Ⅳ. テクノロジーの進化がもたらす構造変化

Ⅳ－3. テクノロジーの進化を見据えた日本のものづくり産業の在り方
【要約】


先進国市場の成熟化やそれに伴うインフラ関連での自由化の流れ、新興国市場の成長
等を背景とした需要の多様化・高度化や、テクノロジーの進化に伴う「モノからサービス」
への付加価値の移転といった変化は、今後不可逆的に加速していくと想定され、ものづ
くり企業にも、そうしたパラダイムシフトへの対応が求められている。



これに対応すべく、欧米では、テクノロジーの進化を取り入れ、ものづくりの高度化を推
進する先行事例が見られる。日本のものづくり企業には、このような高度化の動きに出
遅れ感あるところ、かつて市場環境の変化への対応に遅れ、市場でのプレゼンスを低下
させたデジタルプロダクトでの苦い経験も想起される。



日本のものづくり企業に求められる対応の方向性として、①「生産プロセスの効率化・コ
スト低減の実現」、②「需要を反映した（顧客支持を得られる）商品企画の高度化」、③
「サービス化への対応」の 3 点が挙げられる。テクノロジーを活用することで、高性能・高
品質・高 UX なモノを安価に製造するという強みを維持し、弱みである商品企画力を補
い、その上で、日本の「良いモノ」が活かせる分野に注力する必要がある。



「モノからサービス」の流れの中でも、全ての「モノ」の付加価値が失われ「サービス」のみ
が評価されるのではなく、「良いモノ」で差別化しながら「サービス」まで含めて価値を最
大化する取り組みが可能であろう。言わば、「モノからサービス（ゼロサム）」ではなく、「モ
ノとサービス（ポジティブサム）」へのビジネスモデルのシフトである。こうしたビジネスモデ
ルにシフトするには、①顧客の目線から環境変化を見極め、②製品ライフサイクルがど
のように変化するかを分析し、③自社の強みの根源を分解し、強みの発揮の仕方を検
討すること、が求められる。



日本のものづくり企業が、このようなパラダイムシフトに対応するためには、IT へのリソー
ス配賦、管理体系の変革等も必要となる。テクノロジーも含め、日々市場は変化・進歩し
ながら発展を続けていく中、明確なゴール設定は困難だが、海外勢を含め競合に先ん
じられると、巻き返しは極めて困難とも推察される。従って、進化するテクノロジーの活用
に積極的に取り組んでいくことが求められよう。

１．「ものづくり」を取り巻く環境の変化
（１）日本の「ものづくり」への期待感と危機感
「ものづくり」復活
への期待は大き
い

安倍内閣総理大臣は年頭記者会見で「ものづくり大国日本」について言及し
た。大企業はもとより、中堅・中小企業を含めた「ものづくり」に係わる企業が、
これまでの日本経済の成長を支えてきたと言っても過言ではなく、安倍総理
の「ものづくりの日本を取り戻したい」「（名目 GDP）600 兆円達成への主役は、
日本の競争力を牽引してきた皆さん（匠）だ」といった発言にも見られるように、
「ものづくり」の強化（復活）は、日本の成長戦略の中でも重要な位置付けにあ
り、その期待感も大きいと言えよう。

デジタルプロダク
ト等では苦い経
験

代表的なものづくり産業の一つであるエレクトロニクスにおいては、2000 年代
前半までは、薄型テレビ等のデジタルプロダクトで日系メーカー各社が最先
端のテクノロジーを武器に世界市場をリード・席巻していた。しかし、テクノロジ
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ーの成熟と共に変化する競争環境の中で、2006 年に韓 Samsung が薄型テレ
ビで世界シェアトップに立って以降、日本企業は大きくシェアを落とし、プレゼ
ンスの顕著な低下を経験した。
テクノロジーの進
化に乗り遅れるこ
とへの危機感

更に近年、欧米において「第 4 次産業革命」とも言われる、ものづくりにおける
大きな変化の兆しが見られる。ドイツの国を挙げた Industrie 4.0、あるいは米
GE の Industrial Internet や米国の Advanced Manufacturing 等、IoT をはじめ
とするテクノロジーの進化を積極的に活用することで、ものづくりの競争力強
化や新たなビジネスモデルの確立を目指す動きである。一方、日本企業には、
足下、そうした取り組みに慎重なスタンスも見られることから、その出遅れ感を
指摘し、ものづくりの強みが喪失すると悲観的に危機感をあおる論調が多い。
本稿では「ものづくり」を、製造業、中でもエレクトロニクス、自動車、精密機械
といった組立加工型工業を中心に捉え、以下、日本の「ものづくり」の置かれ
ている状況と今後の競争力強化に向けた方策について見ていきたい。

（２）ものづくりにおける需要・供給構造の変化とその背景
「ドリルが欲しい
のではなく、穴を
開けたいのだ」

日本のものづくりについて悲観的に語られる背景の一つには、「モノからサー
ビス」への付加価値の移転、と言われる需要の変化があると思われる。B2C・
B2B などモノの種別・市場を問わず、多くの場合、「モノを買う目的」は、モノを
所有すること自体にあるのではなく、モノを使用する結果として得られる効用
にある。即ち、マーケティングの権威であったセオドア・レビット博士の著書に
よれば「ドリルが欲しいのではなく、穴を開けたいからドリルを買うのだ」というこ
とである。実際、需要サイドが「穴を開ける」という効用を達成するためには、
「ドリルを買う」こと以外にも様々な選択肢が考えられる。

多様化・高度化
する需要に対応
するスピードとコ
ストが重要

ものづくり企業は、技術やコストダウンにより、モノを通じてこの効用に近づける
ことが求められるが、昨今のテクノロジーの進化はモノを利用するためのソフト
や、モノを使ったサービスを活用して需要の変化に応えるアプローチも生み出
した。その結果、モノ自体の価値は、需要側の求める効用を満たすプロセス
全体（サービスのサプライチェーン）の一部として「相対的に」のみ評価される、
と言われるようにもなった。

「 モノからサービ
ス」への付加価
値移転が日系企
業のプレゼンス
低下を誘引

こうした「モノからサービス」への付加価値の移転は、2000 年代のデジタルプ
ロダクトで顕著に見られた。デジタル化の進展により、①部品を購入し組み合
わせる、②製造機器メーカーからフルターンキーのサービスを受ける、もしくは
③チップメーカー等により供給されるリファレンスデザインを採用する等によっ
て、誰もが容易にモノを製造できる環境が整った。この環境を利用し、Google
が、オープンソースプラットフォームである Android を広くハードメーカーに提
供することで、スマートフォン OS でシェア 1 位を占め、また EC 事業者の
Amazon が電子書籍を販売するために、モノ（Kindle）を極めて安価に販売し
て PC／タブレットの価格破壊を引き起こすなど、異業種からの参入者がデジ
タルプロダクトのエコシステムを支配する動きが見られた。安価にモノが手に
入るようになった結果、消費者はモノ自体よりも、効用を満たすサービスを見る
ようになり、所謂「モノからサービス」への付加価値の移転が進んだ。かかる変
化の中で、ものづくりに拘った日系企業は、結果としてモノの販売でもシェアを
奪われ、IT 分野を中心とするテクノロジーを活用した新たなサービスに乗り遅
れてきた。
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テクノロジーの進
化が消費者ニー
ズの多様 化を加
速させる

需要の変化を加速させた大きな要因の一つは、「Ⅳ－1. はじめに テクノロジ
ー全般の需要創出メカニズム」の通り、テクノロジーの進化である。「従来はで
きなかったことができるようになった」「従来は経済合理性に合わなかったビジ
ネスが低コストでできるようになった」こと等を与件として、需要サイドでは更な
る利便性や豊かさを求めるニーズの多様化・高度化が進む。また、情報が氾
濫しているインターネットに常時アクセスできるようになり、かつては顕在化して
いなかった自らの需要に気付く「ニーズ化」も起きている。

