと

するアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上は進んでいます。そして、我

が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、

今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、技術開発推進も

一つの解決策として期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られて

おります。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためには、

ものづくり力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつな

がる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。

幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、

方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信い

たしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向調査等の補助事業の

テーマの一つとして株式会社東レ経営研究所に「機械メーカーのサービス分野取り込

みによる事業基盤強化」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、

関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 
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はしがき 

 

主として情報化の進展により、世界は 4つの点で大きく変わりつつあります。 

 先ず第 1にグローバル化の進展であり、第 2に経済の変質（先進国の脱工業化と途上国

の工業国化）であり、第 3に環境・エネルギー問題があり、そして第４に顧客満足度向上

の追求です。これら 4つの大きな変化は製造業において様々な形でモノとサービスとの融

合を強めることになると考えられます。 

 機械工業をはじめ第 2次産業に分類される製造業企業は、企業発展の起爆剤としてイノ

ベーションの創出に長期にわたって取り組んできていますが、研究開発、生産技術中心の

取り組みからのイノベーション、つまり「プロダクトアウト」のイノベーション創出は実

現が困難なことを経験的に理解し始めています。 

 

戦後約 60 年の間、我が国機械工業企業は「安くて、良い製品」を大量に生産できれば国

際競争力を保持することができました。しかしながら、この種の競争力は新興工業国に奪

われようとしており、我が国機械工業企業は世界のトップランナーに相応しい「高付加価

値製品」「顧客満足度の高い製品」の開発・提供が求められています。そのためにはユーザ

ーが何を望んでいるかの把握が不可欠であり、機械工業企業が顧客をもっと知らなければ

ければなりません。企業、特に大企業では、その重要性について気づいてはいるものの、

なかなか思うに任せないのが実態と考えられます。その解決のためには、従来どおりモノ

をつくり、販売するのではなく、製品に各種サービスを付加するなどにより、ユーザーに

より近い場所で、じかにニーズを肌で感じ取ることが重要と考えられます。 

機械工業企業が意識してサービスを事業化することにより、以下のような効果が期待さ

れると考えています。 

①ユーザー視点の開発の取り組み強化からのイノベーション実現 

②「もの+サービス」トータルで考えることによる顧客満足度向上 

③結果として、機械工業企業の事業基盤の拡大、強化 

④波及効果として、ユーザー産業・サービス産業の機械化、合理化による生産性の向上 

 

 こうしたサービス事業化の効用期待から、当研究所では「機械メーカーのサービス分野

取り込みによる事業基盤強化に関する調査研究」を受託し、その結果を本報告書に取りま

とめました。本調査の実施にご支援いただきました、社団法人日本機械工業連合会の会員

企業、事務局の皆様に感謝申し上げますとともに、本調査報告書が関係各位の事業基盤強

化のお役に立てれば幸いです。 

 

平成２２年３月 

株式会社 東レ経営研究所 

代表取締役社長 佐々木常夫 
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エグゼクティブサマリー 

本調査研究は、我が国機械メーカーが国際競争力を維持し続けるためには顧客ニーズの

把握を必要としていることから、ユーザーとの距離を短くし、接触頻度が増加するサービ

ス分野取り込みによる事業基盤強化について調査研究したものである。本報告書は機械工

業企業が置かれている環境、企業の取り組み事例を調査し、顧客中心のイノベーション創

出、事業基盤の強化の方策について指針的知見を整理した。 

 

第１章 サービス分野取り込みの必要性  

１．サービスとは 

 この報告書においては「サービスとは顧客にとって価値のある機能、活動および便益で

ある」と簡単に定義する。 

サービスには「同時性、消滅性、無形性、異質性」という４つの特徴があり、その特徴

から、サービスを提供し、受けとる「ヒト」の評価がポイントとなる。サービスに関係す

る人々相互のロイヤルティが揃い、高まったときにサービスの質は大幅に高まる。 

２．製造業とサービス産業の比較検討 

1995 年以降、米国、英国は GDP を 9 割、フランスは 6割、ドイツは 3割伸張させている。

一方、我が国の場合、1990 年代以降で見ても GDP の伸びは殆ど見られない。この間、マイ

クロソフト、デルなど欧米企業が IT を活用することによって、新しいビジネスモデルに取

り組み、勢いを得ている。我が国は世界的に優れた IT 機器の生産能力を持ちながら、IT

情報の活用とグローバル化に遅れたといわざるを得ない。 

サービス産業は我が国の GDP の 68%(2008 年)、労働人口で 73%（2006 年）を占める重要

な産業であるが、欧米、特に米国と比較して生産性は低い。この生産性の低さは、サービ

ス産業固有の問題ではなく、製造業の生産を除いた部門の生産性にも共通するものと考え

られる。  

３．機械工業の経営環境の変化とサービス取り組み 

1990 年頃を境に我が国の研究開発投資の付加価値生産性が低下している。米国は国全体

の研究開発費の約 30%をサービス分野に使うのに対し、我が国は約 10%である。GDP の成長

率と考え合わせると、モノを作るよりどう使うか考えたほうが賢明だったということにな

る。ニーズを把握してシーズと結びつけて新たな需要を創造するのがイノベーションだと

すれば、一方のシーズ(研究開発成果)が停滞気味である現在、ニーズ把握に重点を置き、

既存の研究開発成果とドッキングさせて新たな需要を創造することを重視すべきであろう。 

我が国機械工業企業は海外の企業と比較して顧客との間に距離があり、接触密度が薄く、

顧客ニーズの把握が遅れる傾向にあることが判明している。1そこで、サービス分野に積極

的に進出することにより、顧客ニーズに敏感な体質に変化することが可能になると考えら

                                                  
1 出典：平成 20 年度日本機械工業連合会調査「国際競争力を強化するビジネスモデル」 
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れる。さらに、サービス分野への取り組みは、これまで進まなかった企業体質、事業構造

を変革する取り組みを促すことになると期待される。 

図表 1 社会環境の変化と新たな機械化・サービスの需要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジアの新興諸国は、工業化により都市労働者が購買力を持ち、工業製品の一大市場と

なりつつある。これから主戦場となる新興諸国市場には各国それぞれの背景を反映したモ

ノとサービスのニーズがある。この市場では、価格対応も重要だが、それ以上にサービス

の重要性が高いと考えられる。一方で我が国国内では国内空洞化対策、知的財産保護対策

等から国内で差別化品、高級品を生産することを考えなければならない。そのために追求

すべき本物志向、高級品化は、コモディティ製品とは数段違った品質、サービスの提供が

求められ、的確に対応するためには顧客ニーズの正確な把握が求められる。 

「良いものを安く」作っただけでは、売れない時代になりつつある。 

少子高齢化、少人数世帯の増加やライフスタイルの変化などの社会構造変化は、労働支

援、福祉・子育て、介護等の支援サービス需要を増大させる。また、医療、健康関連機器、

省資源、省エネルギー、脱石油エネルギー、クリーンエネルギー、公害防止装置、淡水化、

浄水化等々の装置類等の需要があり、効率的に運営する必要から下水、ごみ処理等の公的

事業の民営化等のサービス需要も期待される。 

コモディティであれば先進国、新興国の企業も競って似たような製品を作っており、我

が国企業としては何らかの差別化を図らねばならない。製品自体の差別化が難しくなった

現在、製品とサービスを組み合わせたトータルの品質・価値の向上、顧客訴求力の向上が

重要になる。 

そうした活動を行うには、グローバル化対応、マーケットイン・イノベーション、顧客

囲い込み、事業構造改革・体制改革などが必要になってくる。 

 

社会・環境の変化

変化が求める新たな機械化･サービス需要
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技術進歩(ＩＴ化、通信技術、輸送技術、ロボット、自動化生産技術等）

人口減少
環境問題

規制
小さな政府

生活の「利便
性」提供
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収益増加対策顧客囲い込み
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イノベーション

グローバル化
対応

事業構造改革
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４．まとめ(ハードの環境変化にソフトで対応) 

産業の競争はフロー（商品の売買）からストック（保守点検等）へ転換しつつあり、「モ

ノ」から「サービス」による高付加価値化へと重心を移しつつある。 

先進国企業が生産する機械製品の多くは品質もそれほど変わらないため、差別化するに

は何を変えて、何を付加するかを考えることが重要になる。サービスは差別化の対象であ

ると同時に、差別化を考える手段として位置づけられる。 

  

第２章 サービスサイエンス・サービス工学とは  

１．サービスサイエンスとは  

IT 技術の発展と普及によって、製造業にとってサービス提供の重要性が増大してきてい

る。製品に付随してサービスを提供することによって、製品とサービスの価値体系を変え、

収益拡大、競争力強化を目指している。今、競争力のある会社ほど製品とサービスを融合

させている。 

サービスサイエンスはサービス産業の効率化を目指す学問領域であるが、本調査研究で

は機械工業企業が自社製品等を中心にサービス分野の取り込みを検討する際の分析ツール

になると考えて調査した。 

サービスサイエンス推進の目的は、サービスを科学的に捉えることだけでなく、実際の

ビジネスで効率よく、顧客に付加価値の高いサービスを提供することである。サービスサ

イエンスは実学でなければならない。 

２．各国のサービスサイエンスの取り組み状況 

 サービスサイエンスは IBM が 2004 年に提唱したことに始まるが、今や、米国以外にも

欧州各国、中国、韓国などでも熱心に取り組みが行われている。我が国でも経済産業省、

文部科学省および大学等がそれぞれの立場から取り組んでいる。  

３．サービスサイエンスに対する期待 

サービスサイエンスは新しい学問領域であり、産学連携で進められるべきである。現時

点では、学問の世界（サービスの研究）より現実の世界の方が進んでいると考えられる。

サービス産業をユーザー産業とし、自ら提供するサービスの高度化を図らねばならない機

械工業は、現下の不況からの脱出、国際競争力の強化に向けて、このサービスサイエンス

という新しい学問領域、学際領域にもっと関心を持ち、自らも研究する必要がある。 
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第３章 企業のサービス分野取り組みの事例研究  

１．文献等による事例研究 

図表 2 イノベーション、生産性向上を目的とした分類の例 

 顧客企業 消費者 

1.効率・スピード 労働生産性、労務費の節減 

生産効率の上昇 

時間の節減 

サービス提供の迅速化 

2.身体機能の補完 業務支援 介護 

3.アウトソーシング 機能の購入 

機能の代行 

機能の購入 

機能の代行 

4.レンタル レンタル、リース レンタル、リース 

5.情報の入手・提供 顧客情報 

（ＰＯＳ、ＧＰＳ） 

生産現場の情報 

顧客が欲しい情報 

商品情報 

趣味、教養 

6.技術進歩への対応 オペレーションの簡易化 

現場の再教育、習得時間の軽減 

操作の簡易化 

アフターサービス 

7.物理的距離の克服 納期短縮、カンバン 大学等の教育 

ホームバンキング 

遠隔医療 等 

8.安心安全の確保 生産現場の安全 

メンテナンスフリー 

生活の安全 

身体の安全 

9.環境問題 ＣＳＲ 

公的サービスの効率化 

安全・安心 

健康の維持 

10.顧客満足向上 

①マスから個 

多品種少量生産 

顧客満足 

個性の追求 

②本物の追求 高付加価値化 個性の追求、コトづくり体験 

 

２．サービス産業の代表的事例（文献等調査） 

サービス産業は常に直接接する顧客の厳しい評価の目にさらされている。且つ、新規参

入も多いことから、差別化とコストダウンに取り組まなければならず、周辺部分をアウト

ソーシングするか機械化を図る等業務の改善の必要に迫られている。 

 調査事例に取り上げたサービス産業企業はイノベーティブであり、IT の導入にも積極的

であり、自ら機械を創ってしまう勢いがある。企業も従業員も若い企業が多く、活力が感

じられる。 

 

３．機械工業企業の具体的サービス事例調査（ヒアリング調査中心） 

先進的な機械工業企業ではサービス分野の取り組みは、売れない時代の収益源としてそ

の重要性が増している。サービスは差別化戦略になり、顧客のロイヤリティ獲得にも役立
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つとの認識が進んでいる。 

 調査先企業では顧客の利便性を重視し、部品交換、修理はスピードをもって対応し、サ

ービスの改善にも努めていた。特に消費財関連の企業では、顧客の意見・要望を吸収し、

対応しようとする姿勢が注目された。 

サービスは製品売りと比べれば、単価は低いがまとまればビジネスにもなるし、顧客の

囲い込みにも繋がると認識されている。製造設備のレンタルは顧客との運命共同体的な信

頼関係がベースになりストック型のサービスの代表格といえる。 

 機械は生活や、生産活動の一部になっていることから、アフターサービスは部品が損傷

した時、製品が故障した時に如何に早く、部品を補給し、修理してくれるかが評価のポイ

ントとなる。素早く、十分な対応を受けた顧客のリピーター顧客化が期待できる。 

 さらに、サービス提供の過程で、顧客の技術、業務プロセス、今後求められる機器・サ

ービスに関する情報入手が可能になるというメリットがあり、わが国機械工業企業の弱点

であったと考えられる顧客との距離短縮に役立つことが期待される。 

 

４．事例調査のまとめ 

機械工業とサービス産業の仕切りが不明確になりつつあり、両産業に属する企業はライ

バル関係になったり、協力関係になったりもする。できれば、お互いの得意分野をベース

に協力関係を構築、効率化を図るべきである。 

図表 3 代表的事例から得られたサービス取り込みに関する示唆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス産業の事例から 機械工業企業の事例から 

サービスの必要性
顧客としてのサービス産業

サービスのコア以外は省力化したい

コストダウンには機械化

サービスのコアの見極め

顧客としてのサービス産業

サービスのコア以外は省力化したい

コストダウンには機械化

サービスのコアの見極め

サービス産業の特徴

サービスはヒットすれば成長が早い

その道のプロが行ったほうが効率的

サービス産業の特徴

サービスはヒットすれば成長が早い

その道のプロが行ったほうが効率的

環境の変化
ＰＦＩ等環境問題 少子高齢化

サービス産業の革新性

サービス産業はイノベーティブ

必要と思えば自ら機械を作る

ITの業務への活用は積極的・多様

サービス産業の革新性

サービス産業はイノベーティブ

必要と思えば自ら機械を作る

ITの業務への活用は積極的・多様

サービスは差別化戦略

海外のサービスは模倣品対策

サービスは顧客ロイヤルティ向上策

サービスの取り組みの方法

ユーザーの利便性を考え
ビジネスモデル提案

サービスはまとめて行えば
ビジネス単位になる

工場のカイゼンをサービスに応用

サービスと技術は車の両輪

交換部品、修理はスピード

製造装置のレンタルはお互いの
信頼がベース

モノが売れない時代はサービスの時代

連携
＆

競合

グローバル化 ＰＦＩ等

技術動向の把握

ユーザーニーズの把握
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第４章 機械工業企業のサービス分野取り込みの課題と対策  

１．誰が顧客か（ターゲットの明確化） 

製品・サービスの訴求力向上には、顧客セグメンテーションが必要である。特に企業間

取引では、パートナーとしての対応が求められるため顧客企業を特性別に区分けし、それ

ぞれに適した関係作りを行っていく必要がある。企業にとって重要なのは継続的な売上が

見込めるリピート顧客を増やすことである。顧客のリピーター化に要する販売促進費用、

時間は新規顧客を獲得するのに比べて格段に少なくてすむ。 

顧客の利便性増加の方法を伝えたり、使いやすくすることもサービスである。機械にサ

ービスを加えることにより期待通りに、あるいは期待以上に機能が発揮される。  

２．マーケティングの 4C で考えるサービス取り込み戦略 

 顧客重視の観点から、サービスをマーケティングの 4C を中心に考察した。 

2.1 CONVENIENCE（買い手の利便性） 

機械工業企業にとっては機械とサービスを融合させ、 善のソリューションを提供する

ことが、顧客にとっての利便性向上に繋がる。 

 顧客のニーズに合わせて、製品やサービスの顧客価値を高めるようにパッケージングし

て 善のソリューションを提供する。情報技術が発達したことから、サービスも生産と同

様に情報、金融、エンジニアリング、物流等々との分業、連携・組み合わせが増加しつつ

ある。  

2.2 CUSTOMER VALUE（顧客価値） 

我が国機械工業は他の先進国と比較して、技術力･ハードに優り、ビジネスモデル等ソフ

ト面で劣る。両方揃えば、事業基盤は強固なものとなる。 

(1) 顧客にとっての価値は、提供するものによって３分類される。 

①モノの利用権提供 

②情報提供、ノウハウ伝達 

③利便性（快適、楽など）の提供 

(2) 製造業がサービスの内容を向上させる手順は、①一度分解して再編集・モデル化する。

②その後で評価し、③評価の低い箇所を補強する。 

(3) コンセプトの具現化の方法 

①組み合せ 

②マスから個への変化（カスタマイゼーション） 

③IT 技術の活用 

(4) サービスの完成度の向上 

モノ余りの時代であることから、「ものづくり」から「コトづくり」（感動提供）へ。 

2.3 COMMUNICATION（コミュニケーション） 

企業は顧客あるいは顧客企業との「見える化」によるコミュニケーションでスパイラル

にソリューションの質を向上させていくことができる。 

2.4 CUSTOMER COST 

提供価値との比較において、価値≧価格でなければならない。 
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第 5 章 まとめ 顧客満足を高めるために 

先進的な企業は製品とサービスを融合してソリューション提供企業に転換し、顧客のニ

ーズに合わせたカスタマイゼーション、柔軟性、スピード、イノベーション等の場で競争

している。 

１．顧客第一主義・顧客満足の向上 

顧客満足が 優先課題とすれば、製造業ではアフターサービスその他のサービス提供能

力が武器となる。顧客へのソリューション提供のためのサービス分野の取り込み、取り組

みが重要になっている。 

 新規の技術が生まれにくくなったと言われる現在、顧客のニーズに対応するためにサー

ビスを付け加えることによって製品の価値を高めることが重要である。また、サービス提

供は貴重な顧客との接点であり、顧客の問題・課題、ニーズを直に感じ取る機会でもある。 

顧客重視の姿勢を謳った理念、ビジョンを全社で共有し、全社あげて取り組む目的は競

争優位の確立であり、取り組みの対象はモノだけではなく、サービスが含まれる。サービ

スの価値を高めることで利益を上げることができる。 

２．「機械+サービス」の人材育成 

「機械+サービス」を実現するための人材育成は、研究開発と同様に創造的な人材が育成

目標となるが、さらに他者（顧客）を思いやる心の涵養が重要である。 

３．顧客本位の組織体制の構築 

我が国製造業を見た場合、優れた技術力を有しながら、なかなか業績に結びつけられて

いない。その解決のためには、ニーズ抽出を目的とする市場調査の強化も考えられるが、

より的確にニーズを把握する方法としてサービスの提供が考えられる。 

つまり、事業コンセプトを従来の製品の提供から「機械+サービス」の提供に切り替える

のである。そこではサービスは企業と顧客をつなぐ橋渡しの役を担っている。 

顧客重視・サービス重視のコンセプトはこれまでの経営システム、事業組織・体制の見

直しにつながると考えられる。 

４．「製品」から「顧客」へのマインドセット 

 「ものづくりこそが価値の源泉」とする製造業の価値観からは、サービスが重要視され

る時代の明確なビジョンは生まれない。プロダクトアウトではなく、マーケットインの視

点、顧客あるいは顧客満足を頂点とする価値観・ビジョンが必要である。 

 企業は顧客が何を求め、自らの能力、置かれている環境、そして顧客のニーズを満たす

ために「どのような経営資源、経営手法が求められているのか」、「経営資源をどのように

使えばよいのか」を繰り返し検討することが必要である。 

現在の成熟化社会、先の読めない時代に対処するには、顧客企業やパートナーとともに

走りながら戦略を練り上げ、具現化する俊敏な経営へのシフトが求められている。混沌と

した時代のアンテナ、あるいはレーダーの役割を果たすのが、サービスであると考えられ

る。 
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調査研究の概要 

 
１．調査研究の目的 

 

１.1 調査研究の必要性・背景 

世界的にサービス産業の重要性が高まってきている。単にサービス産業の GDP に占める

比率が高いということだけではなく、機械工業の技術等との融合により新たな価値を生み

出す可能性があり、機械工業の躍進につながる高い可能性がある。 

 

○背景に顧客ニーズの把握不足 

当研究所のこれまでの調査においても「我が国機械工業企業は、エンドユーザーから遠

くに位置しているほどニーズの動向の把握ができていない」という結果がでている。我が

国機械工業企業のマーケットイン型のイノベーションは、部材・資本財を納入する次工程

の製造企業、あるいは消費財を販売する量販店、商社等の意見に基づき行われる製品の改

善・改良の取り組みが中心であり、エンドユーザーから距離を置いたものになっているの

ではないかと考えられる。 

 

○科学的な取り組みによる「ものづくりとサービスの融合」と事業基盤の強化 

 サービス産業は製造業との比較において生産性が低いとされ、その生産性向上に向けて

米国を中心に世界各国で「サービスサイエンス」、「サービスエンジニアリング」という新

たな学際分野の取り組みが進められている。特に、小規模で労働集約的、過剰なおもてな

しが喜ばれる我が国のサービス産業の生産性は他の先進諸国と比較して低く、サービスの

生産性を向上させなければならない。そこに機械産業の貢献の場があると考えられる。 

本調査研究では、機械工業企業のイノベーション創造を目的とした「ものづくりとサー

ビスの融合」による事業基盤の強化をメインに調査研究を実施した。 

 

