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「コトづくり」の重要性の議論は今に始まったことではないが，ここ数年の IoT（Internet of Things）, ビッグ

データの爆発的広まりにより，改めて議論されることが多い。インターネットが世界中の人と人の関係を大きく

変えたことに対し，IoT では膨大な数のモノ（センサーやデバイス）がつながり，モノとコトの関係が劇的に変

化している。一般消費財（B2C）市場では，多くの人がウェアラブル機器とクラウドサービスを利用し，情報共

有することで全く新しい価値を共創する時代が到来した。本稿では，サービスドミナントロジック（SDL）とい

うサービスを起点とした価値共創の考え方を引用し，横河電機の製品が扱われる生産財（B2B あるいは B2B2C）

市場におけるコトづくりと，今後のモノづくりのあるべき姿を展望する。

Discussion on the importance of “KOTOZUKURI” (a coined word that means new value 
creation in the market) has a long history, but it has been heating up again in line with the 
explosive spread of the IoT (Internet of Things) and Big Data in recent years. In contrast to the 
fact that the Internet has greatly changed the relationship between people in the world, the IoT 
has interconnected an enormous number of things (sensors and devices) and has been drastically 
changing the relationship between things and events. In the general consumer market, which 
is often called the Business to Consumer (B2C) market, the time has come for many people to 
co-create totally new value by using wearable devices and sharing information through cloud 
services. This paper surveys the concept of co-creating value that derives from the services based 
on the service dominant logic (SDL), and then overviews KOTOZUKURI, the trend of value shift 
from product to solution, in the B2B and B2B2C markets including Yokogawa products and the 
ideal vision of manufacturing in the future.

1. はじめに

あらゆる製品開発において，「モノづくりからコトづ
くりへ」，「ビジネスモデルの転換」という視点が問われ，
これまでのモノづくりはあたかも「コト」を無視して行
われていたかのような風潮である。一方，近年多くの企
業が直面している問題は，社会のスピードや規模が大き
くなり，従来型のビジネスモデルでは製品開発投資を回
収することが難しくなったことではないだろうか。その
解決法としてモノが利用され，価値が発生する場，すな
わちサービスを起点にモノを考えるサービスドミナント
ロジック (1)（以下，SDL と呼ぶ）という考え方が注目さ
れている。SDL は，これまでのモノ（商品）を中心とし
た経済的・社会的交換（ビジネス）の一連のマーケティ

ングの考え方（グッズドミナントロジック）を，サービ
スを起点にモノの製造とサービスの提供を一体の経済活
動ととらえ直し，あらゆる経済的活動の論理を再構築す
ることを目的としていた。この考え方は，一般消費者を
対象とした B2C 市場だけでなく，本稿で取り上げる B2B
市場におけるモノづくりからコトづくりへのパラダイム
シフトにも適用できると考えられる。

横河電機の主な取引分野であるインダストリアル・オ
ートメーション分野は，他の産業分野に比べ，保守的で
変化が遅いといわれている。しかし，そのインダストリ
アル・オートメーション分野でも，あらゆるものが繋がり，
膨大なデータが蓄積され，利用可能になることで，今ま
さに産業界全体に大きな変化が起こりつつある。

本稿は，いわゆる B2C 市場と横河電機の製品が扱われ
る B2B（あるいは B2B2C）市場におけるコトづくりを分
析し，サービスを起点とした B2B 市場におけるモノづく
りのあるべき姿を展望する。
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2. モノづくりからコトづくりへの変遷

まず，モノづくりからコトづくりへの変遷を考えてみ
る。本稿では，従来型の製品（ハードウェア）を中心と
したお客様への製品提供と付帯サービスをスコープとす
る企画・開発をモノづくりと定義し，お客様における問
題特定，課題設定と遂行，すなわちソリューションによ
る価値創造をコトづくりと定義する。

（1）産業創成期：「モノ」が市場を創る
20 世紀中ごろは，製品の大量生産の時代であった。
そのころの商品企画はかなり明確な問題（困りごと）
を解決する技術を商品化することに集中していた。
商品そのものにより新市場が創生され，商品として
の寿命も数十年にわたる変化の緩やかな時代であっ
た。例えば，電気機械技術の発展により，家庭用洗
濯機や冷蔵庫など「生活を大きく近代化する」とい
うモノ，そうしたモノにより新たな市場が次々と生
み出された。

（2）  高度成長期：「モノ」の価値で市場を量的・面的に
拡大する
先進国が飛躍的に成長した 20 世紀後半は，「豊かな
ライフスタイルの大衆化とグローバル化」の歴史と
もいえる。産業創世期には高価だった商品の価格も
低下し，世界中の誰もが豊かさを享受できる世界の
実現であった。その発展過程における個々の商品や
サービスの対象市場は，まずはアメリカ，アメリカ
の次はヨーロッパや日本，日本の次はアジア，と時
間をかけて世界の各地に展開された。そのため，各
企業はグローバル化の波に乗りながら，持続的に利
益を上げることができた。この事業の成長性と持続
性が企業を大きくし，強固なビジネスモデルを確立
する一方，ビジネスモデルの固定化を引き起こした
とも考えられる。