新興国で先んじ
て変化が生じる
可能性

こうした動きは先進国に限った話ではない。例えば、新興国における携帯電
話の急速な普及に見られるように、需要が新たに生じた時点で、それを安価
に満たすモノ・サービスが登場すれば、むしろ固定電話等の既存のモノ・サー
ビスが存在しない新興国でこそ、先んじて変化が加速することも想定される。

（３）需要の変化を受けたビジネスモデルへの示唆
洗濯機の進化は
消費者のニーズ
高度化と企業努
力の歴史

一つの事例として「洗濯」の歴史とその未来について考察したい。世界初の電
気式洗濯機は 20 世紀初頭の米国で登場した。この発明の原動力は、重労働
であった「衣服の手洗い」から解放されたい、という消費者のニーズであった。
その後も洗濯機は技術的進化を続けた。遠心力を活用した脱水機能が搭載
された二槽式洗濯機が登場して「手搾り脱水」から消費者を解放し、洗濯・脱
水の両方を全自動で行うことのできる全自動一槽式洗濯機が登場して洗濯物
を「洗濯槽から脱水槽に手で移す手間」を削減し、2000 年代には全自動洗濯
乾燥機が登場して洗濯物を「干す手間」も省略できるようになった。こうした商
品が開発された背景には、「今までできなかったことができるようになる」度に
顕在化する消費者の新たなニーズと、そのニーズに応えようとする家電メーカ
ーの研究開発努力の繰り返しがあった。努力が結実すると、消費者は満足し、
新機能の搭載された新機器が普及していったのである。では、全自動で洗濯
から乾燥まで行えるようになった今、洗濯機はどこに向かうのだろうか。

ハードの進化が、
より高度な需要を
顕在化

一つの解は 2015 年 11 月の CEATEC JAPAN で垣間見えた。日本のベンチャ
ー企業であるセブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズが、パナソニック、大和ハウ
スと共に、全自動洗濯物折り畳み機「Laundroid」を発表した。同社は 2019 年
までに洗濯、乾燥、折り畳みまでを一貫して行うモデルを開発し、2020 年には
折り畳まれた洗濯物を住宅の収納スペースに運搬する、住宅ビルトインモデ
ルを開発するとしている。これは洗濯の完全自動化を実現するものであり、需
要の多様化・高度化に対応する機器での一つの究極解と言えよう。

解はモノの進化
だけではない

他方、既に述べたように、解はモノだけではない。消費者の真のニーズは「洗
濯機を買うこと」ではなく、「汚れた衣類を清潔にすること」だからである。

米 Washio 社は、
テクノロジーを活
用したサービスで
消費者ニーズを
満たす

例えば、2012 年に設立された米ベンチャー企業の Washio 社は、スマートフォ
ンを活用した洗濯代行サービスを提供している（【図表 1】）。顧客がスマートフ
ォンで洗濯物のピックアップとデリバリー時間を設定して発注すると、当社のシ
ステムによって動線が最適化された運搬員が洗濯物のピックアップとデリバリ
ーを行うというシステムである。ピックアップやデリバリーの時間はスマートフォ
ン経由で変更することが可能で、不在時にドア前に置いてある洗濯物を持っ
ていってもらうことも、洗濯後の衣服をドア前に置いておくように依頼することも
できる。尚、運搬員は、フルタイム社員ではなく、勤務時間も柔軟に設定でき
るため、当社のサービス提供可能時間の拡大に一役買っている。従来型の
「クリーニングの配達サービス」と比較すると、スマートフォンを活用したプラット
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フォームと配達員の動線最適化システムが介在することでコストを削減、洗濯
物 1 ポンド（約 453 グラム）で$1.85 と低料金を実現している。また最短 24 時間
で受け取り可能とするなど、利用者の利便性を向上し、ビジネスモデルの競争
力が大幅に強化されていると言える。
【図表 1】 Washio 社のビジネスモデル

Washio社
注文
登録
依頼者

注文

提携

外部洗濯業者

ピックアップ・
デリバリー要員
（「Ninjas」）
Washio社の
品質監督者が
常駐

（出所）みずほ銀行産業調査部作成
モノ以外の選択
肢の提供で、潜
在需要を顕在化

こうしたサービスは、消費者の行動や生活形式が多様化する中、洗濯時間に
制約がある、洗濯機の所有に経済合理性を感じない、洗濯をアウトソースした
い、という消費者のニーズにも応えたいという事業者の発想から誕生した。現
に同社は、こうしたニーズを持つ消費者が多い大都市圏を中心に成長を続け
ており、現在では米国の 6 都市で 10 万人以上の会員にサービスを提供して
いる。この事例は洗濯領域における「サービス化」と言え、洗濯機というモノを
所有する以外の選択肢を消費者に提供することによって潜在的な需要を顕
在化させた例と言える。

環境の変化は、
ものづくりのパラ
ダイムシ フトをも
たらす

このように、ものづくりの世界では、IoT をはじめとするテクノロジーの進化を活
用し、全く新しい発想で消費者のニーズに応えようとする事業者の参入とビジ
ネスモデルの進化により、従来の延長線上にあるハードの改良による解決が
唯一絶対の解ではなくなっている。このように消費者の選択肢が広がる中で、
モノの位置付けや競争軸、競合相手も変化しており、ものづくり企業は、今、
大きなパラダイムシフトに直面しているものと考える。

（４）「ものづくり」企業が直面するパラダイムシフト
デジタルプロダク
トでは、パラダイ
ムシフトへの対応
に遅れ、競争力
を失った

このような大きなパラダイムシフトが一足先に訪れたデジタルプロダクトにおい
て、前述のように、日本企業は、競争力を失うこととなった。経済活動別名目
GDP で見ても、自動車等の輸送用機械や光学系の精密機器、FA 機器等の
一般機械では 20 年間その水準を維持しているのに対し、テレビや携帯電話、
パソコン等を含む電気機械では約 7 割にまで減少している（【図表 2】）。
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【図表 2】 経済活動別名目 GDP
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（出所）内閣府 HP よりみずほ銀行産業調査部作成

需要の「多様化・高度化」や「サービス化」への流れは、次第にデジタルプロダ
クト以外の領域でも起きつつあり、こうしたパラダイムシフトへの対応に向き合
っていかなければ、日本企業が、現時点では強みを持つ領域においても、プ
レゼンスを失いかねないという懸念がある。
欧米では、需要
の多様化・高度
化に対する取り
組みが見られる

先行する欧米にも、需要の「多様化・高度化」に対応する取り組みが見られる。
以下、需要の「多様化・高度化」に対応するものづくりの事例としてドイツの
「Industrie 4.0（2011 年～）」を、「サービス化」に対応する事例として米 GE の
「Industrial Internet（2012 年）～」を採り上げ、考察する。

２．「ものづくり」のパラダイムシフトと対応の方向感
（１）需要の「多様化・高度化」に対応する事例
①Industrie 4.0 の概要
Industrie 4.0 には
2 つの狙いがある

1

Industrie 4.0 は、ドイツのイノベーション推進政策の一部であり、ドイツが強みと
する機械、設備に関する生産技術と、情報通信技術（ICT）とを連携させ、か
つ企業を超えた連携体制の構築により、次世代のものづくりを先導するため
の施策と位置付けられている。ドイツ政府は、Industrie 4.0 において、二つの
狙い（デュアル戦略）を掲げている。第 1 の狙いは、ドイツの機械、設備産業が、
今後も世界市場で主導的な地位を維持することである。ICT と伝統的な製造
業の生産技術を統合することにより、ドイツ企業がスマート製造技術・機器のリ
ーディングサプライヤーになることを目指している。第 2 の狙いは、低賃金を背
景として中国・アジア地域での低コスト生産が拡大する中、ICT と生産技術を
組み合わせることで、需要の多様化に対応した高効率な「変種変量生産（マ
スカスタマイゼーション1）」を行い、ドイツ製造業の競争力強化を実現すると共
に、生産拠点としてのドイツの地位を維持・拡大しようとするものである。