１.2 調査研究の目的 

 我が国機械工業が世界のトップランナーとして活躍し続けるには、既に開発された製品

の改善、改良及びコストダウンに加えて、新たな「高付加価値」「顧客満足度の高い」製品・

サービスを開発し、提供し続けなければならない。そのためにはユーザーニーズの把握が

必要であり、その一つの方法としてユーザーとの距離を短くし、接触頻度が増加するサー

ビス分野の取り込みが喫緊の課題になっていると考えられる。  

 本事業は、機械工業企業によるサービス分野取り込みあるいはサービス産業の機械化に

よる事業基盤強化の成功事例を収集、整理、分析し、顧客ニーズの的確な把握による製品・

サービス提供の重要性を改めて認識し、サービス分野の取り込みによる顧客中心のイノベ

ーション創出、事業基盤の強化の方策について検討することを目的とした。 
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２．調査研究の内容 

図表 0.1 調査研究のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  調査研究は、文献等の調査により、我が国の機械工業、サービス産業の状況を整理し

た後、 近、新しい学問分野として注目を集めているサービスサイエンスについて調査

を行った。それら調査結果を補完する目的でヒアリング調査を実施し、機械工業企業の

サービス分野取り込みの課題と対策を検討、報告書に取りまとめた。 

 

 

統計データ等による
国際比較

日本の機械＆サービス
産業の状況

事例調査文献等調査

サービス・サイエンス
文献等調査

報告書

サービス関連分野への
取り組みの課題と対策

サービス化、産業
関連の文献等調査

事例分析・検討・考察
社内委員会

事例の深堀調査
ヒアリング調査

統計データ等による
国際比較

日本の機械＆サービス
産業の状況

事例調査文献等調査

サービス・サイエンス
文献等調査

報告書

サービス関連分野への
取り組みの課題と対策

サービス化、産業
関連の文献等調査

事例分析・検討・考察
社内委員会

事例の深堀調査
ヒアリング調査

調査レポート 報告書調査方法、委員会

図の説明
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2.1 製造業・機械工業、サービス産業の実態 

世界各国の GDP、雇用におけるサービス産業の構成比率が高まっているが、サービス

産業の生産性は概して低く、特に我が国において低い。そこに我が国機械工業企業がそ

の持てる技術、管理技術を活用したサービス分野取り込みによる事業基盤の強化の機会

があることを公的機関のデータを使って明らかにした。 

 

2.2 機械工業のサービス分野取り込み時の分析・検討ツール「サービスサイエンス」 

「サービスサイエンス」はＩＢＭが 2004 年に提唱した新しい学問分野であり、サービス業

の効率化を目指したものである。 

サービス産業は製造業との比較において生産性が低いとされ、その生産性向上に向けて

米国を中心に世界各国で「サービスサイエンス」という新たな学際分野の取り組みが進ん

でいる。 

機械工業は、自らのイノベーション創造を目的とした「ものづくりとサービスの融合」

による事業基盤の強化に取り組むと同時に、サービス産業の生産性向上に資する製品の開

発提供等に総合的に取り組むことでビジネスチャンスを拡大できる可能性がある。 

本事業では機械工業企業が自社製品等を中心にサービス分野の取り込みを検討する際の

分析のツールとして「サービスサイエンス」が役立つと考え、各国行政の取り組み状況を

調査し、サービス分野への科学的取り組み・アプローチの研究・検討状況を調査した。  

 

2.3 「ものづくりとサービスの融合」事例の収集・分析 

 製造業のサービス化、非製造業のものづくり参入（委託生産等）などで、両者の区分が

不明確になりつつあり、アイデアを具体化した企業が利益を得る時代であると考えられる。 

製造業、サービス業を問わず、機械を使った新たなものづくりの生産性向上、サービス

の生産性向上、新たな需要創造の成功事例を多数収集し、整理・分析等を実施し、機械工

業によるサービス分野取り込みによる事業基盤の強化について分析、整理した。 

 

2.4 機械工業企業によるサービス分野取り込みについて検討・考察 

前項で抽出された事例を総合的に検討することにより、モノとサービスの融合の着眼点、

そのメリット等について考察した。 

機械工業企業によるサービス分野取り込み検討の方法や留意すべき事項について考察し

た。 
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３．調査研究のタイム・スケジュール 

図表 0.2 調査研究のスケジュール 

上半期 下半期    半期別・月別 

 

 

項 目  

21 

年 

／ 

7 8 9 10 11 12 

22 

年 

／ 

1 2 3 

① 機械工業、サービス

産業の実態調査 

         

②「サービスサイエン

ス」に関する調査研究 

         

③事例調査          

④サービス分野取り込

みについて考察 

         

⑤まとめ 報告書作成          

 

 

 

４．調査の体制 

 

    調査研究責任者 ： 産業技術調査部長     馬田 芳直 

    主要調査研究員 ： 調査研究部門 部長役   高橋 健治 

              シニアエコノミスト    福田 佳之 

              特別研究員        古宮 達彦 

              特別研究員        若土 信彦    
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第１章 サービス分野取り込みの必要性 

１．サービスとは 

 

1.1 サービスとは（サービスの定義） 

 「サービス」は下記の参考のように様々に定義されているが、この報告書においては顧

客重視の立場から簡単に次のように定義する。 

「サービスとは顧客にとって価値のある機能、活動および便益である」 

 

＜参考：「サービス」の定義例＞ 

①ハーバード・ビジネススクール セオドール・レビット 

「全ての企業はサービスを提供している。メーカーとサービス業の違いは、そのサービス

の中で形のあるモノの占める割合が多いか少ないかである」2 

②コトラー 

 「他者に対して提供される活動もしくは便益であり、本質的に無形で、購入者に所有権

を一切もたらさないもの」 

③IBM の SSME 

「A Service is a provider／client interaction that creates and captures value.  

サービスとは、提供者と顧客の相互作用で、価値を創造し取得するものである」   

④文部科学省 サービス科学・工学の推進に関する検討会 

「サービスとは、人と人、人とモノが関わる場面において、受け手にとって価値があるも

のを生み出すための機能やそれを体現する行為や過程（プロセス）、さらにそれによっても

たらされる効果」と捉えることとする。 

出典：文部科学省・サービス科学・工学の推進に関する検討会『サービスに新たな可能性を求

めて』2009.1  

 

1.2 サービスの特徴 

(1) サービスの「同時性、消滅性、無形性、異質性」 

サービス業には街中の商店や理髪店等の個人商店のイメージが付きまとい、そのサービ

ス内容は多様な上、「目に見えない」「生産と消費が同時」「在庫できない」「受ける人によ

って評価が変わる」という特徴があり、とらえどころがないように考えられてきた。 

※サービスの 4 つの特徴 

無形性：サービスは活動、プロセスであり、物理的な形がなく、見えず、触れられない。 

同時性：生産と消費が同時に起こる。 

                                                  
2出典：以下の②、③を含め 亀岡秋男監修『サービスサイエンス－新時代を拓くイノベーショ

ン経営を目指して』 ㈱エヌ・ティー・エス 
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    サービス生産の場所と時間が重要。 

消滅性：サービスは在庫できない、蓄えることができない。 

異質性：その時々の環境(提供者、利用者、環境)によって効用・効果が変化する。 

  

(2) サービスに関連する「ヒト」の重要性 

顧客も「ヒト」、提供者・従業員も「ヒト」である。 

サービスの内容や満足感の質等は、提供者と当事者との関係に依存するところ大であ

る。サービスそのものと顧客の満足感が比例しないこともある。例えば、時間をかけた

丁寧な理髪店を好む顧客もあれば、所要 10 分・代金 1,000 円と安くて早い理髪店を好む

顧客があるように、サービスの評価は顧客の価値観によって大きく異なる。 

 

(3) サービスの質を高めるロイヤルティ  

サービスは、インターネットや電話でやり取りできるケースもあるが、顧客＝「ヒト」

と提供企業＝「ヒト」の交流であり、両者の間に信頼関係があることが大事である。そ

の意味で、顧客に企業に対するロイヤルティを持って貰うことが第一目標となる。 

企業や従業員の顧客に対するロイヤルティ(顧客第一主義)と顧客の企業に対するロイ

ヤルティ(信頼)がそろった時にサービスの評価は大幅に向上する。 

 

(4) サービスの２面性 

  近の格差社会、グローバル化の進行から、需要の 2 極化がよく話題になるが、サー

ビスもモノと同じように、以下のような２つの側面を持っている。 

①誰に対しても同じサービスを提供する汎用サービスと、そうではない個別サービスが

ある。  

②国内外を問わず広く展開する共通サービスと、地域特有のサービスがある。  

③ 上級の「プレミアムサービス」と、一般化した「コモディティサービス」がある。 

 

２．製造業とサービス産業の比較検討 

図表 1.1 は我が国経済の停滞を端的に示したものである。1990 年代以降、日本の GDP の

伸びは殆ど見られない。しかし、米国、英国は 1995 年と 2008 年を比較した場合、名目 GDP

を 9 割伸張させており、フランスは 6割、ドイツは 3割伸張させている。1990 年頃といえ

ば、ちょうど我が国の「失われた 10 年」が始まった頃であり、米国中心に IT 化とグロー

バル化が進み出したこ頃である。IBM、マイクロソフト、デルなど欧米企業が IT を活用す

ることによって様々な形態で国境を越えたモノやサービスの提供を可能とし、新しいビジ

ネスモデルの取り組みが勢いを得てきた時期である。 

我が国の IT 化の取り組みは遅れているといわれる。特に我が国機械工業は世界的にも優

れた IT 機器を生産しながら、IT 化の取り組みとグローバル化に遅れたことの重大性を考

えなければならない。 
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図表 1.1 主要 5カ国の名目 GDP（1995 年＝100） 
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出典：総務省統計局『世界の統計 2009』 

2.1 サービス産業の GDP と労働人口 

 サービス産業は機械工業のユーザーでもあり、パートナーでもある。後述する機械工業

企業のサービス取り組みとも深く関係することから、サービス産業の GDP と労働人口に

ついて概観する。 

(1) GDP 

日本が経済活力や生活水準を向上させるには、一人当たりの生産性や所得を高めなけれ

ばならず、GDP シェア約７割のサービス産業の生産性向上が 優先課題となる。 
広義のサービス産業(＝第 3 次産業)の GDP に占めるシェアは、1970 年頃は製造業（＝

第 2 次産業）と大きな差は無かったが、今や製造業の 2.7 倍近くになっている。 

図表 1.2 サービス産業のＧＤＰ 

 

2007年ＧＤＰ・名目：10億円

0%

20%

40%
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80%

100%

第3次産業 295,051

第2次産業 147,525

第1次産業 7,402

1

72.1％

26.5％

 

出典：内閣府『国民経済計算年報 2009』より作成 

 

サービス産業の内訳 

 

■金融・保険、不動産、

電力・ガス、通信の 

合計は約 23% 

 

■いわゆるサービス

業は約 5 割 
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図表 1.3 我が国の GDP に占める産業別シェアの推移 

 
出典：経済産業省『通商白書 2002』ぎょうせい 2002.7 

(2) 労働人口 

図表 1.4 を見て明らかなように、我が国全体の就業人口は減少し続けているが、サービ

ス産業では増加しており、製造業等の労働者を吸収していった結果、サービス業の雇用は

製造業の約 2 倍になっている。さらに、この GDP、労働者数の傾向は、我が国に限られ

た現象ではなく、図表 1.5 に見られるように世界的な傾向であり、今後とも継続すると考

えられる。 

図表 1.4 我が国の産業別就業人口 
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図表 1.5 主要国の製造業とサービス産業の GDP シェアと雇用比率 
 

 
 
出典：経済産業省『サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて』 

 
2.2 サービス産業の生産性 

我が国の GDP の 7 割を占めるサービス産業の生産性は、通信と金融・保険業を別とす

れば、製造業よりかなり低い水準にある。そこに我が国機械工業企業がその持てる技術、

管理技術を活用したサービス産業のイノベーションと生産性向上の実現に貢献できる可能

性があり、機械工業とサービス産業が連携することで我が国経済全体の生産性向上、発展

に寄与することが期待できる。 

サービス産業の生産性の低さは、初期投下資本が小さくてすむ中小企業が多いことに起

因する。一般的に、サービス産業の生産効率の低さの原因としては、規模等の零細性にあ

り、設備投資、生産性向上のための研究開発が十分でなく、生産性向上に関係深い情報技

術が十分に浸透していないことなどをあげることができる。 

ところで、我が国製造業の GDP は低迷している(図表 1.3)が、その一因は製造業企業の

中のものづくり以外のサービス要素の生産性にもあると考えられる。 

機械工業は、ユーザー産業でありパートナーでもあるサービス産業の生産性向上の支援

と同時に自らの業務のサービス要素を見直すことにより事業基盤の強化の機会があると考

えられる。 
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図表 1.6 主要国の労働生産性上昇率    図表 1.7 我が国の産業別労働生産性推移 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経済産業省『平成 21 年度商務情報政策の重点』 

 

 
図表 1.8 OECD 諸国の製造業・サービス産業の生産性上昇率 

 

 

 

0.84.1日本

0.91.7ドイツ

1.32.0英国

2.33.3米国

サービス
産業

製造業単位：％

0.84.1日本

0.91.7ドイツ

1.32.0英国

2.33.3米国

サービス
産業

製造業単位：％

労働生産性上昇率（1996-2003）

(資料）
OECD compendium of Productivity Indicator 2005



 18 

 

図表 1.9 日米英の労働生産性比較 

 

出典：経済産業省産業構造審議会新成長政策部会・サービス政策部会中間取りまとめ 

サービス合同小委員会『「攻めのサービス産業」に向けて生産性向上を「点」から「面」へ』平

成 20 年 6 月  
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2.3 IT 化の遅れがもたらした我が国 GDP 成長率の低迷 

「IT 化の遅れが我が国経済低迷の原因である」とよく言われる。 

図表 1.10 は EU が作成した日米欧の情報サービス業の生産性比較である。図表 1.10 と

図表 1.1 を比較すると強い相関があるように見え、我が国の GDP が伸びない理由はここ

にあると考えさせられる。 

 

我が国にとって IT は機器として生産する対象であり、IT の活用はものづくりに応用す

ることに重点が置かれた。逆にヤングレポートに見られるように、欧米企業はものづくり

の面で我が国に勝てないと考え、IT を経営、ビジネスモデルの構築に集中した。我が国が

IT を電話やタイプライターの代用品として使ったのに対し、米国はビジネス戦略検討に活

用した。その結果が GDP の成長率の差になって表れたということができる。 

サービスで IT をうまく活用できれば、サービスの特徴である「無形性」（目に見えない）、

「同時性」（提供と同時に消滅）などは完全には無理でも、ある程度の「見える化」(定量

的、定性的把握)が期待される。顧客による製品やサービスの評価のポイントを把握するこ

とができれば、何が悪いのか、問題なのか理解することができ、対策を講じることができ、

国際競争力の向上も図ることができる。 

「ものづくり」重視からビジネスモデル等を含めた「サービス」重視へ舵を切ることに

より、我が国機械工業企業の事業基盤強化につながることが期待される。 

 

図表 1.10 日本、米国、EU の情報サービス産業の生産性比較 

 

出典：経済産業省産業構造審議会新成長政策部会・サービス政策部会中間取りまとめ 

サービス合同小委員会『「攻めのサービス産業」に向けて生産性向上を「点」から「面」へ』 
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３．機械工業の経営環境の変化とサービス取り組み 

 

3.1 研究開発効率の低下 

 図表 1.11 が示す通り、我が国の研究開発投資は付加価値の増加に結びつかなくなってき

ている。 

図表 1.11 我が国の研究開発投資と付加価値額の推移 

 

出典：工業統計表 

図表 1.12 は米国 NSF (National Science Foundation)の 2010 年・ 新データである。

サービス産業の研究開発シェア(下段、中央)を日米で比較してみると、米国の約 30%に対

し我が国は 10%と米国が 3 倍に達している。一方で上段中央のコンピュータ関連の研究開

発シェアは我が国が抜きん出ている。また、コンピュータ関連のサービスの研究(下段右)

では我が国は統計対象国の中で も低い。これらの結果と GDP 成長率を考え合わせると、

少なくともリーマンショックまでは、モノを作るよりどう使うか考えたほうが賢明だった

ということになる。 

 近、中国でよく聞かれるという「三流企業がものをつくり、二流企業が技術を開発、

一流企業がルールを決める」とも符合している。 

 

 ニーズを把握しシーズと結びつけて新たな需要を創造するのがイノベーションだとして、

シーズ(研究開発成果)が停滞気味であるとすれば、ニーズの把握に重点を置き既存の研究

開発成果とドッキングさせて新たな需要を創造することを重視しなければならない。 
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図表 1.12 主要国の産業別研究開発費支出状況比較 

 

 

出典：NSF (National Science Foundation)“Science and Engineering Indicators 2010” 
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3.2 イノベーションの指標としての新規・業種別新設率・廃業率 

事業所新設が多い産業にはイノベーションが多いといわれる。サービス産業は高額の資

本を必要としないことから新設は容易である。高額の設備投資が必要な製造業とは比較に

ならないとの意見もあるが、図表 1.13 で見る限り、イノベーションが多いのはサービス産

業であり、少ないのが製造業であるといわざるを得ない。ともかく同図は、我が国の製造

業に活気が無いことを示しており、サービス取り込み等、何らかの活性化策が必要である。 

図表 1.13 産業大分類別の新設率および廃業率(民営、平成 18 年) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業大分類 廃業率 新設率
全産業 28.4 22.1
農林漁業 21.6 23.4
鉱業 24.8 8.8
建設業 25 16
製造業 25.3 11.6
電機・ガス・熱供給・水道業 26 15.5
情報通信業 50.1 49.9
運輸業 28.8 22.7
卸売・小売業 29.8 19.5
金融・保険業 37.9 25.4
不動産業 21.7 19.4
飲食店、宿泊業 36.6 27.9
医療、福祉 19.9 39.5
教育、学習支援業 30.5 31.9
複合サービス業 26.1 71.3
サービス業（他に分類されないもの） 25.2 23.3
新設率とは、前回調査の民営事業所数に対する新設事業所数の割合であ
廃業率とは、前回調査の民営事業所数に対する廃業事業所数の割合であ 

出典：統計局ホームページ/平成 18 年事業所・企業統計調査 
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3.3 社会環境の変化と機械工業企業の対応すべき課題 

 

図表 1.14 社会環境の変化と新たな機械化・サービスの需要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今、社会・環境は大きく変化しようとしている。 

事業環境の変化はチャンスである。環境の変化は、新たな機械需要とサービスの提供を

必要とする。機械とサービスの提供の新たなコンセプトあるいはビジネスモデルを構築し、

すばやく、効果的に対応できたものが勝者となる。 

  

 グローバル化、人口減少、環境問題・環境規制、そして小さな政府（公的事業の効率化）

等の社会環境が重なりあって変化する時代にあって、機械を自ら創ることも改善すること

もできる機械工業企業は環境が必要とする新たな需要に対応するのに も恵まれた有利な

立場にある。 

 

しかしながら、当研究所の過去の調査結果では、我が国機械工業企業は海外の企業と比

較して顧客との間に距離があり、接触密度が薄く、顧客ニーズの把握が遅れる傾向にある

ことが判明している。3そこで、サービス分野に積極的に進出することにより、顧客ニーズ

に敏感な体質に変化することが可能になると考えられる。さらに、サービス分野の取り込

みは、これまでできなかった企業体質、事業構造の変革取り組みを促すことになると期待

される。さらに、先進国、新興国企業が同じような製品を生産し、違いを見出しにくくな

っているとすれば、違いを作る要因としてサービスの重要性がたかまってくる。 

 

                                                  
3 出典：平成 20 年度日本機械工業連合会調査「国際競争力を強化するビジネスモデル」 
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3.3.1 グローバル化 

 グローバル化の進展とともに、製品の低価格化と高級品化が同時に進んでいる。 

1970 年代以降、我が国機械工業企業は安い労働力を求めて、アジア諸国に生産拠点を移

転し、技術も移転させた。その結果、今では韓国・台湾や中国の EMS（Electronics 

Manufacturing Service）メーカーを引き合いに出すまでもなく、精密部品の集合体である

携帯電話などでも、新興国企業は優れた新しい設備を日本の企業から購入すれば中国やベ

トナムなどどこででも生産できるようになっている。 

発展途上国の工業化の結果、欧米とりわけ米国では、モノを作るから製造業、流通・製

造業支援だからサービス産業という分類で企業を分類できない時代になっている。デルや

アップル等が製造業なら、彼らにとって EMS 等は文字通り、サービス産業ではないか思わ

れる。 

※ 生産のグローバル化 

短期的に考えれば、目まぐるしい技術進歩の時代では、デルのように販売力があれば固

定資産は持たず、販売力を背景に新しい技術、あるいは技術を搭載したモジュール・製品、

サービスを買う方が有利に環境対応できることになる。特に製品のコモディティ化のスピ

ードが速く、国内の生産コストが高ければアウトソーシングを検討する必要がある。ただ

し、目先の利益に走り、何でもアウトソースするのではなく、長期的な視野で知的財産、

デルは製造業ですか  

 米国のデルというコンピューターメーカーの世界戦略について考えてみる。 

デルは機械工業に分類される。 

デルはメーカーなのかサービス業なのか考えさせられるところがある、 

 モノは委託生産である。 

 売上高に占める研究開発費比率は、他の競合企業が概ね 2 桁パーセントであるに対し、

1 パーセント程度でしかない。 

 デルの戦略の特徴は 

 ・スピード 

 ・オンライントレード 

  (法人向けサービスもある） 

 ・委託生産であり、自前の設備は組み立てのみ。 

 ・技術開発は行わず、 新技術を用いた部品・部材を購入する。  

徹底して固定費削減を行う利益重視の経営であり、デルの資産は、ブランドとビジネ

スモデルといっても過言でない。デルは個々の顧客から 1 台ごとの注文を聞き、部品を

組み立てて出荷する。デルが組み立てに要する時間は 4 分程度という。その他の工程は、

モジュールの調達、輸送等のサービスの購入と自ら行う組立、アフターサービス提供で

構成されている。 
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生産技術、ノウハウなども考え、キーとなる技術は確保するなど総合的に判断しなければ