（3）  産業成熟期：「モノ」のコモディティ化と価値の希
薄化
21 世紀に入ると，多くのモノづくり企業（メーカ）
はコモディティ化の速さに苦しめられる。コモディ
ティ化では，ユーザにとってどの企業の製品でも機
能的に大きな差がなく，たとえ技術的に優れていて
も，その差別化ポイントに対してユーザが他の製品
よりも余分に対価を払ってもよいと考える価格プレ
ミアムにつながらない。その結果，市場価格の低下
が進むことである。たとえば，音楽プレーヤに代表
される AV 機器では，先行した日本メーカが技術イ
ノベーションを重ねたにもかかわらず，中国，韓国
等の新興メーカがすぐに追従した。加えて，「音楽
を聴く」行為そのものが音楽プレーヤ（専用機）で
再生する形態から，ネットワークでダウンロード
した音楽をスマートフォンや携帯型端末で再生する

形態へと変化し，一気に AV 機器事業が縮小してし
まった。すなわち「音楽を聴く」というコトの価値
に対し，それを実現するモノの価値が希薄化し，わ
ざわざ CD（音楽メディア）と音楽プレーヤを購入
し，モノとして所有する消費者が激減したと考えら
れる。そのため，AV 機器メーカは，音楽プレーヤ
販売だけで収益を上げるモデルから，コンテンツの
作成や配信だけでなく，それをエンドユーザが聴い
て楽しむという価値創出全体を通しての収益モデル
へと移行が必要となった。これがモノづくりからコ
トづくりへのパラダイムシフトである。この潮流は，
AV 機器だけでなく，自動車や通信機器などの他業
種の製品でも同様の現象が起きている。

3. サービスドミナントロジックという視点

商品・事業企画におけるコトづくりへのパラダイムシ
フトを実現するために SDL の考え方が有効である。SDL
は，2004 年に米国の Stephen L. Vargo と Robert Lusch
という二人のマーケティング研究者によって提唱された
比較的新しい研究分野で，モノやサービスによる価値が
どのように生まれるかを体系化した考え方である。SDL
では，11 個の前提（FP: Fundamental Premises）を定義
している (2)（表 1）。

表 1 サービスの基本的前提（Fundamental Premises）

FP1 サービスは（経済的）交換の基本である。

FP2 間接的な交換は価値交換の基本を隠してしまう。

FP3 商品販売はサービス提供のための流通システム
である。

FP4 オペラントリソース（サービスの提供と受領に
関わる関係者）は戦略的利益の源泉である。

FP5 すべての経済は，サービス経済である。

FP6 価値は常に受益者（顧客）を含む複数の関係者
によって共創される

FP7
サービス提供者は価値を提供するわけではなく，
価値提案によって価値の創出に関与することが
できる。

FP8 サービスを中心とした見方は，受益者すなわち
顧客視点であり，関係的である。

FP9 すべての社会的，経済的アクターはリソースイ
ンテグレータである。

FP10
価値は常に顧客（受益者）によってユニークに，
かつ現象学的に決められる（つまり，利用者に
より価値や価格は違う）。

FP11 価値の共創は，サービス提供者が構築した仕組
みとその運用を通して実現される。
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4. これからのコトづくり

FP の中でも， FP1, 6, 10, 11 は Axiom（公理）として
特徴的なものである。この中では，サービスがすべての
価値交換（取引），さらには経済の基本であり，モノと
サービス（あるいはサービスのみ）が利用される場にお
いて提供者と顧客が価値を共創すると定義している。ま
た，サービスの価値は常に顧客により，文脈価値（value-
in-context）により決定される。文脈価値というのは，提
供されるモノやサービスが使われる場面や利用後の満足
度など，顧客側の要素により決定される価値である。

これからのコトづくりを考えるためには，基本に立ち
返り，利用者（ユーザ）が享受できる価値を考えるべき
である。利用者が新しい「コト」に求める４つのポイン
トを次に示す。

（1）  問題の根源の解明とソリューションの提案
まず，表面的な困りごとではなく，本質的な困りご
とを見える化し，解決に導く提案を考える。たとえ
ば，製造現場において発生する作業ミスや突発故障
に対して，確認・点検個所の追加といった対症療法
で解決するのではなく，全体の作業工程や環境に潜
む真の原因を解き明かすべきである。

（2）  新しいソリューションの「わかりやすさ」
提供されるソリューションの仕組みが分かりやすい
こと，納得性が高いことが期待される。深層学習に
代表される人工知能（AI: Artificial Intelligence）は，

「どうしてその解にたどり着いたのか」がなかなか
説明困難な場合がある。この場合，科学的，技術的
に詳細に説明することよりも，技術知識のない普通
の人にも納得してもらえることが必要で，「納得の
メカニズム」を解明することが求められる。