マスプロダクション（大量生産）並みの低価格でカスタムメイド、オーダーメイドを実現すること
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②Industrie 4.0 が目指す 3 つの統合
Industrie 4.0 が目
指す「垂直統合」
と「水平統合」

Industrie 4.0 は、サイバーフィジカルシステム（CPS2）を活用することにより、次
に挙げる（a）～（c）の 3 つの統合を目指している（【図表 3】）。
（a）生産システムの垂直統合（以下「垂直統合」）
フィールド機器（センサ、アクチュエータ等）、制御システム（SCADA3／PLC4）、
MES5、ERP6といった生産システムの異なる階層を、インタフェースを標準化し
ていくことで、シームレスに繋げていく垂直統合モデルを構築し、生産ラインの
「垂直統合」を実現する。
（b）バリューネットワークを横断する水平統合（以下「水平統合」）
バリューチェーンの各工程（調達・生産・物流・販売・サービス）を企業を跨い
で「ネットワーク化」（バリューネットワーク）し、部品の仕入れ先等や、物流業者
等の協業先企業と広く繋がる企業横断的な協働体制を構築する。
（c）製品ライフサイクル全体を通じたエンジニアリング
工場内・企業内のみに留まらず、製品開発・設計・生産・販売・サービスまでの
製品ライフサイクル（PLM 7）全体をデジタル化し、製品関連情報（設計・開発
データ、製品使用状況等）を一元管理する。
【図表 3】 Industrie 4.0 が目指す 3 つの統合

(a) 生産システムの垂直統合

(b)バリューネットワークを横断する水平統合

連携
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連携
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（SCADA /PLC）
フィールド機器
（センサ/アクチュエータ）
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垂
直
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(c)製品ライフサイクル全体を通じたエンジニアリング
連携

製品
設計

生産
設計

生産

販売

サービス

製品ライフサイクル管理（PLM）

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

2

3
4
5
6
7

Cyber Physical System：実世界から収集したデジタルデータを分析・処理し、その結果を実世界にフィードバックする仕組みを
意味する。大局的には IoT と類似の概念であるが、「実世界とサイバー空間のコンピューティング能力との連携・融合」を表現し
た言葉であり、コンピューティング能力の指数関数的な増大や AI の高度化等の恩恵が実世界にもたらされることを捉えた、より
本質的な言葉とも言える
Supervisory Control And Data Acquisition
Programmable Logic Controller
Manufacturing Execution System：製造実行システム
Enterprise Resource Planning：統合業務パッケージ
Product Lifecycle Management
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③Industrie 4.0 の想定効果
Industrie 4.0 は、
需要を反映した
商品企画や生産
プロセスの効率
化・コスト低 減を
目指す

前述の 3 つの統合により想定される効果として以下の 5 つが挙げられる。
（a）歩留まり向上／品質向上／トレーサビリティの強化
生産ラインの「垂直統合」や製造装置等の稼働データの分析により生産工程
の効率化を実現するほか、部品・製品に付加した固体識別用の RFID タグの
情報と生産工程のデータを紐付けて蓄積・分析することで、歩留まりや品質の
向上、トレーサビリティの強化が可能となる。
（b）Time-to-Market の短縮
製品の開発プロセスを構成する複数の工程を同時並行で進め、各部門間で
の情報共有や共同作業を行う「コンカレントエンジニアリング」の実施や、コン
ピュータ上で行った設計・生産シミュレーションを現実の生産ラインに反映し、
手戻りをなくして開発を効率化することで、製品を市場に投入するまでの時間
（Time-to-Market）の短縮が可能となる。
（c）バリューチェーンの全体最適化
注文・在庫情報のリアルタイムでの把握と、需要予測を組み合わせることで、
適切なタイミング・量での部品等の発注・調達が可能となり、生産のリードタイ
ムの短縮や在庫削減等の生産工程の全体最適化が可能となる。また、一時
的な大量の需要が発生した場合でも、稼働率に余裕のある工場で機動的に
生産を行うことで、機会損失を防げる等、個別では為し得ない生産性向上を
実現する可能性がある。
（d）商品企画の高度化
販売・サービスで得られた販売データ、製品使用データ等を、上流工程（商品
企画等）へリアルタイムでフィードバックすることで、より需要に適合したモノを
効率良くかつタイムリーに、もしくは顧客に受け入れられる製品を先回りして開
発することが可能となる。
（e）マスカスタマイゼーションの実現
上記（a）～（d）を総合し、エンドユーザーの注文データと、ロボット・AI（人工知
能）を活用した自律的かつ柔軟に組み替え可能な生産ラインとを連携させるこ
とで、多様化・複雑化する需要に対応するマスカスタマイゼーションの実現が
可能となる。
以上の通り、ドイツの Industrie 4.0 は、多様化・高度化する需要に対し、「需要
を反映した商品企画」を行い、製品ライフサイクルの全体最適化により、一定
の品質を維持しながらも「生産プロセスの効率化・コスト低減」を実現できるよう
な新しい解を生み出していく可能性を追求していると言えよう。
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（２）「サービス化」に対応する事例
①Industrial Internet の概要
GE は Industrial
Internet により産
業機器における
IoT プラットフォー
ムの覇権を狙う

米 GE は、Industrial Internet 構想で、ネットワークに接続された“産業機器”と、
クラウドベースの高度な“分析”ソフトを結びつけることにより、コスト削減等の
付加価値を創造するビジョンを公表している。具体的には、GE 製のガスター
ビン、航空機エンジン、医療機器等の産業機器にセンサを取り付け、インター
ネット経由で稼働データを収集・分析し、ハードの保守・メンテナンスおよび稼
働の最適化等に活かすものであり、“産業機器と ICT の融合”とも言える取り組
みである。加えて、ビッグデータ分析の基盤となる IoT プラットフォーム「Predix」
を自社の産業機器での利用に留まらず、広く外部企業に開放しており、産業
機器における IoT プラットフォームの覇権を狙った取り組みと考えられる。

②Industrial Internet の想定効果
Industrial Internet
により GE はサー
ビスの付加価値
向上を加速

GE は、この取り組みにより、①機器（製品）の稼働最適化、②保守・メンテナン
スに要するコスト軽減、③予知保全の高度化の実現を目指している。これらは、
顧客に対し、稼働率の向上に加えサービスコストの低減（コスト減）と同時に、
想定外の機器・設備等のダウンタイムの低減による逸失利益の極小化（売上
増）等のメリットをもたらす。GE 側から見れば、保守・メンテナンスの要員・部材
等にかかるコストダウンによる収益増や、（機器の稼働時間に応じた成果報酬
型のサービス契約の場合）稼働時間増による収益増というメリットも享受できる。
また、保守・メンテナンスの顧客価値が高まることで、「サービス化」を推進し、
メンテナンスフィーを安定的な収益源として確保できると共に、更には稼働デ
ータの蓄積・分析結果を反映すればモノの付加価値向上にも繋がる。
この取り組みを実現できる背景には、GE が、ガスタービンや航空機エンジン、
医療機器等の対象機器市場で圧倒的なシェアや高評価を持つことがある。更
に、同社は、従前からハードを起点とするサービス型のビジネスモデルに徐々
にシフトしていた。GE では受注残高のうち、サービスが約 7 割超を占め、約
1.9 兆ドル（2014 年末）に上る。つまり、仮にサービス受注残高の 1%相当のコ
スト低減を実現できれば、2,000 億円程度の増益効果が期待できる。ハードに
圧倒的な強みを持つ GE の様な企業が、更にテクノロジーの進化を活用して
サービスの付加価値向上を加速することは、「サービス化」への流れに乗り遅
れた日本企業にとっては大きな脅威となるであろう8。一方で、サービス事業を
通じて収集した膨大な顧客データのフィードバックがモノの開発にも活かされ
ており、モノとサービスの好循環が生み出されているビジネスモデルは、日本
企業にとっても、大いに参考とすべきものと思われる。