ならない。 

※ 固定資産を持たないメリット＝「身軽さ・機動性」 

 ①技術進歩への対応（商品のライフサイクルは短い、自前主義にはこだわれない） 

 ②技術の陳腐化は固定投資が無駄になり、機会損失となる。 

③固定投資を低くする。 

 

3.3.2 サービスの 2面性 

グローバルに見て、サービス需要には次の 2つの側面がある。 

(1) 新興国でのサービス 

「大量生産、大量販売」、「良い製品を、より安く」のビジネスモデルは日本からアジア

諸国に移転し、コモディティ製品の価格面で我が国企業が競争優位を保つことは難しい状

況である。その結果、アジア諸国は工業化により都市労働者を中心に購買力を持ち、アジ

アの新興国は工業製品の巨大市場となりつつある。どのようにこの市場と取り組むかも大

きな課題である。新興国市場で求められるモノとサービスは、日本で求められるモノとサ

ービスとは異なっているはずであり、これから主戦場となる新興国市場には新興国それぞ

れの事情を反映した需要とサービスのニーズがある。我が国企業は期待される以上のモノ

とサービスを提供しなければならない。 

 生産と消費がグローバル化するとモノの移動が増え、モノに関連したアフターサービス

をはじめとする各種のサービス需要も増加することになり、これらサービスにうまく対応

できた企業が市場を獲得することになる。 

 新興国市場では、流通・サービスの体制を構築しなければならないが、未開拓あるいは

開拓不十分の新興国市場では、サービスの提供が製品の品質と同等あるいはそれ以上に重

要と考えられる。 

 

(2) 本物志向、サービスの高級化 

グローバルなコストダウン追求の対極にある考えであり、 近、流行の「コトづくり」

につながる戦略である。コモディティ化した製品を労務費の低い海外で生産、あるいはア

ウトソーシングする一方で、国内空洞化対策、技術保全対策等から国内で差別化品、高級

品を生産することを考えなければならない。本物志向、高級品化のためにはコモディティ

製品よりも数段上の品質、サービスの提供が求められ、そのためには顧客ニーズの把握が

何よりも重要である。 

 BMW 車は、20 年前にはアウトバーンを走るのに適した車であるとの評価はあっても、

高級車という評価はなかった。同社は 10 数年かけて高級イメージを獲得するためマーケテ

ィングやサービスの高級化を図った。「良いものを安く」一辺倒で経営してきた日本製品ブ

ランドに高い品質評価はあっても、高級品のイメージは少ない。そのため、トヨタはあえ
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て「レクサス」ブランドを創らなければならなかった。高級品の重要な要素である高品質

は既に持っているのだから、高級イメージを付与するにはサービス等の高級化が重要な方

向であった。 

  

3.3.3 人口減少・社会構造の変化とサービス需要 

 既に我が国は長期の人口減少期に入っている。女性が産みたくないと言っている以上、

人口の維持、増大を図ろうとしてもこのトレンドは覆りそうになく、どうやって国民の豊

かさ＝国民一人当たりの GDP を維持拡大させるかが大きな課題となっている。 

人口減少社会では人口の高齢者比率が増加する。生産年齢(実質的に 20 歳から 65 歳)の世

代の負担が重くなり、生産年齢世代も非生産年齢世代も公私にわたって様々なサービスを

必要とするようになる。少子高齢化、少人数世帯の増加やライフスタイルの変化などの社

会構造変化は、労働支援、福祉・子育て、介護等の支援サービスを必要とする。 

企業は、既存の需要の量的な拡大は期待できないことから、新規需要の発掘、高付加価

値化・高級品化を目指すことになるであろう。 

企業はそうした需要を素早く抽出し、顧客を囲い込むことが求められる。   

一方で、多くの顧客は急速な技術の進歩についていけず、メンテナンス、アフターサー

ビスだけでなく、新製品・新機能の利活用方法の説明・教育、コンテンツ、ソフトの提供

など様々なサービスを必要としている。こうしたニーズを検討すると、これからの社会で

も情報技術・IT が重要な役割を果たすと考えられる。 

※サービス強化・取り込みの手段としての IT の利活用 

 ①ハードにソフト(IT を活用したサービス)をプラスすることによる製品価値の向上 

  機械工業企業がサービスの視点から IT を活用することにより、オンデマンド対応・即

納、製品交換時期の把握、機器のカイゼン要望・顧客ニーズの把握等が容易になる。 

②地域社会に貢献する IT を使ったサービスの役割 

 人口減少による地方の過疎化等を考えた場合、IT を活用したサービスは、地域の人材

の活用と、地域の利便性向上の両面に貢献、地域の活性化に役立つと考えられる。 

   ・IT 活用による地理的制約を越えたサービスの提供 

      例：コールセンター、データセンター、リモートメンテナンスセンター 

   ・地域の新たな需要に応えるサービス産業 

      例：医療、介護、健康、福祉、育児支援 

  

3.3.4 環境問題  

2009 年 12 月 30 日、民主党から「新成長戦略」が公表され、その中のメインテーマは「環

境」「健康」「観光」であった。観光は輸送機器を除けば、機械工業への波及効果はさほど

期待できないかもしれないが、環境、健康はそれなりの効果が期待される。 

医療、健康関連機器、省資源、省エネルギー、脱石油エネルギー、クリーンエネルギー、
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公害防止装置、淡水化、浄水化等々の装置類等の需要があって、効率的に運営する必要か

ら下水、ごみ処理等の PFI 化等のサービス需要も期待される。 

        

3.3.5 公的サービスの効率的な運営 ＰＦＩ 

公営事業の民間開放や規制改革による新たなサービス市場の拡大が期待される。 

 公的サービスの非効率、慢性的な税収不足から PFI、似たような概念の PPP4など新たな

サービス需要が予想される。公的サービスに民間の資金を導入したい思惑もあるが、設備

等の低コスト・効率的な運営・管理に期待が高いものと考えられる。 

 

3.4 我が国機械工業企業におけるサービス取り込み・サービス強化の重要性 

 

 

 繰り返しになるが、「良いものを安く」作っただけでは、売れない時代になりつつある。 

これまで我が国機械工業企業の事業活動は生産中心であり、「良いものを安く」提供でき

ていれば問題は少なかったが、今や世界は一体化し、コモディティであれば新興国の企業

も競って似たような製品を作っていて、製品の特徴がなくなってきているため、我が国と

しては競争力維持のため、何らかの手段で差別化を図らねばならなくなってきている。 

                                                  
4欧米で政府／地方自治体が政策や事業の検討を行う際、PPP（Public-Private Partnership）

が重視されている。PPP とは、日本語では「官民連携」と訳されるのが一般的である。 

技術進歩(ＩＴ化、通信技術、輸送技術、ロボット、自動化生産技術等）

「PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」

とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用して行う新しい手法である。     

■ 民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等が直

接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について、PFI手法

で実施する。  

■ PFIの導入により、国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高い公共サービ

スの提供を目指している。     

■ 我が国では、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI

法)が平成11年7月に制定され、平成12年3月にPFIの理念とその実現のための方法を示す

「基本方針」が、民間資金等活用事業推進委員会（PFI推進委員会）の議を経て、内閣総

理大臣によって策定され、PFI事業の枠組みが設けられた。     

■ 英国など海外では、既にPFI方式による公共サービスの提供が実施されており、有料

橋、鉄道、病院、学校などの公共施設等の整備等、再開発などの分野で成果を収めてい

る。 

出典：内閣府ホームページ（http://www8.cao.go.jp/pfi/aboutpfi.html） 
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製品自体の差別化が難しくなった現在、サービスによる差別化が重要になってきている。

製品とサービスを組み合わせ、トータルの品質・価値を向上させ顧客訴求力を向上させる

ということである。これからは、製品とサービスを不可分のものとして商品化し、トータ

ルの利益向上を目標とすることが重要である。 

機械工業企業のサービスの提供の方法 

①レンタルやリース（製品の持つ機能の提供） 

②オペレーション 

③メンテナンス 

④アウトソーシング 

⑤リサイクル など 

ビジネス・戦略面での IT の利活用は欧米諸国に遅れをとったかに見えるが、ハードの面

での技術力は我が国が優位にあると思われる。この技術力の競争優位を活用した我が国ら

しいサービスのあり方を考えなければならない。「モノ+サービス」による国際競争力強化

は、ものづくりに競争優位を持つ我が国が進めなければならない戦略である。 

 

3.5 機械工業企業が対応すべき課題 

 機械工業企業がサービス分野に取り組む場合、対応が要求される項目は下記の通り考え

られる。これら項目は事業構造改革に遅れる製造業が、サービスと言う顧客中心の業務に

取り組む上で必要と考えられる項目であり、事業運営体制を見直す絶好の機会になると考

えられる。また、これら項目は、技術偏重の経営見直しに必要な項目でもある。 

図表 1.15 機械工業企業が取り組むべき項目 

 

 

 

 

3.5.1 グローバル化対応 

我が国の多くの企業の業績は停滞しており、真のグローバル化も思うに任せない状況が

続いている。我が国機械工業企業の世界（グローバル）戦略の問題は、自前主義と現地顧

客のニーズの把握不足に原因があると想定される。サービス分野の取り込みによるニーズ

の把握は、海外でも有効であろうし、国内よりも既存のサプライチェーンなどのしがらみ

が少ない分やりやすいのかもしれない。海外からスタートさせて、国内の問題点を明らか

にするという手順も有効と考えられる。 

 

3.5.2 マーケットイン・イノベーション 

図表 1.16 はマーケットインアプローチ、すなわち顧客のそばに身を置くことによって、

新たな需要を発見、イノベーション創造に結び付けられたと考えられる事例である。 

機械工業企業が対応すべき項目

収益増加対策顧客囲い込み
マーケットイン
イノベーション

グローバル化
対応

事業構造改革
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図表 1.16 顧客視点のサービス事例 

類型 事例 コンセプト 

スターバックス 気軽に本物のコーヒーを楽しむ 

QB ハウス 10 分、1000 円の理容 

価値基準 

PFI 公共サービスにコスト意識 

コンビニ サービス提供インフラ構築による利便性提供 提供システム 

宅急便  同上 、利便性の拡大・改善 

顧客参加・満足 加賀屋(温泉旅館) ヒトとの接点、個客化、顧客参加の満足度向上 

 

プロダクトアウト・アプローチは画期的な技術を梃子に用いて市場や取引先を開拓する

ことであり、従来のものづくり重視の発想である。 

「モノ+サービス」のイノベーション創造は、マーケットイン・アプローチの一つの方法

である。何が市場と企業を断絶させているのか、市場と企業のおかれた環境、位置関係を

サービスを通じて見直すことであり、顧客との適切な距離を保つことにより、大きな変化

に結びつく小さな変化を察知し、ビジネス化を考えることである。その意味で、マーケッ

トイン・アプローチは、小さなセレンディピティ5に数多く遭遇することが期待される。科

学的発見時の大きなセレンディピティほどではないが、感受性が要求される。この場合、

顧客に対する想いが強ければ、セレンディピティを上手く捉えてサービスの具体化に結び

付けることはそれほど難しくないと考えられる。 

図表 1.17 サービスの役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 サービス取り組み強化による顧客の囲い込み 

製造業がサービス事業を強化する動きが続いている。顧客との接点拡大や信頼獲得を目

的に 24 時間 365 日対応のコールセンターを設ける企業も少なくない。今、技術面だけでは

なくサービス面での差別化が求められている。 

                                                  
5 セレンディピティ（serendipity）は、何かを探しているときに、探しているものとは別の価

値あるものを見つける能力・才能を指す言葉である。何かを発見したという「現象」ではなく、

何かを発見をする「能力」を指す。平たく言えば、ふとした偶然をきっかけに閃きを得、幸運を

掴み取る能力のことである。  出典：Wikipedia 

消費者
サービス

産業
顧客企業

機械工業
企業

機械工業のサービス取り込み
新たなビジネスモデル
イノベーションの機会
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市場競争の激化に伴い、製品販売のみの採算性は低下しており、製品販売後のアフター

サービスを取り込むことで収益改善を図る動きが見られる。機械メーカーは運用や監視・

保守、メンテナンス、部品交換、技術支援と支援サービスを提供する機会が幅広く見込ま

れる。機械工業はこうした煩雑とも思われる取り組みを体系化することにより、生産性向

上を図り、他社との差別化、競争優位獲得に活用することができると考えられる。顧客と

の継続的な関係を構築することで製品開発や販売を優位に進め、リピーターの確保・ユー

ザーの囲い込みを促進することが期待できる。  

 

3.5.4 事業構造・体制改革 

モノに加えてサービスを提供するに当たり、顧客が認める価値を 大化する事業体制を

どのように構築するかを検討せねばならない。企業が置かれている事業環境は、どのよう

な経営資源と経営手法を求めているのか、環境適応のために必要な経営資源とその使い方

を見直し、整理し、問題解決策を創出することが求められる。 

＜我が国における取り組み課題＞ 

我が国では多数の競合企業が同じような製品を同じような手法で事業展開を行ってきた。

それでも売上は維持・拡大できた時代が長く続いたため、徹底した差別化や独創性が余り

追及されることはなかった。モノ余りの時代に売上を伸ばすには、事業や製品、サービス

の差別化が必要であり、生産性を高める対策が必要である。そこではものづくりと比べて

取り組みが遅れているサービス面の差別化が有効と考えられる。 

 特に IT の発展・普及状況から考えて、低コストで効率的なサービスを実現するためには、

IT の利活用を徹底させる必要がある。 

＜サービス取り込みにおける IT 活用の例＞ 

  ①部品調達のサイトを開設し、他社にも利用させる。 

②ネットを利用したオン･デマンド・セールス。 

 「自社製品のジャストインタイム納入請負」「e コマース進出」。 

  ③IT 活用強化による製品管理・・製品供給はスピードとコストが決め手となる。 

    IT を活用した本格的な物流体制の構築。 

  ④アウトソーシング先とのネットワーク構築。 

多様な部品メーカーとのタイアップ、あるいは先端技術を持ち続け、外国企業と

タイアップして世界中に販売するなどによりセールス･ネットワークを構築する。 

 

４．まとめ(ハードの環境変化にソフトで対応) 

図表 1.18 は､少々値が張る商品を購入する場合の一般的な消費者の行動パターンである。 

これまで我が国機械工業企業が意識して取り組んできたのは点線で囲った製品中心の低コ

スト戦略、差別化戦略、積極的提案の 3 項目であったと考えられる。 

 産業の競争はフロー（商品の売買）からストック（保守点検等）への転換しつつあり、「モ
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ノ」に「サービス」を加えた高付加価値化へと重心を移しつつあると考えられる。 

現在の機械製品の多くは、国産品なら品質もそれほど変わらないため、差別化するには

何かを変え、何かを付加しなければならない。サービスは差別化の対象であると同時に、

差別化を考える手段として位置づけられる。 

機械工業企業のサービス取り組み検討の目的はあくまで顧客価値の増大であり、そのた

めの手法やシステムを考案し、ソリューションを提案することである。 

 

図表 1.18 消費者行動のフェーズに応じた戦略構築の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（社）日本経済団体連合会『サービス産業における中小企業の生産性向上の方向性』 

 （2008 年 5 月）の図表に東レ経営研究所が一部加筆 
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文化的側面+社会的側面+地理的側面

主な取り組み消費者の一般的な行動フェーズ

・顧客満足度向上対策

・クレーム対応

・ブランド戦略

・低コスト戦略

・差別化戦略

・積極的提案

・ホスピタリティ

・人材育成 教育訓練

能動的情報発信（デマンド･プル）

・ポータブルサイトの活用

・メーリングリストの活用

ニーズの掘り起こし

・市場調査

・ニーズ調査

・現場からの提案

文化的側面+社会的側面+地理的側面

主な取り組み消費者の一般的な行動フェーズ

欲求・認識

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
構
築

情報収集

評価

購入

購入後の評価
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第２章 サービスサイエンスとは 

「サービスサイエンス」「サービス工学」（以下、特別に分ける必要が無い限り、まとめ

てサービスサイエンスという）はサービス業の効率化を目指したものであるが、本事業で

は機械工業企業が自社製品等を中心にサービス分野の取り込みを検討する際の分析のツー

ルとして「サービスサイエンス」を位置づけ、学界、行政、マスコミ等における論調、各

国行政の取り組み状況を調査した。 

 

１．サービスサイエンスとは 

サービスサイエンスは新しい学際分野であり、その考え方、その取り組み、手法を整理

する。 

1.1 サービスイノベーション 

IT 技術の発展と普及によって、製造業にとってサービス提供の重要性が増大してきてい

る。製品に付随してサービスを提供することによって、製品とサービスの価値体系を変え、

収益拡大、競争力強化を目指している。今、競争力のある会社ほど製品とサービスを融合

させているように見受けられる。 

＜2種類のサービスイノベーション＞ 

①プロセスイノベーション（既存のサービスの改善、改良） 

・既存のサービスの高付加価値化  

・サービス提供コストダウン（サービスの効率化）  

・対象範囲の拡大、新規分野進出  

②プロダクトイノベーション 

・画期的な新規サービスの創出 

 

1.2 サービスサイエンス 

1.2.1 サービスサイエンスの目的 

 人口減少が進行中の我が国が経済活力や生活水準を維持するには、一人当たりの生産性

や所得を高めなければならないが、サービス産業の生産性は製造業と比較して低く、この

分野の生産性向上がこれからの課題となっている。 

ところがサービスは多様な上、「目に見えない」「生産と消費が同時」「在庫できない」「受

ける人によって評価が変わる」という特性があり、こうしたサービスの特性から、サービ

ス分野においては「経験と勘」が重視され、これまでは「科学的・工学的研究」の対象と

取り上げられなかった。 

 情報通信や交通の発達により、先進国を中心にサービスの重要性が増すにつれ、サービ

スの効率化の重要性が社会的に認識されだしたことから、「経験と勘」に支えられたサービ

スの世界に「科学的・工学的」手法を導入することにより、サービスイノベーションを多
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数、創出することを意図した学際分野がサービスサイエンスである。 

サービスサイエンス推進の目的は、サービスを科学的に捉えることだけでなく、実際の

ビジネスで効率よく、顧客に付加価値の高いサービスを提供することでなければならない。

サービスサイエンスは実学でなければならない。 

 

1.2.2 サービスサイエンスとは 

「サービスサイエンス」は米国競争力委員会あるいは IBM が 2004 年に提唱した新しい学

問分野である。米国の競争力委員会、我が国の経済産業省、文部科学省が難しく定義して

いるが、この報告書では簡単にサービスサイエンスは「サービスへのサイエンス導入」、サ

ービス工学を「サービスの機械化」とする。 

 

(1) アメリカ イノベートアメリカ（＝パルミサーノ･レポート）の定義 2004.12 

2004 年 12 月に発表された米国競争力委員会の「パルミサーノ・レポート」には「製品

開発における技術革新が競争力を持ち得た経済環境が終焉を迎え、現在ではビジネス戦略、

経営科学，社会科学、認知科学、法律学、インダストリアルエンジニアリングといった、

様々な分野を融合させた総合的なサービス展開が企業の強みを生み出す源泉になっている

という認識が一般になりつつある」と記され、サービスサイエンス（＝SSME）が下記の通

り定義されている。 

SSME：「Services Sciences, Management and Engineering」6の略 

 ・サイエンスは知識を創造する方法である。 

 ・エンジニアリングは知識を適用して新しい価値を創出する方法である。 

 ・ビジネスモデルは、知識を適用して価値を取得する方法である。 

 ・マネジメントは、価値を創出し取得するプロセスを向上する。 

 

(2) 経済産業省の「サービス科学・工学」とは 

   サービスに関連する学問分野は数理工学、交通工学、機械工学、情報工学など先端

的な分野から、日常生活で触れるような技術の応用など幅広い分野にまたがっている。

その中で IT 関連技術は重要な役割を担っている。サービス科学・工学分野は今後の発

展が期待されるが、サービス開発・生産設計分野に加えて、今後は人間の生活理解･支

援やサービス特有の顧客満足度向上に繋がる研究分野の重要性が増大する。 

  出典：下記①、②を東レ経営研究所が整理した。  

   ①HP「サービス工学研究会設立趣意書」東京大学人工物工学研究センター2001.10 

                                                  
6 IBM corp. の University Relation (UR) 活動として、米国を始めとする世界の各有力大

学にて、情報科学の他にビジネス・スクールの各科目や、経済学・心理学などの人文科学

系の科目を含む総合的な観点で、IT サービスあるいは一般のサービスにおけるイノベーシ

ョンを科学的に考察する学問体系の構築を目指して、新たなカリキュラム作成を支援して

います。 出典：http://www-06.ibm.com/software/jp/academic/skills/ssme/ 
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   ②「科学技術動向 2005.12」 