（3）  リスクとベネフィットのバランス
新しいソリューションを導入するにはリスクが伴う。
ベネフィットだけではなく，リスクも同時に提示す
ることが期待される。ユーザの立場に立てば，明確
で大きなベネフィットが見えていれば，多少リスク
を冒すことも受け入れられる。また，新しい解決法
が後戻りできるかどうか，すなわち納得できない場
合に元の状態に戻せるかという点も重要である。

（4）  スピーディな実績の構築
新しいソリューションには実績が求められる。誰でも
初めてのモノやコトには本当にうまくいくのか不安が
付きまとう。新しい技術の効果が十分実証されてい
て，初めて安心してその解決法を適用することができ
る。モノの実績は販売数，利用者数などで明確に測
定することができるが，コトの実績は測定が困難であ
る。従来は確固たる実績があって初めて本格展開が
始まっていたが，新しいパラダイムでは PoC（Proof 
of Concept）のような初期段階での実証を通して，事

業展開の高速化を図ることが求められる。

5. 新しい製品企画・開発

SDL の考え方を，横河電機がこれまで世の中に提供し
たコトと，これから提供すべきコトについて当てはめて
みる。横河電機は「計測と制御と情報」をテーマに，主
に圧力，流量，温度，液位などの物理量を直接，連続的
に測定し，それらが支える生産プロセスを制御するとい
うコトを提供してきたともいえる。前述の産業創世期か
ら，高度成長期に至る間は，次々と建設されるプラント
への効率的なモノの提供を行うモノづくりをベースに企
業成長を実現してきた。この成長モデルでは，多様な顧
客ニーズを標準仕様にまとめ上げ，規格化された製品を
効率的かつ大量に提供することが重要であった。これは，
SDL と対比されるグッズドミナントロジック（GDL）で
あった。しかし，産業成熟期に入り，プラントの新規建
設や増設も大幅に減少し，既設プラントの更新や性能改
善などお客様ごとの課題やニーズを丹念に分析し，最適
なソリューションを提供することの重要性が高まった。

SDL の FP10 で定義する「価値は常に顧客（受益者）
によってユニークに，かつ現象学的に決められる。」とい
う考え方は，お客様の問題調査段階から始まるコンサル
ティングや長期間にわたる大規模プロジェクトには適合
する一方，これまでのモノづくりの常識には適用不可能
と思えるかもしれない。しかし，センサーのような単品
の商品企画・設計においても，企画する段階からお客様
の参画を促し，お客様の課題を分析し，各商品がお客様
に利用されるときに生み出す経済価値に基づいて商品機
能や価格を企画することがコトづくりであるので，まさ
に SDL の考え方に沿っていると考えられる。将来的には，
個々のセンサーやコントローラを買っていただくのでは
なく，新たなコトに応じた稼働時間や価値に応じた課金
システムのような新たなビジネスモデルを適用すべきで
ある。現在，横河電機の研究・開発・企画の担当者は，
SDL で提唱されているお客様との価値共創を実現するた
め，研究段階からお客様との直接の会話の機会を増やし，
コンセプト段階から積極的に前述の PoC 提案に取り組ん
でいる。

本特集号は，「プロダクト事業製品の新潮流」というタ
イトルで，モノづくりからコトづくり（ソリューション
提供）への転換によりお客様価値の向上を目指す取り組
みを紹介しており，横河電機の製品で新しい使い方や組
合せにより，お客様と新しい価値を共創できるような論
文を集めた。これからのプロダクト事業は，IoT（Internet 
of Things）や AI，アナリティクス技術などの急速な発展
により，これまで不可能だった「価値のよりきめ細かい
測定」と組み合わせることでさらなる発展が期待される。
これからのコトづくりを目指したモノづくりでは，様々
な新技術の活用により，モノとサービスの提供者と利用
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者が密接に結合する。その結果，提供者と利用者の双方
が納得できる新たなビジネスモデルを共創していくこと
になる。

6. おわりに

本稿は，コトづくりを起点としたモノづくりの考え方
について考察した。20 世紀はモノづくりが経済を支えた
時代，言い換えれば製品が価値を作った時代であった。
コトづくりの第一段階は，お客様の困りごとに立ち返り，
新しいソリューションを提案する，すなわちマーケット
インの考え方で新たな価値を創出した。今後，より新た
なイノベーションを創出するには，将来起こりうる未知
の課題を洞察し，誰も考え付かなかった価値による新た
な市場を創出することが必要である。

モノづくりメーカとしては，常に未来のお客様視点に
立つことを心がけ，マーケットアウトを目指した新たな
コトづくりに取り組んでいきたいと考えている。

筆者らが参加している JEITA（電子情報技術産業協会）
制御・エネルギー管理専門委員会では，価値ベースのサ
ービスの考え方に基づく産業オートメーション・サービス
クラスを策定し，啓蒙活動を行っている。2016年３月に「産
業オートメーション・サービスクラス－定義と運用－」(3)

という解説書が公開されたので，興味のある方は併せて参
照されたい。
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