（３）欧米先行事例から得られるインプリケーション
欧米事例を参考
にしながら、日本
流のアレンジが
必要

8

ドイツと GE の事例が示唆することは、①「生産プロセスの効率化・コスト低減の
実現」、②「需要を反映した（顧客支持を得られる）商品企画の高度化」、③
「サービス化への対応」という 3 点が、ものづくり企業の将来像を考える上で鍵
となり得るということであろう。即ち、パラダイムシフトへの対応が迫られる日本
のものづくり企業がベンチマークすべき取り組みであり、こうした取り組みを進

GE の Industrial Internet については、2015 年 8 月 28 日付みずほ産業調査 51 号「IoT（Internet of Things）の現状と展望 －IoT
と人工知能に関する調査を踏まえて－」にて、“第 1 部-2. 世界の IoT の潮流 －新たな産業革命の幕開け－”でとり上げている
ので、併せて参照されたい。
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める競合に対し競争力をいかにして確保し、変化する需要を捕捉していくの
かが問われていると考えられる。
次節以降、この 3 点をキーワードに、まず日本のものづくり企業の現状分析を
行った上で、日本が強みを発揮できる取り組みの方向性について考察する。

３．日本のものづくりの現状分析
（１）日本のものづくり企業の強み
日本のものづくり
企業は、高性能・
高品質・高 UX な
モノを安価に提
供することに強み

日本のものづくり企業は、例えば「軽くする」「小さくする」「壊れにくくする」とい
った明確な技術的課題を解決し、使用状況に合わせた使い勝手や品質の良
さを追及することを得意としてきた。その結果、海外企業と比較して、非常に高
性能・高品質・高 UX（ユーザーエクスペリエンス）なモノを、性能・品質対比で
安価に提供できるという強みを有している。その代表例として、自動車が挙げ
られよう。米調査会社の J.D.パワー社が実施している 2015 年の米国自動車耐
久品質調査「2015 Vehicle Dependability Study（VDS）」において、代表的なも
のづくり企業であるトヨタ自動車の Lexus ブランドが、4 年連続でトップとなった。
また、日本ブランドは、ほぼ全てが全体平均以上となっている（【図表 4】）。
【図表 4】 米国自動車耐久品質調査「2015 VDS」の結果
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（出所）J.D.パワー社 HP よりみずほ銀行産業調査部作成
（注）2012 年モデル車購入後 3 年経過した 34,000 人以上
のユーザーを対象に、直近 1 年間のユーザーの不
具合経験を聴取。100 台当たりの不具合指摘件数を
算出し、スコアが低いほど耐久品質が優れているこ
とを意味する
258
273

日本のものづくり企業が、このように高性能・高品質、高 UX なモノを生み出す
「強み」の源泉は、ものづくりのプロセスマネジメントの巧さにあると考える。即
ち、①設計・製造等において、サプライチェーン上の前後の工程との調整の
際に見られる「すり合わせ」、②熟練技能者による高度な加工や緻密な品質
管理といった「匠の技術」、③一連の製造プロセスの問題点を日々探求し改
善し積み上げていくという地道な取り組みや、ユーザーの使用状況まで想定
した上での地道な作り込み等の「カイゼン」、等のプロセスマネジメントの妙に
よって支えられた「強み」と言えよう（【図表 5】）。
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【図表 5】 日本のものづくりの強みの源泉（例）
すり合わせ

匠

カイゼン

生産工程も見据えた設計や効率的な製造ライン構築、サプライチェーン上の前後の工程をも踏まえた設計や製造、と
いった組織的な調整力
 仕上り（肌理細やかさ、ニーズの充足度）の水準、完成度 組合せ（モジュール化）
職人や匠と言われる熟練技能者による高度な製造・加工技術や緻密な品質管理
 （技術例）鍛造、鋳造、ダイカスト、射出成型、切削加工、プレス加工、溶接、めっき、熱処理 等
 （機能・性能）小型、薄型、微細、軽量、耐熱、耐摩耗、耐腐食、高硬度、高強度、高密度、高精度 等
一連の製造プロセスの問題点を日々探求し改善し積み上げていくという地道な取り組み、ユーザーの使用状況まで想
定した上での地道な造り込み
 継続的なプロセス・イノベーションによる、コスト/期限等のマネジメント

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

（２）日本のものづくり企業の弱み
日本のものづくり
は、商品企画段
階に弱み

一方、2000 年代後半からデジタルプロダクトで日本企業がシェアを大きく落と
した一因として、商品企画段階の弱み、とりわけ「プロダクトアウト」の発想を指
摘する向きは多い。たしかに日本のものづくり企業は、技術を熟知した作り手
の発想や技術開発のロードマップに従った商品企画（＝プロダクトアウト）を元
に、高性能・高品質・高 UX な製品を提供することで市場から評価されてきた。
ただし、それが必ずしも需要の捉え方（＝マーケットイン）として的確ではない
場面では、結果として設定したスペックや仕様とニーズとの間にずれが生じ、
市場で評価されず、商品企画力の弱さとして指摘を受けることも多い。

４．日本企業の取り組むべき方向性
日本のものづくり
企業は 3 点への
取り組みが必要

日本のものづくり企業にまず求められることは、高性能・高品質、高 UX なモノ
を生み出せる「強み」を維持し、商品企画力の「弱み」を克服することであろう。
その上で、日本の「良いモノ」を活かしつつ、③「サービス化への対応」を行う
ことが求められることになろう。以下、3 点への対応について考察を行う。

（１）生産プロセスの効率化・コスト低減の実現への取り組み（強みの維持）
生産プロセスの
効率化・コスト低
減に向けた「垂直
統合」「水平統
合」

前述のように、今後 Industrie 4.0 が目指す、IT を活用したプロセス全体の「垂
直統合」「水平統合」が実現すれば、製品、製造機械の状況や、受注、在庫、
物流といった製品ライフサイクルのあらゆるプロセスのリアルタイムな把握が可
能となる。その結果、改善点も明確になり、工場稼働率の向上や省エネルギ
ー化等の一層の生産コスト低減を実現することが見込まれる。また、サプライ
ヤーや遠隔地にある工場とも「水平統合」することによって、個別の工場だけ
は為し得なかった、工場を跨いだ最適な生産ラインの選択等による効率化も
実現できるであろう。更に、市場やサプライチェーンの情報を常に把握するこ
とで、部品の最適なタイミングでの発注が可能となり、生産のリードタイムや在
庫の削減を通じて、生産工程の更なる効率化に資するであろう。
日本のものづくり企業における強みの源泉であるすり合わせ、巧み、カイゼン
といったプロセスマネジメントの妙の生み出す価値の一部は、上述のプロセス
全体に亘る「垂直統合」「水平統合」によって代替され、生産プロセスにおける
日本のものづくり企業の競争力は弱まる可能性がある。日本企業も、従来の
やり方にのみ拘泥せずプロセス全体を「垂直統合」や「水平統合」する取り組
みを取り入れることにより、本来持つ高いプロセスマネジメント力に加え、単独
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では為し得ない生産プロセスの効率化・コスト低減を目指すことが必要と考え
る。
「垂直統合」「水
平統合」は部品メ
ーカーにとっても
メリットがある

これは、最終製品に限らず、部品メーカーにとっても、顧客の発注パターンの
分析によって在庫を削減する等の効果が得られるというメリットがある。また、
「垂直統合」や「水平統合」への対応を行っていなければ、テクノロジーの進化
に対応したドイツ等のものづくり企業からの受注機会を失うという防衛的な面
からも、取り組み意義は大きい。