「サービスイサイエンスにまつわる国内外の動向」 

(3) 文部科学省 サービス科学・工学の推進に関する検討会による説明 

  文部科学省におけるサービスサイエンスの目的は「サービスに科学的・工学的手法を導

入して、新たなサービスの創出（プロダクトイノベーション）や既存サービスの高度化・

効率化・広範囲化（プロセスイノベーション）を図るための方法論を構築し、活用する

こと」であり、サービスサイエンスの科学技術の視点として下記の 3 点があげられてい

る。 

※サービスに関する科学技術の視点 

○経験と勘のサービスを科学技術により代替  効率化 

○行動観測技術、大量情報検索技術、統計的モデリング等による情報を『経験と

勘』の強化に役立てる補完関係 → 高度化・広範囲化サービスの創出 

○ 善のおもてなしサービスと 新の技術を用いた設備等の活用によるサービス

とが相互に効果をもたらす「相乗関係」 → 高度化・広範囲化サービスの創出 

出典：サービス科学・工学の推進に関する検討会報告書 

『サービスに新たな可能性を求めて』2009.1 文部科学省 

  

２．各国のサービスサイエンスの取り組み状況 

 

2.1 主要国のサービスサイエンス取り組み 

文部科学省は「欧米では、サービスは経済活動と密接な関係を有するものとして、サー

ビス業も製造業と同様に効率化の対象として捉えられている。つまり、新たなサービスの

創出や、あるいは既存のサービスの生産性向上を科学的・工学的に行おうとする積極的な

試みが開始されているほか、多数の大学において、高付加価値サービスを組織的に提供す

る仕組みを研究対象とするサービスマネジメントといった学科が設置されるなど、その捉

え方に我が国とは大きな違いがある」として、我が国におけるサービスサイエンスの取り

組みの必要性を強調している。 

 

2.1.1 米国 

2000～ 米国科学財団（NSF）が、「サービスサイエンス」への資金提供を開始した。 

    ・Service Enterprise Systems(SES)プログラム 440～570 万ドル／年の資金提供 

    ・対象分野：流通販売、医療、防災･安全、金融、交通、環境等 

          医療と公共サービスを重視 

2004.11 IBM がサービスサイエンスというコンセプトで国際会議を開催した。 

   SSME(Service Sciences, Management and Engineering という学際領域を提唱 

     大学のカリキュラム開発と教育コースの設置を呼びかけ、人材育成活動開始 
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 2004.12 米国競争力委員会『パルミサーノ・レポート』において、サービスサイエンス

の必要性が表明された。 

 2007.3.28「サービス研究イニシアティブ」を、IBM、オラクル、SSPA＝The Service & Support 

Professionals Associations その他 15 の企業と大学関係者が立ち上げた。 

 2007.8 「アメリカ競争法」成立。→NIST、DOE のサービス関連予算倍増 

 

2.1.2 ドイツ 

 ドイツ連邦教育研究省が「Innovation with Services, BMBF（Federal Ministry of 

Education and Research）ファンディングプログラム」としてサービスイノベー

ションを目的とする研究プログラムに 7,000 万ユーロの資金支援を実施中である。 

      対象：サービスエンジニアリング、情報通信、オートメーションなど 

 

2.1.3 フィンランド 

   「Innovative Service Technology プログラム」として 5 年間で 5,000 万ユーロの

資金投入を行っている。 

   ・目的サービス分野の新たなコンセプトやビジネスの創出」「コンセプトやビジネス

創出のための新たな技術やツールの開発」「サービス革新の基盤となる新たなナレ

ッジの創出」 

 

2.1.4 中国 

 第 11 次 5 カ年計画（2006～2010 年）にサービスに関する記述がある。 

 目標  ＧＤＰ中のサービス産業の割合：３％増加（40.3→43.3％） 

     サービス産業の就業者の比率：４％増加（31.3→35.3％） 

 内容 ①生産者向けのサービス 

     交通・運輸業、金融サービス業、情報サービス業、ビジネスサービス業を強力

に発展させる。 

②消費者向けのサービス 

 商業貿易、不動産業、旅行業、公共事業、コミュニティサービス、スポーツ産

業を発展させる。 

③独占を打破し、透明性等で規範化された参入認可制度を設立する。 

 サービス業の発展を上位に置き、サービス経済を主とする産業経済を構築する。 

 

2.1.5 韓国 

 2006 年 経済運用の基本方向 

     サービス産業の新しい成長動力化推進 

・サービス産業の競争力強化対策の効果を測定する評価指標の開発 
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・運輸、情報通信、金融、保険、流通等の主要サービス産業別に生産実態調

査を実施し、生産性向上対策を確立 

 2008 年 李政権の「国家指標」は、「サービス産業先進化」を謳い、具体策として「サー

ビスプログレスⅠ～Ⅲ」を打ち出した。 

 

2.1.6 その他 

 ①ＥＵ  

・第 6次、第 7次枠組み計画でサービスイノベーションの取り組みがある。 

・「欧州サービスイノベーション研究所」の創設を提言中。 

 ②英国 イノベーション全般の研究を行う「イノベーション研究センター」、「公共サー

ビスイノベーション研究所」の創設を提言。 

 出典：(独)科学技術振興機構 G-TeC 報告書「サービスサイエンス」 

 

 

2.2 我が国におけるサービスサイエンスの取り組み 

2.2.1 取り組みの歴史 

 2005.9 日本 IBM 主催「サービスサイエンスシンポジウム」開催 

 2006.3 第 3 期科学技術基本計画(閣議決定)発表 

    国際的に生産性が劣後するサービス分野では科学技術によるイノベーションが国

際競争力の向上に資する余地が大きく、イノベーション促進に必要な人文･社会科

学の振興と自然科学との知の融合に配慮する 

2006.6 経済産業省「新経済成長戦略」発表 

   製造業とともにサービス産業の競争力強化が必要、「双発の成長エンジン」を創る。 

   ・対個人サービス中心の生活充実型サービス(健康・福祉関連サービス、育児支援

サービス、家庭支援サービス、観光・集客サービス、コンテンツ) 

   ・対企業中心の事業充実型サービス(ビジネス支援サービス、流通・物流サービス) 

2006 産業構造審議会「サービス政策部会」設置 

2007.4 経済産業省 サービス産業のイノベーションと生産性に関する研究会 

『サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて』報告書発表 

2007.5 サービス産業生産性協議会設立 

製造業、大学関係者、関係省庁など幅広い関係者が参加 

 2007.6 長期戦略指針「イノベーション 25」(閣議決定) 

    ・サービスイノベーションを促す規制の見直しを含めた環境整備 

    ・生活者の視点に立脚したサービス分野の生産性向上に向けた取り組みの強化 

 2007～ 文部科学省が「サービス・イノベーション人材育成推進プログラム」を開始 

     現在は「産学連携による実践型人材育成事業」の一部 
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 2008.4 （独）産業技術総合研究所内に「サービス工学研究センター」設置 

 2008. 「技術戦略マップ 2008」にサービス工学が取り上げられた 

 2008.6 「研究開発力強化法」成立 

     社会科学又は経営管理手法への自然科学の応用に関する研究開発支援 

 2009.1 文部科学省サービス科学・工学の推進に関する検討会 

『サービスに新たな可能性を求めて－サービスイノベーションのための提言』

発表 

 

2.2.2 我が国行政の施策・取り組み方針 

 

2.2.2.1 経済産業省の取り組み  

(1) 目的 

サービスサイエンス取り組みの背景として、①サービス需要の増大、②IT 関連技術等の

飛躍的進歩、③国際的なサービス科学・工学への関心の高まりの 3点をあげ、「経験と勘」

に頼るサービスから「科学的・工学的手法」によるサービスを目指す。 

 そして生産性向上のために、「サービス産業における科学的・工学的アプローチの拡大」

ならびに「製造業ノウハウの活用によるサービス提供のプロセス改善」により、①効率性

の追求、②顧客満足度向上、ホスピタリティなどサービス品質の向上を図る。 

 

(2) 施策  

サービスの特性を踏まえた自由な民間活力発揮のための横断的な枠組み作りとして、競

争促進のための市場環境整備を行うとしている。そして、科学的・工学的アプローチを成

功させるための鍵として 4 つの政策的措置を取る。 

 ※政策的措置が必要な 4テーマ 

 ①先端的・革新的な研究開発支援 

  サービス工学研究ロードマップの策定 

  先端的・革新的分野における研究開発支援 

 ②産学連携の強化 

  目利き人材の育成等 

 ③サービス分野への科学的・工学的アプローチ適用促進のための実証実験の実施 

 ④異業種・異分野間の連携促進のためのマッチング機会の創設及び成功事例の 

普及啓発 

 

図表 2.1、2.2 は、サービス分野への科学的・工学的アプローチの事例と、サービス提供

プロセス改善に有効と考えられる製造業の管理ノウハウの例である。 
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図表 2.1 科学的・工学的アプローチが活かされる事例と分析 

科学的・工学的アプローチ 事例 

提供の過程で「技術」

が『人』に代替 

ロボット、自動化技

術など 

 

・ロボットスーツ 

・ロボット遠隔手術システム 

・空中遠隔モニタリング 

・ゲーム感覚のリハビリ機器 

・受付ロボット 

サービス設計を技術が

支援 

サービス CAD を活用

して、サービスの設

計を行ったり、金融

工学で金融商品を開

発 

・サービス設計 CAD 

・金融商品開発 

認知工学等を活用し

て、顧客視点でより高

いサービスを実現 

アイトラッキングな

ど認知工学をサービ

ス商品の開発や提供

プロセスに活用 

・駅構内の標識研究 

・アイトラッキングによる消費者の視点分析 

従来のサービスをモデル化し、そのプロセスを

工学により 適化する 

・エアラインの搭乗時間の 短化 

・エアラインの座席と価格の 適化 

・MLB のスケジューリングの 適化 

市場化された新しい技術(例：GPS、RFID radio 

frequency identification)を活用してサービ

スを提供する 

 

・タクシー乗務員の行動分析「優良タクシード

ライバーのノウハウ共有で効率化」 

・GPS 活用による新しいプライシングモデル 

・遠隔医療画像診断支援 

・物流システムの遠隔監視 

他分野で既に普及している技術(例：通信技術)

をサービス提供に活用する 

サービス産業への科学的・工学的アプローチへ

の適用事例 

・金融マッチングサイト  オークションサイ

トのビジネスモデル活用 

・葬祭用遺影写真デジタル加工 and 配信 

・地域テレワークオフィス 

出典：経済産業省「サービス産業におけるイノベーションと生産性向上」にあった事例を東レ経

営研究所が整理 

図表 2.2 製造管理ノウハウによるサービス提供プロセスの改善 

 

①製造プロセス分析 

②インダストリアル･エンジニアリング手法 

③見込み生産等による生産工程管理 

④在庫管理システム 

⑤自動化生産技術（ロボット等）の活用 

⑥品質管理システム 

⑦フレキシビリティー 

⑧研究開発マネジメント 

⑨ABC、スループット会計等の管理会計手法 

出典：経済産業省「サービス産業におけるイノベーションと生産性向上」にあった事例を東レ経

営研究所が整理 
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2.2.2.2 文部科学省の取り組み 

(1) 目的 

製品設計・製造、物流等における経済活動に係るプロセスの効率化といったものから、

少子化・高齢化社会への適応、生活の質（QOL）の向上等に関わる課題をサービスの視点か

ら捉え直し、今後の社会のあるべき姿に対応したサービスイノベーションを生み出してい

くこと等が、我が国においてサービスで目指すべきものとして位置づけられる。 

サービスサイエンスによって社会における課題を研究し、成果を経済的・社会的価値と

して創出していく。 

 明確な目標設定を行った上で幅広く研究開発活動を実施、成果を蓄積し、これらをもと

にサービスイノベーションに資する共通基盤技術の創出を念頭に置いて施策を講じていく。 

(2) 取り組むべき事項 

A.サービス科学・工学の実践に係る全体像を俯瞰 

達成すべき社会における課題、必要な技術や方法論などの要素技術、研究を遂行する

上で必要な人材等について抽出を行い、さらに、サービスサイエンス全体像を俯瞰し、

整理する取り組み 

B.サービス科学・工学の推進に必要な施策 

 a.共通認識の醸成等と人的ネットワークの形成 

   多様な分野の研究者、企業、公共機関、NPO などの社会の様々な関係者が、協働して

活動するための人的ネットワークの形成 

b.研究システムの構築 

  従来の自然科学における方法とは異なった方法論も必要であることから、経済的・社

会的価値の高いサービスを創出するための新しい研究システムの構築 

c.研究拠点網の形成 

   学際領域であり、研究者と産業界等関係者が協働し、情報や技術を共有しつつ研究

を進める必要から、個人レベルの研究ネットワーク、中核となる機関をハブとしたネ

ットワークの構築 

d.人材育成 

   サービスの方法論に熟知し、複数の分野の研究を理解できる研究人材の育成とイン

センティブが働き、参画しやすい環境づくり 

   ｱ.サービス科学・工学研究者 

・幅広い専門知識と十分な思考力・説明力を有しＴ字型、Π 字型人材  

 （広い知識と一つ(T 型)、あるいは二つ（Π型）の専門分野を持つ人材） 

・社会における様々な関係者と協働して研究を行う人材  

・サービス科学・工学の基礎となる数学等、基礎的な研究を行う人材  

・大量の観察データから、技術、将来を予測する技術開発等を行う人材  

・知識情報の共有化・特化のためのデータ処理技術、データベース構築、データ
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配信等を行う人材  

・満足度などのサービスの評価に関する定量評価法について研究する人材  

・マーケティング等を含むサービスイノベーションを研究する人材  

・関連する学術分野等について幅広い基礎的・俯瞰的な調査・研究を進める人材   

ｲ.コーディネーター等 

・関係者のニーズを把握し、研究者との協働を支援する人材  

・具体的な問題を研究する研究者と方法論研究者の協働を支援する人材  

・開発された手法やモデルをサービスの現場に実装することを支援する人材 等  

e.データの利用と流通を促す仕組みの構築 

    データベース、データの利用と流通を促す仕組みの構築 

(3) 当面講じるべき具体的施策 

A .サービス科学・工学の推進に必要な基盤の形成 

・サービス科学・工学を俯瞰する基礎的な調査・研究の推進 

・サービス科学・工学の実践に向けた人的ネットワークの形成 

・サービス科学・工学の実践に当たって留意すべき事項の抽出と対応策の検討 

・サービス科学・工学に関する海外動向の調査 

・サービス科学・工学に関する情報発信 

B．研究システムの構築 

・対象となる研究プロジェクト及び研究実施の方法 

・研究すべき内容の設定等のプロセス 

・研究システムのマネジメント 

○責任者・・・・研究システム全体の企画運営にあたる 

○アドバイザー・・・・責任者に対して幅広い視点から助言、補佐を行う 

○研究期間・・・・一つのプロジェクトについては、3年から 5年程度 

○研究プロジェクトの評価・・・・ 研究プロジェクトの質を高めるあり方検討 

 

図表 2.3 サービスの価値の評価基準 

 評価の基準 

サービス提供者 享受する利得 効率性及び効能性の観点で計測 

可能な範囲で倫理性、洗練性でも評価 

サービス利用者 抱く満足 有効性の観点で計測 
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(4) 文部科学省があげる事例等 

図表 2.4 プロセスイノベーション 

項目 内容(事例等) 

サービスの高度化：既存のサービスに付加価値を与えること 

サービス提供時間・場所

の自由度拡大 

インターネットによる電話帳検索、ネット店舗、音楽配信 携

帯プレイヤー、ラジオ等のインターネットによるストリーミン

グ、コンビニエンスストア内の銀行 ATM 

サービス提供プロセスの

見える化  

病院や銀行の待ち順番表示、鉄道等の電光掲示板による行先・

発車時刻案内、バス到着までの待ち時間の表示 

マニュアル整備・教育に

よるホスピタリティの強

化 

大型遊戯施設の「キャスト」育成、ホテルの従業員への臨機応

変な権限委譲（エンパワーメント）システム、ゴルフクラブ従

業員の自発的サービス精神涵養 

個人化対応技術によるホ

スピタリティの強化 

携帯電話の位置情報サービス、ネット店舗のレコメンデーショ

ンサービス 

サービスの効率化：既存のサービスのプロセスに係る無駄を排除すること。 

人為作業の省力化・自動

化 

自動改札、有料道路料金所の ETC、無人交通システム 

資源消費量の低減 航空等の機材スケジューリング、飛行中の航空機のエンジンの

状況等をモニタリングすることによる修理・調整の効率化、車

両センサーによる燃費の 適化・駐車支援・安全性向上 

ニーズに応じたサービス

の細分化・簡素化 

洗髪等を無くし散髪に特化した 10 分散髪、パソコン等の受注

生産（BTO） 等  

サービスのセルフ化 駐車場管理、ガソリンスタンド、スーパーのレジ 

サービスの広範囲化：既存のサービスの仕組みを拡大すること 

サービス適用範囲の拡大  

 

遠隔医療、容器を工夫した持ち歩き可能なコーヒー（シアトル

スタイル）、オンライン小売店によるロングテール商品の販売 

 

〔プロダクトイノベーション：新規サービスによる新たな価値の創出〕 

図表 2.5 プロダクトイノベーション 

新規サービスの創出：他

に類を見ない画期的なサ

ービスを創出すること 

情報へのアクセス方法に革命を起こしたWeb上の検索サービス

など利用者がサービスの高度化に深く関わっており、こうした

共創関係が 21 世紀型サービスに求められるもの 
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３．サービスサイエンスに対する期待 

 

米国競争力評議会の報告（パルミサーノ・レポート）において指摘されているように、

サービス分野におけるイノベーション、品質の向上、生産性・効率性向上のための研究が

注目されているが、サービス分野におけるサービスサイエンス、サービス工学分野の研究

開発の取り組みは不十分であり、産学連携もこれからと考えられる。おそらく、学問の世

界（サービスの研究）より現実の世界の方が進んでいると考えられる。 

科学的手法を用いてサービスの持つ諸問題を解決し、生産性を向上とサービス・イノベ

ーションを実現しようとする取り組み、サービスサイエンスの研究開発は、現実の世界を

体系的に整理することから始まり、その成果の普及・促進を旨とすべきである。 

様々な形で産学の人材交流が必要である。我が国ではサービスの重要性の認識が低く、

サービスに対する研究開発投資、サービスサイエンスへの研究開発投資は、米国企業と比

べ活発ではない。  

我が国のサービス産業は元より、サービス産業をユーザー産業とし、自ら提供するサー

ビスの高度化も図らねばならない機械工業には、このサービスサイエンスという新しい学

問分野、学際分野にもっと関心を持ち、自らも研究することで現下の不況からの脱出、国

際競争力の強化を実現できる可能性があるだろう。 
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第３章 企業のサービス化の事例研究 

１．文献等による事例研究 

 

本調査研究の目的は、機械工業企業のサービス分野取り込みによる事業基盤の強化に資

することである。従来はモノとサービスは個別に提供され、それぞれが顧客満足を得てい

たが、モノとサービスをセットで提供することにより、モノとサービスの周辺にあるもの

＝顧客満足の増大を図ることである。「モノ」+「サービス」の提供は、自ら行うことも、

サービス産業等のパートナーと連携して行うことも可能である。顧客により近い場所で顧

客のニーズ・需要を肌で感じることが重要であり、結果として、新たな需要創造に繋がる

ことを期待している。 
図表 3.1 「モノ」+「サービス」による顧客満足の拡大 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この節では、社会で受け入れられつつある新しいサービスの事例を文献等から収集、整

理し、モノとの関係において、そのコンセプトや発想の仕方を抽出する。 

 

1.1 顧客が求めるサービスの分類 

 サービスの分類の方法は幾つか考えられる。提供するサービス内容に基づく分類、サー

ビス提供の時間・場所、利用する機器等、様々な分類が考えられるが、この報告書では、

事業基盤強化の視点から、イノベーション、生産性向上を目的とした分類を試みた。  

 

 

モノ
サービスモノ サービスサービスサービスサービスモノ

モノ サービスモノ サービスモノ サービスモノ サービス

＋

従来のモノとサービスの提供

サービス取り込み

顧客満足の増大
顧客価値（便利・安心）

顧客ロイヤリティ
トータルの売上・利益増加

顧客満足度
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図表 3.2 イノベーション、生産性向上を目的とした分類 

 顧客企業 消費者 

1.効率・スピード 労働生産性、労務費の節減 

生産効率の上昇 

時間の節減 

サービス提供の迅速化 

2.身体機能の補完 業務支援 介護 

3.アウトソーシン

グ 

機能の購入 

機能の代行 

機能の購入 

機能の代行 

4.レンタル レンタル、リース レンタル、リース 

5.情報の入手 顧客情報 

（ＰＯＳ、ＧＰＳ） 

生産現場の情報 

顧客が欲しい情報 

商品情報 

趣味、教養 

6.技術進歩への対

応 

オペレーションの簡易化 

現場の再教育、習得時間の軽減 

操作の簡易化 

アフターサービス 

7.物理的距離の克

服 

納期短縮、カンバン 例えば 大学等の教育 

ホームバンキング 

遠隔医療 

8.安心安全の確保 生産現場の安全 

メンテナンスフリー 

生活の安全 

身体の安全 

9.環境問題 ＣＳＲ 

公的サービスの効率化 

安全・安心 

健康の維持 

10.顧客満足向上

①マスから個 

多品種少量生産 

顧客満足 

個性の追求 

②本物の追求 高付加価値化 個性の追求 

 



