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[要 約] 

概要 

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

把握が重要なことから、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、顧客重視のイノベーション創出、事業基盤強化の方策についてサービス産

業、機械工業企業のサービス提供事例を中心に調査研究したものである。 

サービス産業は製造業に比較して生産性が低いといわれるが、GDP の約 7割を占めるま

で成長している。サービス産業は新規参入企業も多く、競争も激しい。今回調査対象とし

たような注目度の高い企業では機械化による生産性向上、サービス向上に熱心に取り組ん

でおり、自ら機械を創ってしまう企業もあった。また、調査対象の機械工業企業において

もサービスは顧客のリピーター化、囲い込み、顧客ニーズ把握に有効な手段であり、重要

な事業活動として認識されていた。 

現在のように画期的な技術が生まれにくくなったと言われる時代には、顧客のニーズに

対応した製品開発が必要であり、さらに製品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でき、競合他社に対する競争力強化、差別化等に繋がると考えられる。 

サービス提供は顧客との貴重な接点であり、顧客の問題・課題、ニーズを直に把握でき

る機会となる。このような視点に立ったサービス提供はグローバル展開において、特に国

や地域によってニーズが大きく変わる新興国市場で重要な差別化戦略となると考えられる。 

機械工業企業は、事業のコンセプトを「モノ・機械」から、顧客中心の「機械＋サービス」

に転換することで事業基盤の強化を図ることが考えられる。 

 

エグゼクティブサマリー 

上記の概要の記述内容と重複するので、記述は省略する。 

 

調査研究の概要 

 

１．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、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
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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サービス分野の取り込み

が考えられる。本調査研究は、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。 

 

２．調査研究の内容 

 調査研究は、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

を行った後、サービス産業の機械化にあるいは機械工業のサービス分野取り込みよる事業

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

ス提供の重要性を確認し、機械メーカー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。調査の方法は、文献等調査とヒアリング調査である。 

 

３．調査研究のタイムスケジュール 

平成 21 年 7 月から平成 22 年 3 月にかけて、機械メーカー、サービス産業のサービス取

り組み等について文献等調査あるいは企業訪問調査により、順次、調査を実施した。 

 

４．調査体制 

 東レ経営研究所内に「機械メーカーのサービス取り込みプロジェクトチーム」を設け、

調査を実施した。  

 

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り、サービスに関係する人々

相互のロイヤルティが揃って、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 

サービス産業は我が国のGDPの7割弱、労働人口で７割強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、製造業のサービス部門の生産性にも共通するものと考えられる。  
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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 

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いて既

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が重要である。 

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。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、これまで進まなかった企業体質、事業構造の

変革取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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジアの新興国は工業製品の巨大市場となりつつあり、各国それぞれの事情を反映した

モノとサービスのニーズがある。国内では差別化品、高級品を生産することを考えなけれ

ばならず、コモディティ製品よりも数段違った品質、サービスの提供が求められ、顧客ニ

ーズの把握が求められる。 

「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。 

先進国、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おり、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、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、顧客訴求力の向上が重要になる。 

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

機械工業企業が対応すべき項目

グローバル化

アウトソーシング
加工、輸送等

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

健康・医療
福祉

公的サービス
の民間委託等

安心・安全
要求対応

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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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）への転換しつつあり、

「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。 

現在の機械製品の多くは国産品で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、何を付加するかである。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とは 

 

１．サービスサイエンスとは 

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。 

サービスサイエンスはサービス業の効率化を目指したものであるが、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のツールと

して「サービスサイエンス」を位置づける。 

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。 

 

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んでいる。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みが進んでいる。  

 

３．サービスサイエンスに対する期待 

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

という新しい学問分野、学際分野にもっと関心を持ち、自らも研究する必要があると考え

られる。 
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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 

 文献調査で得られた事例は、イノベーション、生産性向上の視点から下図の通り分類さ

れた。 

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。 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

顧客を広く浅く設定しては、製品・サービスの訴求力は希薄になることから、ある程度

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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の顧客セグメンテーションが必要である。 

企業にとって重要なのは継続的な売上が見込めるリーピート顧客を増やすことである。

販売促進費用、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。顧客は、これ

を買えば確実にこういう価値・効用がある、ソリューションが得られると期待して買って

いる。顧客にとって使えない機能は顧客にとって無駄な機能であり、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。  

 

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） 
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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。 

 

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．「モノ+サービス」の人材育成 

「モノ+サービス」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

ターゲットとなるが、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
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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。 

 

 
 
 

        この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
 

http://ringring-keirin.jp 