ノウハウ流出懸
念への対応に
は、厳格な管理も
必要

一方、ノウハウの流出懸念に対する対応は必要であろう。「垂直統合」「水平
統合」に取り組んだ場合、①ノウハウをデジタル化することでの意図しない形
（事故・犯罪等）での流出と、②他社を含めバリューサイクルを「水平統合」す
ることでのノウハウ流出が懸念される。①に関して、これまでも、日本のものづ
くり企業ではノウハウ流出9が起こっており、2015 年 1 月には経済産業省主催
で技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議が開催されている。ノウハウ
のデジタル化は、従業員や元従業員等、もしくは他企業を通じて流出する懸
念を増大させるであろう。この対応策としては、「技術流出の実態と営業秘密
の保護方策」で論じられているように、責任者と体制の整理や秘密の特定、社
内の情報管理、従業員の管理、取引先の管理、管理状況のチェックと見直し
等の取り組みも必要となろう。

ノウハウ流出懸
念は完全には払
しょくできず、リス
クリターンの見極
めが必要

②については、残念ながら完全な解はない。先行事例であるドイツの
Industrie 4.0 においても、ノウハウの流出懸念は課題の一つとして取り上げら
れており、現状では明確な答えは示されていない。ドイツの Industrie 4.0 プラッ
トフォーム事務局が 2015 年 4 月に纏めた「Umsetzungsstrategie Industrie 4.0
（インダストリー4.0 実現戦略）」には「新しい価値ネットワークにおいては、情報
とネットワーキングが最も重要な財となる。（中略）提携先や納入事業者のとこ
ろで情報の解析を行うことによって得られる付加価値とノウハウ流出の危険性
との比較衡量が必要となる」と記載されており、「垂直統合」「水平統合」へ取り
組むことによって、流出リスク以上のメリットを享受できるという考えがドイツで
の推進の背景として窺える。

ノウハウ流出の
最小化には、競
争領域と協調領
域 の 見 極め も 必
要

その中でも、ノウハウの流出懸念を最小限に食い止めるためには、競争領域
と協調領域を見極め、自社の強みの根源については競争領域と定めブラック
ボックス化することが必要となる。競争領域と協調領域の切り分けは容易では
なく、明確な勝利の方程式は存在しない。しかし、少なくとも製品ライフサイク
ル全体を俯瞰し、ユーザーやサービス提供者等の周辺プレーヤーも含めた
競争環境と競争ルールの変化を理解した上で、自社の競争力とリスクリターン
を冷静に見極めて、競争領域と協調領域を峻別する必要があるだろう。
日本のものづくり企業は、新興国プレーヤーや異レイヤーからの参入者に対
しモノだけで差異化していくことは困難であり、サービスを含めた「モノとサー
ビス」にシフトすべきだと述べた。そのような中、例えば「ものづくりのプラットフ
ォームの提供」等、IT での武装を含めた知恵で勝負できるサービスを競争領
域の中核と設定し、ノウハウの「デジタル化」「共有化」によって強みの希薄化
懸念がある生産プロセス等については協調領域と定めていくというような思い
切ったビジネスモデルの転換も、選択肢となり得るのではないだろうか。

9

経済産業省 知的財産政策室が 2013 年 7 月に公表した「技術流出の実態と営業秘密の保護方策」において「技術流出の被害
は、かつての半導体・液晶等から機械・素材分野にも拡大」していると指摘されている
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（２）需要を反映した（顧客支持を得られる）商品企画の高度化
商品企画段階の
弱みを補えば、
日本のものづくり
企業の競争力は
高まる

第 3 節で述べた日本の強み・弱みを踏まえると、日本企業にとって、マーケット
に受け入れられる仕様やスペックの的確な設定は、競争領域として維持する
強みを活かしつつ、より競争力を持ったモノを生み出すのに必要な条件と言
える。従って、日本企業は、商品企画の弱みを補完するのみならず、多様化・
高度化を続ける顧客ニーズにも対応するためにも、ネットを通じたリアルタイム
のデータ共有やオープンイノベーションも活用した「ユーザーイン」発想への
転換に早急に取り組むべきであろう。幸いにも、こうした弱みの克服を容易に
する、テクノロジーの進化を活用した新たなツールやサービスも登場している。
以下、具体的な方法として 3 点挙げる。

①「水平統合」によるリアルタイムなユーザーデータの活用
「水平統合」によ
りマーケットイン
へシフト

一 つ 目 は 、 バ リ ュ ー ネ ッ トワ ー ク を 横 断 す る 「 水 平 統合 」 の 活 用 で あ る 。
Industrie 4.0 で見たように、「水平統合」により、「販売、サービス等の川下で得
られたデータを川上の商品企画工程へリアルタイムでフィードバック」すること
が可能となる。この結果、ユーザーの実際の使用状況や特性等の有益なデ
ータをリアルタイムに取得することができ、ユーザーがモノに求めている真のニ
ーズを理解することができ、商品企画での弱みを克服することにも繋がるであ
ろう。

データ流通・共有
プラットフォーム
の活用も想定さ
れる

また、商品企画に川下のデータを活かすための手段として、データの流通・共
有プラットフォームの活用も可能である。例えば、日本のコンサルティング企業
のデジタルインテリジェンスと IT 企業のデータセクションが設立した「データエ
クスチェンジコンソーシアム」では、企業間のデータ取引のため、データ内容
の検索や企業マッチングや取引等をネットワーク上で行うプラットフォームを整
備している。2017 年から商用リリースを予定しており、民間企業 100 社以上が
参画している。また、IT 企業のインフォコム等が 2014 年 4 月に米国で立ち上
げた EverySense は、センサデータを生み出す「データの持ち主」と、そのデー
タが欲しいという人の条件をマッチングさせるプラットフォームサービスを提供
している。2015 年 12 月には、世界初となる IoT データ交換取引所を開設し、
トライアル会員サービスの運用が開始されている。こうしたデータ交換プラット
フォームを使って、自社のみでは取得できないデータを補完し、商品企画に
活かすことも有効な選択肢となろう。

②テクノロジーを用いたオープンイノベーションの活用
オンラインプラット
フォームの活用
による「共創」も
一つの手法

二つ目は、オンライン上のプラットフォームを活用した、オープンイノベーショ
ンへの取り組みである。昨今登場しているオンラインプラットフォームを活用す
ることで、技術・アイデアの提供者の裾野が大幅に拡大し、スピードが格段に
上昇している。オープンプラットフォームの例としては、米 Nine Sigma 社のサ
ービスが挙げられる（【図表 6】）。同社のプラットフォームには「自らが持つ技
術・アイデアの活用方法を探している人・企業」、「自らが抱える課題を解決で
きる技術・アイデアを求める人・企業」等が集まり、各々について同社がファシ
リテーターとなったコンペティションが開催されている。GE、Siemens、Unilever、
Pfizer、Pepsico 等の欧米大手企業のほか、日本企業にも活用の動きが出始
めている。コニカミノルタは、2014 年に同社が開発中の「電子クリップボード」
の使用方法を募集するコンテストを、Nine Sigma 社のプラットフォーム上で開
催した。このコンテストでは、OCR 技術を有する愛知県の企業、栃木県の個人、
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米国の大学教授が受賞しており、幅広い層から「解」の提供が行われていたこ
とが窺える。Nine Sigma 社の Web サイト上には、自動車・エレクトロニクス・化
学・食品・製薬等様々な業種の大手日本企業が名を連ねている。
【図表 6】 Nine Sigma 社のプラットフォーム
持っている
技術の使い方を
探す企業