 45 

1.2 具体的事例 

図表 3.3 サービスの具体的事例 

大分類 中分類 顧客 サービス名 サービスの内容 モノ

Ｂ
工業ガスユーティリティネッ
ト供給

ガスの一括生産・供給による効率
化(欧米の事例)

ガス

10分散髪（ＱＢハウス） 洗髪無し、10分散髪、限定機能

文具の即配・アスクル 需要予測システムと
自動発注システム

テーブルのタッチパネル型
情報端末

回転寿司チェーンのくらコーポ
レーション

食券購入と同時に注文が表示
牛丼チェーンの松屋　

代行・代
替

Ｂ
建設業におけるPFI事業 建物だけでなく建物の中の公共

サービス(例.病院運営)の事業代行
建築物

電子決済

Ｃ

電子マネーサービス 非接触ICカードをコアにして金融
機関などと電子マネーサービス会
社を運営

非接触ICカード

電子決済
Ｃ

スイカ（JR東日本）、エディ
（ビットワレット）

住宅の会社の金融サービス
(ローン、保険)

プレハブ住宅会社による金融サー
ビス（ローン、保険)

住宅

即納・低価格の特注部品 汎用品を加工し、それらを標準化
し、カタログ販売。小口注文に対
応

金型部品商社の「ミ
スミ」

保守･点
検・管理

Ｃ
住宅水回りリフォームサービ
ス

タイル、衛生陶器、
ユニットバス

情報管理 Ｂ
ドキュメントアウトソーシン
グサービス

ドキュメント付帯業務のアウト
ソ ー シ ン グ 受 託

複写機、冨士ゼロッ
クス

代行・代
替

Ｂ
ATM(現金自動預払機)運用管
理サービス

24時間365日体制の保守運用 ATM

配送・代
金回収

Ｃ
クロネコ＠ペイメント（ヤマ
ト運輸）、eコレクト（佐川
急便）
半導体製造装置の保守 半導体製造装置の遠隔保守。顧客

ラインの歩留まり向上、早期の立
ち上げ支援。

半導体製造装置、
Nikon

ガスタービンの保守サービス 長期一括保守契約による顧客取込
み

中型ガスタービン(自
社製)

物流設備の24時間保守サービ
ス

冷凍食材など物流では倉庫・自動
倉庫の故障が致命的で24時間対応
が不可欠

自動倉庫

自動車製造企業向け塗装代行
サービス

自動車の塗装塗布を代行する 塗料

塗装プロセス管理サービス 自動車の塗装塗布プロセスを管理
するサービス

塗料

エレベーター保守サービス 機器保守から「ビルまるごと」
サービスに展開

エレベーター

ESCO事業 省エネの代行、顧客のリスク軽減 省エネ機器

上下水道施設運転保守サービ
ス

設備の運転管理・保守を受託。
サービス専業企業との微妙なバラ
ンスが必要であり難しい舵取りが
不可避

上下水道の機械設備

駐車装置保守サービス 機器式駐車場の保守、レンタル実
施

機械式駐車装置

保守･点
検・管理

Ｂ

業務効率

Ｃ

金融サー
ビス

Ｃ

1.効率・
スピード

3.アウト
ソーシン

グ
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大分類 中分類 顧客 サービス名 サービスの内容 モノ

レンタル洗濯機 モニタリングにより課金だけでな
く保守も行う

洗濯機

レンタルハンドヘルドPC 途上国のデジタルデバイド解消の
ためのハンドヘルドPC

HPC

Ｂ
航空機エンジン保守サービス 顧客はエンジンを使うたびに使用

時間に応じて固定料金を支払う
GE Aviation

航空機エンジン

安全安心
Ｂ

航空会社のメンテナンスエン
ジニア向けポータルサービス

整備記録に関する情報共有を支援
することで効率向上に寄与

航空機

0.地域産
業支援

Ｃ

みあこネット（日本サスティ
ナブルコミュニケーションセ
ンター）、ゲートウェイ（福
岡市）

技術サ
ポート

コンクリートソリューション
ビジネス

セメントが 終製品であるコンク
リートになる前の技術サポート

セメント

教育 Ｂ

シックスシグマによる経営指
導

自社の経営に関する知識の活用。
顧客企業の航空会社の経営を改善
するため、無料でシックスシグマ
を指導。

航空機

業務効率 Ｂ
POSシステムのポストセール
スサポート

POS、コンビニエンス
ストア

PDP活用情報配信サービス 大型PDPの用途拡大。情報配信代行
サービス

PDP

音楽コンテンツダウンロード
サービス

デジタル音楽機器のコンテンツ提
供

携帯音楽プレイヤー

着メロ配信サービス 音源半導体をコアにして着信コン
テンツ用フォーマット、オーサリ
ングツール着メロ配信サービスを
提供

音源半導体

DVDレコーダー番組お勧め
サービス

デジタル映像機器のコンテンツ提
供

DVDレコーダー

テレマティクスサービス 自動車のIT化、車関連コンテンツ
提供事業

自動車

ＢＢポータルプラットフォー
ム（NTTコム）、Oh-NEW（デ
ジタルストリート）、ツタヤ
オンライン（ツタヤオンライ
ン）
自動改札機連動型情報配信
サービス

鉄道の自動改札を通過すると様々
なコンテンツが利用者の携帯電話
にメール送信されるサービス

駅自動改札機

Ｂ
ナレッジバンク（TEC）、CSS
net（コマツ）

ＳＣＭ売れ筋把握後、増産 自分好みの自分だけの商品 多品
種少量生産。繊維のクイック・レ
スポンス

婦人服のワールド

ファブレス企業
バーチャルコーポレーション

デルは必要なものを必要なだけ供
給している

Ｂ
Ｋスクエア（リアルコム）、
オールアバウトジャパン
（オールアバウト）

キャリナビ（キャリナビ）、
キーマンズネット（リクルー
ト）

モネ（デジタルメディアサー
ビス）、グーパス（小田急）

取引仲介

Ｃ

ブッキング（ブッキング）、
紫式部（紫式部）、おいくら
（ティーエヌエー）

参加型商
品開発 Ｃ

コーポラティブサービス（都
市デザインシステム）、たの
みこむ（エンジン）

商 品 コ
ミ ュ ニ
ティー Ｃ

＠コスメ（アイスタイル）、
ＰＴＰ（パワー・ツー・ザ・
ピープル）、マイオビ（マイ
オビ）

コンテン
ツ配信

Ｂ

Ｃ

情報提供

Ｃ

レンタル

Ｃ

4.レンタ
ル

5.情報の
入手
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大分類 中分類 顧客 サービス名 サービスの内容 モノ

6.技術進
歩の速さ

保守･点
検・管理

Ｂ
機器(光融着機など)メンテナ
ンスサービス

メンテナンスに特殊な技術が必要 サラマンタン、光融
着機

安全安心

Ｃ

ホ ー ム セ キ ュ リ テ ィ
（SDA）、マイレスキュー
（レスキュ－ナウドットコ
ム）、みまもりホットライン
（象印マホービン）

健康・医
療・衛生

Ｃ

Ｃ＆Ｓシステム（花王）、在
宅ヘルスケア支援（松下電
器）、ユビキタス電子カルテ
（セコム）

健康・医
療・衛生 Ｃ

imiネット（ライフメディ
ア）、ほすぴネット（セコム
医療ネット）

銀行窓口 ホームバンキング
自宅で残高確認、送金

教育
Ｃ

インターネット大学、ナレッ
ジデリバリー

通信衛星を使った授
業、信州大学、デジ
タルナレッジ

安全安心
Ｂ

携帯電話ソリューション事業 セキュアなモバイルアクセスを実
現する企業向けソリューション

携帯電話

追跡履歴

Ｃ

eトランジット（NTTコム）、
スコムシステム（富士電
機）、食品管理サービス（石
井食品）

保守･点
検・管理

Ｂ

セキュリティーシステム遠隔
監視

運用コストの削減と稼動信頼性の
向上。監視カメラなどの映像機器
の稼働状況を遠隔で監視するサー
ビス

セキュリティーシス
テム

保守･点
検・管理

Ｂ
建設会社の情報ソリューショ
ン

ビル設備の監視情報システム構築 ビル

保守･点
検・管理

Ｂ
建設会社の耐震診断サービス 建設会社のバリューチェーン拡大 建築物

保守･点
検・管理

Ｃ
ロングタイム住宅保守サービ
ス

保守を売りにした60年住宅販売拡
大

住宅

9.環境問
題

環境

Ｂ

電力使用状況分析サービス サーモスタットユーザー企業の真
のニーズ(節電)に対応。電力使用
状況を収集・分析して毎日レポー
トする月ぎめサービス

サーモスタット

Ｃ
本物志向 手軽に本格的なコーヒーを飲む スターバックス

Ｃ
個客重視のホテル コンピューターを使って顧客の枕

やスリッパの大小まで記録
フォーシーズンズ

期待以上のコピー機能 A3用紙のコピーを40万円以下で可
能にした

パナソニックの「パ
ナコピージュニア」

Ｃ

顧客価値共創型サービス提供 サービスの個別化、ヒトの接点重
視

加賀屋{プロが選ぶ日
本のホテル･旅館100
選

10．顧客
満足

8.安心安
全の確保

7.物理的
距離の克

服

 

出典：亀岡秋男監修、北陸先端科学技術大学院大学 MOT コース編集員会サービスサイエンス･イ

ノベーション LLP 編集『サービスサイエンス－新時代を開くイノベーション経営を目指して』エ

ヌ・ティー・エスに記載の事例をベースに東レ経営研究所が事例を加え、上記図表に編集 

 

注：表中の Bは企業、Cは消費者を表す。 
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＜参考＞その他の分類軸の例  

例１.提供するサービス内容に基づく分類 

１．コンサルテーション 

２．市場調査(マーケティング) 

３．デリバリーサービス 

４．トレーサビリティサービス 

５．コンテンツ更新サービス 

６．製品情報サービス 

７．システムインテグレーション 

８．メンテナンスオンコールサービス(トラブル時に連絡などで出向く修理サービス) 

９．メンテナンスオンサイトサービス(客先に保守者を常駐もしくは巡回してメンテナンス

するサービス) 

10.メンテナンス予防保全サービス(システム的に設備の状況を監視してメンテナンス用の

情報を得て予防保全するサービス) 

11.システム運用サービス 

12.システム監視サービス 

13.技術指導サービス 

出典：サービス科学・工学の推進に関する検討会 

『サービスに新たな可能性を求めて－サービスイノベーションのための提言』2009 年 1 月 

 

例２．サービスの提供スタイルから見た分類  

１．「手順型と気づき型」 

２．「ロースキル型とハイスキル型 

３．個人型と組織型 

４．お客様受身型とお客様参加型 

５．当たり前サービスと期待度大サービス 

６．リピートサービスとそのつどサービス 

７．パブリックサービスと会員制サービス 

８．自分でできるサービスと自分でできないサービス 

９．実務サービスと感動サービス 

10．実務サービスと自己実現サービス 

出典：諏訪良武『顧客はサービスを買っている』ダイヤモンド社 
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参考 

図表 3.4 工学的アプローチを適用したサービス分野における成功事例 

 

出典：経済産業省『サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて』 
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参考 

図表 3.5 サービス産業の生産性向上に活用できる製造業ノウハウ 

 

出典：経済産業省『サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて』 
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２．サービス産業の代表的事例(文献等調査) 

 サービス産業は、規模が小さく、零細で、労働集約的な産業群であるとのイメージが強

いことからか、機械工業のビジネスの対象として取り上げられることは少なかった。 

 そうしたイメージを改め、機械工業のユーザー産業として、また、パートナー産業とし

てサービス産業を見直す契機とすべく調査した。 

 

図表 3.6 サービス産業の事例調査先 

調査企業 調査の背景・調査のポイント 

2.1 日本を代表する旅館「加賀屋」 老舗高級旅館の機械化需要 

2.2 10 分間 1000 円の理髪店「QB ハウス」 現代的なサービス業のシステム 

2.3 コンビニエンスストアの歴史 コンビニの成長と POS システム他 

2.4 クロネコヤマト宅急便の 30 年の歩み 宅急便の進歩の歴史 

2.5 日立物流の 3PL 調達、生産、販売、静脈物流の取り組み 

2.6 総合警備保障㈱のロボット開発 警備ロボットの開発 

2.7 大和ハウスのロボットスーツ「HAL」 建築業のロボット取り扱い 

2.8 環境分野でのサービス提供の事例 環境サービスの展開 

2.9 PFI 事業 公的サービスの民営化 
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2.1 日本を代表する旅館「加賀屋」（和倉温泉／石川県七尾市）  

サービス内容については、伝統的な和風旅館のスタイル、いわゆる「上げ膳、据え膳」

である。客室の種類や料金の違いによって料理は若干異なるが、サービス内容が異なるこ

とはない。「プロが選ぶ日本のホテル・旅館 100 選」では昭和 56 年以降 2009 年まで 29 年

連続総合第 1位である。 

 加賀屋は全員揃って、お客さんのお出迎えを行い、その後客室に誘導する際に、顧客の

体格を目測し、ぴったり合った浴衣を準備するなどきめ細かいサービスを提供するなどを

売りにしている。しかしながら、加賀屋では、客室係の労働負担を軽減するために布団敷

きの社外委託や料理自動搬送システムの導入なども行っている。昭和 56 年の導入により料

理搬送に携わる者が 30 名から 10 名になる効果があったとのことである。経営者は「旅館

は質の良いサービスが決め手、客室係などの部門は手を省けません。しかし、料理の搬送、

予約受付など直接サービスと関係ない部門は機械化し、省力化しようと考えています」と

している。 

 サービス重視の高級・老舗旅館においても、本質的なサービスと関係ない分野では機械

化、合理化を進めている。 

＊料理自動搬送システム 

 吊下式運搬モノレールや食器仕分けコンベヤー、大型食器洗浄機、無人搬送台車、カー

ト、カート格納庫等で構成されコンピュータ制御で稼動している。 

出典：石川裕之、戸谷圭子「日本を代表する旅館「加賀屋（和倉温泉）」」同志社ビジネスケース

08-03 

 

2.2 10 分間 1000 円の理髪店「QB ハウス 」 

1996 年 11 月に開業、10 分間 1000 円のキャッチフレーズで人気を呼び、2007 年には来店

客数 1,000 万人を突破、海外展開も進めている。 

 QB ハウスは、主に駅の構内やショッピングセンターを中心とした場所に出店している。 

①から⑧は入店から退店までのフローであるが、10 分間で終わるよう考えられた合理的

なシステムである。 

QB ハウスのフロー 

①混雑状況の確認    

QB シグナル(緑＝待ち時間なし、黄＝5～10 分待ち、赤＝15 分以上) 

②チケット券売機で利用権購入(千円札専用、両替機能なし) 

③待合席で待機 

④カットコーナーへ着席 

⑤カット 好みのヘアースタイルにカット 所要約 10 分 

⑥エアーウォッシャーで吸い取り 

 （髪の中に残るカットされた毛を吸い取る掃除機様の機械） 
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⑦専用の櫛で仕上げ 櫛は持ち帰り可能 

⑧床に落ちた髪の毛は椅子の下にセットされたダストボックスに掃き入れ、吸い取られる。  

出典：QB ハウスのウェブサイト 

 

2.3 コンビニエンスストア 

 1969 年にマイショップの 1号店が大阪府豊中市に開店、1971 年ココストア、1971 年セイ

コーマート、1973 年ファミリーマートが埼玉県狭山市に開店。セブン-イレブンは 1974 年

5 月東京都江東区に開店した。それぞれが、国内 初のコンビニエンスストアと称している

ようであるが、セブンイレブン 1社だけで見ても 2009 年 6 月現在 12,349 店舗を展開して

いる。コンビニエンスストアの機械といえば POS システムであるが、店舗数が多いことか

ら、取り扱い品目の拡大による波及効果は大きい。サービス産業の特徴の一つと考えられ

る。 

以下はコンビニエンスストアのサービス業務内容拡大の歴史である。 

1975 年 セブンイレブンが福島県郡山市虎丸店で 24 時間営業開始。 

1981 年 宅配便の取次サービス開始。 

1987 年 公共料金収納代行サービス開始。 

1996 年 コンサートチケットなどの取扱い、ゲームソフト・販売開始。 

1999 年 銀行 ATM 設置（am/pm）。 

2001 年 電子マネー使用開始（am/pm）。 

2003 年 郵便ポスト設置（ローソン）。 

2004 年 医薬品の規制緩和により、医薬品 371 品目が医薬部外品となり、販売開始。 

2006 年 アルコール飲料の販売が自由化。 

2008 年 全国のコンビニエンスストア年間売上高が初めて全国の百貨店年間売上高

を抜く。 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』をベースに編集 

 

2.4 クロネコヤマト宅急便 

1971 年に小倉昌男氏がヤマト運輸の社長に就任。同社の低収益構造を分析し、それまで

業界の常識だった「小口荷物は、集荷・配達に手間がかかり採算が合わない。小さな荷物

を何度も運ぶより、大口の荷物を一度に運ぶ方が合理的で得」という理屈が誤りだと気付

いたことに我が国の宅急便の歴史は始まる。小倉は「小口の荷物の方が、1kg 当たりの単価

が高い。小口貨物をたくさん扱えば収入が多くなる」と確信したという。 

宅急便は 75 年に社内発表された開発の基本的な考え方「宅急便開発要項」を基に開発さ

れた。 

［1］需要者の立場になってものを考える 

［2］永続的・発展的システムとして捉える 
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［3］他より優れ、かつ均一的なサービスを保つ 

［4］不特定多数の荷主または貨物を対象とする 

［5］徹底した合理化を図る 

76 年に「電話１本で集荷・1 個でも家庭へ集荷・翌日配達・運賃は安くて明瞭・荷造り

が簡単」というコンセプトの商品『宅急便』が誕生した。 

図表 3.7 商品開発の推移 

 

(1) クロネコヤマトを支える情報システム 

1974 年に情報システム「NEKO（New Economical Kindly Online）システム」を導入、

路線貨物の精算などに利用。79 年「基本データは伝票番号・輸送作業と情報処理のタイミ

ングは完全一致・センターと主要店とは高速回線で結んだネットワーク・多店舗化に対応

できる端末システム」、80 年、NEKO-POS〔バーコードリーダー付簡易入力機〕を導入、

貨物追跡システム完成。同時に売上入力による請求処理への連動・サービスレベルの測定

等を行った。 

 86 年、携帯型（Portable）POS、つまり PP 導入。「情報の発生源に近いところで入力し、

事務作業の負担を軽減しながら、品質管理を行う」というシステム設計は、現在でもヤマ

ト運輸の情報システムの基本である。 
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図表 3.8 クロネコヤマトの通信機器システム 

 

 
(2) 車両の開発 

1981 年には専用のウォークスルー車が、数年後にはクール宅急便用の車両が開発されて

いる。 

http://www.kuronekoyamato.co.jp/company/30th/index.html 

 

2.5 日立物流の 3PL サービス 

3PL(third-party logistics) とは、ある企業のロジスティクスの全体もしくは一部を、

第三の企業に委託することで実現するという、物流業務形態のひとつである。7 

日立物流は、顧客に対して材料・部品の調達、工場での生産、販売を情報システムを使

い、相互に連携・管理し、なおかつコスト低減して効率よく運営するための物流改革を提

案し、包括して物流業務を受託する事業を、1980 年代半ばより展開している。 

同社では、国内外を問わず、現場経験豊富なスタッフが物流技術と情報技術を駆使して

業務の改善に努め、顧客に高度な物流サービスを届けるとしている。 

 

3PL サービス(システム物流)サービスラインナップ 

①調達物流サービス  部品・資材の引き取りから保管・生産ラインへの納入まで 

②生産物流サービス  工場内物流・発送管理に人材とノウハウの提供 

③販売物流サービス  在庫管理・入出庫管理から受注代行業務まで 

④静脈物流サービス  回収～リサイクル・処分まで支援 

 

 
                                                  
7 出典：ウィキペディア（Wikipedia） 



 56 

 

図表 3.9 3PL サービスの概略 

 

出典：日立物流ウェブサイト 

 

2.6 総合警備保障㈱(以下 ALSOK)のロボット開発 

 ALSOK は、1982 年に警備ロボットの研究開発に着手、「労働集約性の高い常駐警備の効率

化」「少子高齢化社会に伴う労働力不足への対応」「警備員の負担軽減」をテーマに、さま

ざまな研究・開発を重ね、警備ロボットや受付ロボットなどの開発に取り組んでいる。 

＜開発事例  現在、稼働中の「リボーグ Q」＞ 

①自動巡回－充電 

自動的に出発、予めインストールされた館内地図情報をもとに、巡回・監視を行う。 

バッテリー不足も自ら認識、充電装置へ戻り自動充電する。 

②各種センサーによる異常検知 

人体・火災・水漏れを検知する警備センサを搭載、センサ警報を防災センターへ送信す

る。 

③見たものを常時録画 

各種高性能カメラを搭載、常時録画・保存 

④その他 

・重点箇所の警戒と撮影 

・消化活動(オプション) 

・特定人物を発見・通報（顔認証） 

・来場者への案内 等 
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ALSOK のホームページには、ロボットの他にも、各種センサーを使った監視システム、防

犯カメラシステム、通報システム、指紋照合出入り管理システム等多数紹介されている。 

今後我が国の人口減少が進むことから、従来人間が行っていた業務の機械による代替需要

が期待される。 

出典：ALSOK 総合警備保障ホームページ 

 