アイディア
応募
オンライン上で
コンペ開催

Nine Sigma社

アイディア
応募

自社の課題を
解決する技術を
求める企業

（出所）みずほ銀行産業調査部作成
自 ら の プ ラッ ト フ
ォームを構築す
る動きも見られる

また、自らオープンイノベーションのためのプラットフォームを創設する動きも
ある。例えば、ソニーは、ヤフーと連携し、自社プラットフォーム「First Flight」を
立ち上げている（【図表 7】）。社内で創出された新規商品に対する提案やフィ
ードバックをもらう「ティザー」、期間内に一定数の支援者を集めた案件を商品
化させる「クラウドファンディング」、商品化された商品を広く販売する「E コマー
ス」の 3 つのステージから構成されるプログラムとなっており、既に、数件の商
品が発売フェーズに到達している。
【図表 7】 ソニーの「First Flight」の仕組み
「サポーター」

コメント

コメント/資金
クラウド
ファンディング

ティザー

アイディア

アイディア

商品

E コマース

資金

商品

「チャレンジャー」（現在は社員のみ）

（出所）ソニー社ホームページよりみずほ銀行産業調査部作成

ま た 、 ソ ニ ー は 、 本 社 1 階 ス ペ ー ス に デ ジ タ ル 工 房 「 SAP （ Sony seed
Acceleration Program） Creative Lounge」を設けている。工業用の 3D プリンタ
やレーザーカッター、オシロスコープ等の工作器具を設置して「社員の放課後
活動」を支援することで、社内に眠るアイデアのインキュベーションを狙うと同
時に、外部からも刺激がもたらされることも狙っている。これもまた、オープンイ
ノベーションに向けた仕組み作りの一つと言えよう。
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日本企業のレガ
シーアセットがプ
ラスの魅力に

パブリックなオンライン上でのアイデアの募集については、そもそも応募してく
れる人がいるのか、と懐疑的な見方あるかもしれない。多くの場合、アイデアを
応募してくるベンチャー企業等は、自らのアイデアを実現するためのパートナ
ーシップを探している。このようなベンチャー企業にとっては、日本のものづく
り企業が持つ、確立されたリソース（要員・設備等）・ブランド・ネットワーク・実
行力といったレガシーアセットは垂涎の的であると言える。従って、日本のもの
づくり企業がこのようなプラットフォームを活用して、オープンイノベーションに
積極的に取り組めば、自社では思いつかないような技術・アイデアを得られる
可能性があると考える。

③セミクローズドなオープンイノベーションの活用
GE の Fast Works
のような地道な取
り組みは、日本
企業にも適してい
る

3 つ目として、自らの顧客とのコミュニケーションを利用したセミクローズドなオ
ープンイノベーションという、B2B 事業により馴染みやすいプロセスに取り組ん
でいる GE の事例を挙げる。
GE では、2012 年から Fast Works10という取り組みに着手している（【図表 8】）。
Fast Works では、まずは MVP（Minimum Viable Products）と呼ばれる必要最
低限のスペックの製品を製造し、顧客のところへ持っていくことで、顧客からフ
ィードバックを受け、製品の改善を行う。このサイクルを素早く何度か繰り返す
ことで、顧客の声を適切に反映しつつ、開発期間を大幅に短縮することが可
能となった。既にオイル&ガス、医療、パワー&ウォーター、金融と多岐に亘る
事業領域の 200～300 件のプロジェクトに適用されている。日本においても、
歩行診断アプリ「AYUMI EYE（アユミ・アイ）」の開発に Fast Works の発想を取
り入れ、従来であれば 1 年以上かかる開発期間を 3 カ月にまで短縮したという
事例が見られる。GE の幹部によれば「ミッション・クリティカルな製品を多く手
がける GE にとっては、（品質面でベストではない虞のある MVP を顧客に持っ
ていくことは）極めて大きなリスクではないかという声があった。まず作ってみて、
短期間でバージョンアップさせるという取り組みでも、品質面で妥協があって
はいけない。このような取り組みができるのは、GE には不良品の発生を抑える
シックス・シグマ11や、プロセスの無駄を省くリーン 12のような、品質を高いレベ
ルに保つためのツールセットが以前から浸透しているからである。」とあるよう
に、社内に蓄積されているものづくり力があってこそなせる取り組みであると言
える。そして、これらはまさに日本のものづくり企業が優位性を持つ要素でもあ
ろう。Fast Works のようなセミクローズドなオープンイノベーションは、日本のも
のづくり企業にも適した取り組みと考えられよう。

10

イメルト CEO が、シリコンバレー流の起業手法を説いた「リーン・スタートアップ」の提唱者エリック・リース氏をコンサルタントに招
いて導入している、顧客の声を素早く取り入れて開発に繋げる手法
11
1990 年代後半に米国モトローラ社が、開発した品質改善手法、もしくは経営手法。ミスやエラー、欠陥品の発生確率を 100 万
分の 3.4 のレベルにすることを目標に推進する継続的な経営品質改革活動。
12
1980 年代にアメリカのマサチューセッツ工科大学が、トヨタ生産方式等の日本の自動車産業を研究し、再体系化・一般化した
生産管理手法。プロセス管理を徹底して効率化し、従来の大量生産方式と同等以上の品質を実現しながらも作業時間や在庫
量を大幅に削減する。
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【図表 8】 GE の取り組む Fast Works
顧客のニーズを
理解

評価

評価指標を確立

仮説立案

MVP（注）を提示

（出所）GE 社ホームページよりみずほ銀行産業調査部作成
（注）MVP：Minimum Viable Products（必要最低限の製品）

（３）サービス化への対応
①日本の「良いモノ」を活かした「モノとサービス」へ転換
「モノとサービス」
への転換が求め
られる

第 2 節では「モノからサービス」という変化を受け、GE が、ガスタービン等の市
場で強みが評価されているモノを起点に、「サービス化」へビジネスモデルを
シフトし、付加価値向上（サービスコスト低減）をリードしている事例について述
べた。このように、「サービス化」の流れは、必ずしも「モノの価値を低下させる」
というネガティブな変化を伴うものではなく、良いモノを武器とした戦い方もあり
得るのではないだろうか。つまり、「モノからサービス」への付加価値移転（モ
ノ・サービスのゼロサム）ではなく、モノを起点とするサービスの中で、モノの価
値も評価され、付加価値を増大できる領域がある（モノ・サービスのポジティブ
サム）と考えられる。ものづくりを強みとする日本企業は、高性能・高品質な「良
いモノ」を最大限に活かし、サービスまで含めて価値を最大化するような、ポジ
ティブサムとなる領域で戦うことを目指すべきであろう。即ち、「モノからサービ
ス」ではなく、「モノとサービス」へのビジネスモデルのシフトが必要だと考える。

アクア社は、洗濯
機で「モノとサー
ビス」を展開

前述の「洗濯」の事例では、多様化・高度化する需要への対応として、Washio
社のサービス化の取り組みを紹介した。一方で、セブン・ドリーマーズ・ラボラト
リーのようなハードウェアの徹底的な改良も解の一つとも述べた。
更に、ものづくり企業の視点から「モノとサービス」化への対応として考察すれ
ば、以下のような、アクア社によるコインランドリーへの機器とサービスの提供も
一つの解と考えられよう。
アクア社（旧ハイアールアジア社）は、もともと三洋電機時代には、機能・品質
や耐久性等の強みが評価され業務用洗濯機で高いシェアを有していた。しか
し、パナソニック傘下、ハイアール傘下と資本関係が移っていく中、商品開発
が後回しとなり、シェアを落としていた。そこで、同社は、新たに IT を活用した
サービスを組み合わせた「IT ランドリーシステム」（【図表 9】）に注力することで、
一旦は奪われた機器のシェアを回復することに成功した。アクア社の「IT ラン
ドリーシステム」は、コインランドリー内に設置された各種ハードをインターネッ
ト接続させ、利用者に対して、洗濯機の空き状況を Web サイトで閲覧可能にし
たり、運転終了を知らせるメールを発信したり、IC カードを活用したポイントサ
ービス等の便益を提供する。コインランドリー運営事業者にとっては、同社の
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機器とシステムを導入することで、競合店との差別化が可能となる点が、評価
されたのであろう。高品質な洗濯機というモノをベースに、モノ売りから「モノと
サービス」へとビジネスモデルの転換を実現した事例と言えよう。
【図表 9】 洗濯領域における「モノとサービス」
オーナー向け
出店
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

消耗品
（洗剤等）
販売

家庭用
洗濯機

オーナー向け
ITサービス

業務用

洗濯機

機器売り
高機能化

機器の保守・
メンテ

高品質

顧客向け
ITサービス

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

高品質の日本製
品こそ「モノとサ
ービス」に最適

一般に、日本製品はこれまで、高性能・高品質だがオーバースペックであり、
イニシャルコスト（販売価格）が高いと指摘されることが多かった。しかし、メン
テナンスにかかる費用を含めてライフサイクル全体のトータルコストを考えれば、
イニシャルコストが高くとも高品質な日本のモノの方が、イニシャルコストは低
いがメンテナンスコストがかかる海外企業のモノよりも安価となることもある（【図
表 10】）。このように、日本の「良いモノ」の特長を活かし、高いスペックを、フル
活用できるような使い方の提案や、メンテナンス等のサービスと組み合わせた
ビジネスモデルを構築することができれば、ものづくりの強みをより発揮できる
ようになると言えよう。
【図表 10】 製品ライフサイクルを考慮に入れたコスト比較イメージ
(コスト)

イニシャルコスト

1年目メンテナンスコスト

日本企業の優れたモノ

2年目メンテナンスコスト

海外企業のモノ

3年目メンテナンスコスト
4年目メンテナンスコスト
5年目メンテナンスコスト
6年目メンテナンスコスト
(時間)

トータルコスト

稼働停止による機会損失、不具合・事故等への対応コスト等

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

このようなビジネスモデルへと変化していくには、①顧客目線で需要や市場環
境の変化を見極め、②製品ライフサイクルがどのように変化するかを分析し、
③自社の強みを分解し、強みの発揮の仕方を検討、することが求められる。
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ブ リ ヂ ス トン は 、
強みの耐久性を
武器に「モノとサ
ービス」を実現

ブリヂストンは、タイヤの品質差を起点に「モノとサービス」化を進めている。同
社は「Tire Solution」と掲げ、一部のタイヤについては売り切りではなくレンタル
化し、メンテナンスやリトレッド 13等のライフサイクルを通じた一括サービスを提
供している。これによって、販売時の値引き競争と一線を画すと共に、収益機
会を拡大できるビジネスモデルを構築している。このようなビジネスモデルを
構築した背景には、以下 3 点のような分析があったと推察される。
① まず環境認識として、顧客目線ではコスト削減が重要課題である。そのた
め、（1）タイヤの交換コストを軽減できるリトレッド市場が拡大する。また、リ
トレッドタイヤ市場の拡大は、環境貢献という観点でも支持されるはずであ
る。また、（2）使用期間中のタイヤ管理の手間や費用、更に整備不良が引
き起こす事故による潜在的な損失等まで考えれば、メンテナンス業務の外
注もトータルコスト削減となるため、メンテナンスサービス市場も拡大する可
能性がある、と分析した。
② 他方、リトレッド市場が拡大させるには使用済み（中古）タイヤの回収が必
要となる中で、所有者（ユーザー）のタイヤ廃棄費用の削減と、供給側のリ
トレッド用使用済みタイヤ調達の効率化を同時に実現できるレンタルモデ
ルが成立する。合わせて、レンタルを行う際には、上記①（2）にも鑑みメン
テナンス受託まで含めた一括サービスを行う方が訴求力が高いとも分析し
た。
③ そして、ブリヂストンの台タイヤ（タイヤの「土台」部分）の耐久性には定評
があることから、上述のようなリトレッドタイヤへの取り組みでは、自社製品
の優位性が発揮可能と判断した。
更に、この事例では、サービス化によってライフサイクルを通じて得られる顧客
のニーズが把握でき、次の製品開発へ活用することも可能となっている。

ベンチャー企業で
も「モノ」を軸に周
辺か ら付 加価値
を奪う取り組みが
見られる

新しいテクノロジーを活用したベンチャー企業の取り組みにも、「モノとサービ
ス」で付加価値向上を狙う事例が見られる。2016 年 1 月に米国で開催された
家電見本市「CES」にも登場した、ドイツのベンチャー企業 Bonaverde 社を紹
介する。
同社は、豆の焙煎からコーヒーを淹れるまでを全自動で行うコーヒーメーカー
を開発した。一般に、豆によって最適な焙煎方法は異なり、自家焙煎は難し
いとされる。同社のコーヒーメーカーは、自社販売の豆の袋に同封された
RFID チップに書き込まれた情報を読み取り、その豆に最適な焙煎方法を自
動的に実行する仕様となっている。これにより、ユーザーが、自分の好きな豆
についての最適な焙煎方法を試行錯誤して見付けるまでの煩わしさから解放
するのと同時に、同社自身が未焙煎の豆の仲介・販売する「囲い込み策」を取
っている。このビジネスモデルによって、当社は、美味しいコーヒーを提供する
サービスサイクル全体の中で、高機能機器の販売のみならず、その機器の特
性を最大限活用できる豆の販売というサービスを提供することで、豆の販売マ
ージンも取り込み、付加価値領域の拡大を実現している。
尚、同社は、本製品の開発にあたり、2013～2014 年にかけてクラウドファンデ
ィングサイトの Kickstarter と Indiegogo で 2,700 名近いサポーターから 80 万ド

13

1 次寿命が終了したタイヤのトレッドゴム（路面と接する部分のゴム）の表面を決められた寸度に削り、その上に新しいゴムを張
付け、加硫しトレッドパタンを形成して再利用（リユース）すること。台タイヤを再利用できるので省資源に貢献。
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ル以上の資金を集めることに成功している。
テクノロジーの進
化は、ビジネスモ
デル検討に際し
ても助けとなる

これまでの「モノ売り」の時代では、ユーザーの購買時点での“静的な”ニーズ
を捉えることで十分だった。しかし、今後「モノとサービス」のビジネスモデルに
取り組んでいくには、市場が多様化・複雑化し、異レイヤーからの参入も活発
化していく中、サービスレイヤーまで含めた製品ライフサイクル全体を俯瞰し
てビジネス化していくことが必要になる。更に、製品ライフサイクルの各所で変
化が起こる可能性が増していく中、将来の変化を見据えてより“動的に”製品
ライフサイクル全体を俯瞰する必要があると考えられる。そのため、「モノとサ
ービス」のビジネスモデルを検討するという点からも、製品ライフサイクル全体
を繋ぎ、ユーザーデータを含めてリアルタイムにデータ収集を行う IoT 等のテ
クノロジー進化の活用は不可欠な基盤となろう。

②強みを活かせる領域の見極めに関する考察
「モノとサービス」
領域へのリソー
スの集中

デジタルプロダクトのようにモノの価値が価格に反映されにくい領域や、モノの
付加価値をサービス企業に奪われる領域ではいち早くサービス化へシフトし
ていくことが必要であろう。一方で、モノだけで差別化できるニッチな領域では
ハードを突き詰めるというアプローチもあろう。しかし、ものづくりに強みを持つ
日本企業が、高いプレゼンスを維持・強化していくためには、多くの場合、前
述のブリヂストンの事例のようにモノの強みを活かせる領域での、「モノとサー
ビス」へのシフトの可能性を検討すべきであろう。例えば、現在、日本のものづ
くり企業が、強みを有していると言われる、自動車、ロボット、FA 機器・工作機
器、鉄道車両等は、この領域に当てはまるであろう。
これらの領域に共通する特徴を、日本企業がものづくりの強みを発揮でき、か
つ「良いモノ」を最大限に活かせる領域という観点から抽出すると、以下の要
素が挙げられる。①複雑な製造工程を有する（アナログの部品の点数が多い
こと、多くの製造工程を有する複雑なプロセスを持つこと）、②相応の事業規
模を有する（一定程度の量産がされる製品であること）、③高い性能が求めら
れること（稼働環境が自然を相手にしていること（＝稼働環境が一定ではない
こと）、故障時のリスクやコストが高いなど、製品の完成度がユーザーからの評
価に直結して付加価値として捉えられること）、である。
以上の要素を踏まえると、医療関連、農業関連、建設関連、エネルギー関連
等も、今後強みを発揮できる可能性がある分野と考えられる。日本のものづく
り企業には、こういった強みを活かせる領域にリソースを集中していくという視
点が必要であろう。