2.7 大和ハウスのロボットスーツ「HAL®」 

日本社会は、これから少子高齢化が進み、人口の高齢者比率が高くなってくる。 

大和ハウスは、次世代居住環境には、省エネルギー・健康管理技術・見守り技術、ロボッ

ト技術などが重要になるとしてロボット事業の総販売代理店となった。 

自立動作支援ロボットスーツ HAL®福祉用は、脚に障害を持つ方々や脚力が弱くなった高

齢者等の脚力・歩行機能・サポートする「自立動作支援ロボット」である。 

図表 3.10 ロボットスーツ「ＨＡＬ」 

 

出典：大和ハウス㈱ウェブサイト 

 

2.8 環境分野でのサービス提供の事例 

環境分野は、世界の規模で注目を集める分野であり、環境問題に取り組んでいた我が国が

競争優位にあるとされる分野である。 

以下は、2009 年 3 月 4日の日刊工業新聞の記事の要約である。 

【環境サービス産業の 4 つ成立条件】 

①中古品の効率的回収 

効率的回収による中古品量の確保である。事業の薄利多売性から収益の確保が困難であ

り、ある一定量なければ、市場として成立しない。 
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②価格決定の透明化 

 これまでの相対取引から大規模で信頼性の高い中古品流通市場の形成が必要であり、市

場での取引データを統計的に分析し、透明な価格決定プロセスの確立が必要である。 

③品質評価の徹底 

 一定の品質の中古品を供給できるよう、ダメージや性能を徹底的に評価している。そし

て、その検査を行うための機器開発を自ら行っている。 

④科学的工学的手法 

 科学的工学的手法が積極的に採用されている。例えば、取引データを統計的に分析して

いること、品質や工程管理のための技術開発を行っていること等がある。 

図表 3.11 中古品・部品、物質の循環構造 

 

出典：2009 年 3 月 4日日刊工業新聞 

【環境製造業へ】 

 製造業を「動脈産業」と呼ぶのに対して、ここでいう環境サービス産業を一般に「静脈

産業」と呼ぶ。そして、両方が対となって物質が循環し、環境負荷の少ない社会ができる

と考えられている。(中略) 

この産業のすごいところは、蓄積したノウハウを応用展開することで新たな価値を創造

し、事業全体で収益力を高めていることである（※表）。つまり、単に環境を維持、修復

するだけでなく、製品が使われる生活現場起点から、新しい製品やサービスをつくる「環

境製造業」（グリーン・マニュファクチャラー）としての特徴も持つ。(中略) 

 しかし、この新たな製品やサービスの開発は、新製品の販売量を下げることから、今は

製造業と激しく競争している。一方、先に上げた四つの成立条件は製造業にとって当り前

であること、そしてメンテナンスサービスなどの事業内容にシフトさせはじめた製造業も

多く出始めていることから、両者は両方の側から一体化がはじまっている。 
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図表 3.12 環境関連のサービスの事例 

 

 

2.9 PFI事業 

公共事業の多くもサービスである。民間企業の活力を活用を目的としたPFI事業が次第に

増大しつつある。 

実施方針を公表済みのPFI事業数は年々増加している。平成20年度末の事業数は339事業

にのぼり、事業費も約3兆円に達している。 

図表3.13 PFIの事業数および事業費の推移（累計）
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出典：内閣府『PFIアニュアルレポート（概要版）平成20年度』 

管理者等別にみると、国で56事業、独立行政法人等で32事業、都道府県で75事業、政令

指定都市で46事業、市区町村で130事業が実施されている。 
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図表3.14 管理者別事業数の推移（累計）
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出典：内閣府『PFIアニュアルレポート（概要版）平成20年度』 

 

 

 

PFI事業事例：横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業 

  

＜＜事業概要＞＞ 

 「横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業」は、下水道工事等で掘削された建

設発生土に、市が有償で供給する焼却灰を混合して良質な埋戻し材となる改良土を製造

する施設を市の北部第二下水処理場の敷地の中に整備（市の既存プラント施設の増設）

し、その後平成26年度末までの約10年間にわたり、施設の運営・維持管理を行うＰＦＩ

事業である。また、本事業は、ＰＦＩ事業者が施設の建設、維持管理，事業運営に要す

る費用を改良土処理費（製造した改良土を販売して得る収入）による収入で賄う事業で

ある。 

 現在、既存の改良土プラント施設（改良土製造能力30m3/時）の増設工事（増設後能力

70m3/時）を完了し、平成16年1月から施設の運転を開始している。 

出典：総務省ホームページ http://www8.cao.go.jp/pfi/tebiki/jirei/jirei04_01.html 
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３．機械工業企業のサービス取り組み事例調査 

  

 米国の IT 産業企業のようにアウトソーシング、生産委託等により、自らはモノを作らな

い製造業もあれば、綜合警備保障のようにものを作る非製造業がある。製造業、非製造業

の区分が不明確になっており、アイデアを具体化した企業が利益を得る時代であると考え

られる。 

「モノ+サービス」の生産性向上、新たな需要創造の成功事例のヒアリング結果である。 

図表 3.15 機械工業企業のサービス取り組み事例調査 

調査企業 調査訪問の背景 

・調査のポイント 

3.1 森精機㈱ 工作機器メーカーの各種サービス（メンテナンス他） 

・顧客の立場に立ったサービスの提供 

3.2 富士ゼロックス㈱ 顧客の文書作成業務全体の総合的サービス 

・顧客の手間を軽減。顧客は本業に集中 

3.3 栗田工業㈱ 顧客の工場における超純水供給サービス 

・機械売りから機能売りへ 

3.4 コマツ㈱ GPS を使った部品供給、メンテナンスサービス他 

・スピード重視のサービス提供 

3.5 ㈱IHI ジェットエンジンの整備事業、レンタル他 

・サービスの事業化 

3.6 パナソニック㈱ 「VOC」顧客の情報収集システムと情報の活用 

・顧客情報・サービス重視の経営 

 

注：森精機は文献調査(過去に東レ経営研究所がヒアリングを実施したことがある)である。 
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3.1 工作機メーカー・森精機株式会社の総合的サービスの取り組み 

経営理念：精度良く、頑丈で、故障しない機械を 善のサービスとコストで顧客に供給す

ることを通じて、旋盤、マシニングセンタ、複合加工機、研削盤でグローバル

ワンを目指す。 

(1)提供するサービス 

①「テクニカルセンタ（営業サービス拠点）」： 海外 57 ヵ所。中国他 ロシア、イン

ド、トルコにも展開中。新興国は現在、低価格優先だが「次の段階では絶対にサービ

スがくる」。 

 ②「サービスセンタ」：コールセンターに相当、電話で対応する。 

パーツは 24 時間以内に発送するなど、365 日常時顧客をサポートする。 

 ③「レンタル・リース」：受注後、即納できない場合などに行う。  

 ④部品加工、金型の加工：加工の問題点などユーザーニーズを知るメリットがある。 

 ⑤工作機械の保守請負：工作機械は 10 年、20 年の稼動が前提であり、顧客は長時間止め 

られない。 

 ⑥「レジデントエンジニア」：顧客つきっきりの技術指導などである。 

⑦顧客からの聞き取り調査：役員・部長クラスの定期的な顧客訪問、保証期間が切れる 

 １ヶ月前に電話で機械やアフターサービスへの評価を聞く。 

(3)取り組みの成果、メリット (サービス化で得られたもの) 

営業やサービス人員などからの情報を基に、顧客の不満、現行機種の問題点、改善案

を蓄積、データ分析の上、優先順位の高いものから着手。 

現場での指導等は技術の蓄積、新たな要求や、課題の取り込みにつながる。 

世界的な長期の需要拡大を、綿密な市場調査で的確に予想、見込み生産、納期の短納

期化、設備対応、部品調達に役立っている。 

(4)人材育成 

  森精機ユニバーシティを日本、米国(シカゴ)、欧州(ドイツ・シュツットガルト)、タイ(ア

ユタヤ)に開設、時間をかけ高度な技術を身につけさせたり、効率良く覚えられる技能の

習熟のプログラムを作成し、短期間で覚えさせている。 

 

工作機械の不調は、生産ラインの停止につながりかねない。日本の工作機械メーカー

の充実したサポート体制は、「多少高価格でも安心」「長い目で見れば安価なアジアメー

カー製品より得」という評価につながっている。 

 

 

出典：①日刊工業新聞社編『森精機 工作機械で「グローバル・ワン」目指す』2008.9 

   ②東レ経営研究所『経営センサー2009.7.8 「工作機械業界の現状と課題」』 

   ③森精機ウェブサイト 
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3.2 富士ゼロックス株式会社 

3.2.1 サービスの現状 

図表 3.16 富士ゼロックス㈱の 2008 年度のセグメント別の販売実績 
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(1) オフィスプロダクト、プリンターの各事業 

   上のグラフは複写機･複合機及びプリンターの機器事業の販売高を示しているが、こ

れには機器の販売高のみではなく、機器納入後の不具合対応などの保守作業およびト

ナー/ドラム交換等のアフターサービスの売上高も含まれている。 

(2) プロダクションサービス事業  

   販売高の大半はオンデマンド印刷システムが占める。グラフィックアーツ市場向け

高画質カラー複合機やデータベースと連動したバリアブル印刷システムなど、デジタ

ル印刷分野の新しい可能性を切り拓いているハードもこの販売高の一翼を担っている。   

(3) グローバルサービス事業(平成 18 年度まではオフィスサービス事業と称した) 

機器販売およびそのアフターサービス業務を拠り所として、もともとは顧客が自ら

の仕事として行っていたドキュメント業務の中にまで入り込み、その仕事の代行（ア

ウトソーシング）あるいはコンサルティングまで行うと云うサービス事業である。 

※ 富士ゼロックス㈱を含む複写機/プリンター業界が創造した新しいサービス事業

であり、機械工業の各業界の中でもこの業界以外には見られない事業であろう。 

現在実施されている代表的サービス（下記４例以外にも多数あり） 

① XOS（ドキュメントアウトソーシングサービス） 

オフィスのドキュメントに関する全ての業務を請け負うサービス業務である。 

設置されている他社の機器も含めプリンターや複合機の利用状況を、コストの視点、

ドキュメントの作成保管といったプロセスの視点から分析し、機器の 適配置･運用の

効率化を行う。 

② Document Production and Publishing Services 

各種ドキュメントのコンテンツデザイン･印刷･配布代行･廃棄の業務支援。 

③ Client Account Lifecycle Services 
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カードや各種商品･サービスの申し込み受付処理のドキュメントや業務プロセスの

適化支援。 

④ 知識経営コンサルティング 

ドキュメント管理から直接派生したものではないサービスで、顧客企業が知識経営

へと転換するための様々なリサーチ･コンサルティング･サービスを提供する。既に世

にあるコンサルティング会社と競合するが、コンサルトした結果を実現化するハード

の知識を持っていることで差別化できると考えている。 

 

3.2.2 富士ゼロックス㈱の「サービス」への取り組みの歴史 

   複写機/プリンター等機器の売上が全社売上の 80%を占めており富士ゼロックス㈱は

機械メーカーと現在は位置付けられているが、1962 年の創業時、ゼロックス社より国

内初の普通紙複写機「富士ゼロクス 914」を輸入販売した当時から、機械を Best 

Condition で使って頂くため、お客様に売り切りとするのではなくレンタルで使って頂

き、機械の Operation Condition は富士ゼロックス㈱が責任を持つという企業理念（ゼ

ロックス社の企業理念）があった。 

その後、1975 年に初の自社開発複写機｢富士ゼロックス 2200｣を発売し、現在の機械

メーカーとしての地位を築き上げたのであるが、創業当初のほほ 10 年間は機器の輸入

販売とサービスがその業務であった。このような経緯もあり、サービス業務は機器を

拡販するための付随業務とは全く考えていない。 

 

3.2.3 グローバルサービス事業 

(1) 事業の位置づけ(コンセプト)  

富士ゼロックス㈱がドキュメントに関する豊富な経験を活かし蓄積してきた、作成･

保管･整理･出力･利用といった一連のドキュメントプロセスを効率的にマネジメント

して、顧客のコスト削減･セキュリティ強化･生産性向上などの経営課題･業務課題の解

決を支援する顧客のビジネスパートナーとして貢献する事業と位置付けている。 

(2) 顧客のメリット 

それぞれの顧客には顧客企業本来の事業がある。ドキュメント管理は事業内容に関

わりなくどんな事業でも必要とされるものであるが、本来業務とは違った二次的な業

務である。また、2005 年になり「電子文書法」の施行によりドキュメントの電子化や

ネットワーク化が加速され、また「個人情報保護法」の全面施行により重要ドキュメ

ントの情報漏えい防止が急務となったが、顧客の中には専門家が育ちにくい環境にあ

る企業も多い。 

それらがこのサービス事業が顧客に受け入れられた要因である。 
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3.2.4 今後の戦略展開 

  ハード（複写機・複合機・プリンターなど）の相対的価値は飽和してきており、これ

からは運用サービスとセットにして販路を拡げて行かなければならない。そのため富士

ゼロックス㈱は製販一体を保持している。 

  また、機器の性能だけで他社と差別化するのではなく、顧客のビジネスの中でどうお

役に立つかで勝負して行く。   

 

■レンタル、リース式ビジネスモデルが産み出す価値 

レンタル、リースの事業を参考にした「モノとサービスのセット販売」がある。所有権

が移転しないサービスの提供すなわち機能･効用の提供であれば顧客獲得は格段に容易に

なる。このソリューション提供型サービスを導入するユーザー企業の主なメリットは、初

期導入資金や運用管理費用の軽減メリットがある。また、サービス内容により危険物・廃

棄物処理関係の資格取得の手続き免除や資産圧縮などがある。  

所有権のあり方が違うから、提供側の機械工業企業にとっては、顧客の設備導入の促進

や生産台数の確保・収益基盤の安定化といったメリットが考えられる。 

レンタル、リース式（ストック型）ビジネスへの転換は、従来の製品販売に比べ顧客の

収益動向、投資動向の影響は低下し、企業の機械導入が容易になる。また、機械工業企業

が機器を所有しているため、耐久性の高い機器開発やメンテナンスによる機器の長寿命化

は機械工業企業のメリットとなる。  

問題点 

このビジネスモデルにおけるリスクは、投資回収期間の長期化である。また、従来の製

品販売に対し資金負担は大きい。単独での対応が困難な場合はリース業や金融機関との連

携により資金負担軽減、リスク軽減を図ることも考えられる。  
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3.3 栗田工業株式会社 

3.3.1 サービス取り組みの現状 

図表 3.17 栗田工業㈱の事業構成 

    ＜全社＞           ＜水処理装置事業(サービス)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) メンテナンスサービス： 

 納入した各種水処理装置の安全運転およびアフターサービスの拡充を図るため、メン

テナンスサービスの専門組織を 1958 年に設置し、巡回点検・装置機能診断・装置改善提

案・修理・運転管理などのアフター･メンテナンス･サービスを実施している。サービス

の対象装置は従来から製造・販売していた一般産業（医薬品･飲料･ボイラ）向け用水処

理装置・工場排水処理装置・排水回収再利用装置などであったが、近年は超純水製造装

置のメンテナンスサービスが約半分を占めるようになってきた。 

(2) 精密洗浄サービス： 

   1986 年、電子産業分野で確立した販売網や化学洗浄で培った技術を活かして半導体製

造装置に使われる部品･冶具などを製造装置から取外し精密洗浄して返却するサービス

事業を始めた。 

   その後半導体だけではなく液晶製造装置の部品･冶具にも拡張している。精密洗浄作業

は所謂 3K 作業に属し、また自動化することも困難な作業であるため、顧客側でも敬遠さ

れているものである。その作業を栗田工業㈱が集約し、請け負うことで顧客との緊密な

関係を維持できる効果も期待出来る。 

(3) 超純水供給サービス： 

 超純水とは半導体や液晶の製造工程で洗浄に用いられる極めて純度の高い水である。 

2002 年、顧客に代わり栗田工業㈱が設備を所有、運転管理を行い、超純水を供給しその

料金を課金するというアウトソーシングビジネスを開始。栗田工業㈱が薬品･装置･メン

テナンスサービスの各事業で培った技術・製品･サービスを融合したビジネスモデルを構

築した。同社では従来の超純水製造装置の販売から「水売り」に軸足を移し、同事業を

業績の牽引役に成長させている。 

(4) その他： 

水処理薬品
事業
29%

水処理装置
事業（ハー

ド）
21%

水処理装置
事業(サービ

ス）
50%

精密洗浄
13%

メンテナン
ス
63%

超純水供
給
24%
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同社の水処理薬品事業では、通信ネットワークを使用した遠隔水質管理システムによ

る水処理管理契約や蒸気供給契約、省エネ・廃棄物削減提案に基づく排水処理一括契約

といったさまざまな包括契約型のサービスも行っている。 

 

3.3.2 栗田工業㈱の「サービス」への取り組み 

1949年ボイラ給水の前処理のための純水装置およびその薬品の販売する事業を創業以来、

冷却水、空調関係水、工場排水等の処理薬剤および処理装置の製造販売並びにメンテナン

スサービスを行ってきた。 

1970 年代になり半導体製造プロセスの微細化により高純度の水が求められるようになり

超純水製造技術の開発に注力し、現在では製品、サービスとも売上高の大半を超純水関連

で占めるようになった。 

 

3.3.3 超純水供給サービスの例 

(1) 事業の位置づけ 

栗田工業㈱は設備の建設から保有、工場排水処理、運転管理、メンテナンスなど一貫して

請け負う。その対価は基本料金に加え水の使用量に応じ料金を徴収する仕組みである。 

栗田工業㈱は顧客の敷地内に多額の建設資金を投入しており、顧客の需要が大きく変動す

るなどそれなりのリスクもある。その一方で、サービスの内容が従来のメンテナンスサー

ビスと異なり、部品･冶具の洗浄や純水の供給は顧客の生産に直接に影響するため、損害補

償等の問題発生の可能性を残していることから、常に緊張感を持って業務に取り組んでい

る。 

 

 (2) 顧客のメリット 

 水処理関連の専門家である栗田工業㈱が設備建設から、運転管理、メンテナンスまで一

括して請け負うシステムであることから、顧客には次のメリットが提供される。 

① 顧客は設備投資資金を抑えられる。 

② 顧客は製品の開発製造に経営資源を集中でき、水処理関連のコストダウンも図れる。 

    

3.3.4 今後の戦略展開 

 水処理装置（ハード）の売上高は主要顧客の半導体・液晶業界の投資状況に引張られて

右下がりで進展しており、ハードで収益を安定・確保するのは大変である。その意味で、

安定した顧客を持つサービス事業の存在は大きい。 

 今後を考えた場合、顧客の信頼、顧客満足を維持するための技術開発は欠かせない。製

品とサービスは事業の両輪である。 
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3.4 コマツ (株式会社 小松製作所) 

 

3.4.1 コマツのサービスの現状 

3.4.1.1 最新のサービス 

(1) コムトラックス（KOMTRAX） 

  建設機械に GPS、各種センサーを装備し車両の位置や稼働状況の情報を移動体通信技術

とインターネットを介してオフィスに居ながらにして確認できるシステムである。国内

向け中小型建設機械は全て標準装備されており、機械販売契約内容に当初から組み込ま

れている。このシステムによりメンテナンス時期や予防保全につながる正しい使い方の

アドバイスが可能になり、稼働率を高め維持費の低減に貢献している。 

(2) 鉱山機械管理システム（VHMS） 

  鉱山向け大型機械の管理システムで、衛星通信を介してリアルタイムに機械の稼働状

態を把握でき、インターネットにより現場に指示･サポートして修理コストの低減や稼働

率の向上を実現する。 

(3) 鉱山管理システム「DISPATCH」 

  GPS による鉱山機械の位置情報と出来高･稼働状況などの情報をもとに 適配車を行う。 

(4) 無人ダンプトラック運行システム 

  大規模鉱山において、自律走行機能を備えた超大型ダンプトラックを総括制御するシ

ステム。鉱山の稼働率向上、省人化、安全性向上に寄与する。 

 

3.4.1.2 サービスの提供体制 

機械納入後のサービスを実施する組織としては、メーカー自身のサービス部門、メー

カーの代理店のサービス部門、顧客のメンテナンスサービス部門がある。 

(1)一般機械 

 一般建設機械は多数の顧客に販売されていることから、面のサービス網の構築が必要

であり代理店のサービス部門に担当して貰っている。また建設機械を多数保持されてい

る建設業者、レンタル業者の中にはメンテナンスサービス部門を持ち自前で実施してい

るところもある。 

(2) 鉱山機械 

鉱山機械の顧客は大企業であり、その数は多くなく、一顧客が多台数の機械を稼働さ

せており常駐サービスを行うことから、原則メーカー自身のサービス部門が直営で実施

するようにしている。 

(3) サービス技術者の教育 

これらの代理店、顧客のサービス部門のサービス技術者を訓練教育してサービスのレ

ベルアップを行うのも、メーカーとしてのコマツの大事な仕事である。 
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3.4.2 コマツの「サービス」の取り組み 