自社に適した製
品が見当たらな
い場合は、洗い
直し、掛け合わせ
の可能性を検討

「モノとサービス」化の目指すところは、顧客価値を高めて自社に優位な市場
を創出することにある。そのアプローチは、事業により千差万別であろうが、製
品（ハード、ソフト）、サービスを一体として認識し、いかなる組み合わせ・掛け
合わせにより顧客満足度を高め、大きな支持を得られるビジネスとするかのデ
ザイン力が問われる。そうしたビジネスデザインにあたっては、バリューチェー
ンの一部としてものづくりを「相対的に」評価し、バリューチェーン全体が生きる
ような仕様、スペックの製品作りが肝要となろう。また、ここでも、自社に不足す
るリソースを前述のオープンイノベーションを活用して外部のリソースも使いな
がら、自社製品を強化していくことが選択肢となるであろう。
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「モノとサービス」
においては、好循
環を生み出すこと
が要諦

そして、この IoT 時代において、「モノとサービス」というビジネスモデルを推進
するにあたっては、サービス事業を通じて顧客データを収集し、その分析結
果のフィードバックに基づく製品開発、カイゼンのサイクルを実現することが極
めて重要である。データを活用したサービス高度化→製品改良→「モノとサー
ビス」モデルの一層の高度化という好循環を生み出していくことがこのモデル
の要諦でもあろう。

５．おわりに（個別企業レベルでの推進・浸透に向けての課題）
最後に、これらの取り組みの推進・浸透に向けて、企業レベルで必要と考えら
れる点を 2 点述べる。
IT・ソフトウェアへ
のリソース配賦
や連携等は必須

1 点目として、今後のテクノロジー進化のメインストリームが IoT 等情報技術の
活用にあることに鑑みれば、IT・ソフトウェアに対するリソースの配賦の増強が
求められる。現在、日本のものづくり企業において、生産技術部門に大きな IT
リソースを張っている例は多くないと思われる。しかし、生産システムの「垂直
統合」やバリューチェーンの「水平統合」を目指すには、IT・ソフトウェアに対す
るリソース配賦を増やし、IT 人材の育成や補強、更には外部連携や買収によ
って IT・ソフトウェア部門を強化することが求められる。GE では、Industrial
Internet の実現にあたり、ビッグデータ等の関連技術の開発体制強化に向け、
ソフトウェアセンターをシリコンバレーに開設し、Cisco Systems の元幹部を同
センターのトップに招聘した上、ソフトウェア開発等の技術者を外部から大量
採用するなど、ソフトウェア企業であると自称するだけのリソースを獲得してき
ている。また、Siemens による、PLM ツールのトップサプライヤー米 UGS 社の
買収事例に見られるように、海外企業では必要な技術やツールを有する企業
買収を行い、IT・ソフトウェア分野の強化を図っている例が見られる。
尚、IT リソースの強化については、個社毎の問題に留まらず、日本企業全般
的に共通する課題であり、人材育成や教育を含め、国を挙げての中長期的
視点に立った取り組みも必要であろう。

GE は評価体系や
予算配分等で取
り組みを後押し

2 点目は、管理体系の変革である。GE がビジネスモデルの転換を実現できた
背景には、企業文化と共に、評価体系と予算配分、教育面での取り組みが挙
げられる。 GE には創業以来の「顧客・社会起点のイノベーション創出」という
哲学が存在しており、GE のリーダーには常に社内のカルチャーや組織を変
えていくことが求められている。その要求に実効性を持たせるため、GE では
企業哲学（GE Belief）に基づいた評価が人事評価指標の 50%を占めている。
また、定量目標の中に、注力領域の売上高成長率を入れることでも、変革へ
の取り組みを促している。更に、大きな転換では、その投資効果も直ぐには見
えないことも多いため、一部の案件では破壊的イノベーションのために個別に
CEO 予算を配賦し、CEO が自らモニタリングしている。このようにトップの強力
なコミットメントも重要な必要条件となろう（【図表 11】）。
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【図表 11】 GE の変革実現のための取り組み

評価体系

 人事指標のうち、業績評価が50%で、残りの50%をGE Beliefの実現に基づいた評価が占める
 Ecomagination関連製品の売上高成長率を、全社売上高成長率の2倍に設定（2010-15）
 healthymagination関連製品の売上高成長率を、GDP成長率の2-3倍に設定（2009-15）

予算配賦

 有望な研究でも、リスクが高い、収益化に時間がかかるプロジェクトについては、CEOが直接
投資し、自らモニタリング

教育・文化

 変革者を育てるリーダーシップ教育
 褒めることを育成の方法として重視する文化
 挑戦を支援し、失敗を許容する企業文化の浸透

（出所）経済産業省・デロイトトーマツコンサルティング「我が国のイノベーション創出環境整備に関する調査研究」
よりみずほ銀行産業調査部作成
痛みを伴うが、だ
からこそ意図的
に取り組みを行う

パラダイムシフトへ向き合うことは、日本のものづくり企業にとって、イノベーシ
ョンと呼ぶべき大胆な変革であり、時には痛みを伴うかもしれない。しかし、GE
のイメルト CEO は、「GE は需要が多様化・複雑化する世界への対応が得意な
わけではない、だからこそ意図的に取り組みを行う」「企業は 10 年から 15 年毎
に、それまで築いたものを破壊する覚悟で、ゼロからやり直す気持ちで企業
文化を刷新していかなければならない」 と考え、イノベーションへの取り組み
を自ら牽引している。

取り組みやすい、
10 年という時間
一部の
から
軸 だ か 領域
ら効果
も
試みを始めること
見えにくいが、い
も現実的選択肢
ち早く積極的に取

ものづくりの高度化は、10 年単位の時間軸で、日々進歩しながら発展を続け
ていくため、明確な将来像を描くのは困難である。そのためにメリットが見えに
くく、着手することに慎重になりがちという面もあるだろう。「モノとサービス」の
ビジネスモデルへと転換させていく過程では、目先のモノの売上高が減少し
てしまうことが推進の障害となる可能性もある。このような課題に対し、ブリヂス
トンの事例では、B2B 領域の一部から取り組みを始め、当初の全社へのイン
パクトを限定的に抑えている。こうして費用対効果が見えやすく取り組みやす
い一部の領域から「試み」を始め、その成果・メリットを共有・浸透させながら、
徐々に拡大させていくというのも、現実的であろう。

り組むべき

経営陣の強いリ
ーダーシップの
下、パラダイムシ
フトへの積極的な
対 応 が 求め ら れ
る

本稿で述べてきた、需要の変化への対応として必須となる取り組みは、一朝
一夕に実現できるものではない。しかし、日本企業が取り組みに二の足を踏
んでいると、日本企業のものづくりの強みは徐々に希薄化し、気がついた時に
は巻き返し困難な状況に陥っている虞もある。現時点ではまだ強みを維持し
ている日本のものづくり企業であれば、テクノロジーを活用したビジネスモデ
ルの転換を実現することで、今後も優位性を維持し続けられるであろう。経営
陣の強いリーダーシップの下、パラダイムシフトにいち早く積極的に対応して
いくことが求められよう。

みずほ銀行産業調査部
テレコム・メディア・テクノロジーチーム 篠原 弘俊
折田 夏樹
大堀 孝裕
hirotoshi.shinohara@mizuho-bk.co.jp
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