(1) サービスの位置づけ 

建設機械（鉱山機械も含め）はその使用条件から修理･補修あるいは消耗する部品の供

給等が必要な耐久生産財として顧客に購入される商品であり、アフターセールスサービ

スの体制が整備されていることが不可欠な商品である。サービスは業務遂行上の重要な

項目である。 

サービスに関する顧客の満足度はサービス技術者の技術レベルと必要保守部品の即納

性によってきまる。コマツではサービスの技術者の訓練教育の充実とともに、保守部品

の翌朝納入体制を実施している。 

(2) コマツの目標 

  「機械＋サービス」業務を遂行するにあたりコマツは、顧客とコマツの関係を 7段階

に分けて評価している。 終段階は顧客に「コマツがなくては自社の事業が成り立たな

い」と言われるまでに至ることである。逆に 低のランクは取引対象外である。 

コマツでは自らを評価して企業全体としてはまだ道半ば、中間段階と自らを厳しく評

価していた。 

  コマツにとってのサービスのメリットは行き届いたサービスを実施することにより、

顧客の満足を得られ、企業評価を高められることである。それを突き詰めて進め、機械

納入後のコマツのサポートすなわちサービスがなければ「事業が成り立たない」と顧客

から言われるようになることを目指している。 

(3) サービスによるニーズの把握 

 サービス提供のメリットとして、顧客のニーズの把握があるかと聞かれればそれはあま

り感じていない。顧客のニーズはセールスの際に取得できる場面があるが、いろんなこと

で顧客のニーズは判っている。それを実現させるための周辺の条件が出来ているかが問題

である。 

 

3.4.3 今後の「機械＋サービス」戦略展開 

(1) 売上面での貢献 

サービスはビジネスとしても企業に寄与している。部品販売とアフターサービスの売上

は全売上の 20％であったが、近年新車が売れ悩んでいることもあり全売上の 29％に達して

いる。 

(2) グローバル展開 

 コムトラックスサービスの海外展開も推進しているが、国により通信衛星等の環境が

異なるので、例えば地上波を使用する等、それぞれの国情を考えたやり方にする必要が

ある。 

 部品については純正部品は高いと云われ、イミテーションが出回っている現状にあり、

現地で低コストの純正部品を製作する専門工場をインドネシアおよび中国に建設した。 
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(3) サービスと技術開発の強化 

 上述の各種サービスと、低燃費で、CO2排出量を 25％削減したハイブリッド油圧ショ

ベルや、GPS と傾斜センサーによりブルドーザーのブレードの位置を自動制御し３次

元 CAD のデジタル設計データと比較照合して 10cm の施工精度の３D-NAVI Auto 

Blade システムなどの 新の技術を組み合わせ、今後とも力強く展開させる。 

また日米欧で 2011 年から始まる新排ガス規制に対応したエンジンの量産開始も

2010 年夏より開始する。 
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3.5 株式会社 IHI 

3.5.1 航空エンジン整備事業 

図表 3.18 ㈱IHI の 2,008 年度売上構成 

航空・宇宙
20%

エネル
ギー・プラン

ト
29%

物流・鉄構
14%

機械
15%

船舶・海洋
12%

不動産
1%

その他
9%

 

(1) 整備事業概況 

㈱IHI は日本のジェットエンジン生産の 60～70％を担うトップメーカーである。防衛省

が使用する航空機のほとんどのエンジンの主契約者となり、その生産を担っている。また、

大型から小型まで各種民間機用エンジンの国際共同事業にも参画し、エンジンモジュール

や部品を開発、供給している。これらエンジンの製造技術を活かして各種エンジンの整備

にも取り組み、アジアにおける航空エンジンのメンテナンスセンターとしても評価を高め

つつある。㈱IHI の整備事業の売上高は航空エンジン事業に含まれる。 

同社の 2009 年 11 月に発表された「グループ経営方針 2010」にも、航空エンジンについ

ては、次世代機に向けた研究・開発に取り組むとともに、ライフサイクルビジネスを強化

するとあり、同社においてジェットエンジンの整備事業が重要視されていることが理解さ

れる。 

 

(2) 提供するサービスの内容 

①サービス事業のコンセプト 

ジェットエンジンの寿命は 30～40 年と長く、ライフサイクルを考えたビジネスを展開

することにある。ジェットエンジンにも定期点検(義務)と自主点検(任意)がある。 

㈱IHI では、整備の他にエンジンのレンタル事業も行っており、長期の修理の場合など

に貸し出している。 

②顧客と㈱IHI のメリット 

エンジン開発から知っている技術でエンジン整備への付加価値を増加させるとともに、

エンジン整備で得た生データをエンジン開発にフィードバックさせることができ、次世

代のエンジンに反映することができる。 
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③成果と評価 

 ライフサイクルを理解することにより、各々のフェーズでの収益機会が得られるよう

になった。過去多くの機種の整備を手掛けてきたが、現在は、技術力が要求され運航台

数が多い機種に絞り込むこととし、開発から関与しているエンジンモデルの V2500 と

CF34 への選択と集中を行うことにより競争力を高め、より高収益のビジネスモデルの構

築を目指している。 

(3) このビジネスを開始するに至った経緯 

①防衛庁・航空自衛隊のジェットエンジンの整備を行っていたため、ジェットエンジンの

整備の経験があり、かつ、テストセルなどの設備を持っていたため、国内の航空会社の

顧客からも委託が取れるようになった。 

②旧東亜国内航空や全日本空輸の JT8D エンジンの整備から始まり、機種を増やしつつ  

拡大してきた。10 数年前から海外展開にも取り組み、海外の航空局の整備に関する許認

可を受け、現在では 90%が海外からの受注となっている。今のところ、海外の航空会社

のエンジンの整備を国内で行っている。 

 

3.5.2 今後の事業拡大 

①エンジン整備を基盤に、部品修理への展開や、周辺サービスを強化して顧客満足を得つ

つ、収益増加を図っていく方針である。 

②㈱IHI ではサービス事業への理解が進んでおり、4 月からは整備事業部が発足してさらに

強化される方向である。 

③全てを自社内でできるわけではないので、社外のサプライヤーとの長期的視野に立った

協力関係を構築し、活用している。海外のサプライヤーとの協力関係も同様である。海

外の競合とは受注競争しつつ、技術レベルを上げるために協力もしている。 

④海外の事業展開の可能性を模索しており、その可能性を探るために営業拠点を構築して

いる。 
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3.6 パナソニック株式会社 

 消費財関連の企業を代表してパナソニック㈱に依頼し、同社の顧客ニーズの把握手法の

一つである「VOC」についてヒアリング調査を行った。 

 

3.6.1 パナソニック㈱としてのＶＯＣの考え方 

(1) VOC とは 

・VOC は商品・サービスに対するお客様からの直接・間接的な発信情報のことであり、商

品・サービスづくりに不可欠な要素であり、パナソニック㈱においては、幸之助創業者の

DNA でもあり、企業経営のコアである「お客様満足」の源泉となるものである。 

・また、商品発売直後から寄せられる鮮度の高いお客様の声は、市場のセンサーとして機

能し、品質リスクの低減に貢献するものである。 

 

(2) VOC の活用方法 

パナソニック㈱では、5 つのステップ（インプット系の収集、アウトプット系の分析、活

用、共有、評価）を踏んで、4 分野（商品企画、機能改善、品質改善、カタログ・Web）に

活用されている。活用は VOC 部門の中だけでなく、その活用目的から他の部門と連携して

行うことが多い。 

図表 3.19 VOC の全体像 

  

 出典：パナソニック㈱提供資料より 

(3) VOC から得られる項目 

 VOC の分析、評価等のステップを踏むことにより、お客様満足度の向上、品質リスクの

予兆管理、商品の改善・改良、新製品開発のヒントが得られる。 

下図は図式化したものである。 
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図表 3.20 VOC の活用と成果項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：パナソニック㈱提供資料より 

 

3.6.2 VOC を活かした具体的事例 

(1) ビエラリンクに搭載したエコ機能（AVC ネットワークス社） 

ビエラリンクをご使用のお客様から「ビエラリンクは便利な機能がいっぱいあるけど、

たくさんの機器がつながっているので電気代が心配」「ディーガやアンプの電源をいちいち

“一斉電源オフ”で切るのが面倒」など、便利な機能は必要でも、消費電力のことを心配

する声が寄せられていた。 

そこで 2009 年モデルから導入したのが、使用していない機器の電源をこまめに切る機能

「こまめにオフ」と電源が切れているときにディーガの待機電力を 小に切り替える機能

「ECO スタンバイ」である。 

(2) エコキュートにおける使い安さ向上（ホームアプライアンス社） 

エコキュートは大気の熱を自然冷媒（CO2）に集め、その熱で沸かしたお湯を貯めて使う

環境にやさしい給湯機である。 

お客様の「実際に後どれだけお湯が使えるのか知りたい」という声に応え、2009 年度発

売商品から、従来タンク内の残湯量を図で表示していたものを、よく使う温度で実際に使

える湯量を数値で表示するようにした。また、沸き増しの際には、タンク全体がお湯にな

るまで沸かす設定だったが「来客時など急いで使いたい時に、必要な湯量だけを沸かす設

定がほしい」という声に応え、必要量を段階的に設定できるように改善した。 

(3) ブルーレイディスクレコーダーカタログ 

使い方が良く分からないという初心者のお客様を対象に、ブルーレイの基礎知識につい

て、図解とテキストで分かりやすく説明した。 

 

 

４．お客様の声による活動を
「共有」・「評価」

↓
ものづくりに活かす

３．お客様の声による
「改善」

↓
着実に解決する

２．お客様の声の「分析」
↓

見える化

１．お客様の声の「収集」
↓

幅広く

顧客満足度
の向上

品質リスクの
予兆管理

商品の
改善・改良

新製品開発
のヒント

活用
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3.6.3 実現に至る経緯 

商品に対する、お客様のご不満を削減し、更にお客様満足度を向上させる為である。 

VOC 組織をドメイン責任者直属またはそれに近い所に配置して、鮮度の高い情報をトッ

プに届けることと、トップの指示がスピーディーに伝わるようにして活動の成果を上げて

いき組織全体に浸透させてきた。大坪社長も相談センターでお客様の生の声を聞き、その

感想をイントラネットに掲載して VOC 活動の啓蒙を行ったり、トップも参加して行ってい

る。 

 

3.6.4 今後の「VOC」戦略展開について 

(1) VOC の充実に向けた社外との連携、社外資源の活用 

他業界にて、VOC 同様の活動に先進的に取り組んでいる食品会社・洗剤メーカー・医

薬品会社・飲料品メーカーなどの企業と相互訪問、情報交換を通じて VOC の取り組み深

化に努めている。 

(2) VOC についての社内研修会（考え方と VOC の意識付け）を実施。 

お客様の不満の声を生で聞く「モニタリング研修」を実施し、CS 意識向上とお客様視

点での商品づくりの必要性を意識させる取り組みを行っている。 

更に、テーマを設定し、商品改善事例の発表会を実施している部門もある。 

 (3) 従業員等の貢献度の「見える化」 

職務に対しては、経営貢献、お客様の満足度向上への貢献度について、数字での見え

る化をすることで動機付けをしている。 

たとえば改善件数と採用率・モニタリング研修受講者数と受講率・お客様相談件数と前

年比・VOC レポートの共有度・開発会議出席率などである。 

(4) 海外展開の方針 

海外コールセンターと修理会社に集まる VOC 情報をドメインの開発・品質に活かす取

り組みをドメイン単位で推進している。CS 本部としては国内で培ったノウハウを海外が

活用するための支援をすることでグローバル VOC 活動のレベルアップを図っている。 

 (5) その他：お客様の潜在のニーズの把握方法 

家電製品の顧客接点は買う前=10 買う時=4 買った後=11 合計 25 TP(タッチポイント)

である。収集の方法は主には電話・メール・はがき、分析方法はテキストマイニングの活

用のほかに目検もある。潜在的なニーズの把握はまだまだ不十分でプロジェクトチームを

編成して開発しているところである。 

中期方針としては Club Panasonic という会員サイトなどインターネット・携帯サイト

を活用して双方向のコミュニケーションを通じた VOC の情報収集とさらにそれを基盤に

したお客様の生涯価値を高めるための個客提案をしていきたいと考えている。 
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４．事例調査のまとめ 

図表 3.21 代表的事例から得られたサービス取り込みに関する示唆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 環境の変化 

 グローバル化、少子高齢化等の環境変化は、製造業にも、サービス産業にも大きな変革

を要求しており、サービス産業、製造業の区分は次第に意味がなくなりつつある。 

また、機械工業では、他社品との差別化がアウトソーシング、モジュール化による部品

の共通化などにより困難になっている。製品の品質、性能、価格で競争力を発揮しにくい

状況である。そのため、サービス、アフターサービスは差別化の有効な武器となる。 

 

4.2 サービス産業の事例から得られる示唆 

 サービス産業は常に直接接する顧客の厳しい評価の目にさらされている。且つ、新規参

入も多いことから、差別化とコストダウンに取り組まなければならない。意欲的なサービ

ス産業の企業は、自らはサービスのコアに集中し、周辺部分をアウトソーシングするか機

械化を図る等、業務の改善の必要に迫られている。 

 調査事例に取り上げたサービス産業企業はイノベーティブであり、IT の導入にも積極的

であり、必要となれば、クロネコヤマトの専用車、ALSOK の警備ロボットのように自ら機械

サービス産業の事例から 機械工業企業の事例から 

サービスの必要性
顧客としてのサービス産業

サービスのコア以外は省力化したい

コストダウンには機械化

サービスのコアの見極め

顧客としてのサービス産業

サービスのコア以外は省力化したい

コストダウンには機械化

サービスのコアの見極め

サービス産業の特徴

サービスはヒットすれば成長が早い

その道のプロが行ったほうが効率的

サービス産業の特徴

サービスはヒットすれば成長が早い

その道のプロが行ったほうが効率的

環境の変化
ＰＦＩ等環境問題 少子高齢化

サービス産業の革新性

サービス産業はイノベーティブ

必要と思えば自ら機械を作る

ITの業務への活用は積極的・多様

サービス産業の革新性

サービス産業はイノベーティブ

必要と思えば自ら機械を作る

ITの業務への活用は積極的・多様

サービスは差別化戦略

海外のサービスは模倣品対策

サービスは顧客ロイヤルティ向上策

サービスの取り組みの方法

ユーザーの利便性を考え
ビジネスモデル提案

サービスはまとめて行えば
ビジネス単位になる

工場のカイゼンをサービスに応用

サービスと技術は車の両輪

交換部品、修理はスピード

製造装置のレンタルはお互いの
信頼がベース

モノが売れない時代はサービスの時代

連携
＆

競合

グローバル化 ＰＦＩ等

技術動向の把握

ユーザーニーズの把握



 77 

を創ってしまう勢いがある。企業も従業員も若い企業が多く、活力が感じられる。 

更に、サービスがヒットすれば、顧客の拡大のスピードも早い。 

 

4.3 機械工業企業の事例から得られる示唆 

 先進的な機械工業企業では、サービスは売れない時代の収益源としてその重要性が認識

されており、サービスが差別化戦略になり、顧客のロイヤリティ向上にも役立つことが認

識されている。更に副次的な効果といえるかもしれないが、海外の模倣品対策にもなると

いう声も聞かれた。 

 こうした先進的機械工業企業では顧客の利便性を重視し、交換部品、修理はスピードを

もって対応し、サービスのカイゼンにも努めていた。特に消費財関連の企業では、顧客の

細かな意見・要望を吸収し、対応しようとする姿勢が注目された。 

サービスは製品売りと比べれば、金額的にも小さいがまとめればビジネスにもなるし、

顧客の囲い込みにも繋がると認識されている。製造設備のレンタル・リースは顧客との運

命共同体的な信頼関係がベースになり、緊張感を要求されるストック型のサービスの代表

格である。 

 いずれにしろ、こうした企業ではサービスと製品は車の両輪と考えられている。 

完全無欠の故障しない製品があればそれに越したことはないが、むしろ故障を前提とし

て部品が損傷した時、故障した時に如何に早く、部品を補給し、修理してくれるかに価値

を置く顧客が多いと考えられる。機械は生活や、生産活動の一部になっており、停止した

ままでは身動きが取れないのである。素早く、十分な対応を受けた顧客は、買い替え時に

同じメーカー品を選択することになる。 

 サービスのメリットは、1 回の製品売りに対し、繰り返し売上が期待されることである。

コピー機のインクカートリッジ交換、髭剃りの替え刃である。 

 さらに、サービス提供の過程で、顧客の技術、業務プロセス、今後求められる機器・サ

ービスに関する情報入手が可能である。 

 

4.4 機械工業企業とサービス産業企業共通に得られる示唆 

 機械工業とサービス産業の仕切りが不明確になりつつあり、両産業に属する企業はライ

バル関係にあり、協力関係にもある。 

 文献調査、ヒアリング調査でも見られたように、顧客第一に考えれば、ものづくり企業、

サービス企業のそれぞれが得意分野で活動し、顧客の本来業務に集中できるように役割を

果たすことが、結局双方の業務効率向上、収益性効用に繋がるものと考えられる。サービ

ス産業が機械作りに努力する事実は、機械工業企業のサービスの姿勢に不足するところが

あると謙虚に受け止めるべきであろう。 
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第４章 機械工業企業のサービス分野取り込みの課題と対策 

 

本章では、これまでの調査検討を踏まえて、サービスを取り込んだ「機械+サービス」の

事業基盤強化策について検討する。 

 手順としては、サービス提供システムの 上位に位置する「顧客」について検討、次に顧

客重視の視点から「モノ+サービス」の提供について考察する。 

 

１．誰が顧客か（ターゲットの明確化） 

 我が国のバブル崩壊後約 20 年が経過し、また米国のヤングレポート発表前後を起点にイ

ノベーションの必要性が叫ばれだして 20 数年が経過している。この間の我が国発のイノベ

ーションは多くない。その主な原因はシーズとニーズのマッチングによる需要創造ができな

かったことに帰せられよう。我が国の場合、世界有数の研究開発投資、特許取得数から考え

て、ニーズの把握が不十分だったと推測される。 

 どうすればニーズが把握できるのかを検討した結果、やはり自らの置かれた環境を知ると

いう「ビジネスの原点」に立ち返ることが重要と考えられる。  

「ビジネスの原点」 

 ・顧客ターゲットの理解 

 ・市場における自社のポジション、競争状態の正確な把握 

 ・提供する製品･サービスの価値、競争力(価格)の見極め 

  これらの業務はマーケティング部署の担当分野である。技術開発競争が一段落したか

に見える現時点では、顧客重視の立場からマーケティングが見直されてしかるべきであ

る。 

   

1.1 誰が顧客か（ターゲットの明確化） 

 顧客を大括りに設定しては、製品・サービスの訴求力が希薄になるため、顧客セグメン

テーションが必要である。特に企業間取引では、個々の顧客のパートナーとして対応が求

められるため、対象企業のセグメンテーションは重要である。 

  

1.2 どんな顧客が良いか（リピート顧客） 

 継続的な売上が見込めるリピート顧客が良い顧客である。事業費も、時間も新規顧客を

獲得するのに比べて格段に少なくてすむ。例えば、アップル社のマックには熱狂的なファ

ンが多く、次の商品の発表を待ち望んでいると言う。 

リピート顧客を獲得するには製品やサービスの提供を通じて、顧客のロイヤルティを獲

得する必要がある。現在は製品面での差別化が困難になりつつあるので、サービスによる

差別化、ブランドロイヤルティの獲得が注目されている。 
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1.3 顧客は何を買っているのか（ソリューション＝価値・効用） 

極端に言えば顧客はモノを買っているのではなく、機能や満足を買っているのである。

顧客にとって使えない機能は無駄な機能である。その機能を使えば顧客の利便性が増加す

ることを教えるのも、使えるように教えるのもサービスであり、顧客満足を増大させるも

のである。モノにサービスを加えることにより機能を正しく、あるいは期待以上に提供す

ることができる。 

例えば、骨董品など興味の無い人間に取ってガラクタであるが、興味のあるに人間に取

っては観賞の楽しみがあり、所有することの満足という効用が期待され、より良く見せる

展示方法、保管の指導や代行、さらに鑑定書がつけば顧客満足は増幅される。 
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２．マーケティングの４Ｃで考えるサービス取り込み戦略 

 

以下に製造業のサービス取り込み戦略の立案ステップの例を示す。 

チャンスは社会問題(例えば、日本の人口減少問題)の中に眠っている。チャンスを捉え、

ビジネスとするには、そのための「戦略・シナリオ」をまとめる必要があり、戦略の策定

には、適切な情報ゾーンに身を置き、大きな変化に結びつく小さな変化を察知するのが確

実かつ手っ取り早いと考えられる。 

ニーズの把握に問題があると感じている現状から脱却し変化を察知するには、より顧客

の身近に居るサービス部門の強化、顧客重視の視点から見るようなサービスの位置づけ変

更が考えられる。 

マーケティング理論で言えば、マーケティングの 4P(196 年、米国ジェローム・マッカー

シー)・売り手からの視点から、マーケティングの 4C(1993 年米国ロバート・ローターボー

ン)・顧客視点への転換である。ここではサービスを顧客重視の観点から、マーケティング

の 4C を中心に考察する。 

 

図表 4.1 マーケティングの４P、４Cと課題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：東レ経営研究所作成 
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2.1 CONVENIENCE（買い手の利便性） 

 売り手が設定するチャネル、流通範囲、品揃え、場所、在庫、輸送などの諸要素は、顧

客の立場から見れば利便性（入手の容易性、欲しい時に欲しいだけ手に入る）として括る

ことができる。 

 

2.1.1 求められるソリューションの提供 

売り手が目指すべき目標は、モノとサービスの融合による 善のソリューション提供で

ある。 

そのためには、企業間取引の大口顧客であれば、顧客企業の組織全体、各階層に張り付き、

情報を収集・分析することが重要である。効率優先・オンライントレードのデルも大企業の

顧客には要員を配している。 

 顧客が求めているのは、必ずしも 新の技術ではなく、その時々の問題・課題を解決し

てくれる 善のソリューションである。つまり、顧客や企業のニーズに合わせて、製品や

サービスの顧客価値を高めるようにパッケージングして 善のソリューションを提供する

ことが重要である。 

図表 4.2 顧客はソリューションを買っている 

 

 

 

 

 

 

情報技術が発達したことから、生産面では分業や連携の時代となったが、サービス面で

も情報、金融、エンジニアリング、物流等々との連携・組み合わせにより、顧客満足の向

上を図ることが可能である。 

  

2.1.2 ソリューション提供サービスの価値 

ソリューション提供型サービスへの転換はユーザー企業とサービス提供者の双方に従来

とは異なる新しい価値を産み出す可能性があり、顧客ニーズを丸ごと取り込む付加価値の

高い新たなビジネスモデルの構築が期待される。 

例：①コマツのコムトラックス 

  ②日立物流の 3PL＝サードパーティロジスティクス 

     コンビニエンスストア向けの配送関連業務の一括受付 

  ③トヨタ・ファイナンス、東芝クレジットなどの金融サービス提供 

  ④エンジニアリング会社の使用方法教育 

 

ソリューション

最新の技術
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2.2 CUSTOMER VALUE（顧客価値） 

何が顧客にとっての価値なのかを検討し、製品・サービスの再編集を行う必要がある。

PRODUCT（提供する製品・サービス）から見れば、品質、ラインナップ、ブランド名、サー

ビス、保証体制、パッケージデザイン等が対象となる。 

 

我が国機械工業は、世界一の品質を誇るハード（製品）を提供できるが、ソフトのサービ

スについては、まだまだ不慣れな企業が少なくない。両方揃えば、事業基盤は格段に強化

される。今、サービスに注力することが企業の競争力にとってきわめて重要だといえる。 

競合他社製品と自社製品のモノとサービスを比較してみれば、顧客に喜ばれるサービス、

あるいはサービスの改善点が見つかるはずである。モノが同じ程度であれば、サービスで

の差別化を考えればよい。 

  ①個別ニーズの把握 

標的市場となる顧客の抱える問題を把握し、創造的問題解決策を提起する。そのた

めに「いつ、どこで、何をどのようにつくるか」の適切な設定を迅速に行う。 

  ②事業コンセプト・SCM の掌握 

①の問題解決策をケースに応じて提供するために事業全体のコンセプトを策定し、

サプライチェーンを見直し・ 適化し、活用する。 

③生産技術立国ではなく市場価値創造立国への発想転換 

事業コンセプトに含まれるが、ものの品質を決定するソフトウェア開発力をしっか

りと掌握する。8 

欧米先進企業と比較した我が国の優位性、製造業の現状における強みは何かといえば、

「ものづくり」・生産方式等である。しかし、一歩進めて顧客満足・顧客の利便性を考えた

場合、サービスの提供能力も問われることになる。サービス提供能力とは、IT の活用、金

融技術、物流技術、マーケティング技術、エンジニアリング技術の活用、サプライチェー

ンの構築等である。 

 変化が激しい時代である。サービスを既に展開している場合でも、もう一度顧客重視の

視点から、さらに強化する方法がないか繰り返し見直すことが必要である。 

 

2.2.3 価値あるサービス創造に向けた社内外の企業保有資産の再編集 

計画したサービス・コンセプトを提供するためには、具体的なサービスを作り出すシス

テムが必要である。無形性、消滅性等分かりにくいサービスであるが、顧客が求めるサー

ビス、顧客にとって 適なソリューション提供に向けて、論理的に検討して行く必要があ

る。 

自らの核となる競争優位を活かし、その競争優位を中心に超一流のサービスを加えれば、

                                                  
8 出典：渡辺高哉『勝ち組メーカーに学ぶサービス事業戦略』PHP 研究所 
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トータルの競争力を強化することができよう。 

2.2.3.1 核となる競争優位 

核となる競争優位としては、次のようなものがあげられる。 

①製品  

②無形資産(蓄積したブランド力、販売網、設計データベース等の活用) 

③スキル(専門性の高い業務知識やノウハウ) 

④対外関係（外部プレーヤーとのネットワーク） 

図表 4.3 モノの価値を拡大するサービス 

 

 

 

 

 

    

   顧客の深い洞察と、社内外の資産のダイナミックな編集が求められる。 

  提供する財（ここではサービス、サービスプロセスの見直し）、ヒト（実行する要員）、

カネ（体制整備に要する資金、運営資金）の視点から見直し、再編成する。 

   問題は、モノの価値は判断できても、無形のサービスの価値について社内で理解を得

ることが難しい点である。 

2.2.3.2 「モノ+サービス」のコンセプト=提供するサービスのコンセプト 

(1) 提供するサービスの大分類 

 サービスは顧客のニーズに応えて提供する価値や効用により分類することができるが、

本報告書ではモノ、情報、利便性の３分類とした。 

①モノの利用権提供 

・自社所有の物的な経営資源を顧客に貸与して利用させる物品(高額医療機器など)のレン 

タル業 

 ・金融 

②情報提供、ノウハウ伝達 

 ・機械の利用方法、活用方法 

 ・運転マニュアル、教育、講習 

 ・特定の課題に対するノウハウ提供サービス・ノウハウの移転 

 ・PFI 

③利便性（快適、楽など） 

 ・物流 カンバン・タイムリーな納入、ハンドリング性能の向上、アフターサービス 

(2)サービス内容の編集 

製造業企業が経営課題として顧客中心のサービスに取り組むには以下のような手順を踏

サービス 

核 
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む必要がある。サービスを仕分け・分解して一つ一つの作業・工程の要不要を見極め、改

善、工程の前後入れ替え等を考える必要がある。 

サービスを分析の対象とし、分類、分解、モデル化の手順で「サービスの見える化」を

行うことである。 

■手順 

①分解・パーツ化 

  提供するサービス内容をプロセス毎に分解することにより、サービスの改善点が見え

てくる。 

②組み立て・編集＝モデル化 

  分解したパーツを競合他社と比較し、改善を加えつつ、再編集・モデル化すると、サ

ービスの全体像が見えてくる。差別化のためのシステム化、効率化である。中央に顧客

を置いて、サービス提供者、サービスプロセスとシステム、サービス戦略等を検討する。 

  ベースとなる機能があって、あとからオプションで機能を追加していくことでも対応

できると考えられる。 

③サービスの価値評価 

  サービス品質を 6 つの分類から評価 

※６つの評価項目：正確性、迅速性、柔軟性、共感性、安心性、好印象 

 サービスは納期、スピード、内容(修理、付加価値)、スキル、手順、知識の集合体であ

る。そのサービスを成果とプロセスに分解して評価する。サービス産業の目線でサービ

スをチェックするとより鮮明に見えてくると考えられる。    

④必要な強化方法 

  製造業は対象がモノであるが、サービス業は人であり、教育とトレーニングが重要で

ある。 

(3)  「ものづくり」から「コトづくり」へ（サービスの完成度の向上） 

  事業コンセプトのキーワードは「面白い」、感動を与えるビジネスに移っている。 

 通常の製品・サービスでは感動を与えられないが、「コトづくり」はアップルが一つの解

を出したといえる。技術そのものは斬新なものではなくても、技術を組み合わせ、完成度

を高め、うまくマーケティングすることで巨額の利益が稼げるのである。    

 

2.3 COMMUNICATION（コミュニケーション） 

コミュニケーションとは、ターゲット顧客を効果的かつ効率的に把握し、訴求すること

であり、広報、宣伝、販売促進、人的販売といった要素がある。ただし、過大広告などの

プロモーションにより、実際の効用より過大な事前期待を抱かせると、結果的に期待はず

れ、失望につながり、逆効果となることに注意しなければならない。 

サービスのプロモーションでは、サービスの無形性からか口コミなどに代表されるコミ

ュニケーションが重要視されることが多い。 
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4C の視点から、顧客に効用・サービスのメリットを正しく伝えるには、顧客にサービス

の価値を「見える化」することが必要と考えられる。 

 

2.3.1 コミュニケーションによる相互理解 

企業と顧客の両者をつなぐのがコミュニケーションである。コミュニケーションを担う

のはヒトであり、ブランドである。「ヒト」と「ブランド」は育成・強化することが可能で

ある。 

モノの提供だけでは価格競争となる。企業は顧客あるいは顧客企業とコミュニケーショ

ンすることにより隠れた顧客ニーズを把握しなければならない。 

 

2.3.2 顧客にサービスの価値を「見える化」「見せる化」する 

 どうやって「見える化」するかというと、残念ながら実際に顧客にサービスを実体験し

てもらうか、パンフレット、ホームページ等により、サービス内容の情報提供することし

か思いつかないのが現状である。提供のプロセス、提供するシステムの情報を提供し、価

値を感じ取ってもらうことになる。 

 

2.4 CUSTOMER COST 

顧客重視の視点からは、顧客にとって提供価値との比較において 価値≧価格でなければ

ならない。 

 顧客にとって適正な価格は、「モノ+サービス」取得にかかるトータルのコストと顧客の

メリットの比較検討から得られる。 

手の届きやすい値ごろ感は顧客の他社品への「スイッチングコスト」を高める効果を持

っている。 
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第５章 まとめ 顧客満足を高めるために 

 

2004 年に米国で発表された“Innovate America”(通称パルミザーノレポート)には「競

争力ある会社ほど製品とサービスを融合･･･製造業者は自らを単なる製品供給者から解決

策提案企業に転換･･･低賃金の大量生産の世界で争うのではなく･･･顧客のニーズに合わせ

たカスタマイゼーション、柔軟性、スピード、イノベーションができるかにかかっている」

9とある。業績回復を期す我が国機械工業企業への一つの重要な示唆となる。 

 

１．顧客第一主義・顧客満足の向上 

顧客満足を 優先課題として設定すれば、製造業でも、アフターサービスをはじめとす

るサービス能力が武器となる。顧客の問題・課題解決の手段として、製造企業によるサー

ビスビジネスの取り込み、取り組みを提案する。 

 新規の技術が生まれにくくなったと言われる時代には、より顧客のニーズに対応した製

品開発が必要であり、サービスを付け加えることによって製品の価値を高めることが重要

である。また、サービス提供は貴重な顧客との接点であり、顧客の問題・課題、ニーズに

直に感じ取れるまたとない機会である。 

図表 5.1 顧客価値を高めるサービス 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

出典：日本機械工業連合会・東レ経営研究所 

『平成 20 年度 海外機械工業企業の世界戦略に関する調査研究報告書』に加筆 

 

 

 

 

 

 

                                                  
9 出典：経済産業省『サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて』 

機械メーカー
サービス
取り込み

①顧客・ニーズ

③価値 ②機械工業企業

④ニーズ
把握

⑤価値
創造

⑥価値
伝達
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図表 5.2 顧客を高めるサービス 個々の役割・機能 

 

   

1.1 顧客重視は企業の基本 

 顧客重視を具体化する第一歩として、理念、ビジョンを今一度全社をあげて、繰り返し、

共有することが有効であろう。 

時代に合わなくなったり、事業内容の変化から企業の価値観や目標にそぐわなくなってい

る企業は、急いで見直さなくてはならない。グローバル化の時代であることから、企業の

理念、ビジョンは日本人だけでなく世界のステークホルダーが、世代を越えて共有する必

要がある。 

モノづくりもサービス提供も、顧客に対する深い思いやりから生まれる。高い顧客満足

の土台にあるものは、モノを作り、サービスを提供する従業員であり、従業員が顧客重視

の理念、ビジョンを共有できれば、顧客満足、収益はついてくると考えられる。 

えてして、モノづくりに神経が集中しすぎると、行き過ぎた高機能化やコストダウンに

走り、顧客重視の姿勢が薄れるようである。そうならないような理念、ビジョンを形成し、

全社で共有したいものである。 

  

①顧客ニーズ ニーズは隠れている。「楽」したい。利便性の追求。 

チャンスは社会的な大問題の中に眠っている。 

②ニーズ把握 サービスは絶好の機会。 

顧客の視点で、顧客の抱える問題の解決を考える。 

戦略シナリオの策定には、適切な情報ゾーンに身を置き、大きな変化に

結びつく小さな変化を察知。 

③機械工業企業 社内外のネットワーク、 SC を形成し、フレキシブルな体制構築。 

企業の優勝劣敗は、顧客が抱えている問題解決への貢献度で決まる。 

  製造業でも、コンサルをはじめとするサービス能力が武器となる。 

アウトソーシングの時代だからこそ、「コア機能」「キーテクノロジー」

をしっかり握る。 

④価値創造 あらゆる機会を通じて得られたニーズを基に技術蓄積を活用、応用して

価値創造。予感を詰めるに値する「戦略シナリオ」に世界大、ＳＣＭの

能力フル活用で競争優位構築。 

差別化要因として、素材開発力。 

⑤価値 顧客から見た価値、ソリューションの提供。 

顧客にとって優しい、使いやすいシステム。 

⑥価値伝達 価値を正しく、素早く、分かりやすく顧客の立場に立って、伝達するこ

とである。 
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1.2 サービス取り組み前の問題点と取り組み後のメリット 

サービスを迅速、且つ適切に顧客に届けるには 部品、機器、サービスを提供する技術

者などを多数保有しなければならず、過去に販売された製品から 新の製品まで幅広い知

識が必要とされるため、技術者の教育も行わなければならない。そこでの問題点は、サー

ビスは細かく、煩雑に見えることにある。さらに、サービスが必要とされるタイミング、

需要の規模は予測しにくく、また 近では回収品、不用品の処分など環境配慮が要求され

ようになった。 

しかしながら、こうしたサービスは顧客から求められれば対応しなければならないこと

であり、むしろ積極的に取り組んで、競合他社との差別化を図り、収益源に転化させるべ

きである。サービス取り組みの 大のメリットは、顧客のリピーター化・囲い込みにあり、

それに要するコストは新規に獲得するために払うコストより格段に小さく、口コミの宣伝

効果まで期待される。また、顧客との接点の増加は、顧客のニーズを知る機会でもある。 

 

1.3 一格上の「モノ+サービス」 

顧客が抱えている問題解決への貢献度が企業の優勝劣敗を決することから、企業は顧客が

抱える問題を創造的に解決できる提案をしなければならない。 

 

先進国にはモノが溢れており、何等かの価値(違い、差別化要因)がなければ競合品には勝

てない。「価値」は競合優位であり、それにはモノだけではなく、サービスが含まれる。 

サービスバリューを高めて利益を上げるのがこれからの重要な経営方針となろう。 

※サービスバリューを高める要素の例 

 ・ワンストップ性を高める 

 ・サービスに何かを組み合わせる 

   例：環境（グリーン物流、グリーン SCM 等）、省エネ、高齢者、子供対応、健康、  

ハンドリング・操作性等 

 

２．「モノ+サービス」の人材育成 

「モノ+サービス」を実現するための人材育成は、これからの研究開発人材と同じ様に創

造的な人間が育成目標となるが、さらに他（顧客）を思いやる心の涵養が重要である。 

サービスは、人が中心となって提供されるため、その品質や効率性は人に大きく依存す

る。従って、優秀な人材の獲得と育成の両面が重要である。文部科学省は人材の育成につ

いて次のように整理している。 

①サービス産業界に求められる人材ニーズ・人物像の明確化 

求められる人物像（知識・スキル・技術など）、企業における将来のキャリアパスを明確化 

②サービス産業人材を育成する教育体制の充実に向けた産学間における対話の促進 

求められる人物像（知識・スキル・技術）について、産業界と大学等教育機関との対話の
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促進に資する働きかけを行うとともに、教育体制の充実に向けた取り組みを支援する。 

 

３．顧客本位の組織体制の構築 

我が国製造業を見た場合、優れた技術力を有しながら、ビジネスの面で報われているとは

言いがたい業績が継続している。 

これまで事業を新しいステージに押し上げるのは研究開発あるいは技術のイノベーショ

ンといわれてきたが、イノベーションに結びついた研究開発、技術開発は少ないことから、

昨今では、ビジネスモデルの開発が注目されるようになった。しかし、いざビジネスモデル

の開発に取り組もうとしても、どこから手をつけてよいか分からないというのが現状であろ

う。 

これまでの当研究所の調査結果では、機械工業企業はプロダクトアウトのイノベーション

指向性が強く、ユーザーニーズの把握が十分でないという結果が出ている。このため市場調

査の強化も一つの解決策であるが、より的確なニーズを得る方法としてサービスの提供を通

じたニーズの把握が考えられる。 

とはいえ、サービス重視の経営への切り替えは、従来の延長線上で実施しようとしても

成果が得られないであろうことから、以下の視点で、これまでの経営システム、事業組織・

体制を抜本的に見直すことが必要と考えられる。 

■サービス取り組みへの経営見直しの切り口 

 ・日本も世界も大きく変わろうとしている。変化はチャンスである。 

このチャンスに、既存のビジネスモデルを再構築できないか。 

 ・モノづくりの競争優位を強化するのにサービスを取り込めないか。 

サービスを新しい付加価値と位置づけられないか。 

 ・サービスの提供に本格的に取り組むには、企業体質の改質、組織体制の再編が必要と

なるが、現行の企業体質、組織の見直しの契機とならないか。 

・研究所の持つ知的財産や、生産現場の持つ技術力を顧客と直結し、市場対応、製品開

発のスピードアップを図れないか。 

・サービスサイエンスという切り口から、事業構造を見直し、リスクとリターンの 適

化を訴求するビジネスモデルを構築できないか。 

 

事業全体を戦略的に考察することに長けた欧米では生・販・技の権限が集約されている企

業も多く見られるが、日本では（組織の効率化が進んでいるように見えるものの）実際には

生、販、技、あるいは生技、販が分離しているケースが多いようである。 

  

図表 5.3 は、研究開発のリニアモデルとチェーンリンクドモデルであるが、サービスやマ

ーケティングの世界でも、変化の激しい現在では顧客の需要をライバルに先駆けてキャッ

チし、全社で共有できるチェーンリンクドモデルの方が好ましい。 
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さらにいえば、全社一丸となって市場に対応することがより望ましいと考えられる。 

顧客と企業は対立する存在ではなく、サービスが両者をつなぐという構図である。 

図表 5.3 全社で取り組むサービス分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          出典：東レ経営研究所作成 

 

製造業であれ、サービス業であれ、すべての企業は、モノあるいはサービスを提供するこ

とにより、顧客の問題を解決し、対価を得ている。企業の優勝劣敗は、顧客の抱えている

問題解決への貢献度とソリューションの提供の仕方・ビジネスモデルで決定することにな

る。製造業でも、製品を提供するだけでなくアフターサービスをはじめとするサービスを

提供することにより、製品の価値や効用をさらに高めることもできる。 

 モノの周辺にあるもの、価値や効用を引き出すのがサービスといえる。価格競争から抜

け出すには「良いものを安く」提供するだけでなく、サービスを強化することが有効と考

えられる。 

 

４．『製品』から『顧客』へのマインドセット 

顧客はモノではなく「ソリューション」を買っており、問題がうまく解消されることを期

待している。競合他社より、優れたソリューションを提供できるようにするものがサービス

である。 

 『ものづくりこそが価値の源泉』とする製造業の価値観からはサービスが重要視される時

代の明確なビジョンは生まれない。プロダクトアウトではなく、マーケットインの視点、

顧客あるいは顧客満足を頂点とする価値観・ビジョンが必要である。つまり、顧客を中心

にした経営の見直しである。 

顧客は何を求め、自らは「どのような環境にあるのか」、顧客のニーズを満たすには「ど

のような経営資源、経営手法が求められているのか」、「経営資源をどのように使えばよい

のか」について繰り返し検討することが必要である。 

研究開発 販売生産 顧客・市場

研究開発

販売

生産

顧客・市場

顧客・市場販売生産研究開発

リニアモデル

チェーンリンクドモデル

事業一体化モデル

サービス
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製造業、特に大型の設備投資が必要な産業では、はじめに美しい戦略を立案し粛々と実施

する高度成長期の計画経済型経営が根強く残っている。現在の成熟化社会、混沌とした時代

に対処するには、顧客企業やパートナーとともに走りながら戦略を練り上げ、具現化する俊

敏な経営へのシフトが求められている。混沌とした時代のアンテナ、あるいはレーダーの役

割を果たすのが、サービスである。我が国は、製造業もサービス業もグローバルな競争の時

代を迎えていることから、サービスの価値を見直すべき時期にきている。 

図表 5.4 サービス取り込みによる事業基盤強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需要が伸び悩み、競争が激化し、利益率が低下している。このような状況にあっては、

製品の差別化よりも顧客に評価されるソリューションの提供である。企業は古典的ビジネ

スモデルのジレット社の髭剃りの替え刃、コピー機のインクカートリッジ交換などのスペ

ア部品の販売やアフターサービスからも利益が得られることを理解している。 

製造業企業の経営者から｢企業が生き残り、発展するにはサービスに力を入れなければな

らない｣という声が良く聞かれるが、現実には製品中心の発想から抜け出せないでいる企業

が多い。サービスの持つ「同時性、消滅性、無形性、異質性」の特徴ゆえに、サービスの

定義、内容、効用の見極めが難しく、体系的な管理、利益を上げるまでの効率化が図れな

いでいるのであろう。 

 発想を転換し、製品ビジネスのコンセプトを次のように切り替えはどうであろうか。 

すなわち、従来の機械工業のビジネスは、機械を設計して、生産し、販売することで一応

完成したが、今後は「機械＋サービス」と割り切り、サービスを取り込んだ製品設計を行

い、複数のビジネスモデル、サービスのメニューなどを提供する体制、サプライチェーン

の構築等を行うことである。 
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