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背景と企業業績 
産業全体の課題 

インダストリアルIoT（IIoT）、事業運営／商品価格の不確実性、高度なソフトウェア技術の影響、人口動態や顧客
需要の変化といったグローバルトレンドは、プロセスオートメーション市場に破壊と変革をもたらしています。これらのトレンドは、事
業運営（ビジネス、生産、製造、サプライチェーンなど）の確実性をもとに、確実で持続可能な業績を形成することがますます
重要になってきていることを意味しています。この事実は、現在大きな岐路にあるプロセスオートメーション産業に特に当ては
まります。世界的なプロセスオートメーションのエンドユーザーが今後直面するであろう4つの大きな変化は以下のようなもので
あると考えられています。

- 労働力の高齢化： プロセスオートメーションの労働人口の35〜40％近くが、今後5年間で定年を迎えます。

- デジタル化とサイバーセキュリティー： エンドユーザーは、より良い資産パフォーマンスを実現するために設備資産を
インターネットに接続することに前向きですが、セキュリティ上の脅威によってその流れは抑制されています。

- 運用効率： 不安定な商品価格により、企業は基礎的な業績効率を維持するために抜本的な措置を講じることを
強いられています。

- 資産の信頼性： 競争力の向上とマージン確保に重点が置かれ、エンドユーザーは従来の受動的なアセットマネジ
メントモデルから、予測的かつ予防的なアセットマネジメントモデルへシフトしています。

これらの課題は、ソリューションのロードマップ、その実装戦略、そこから起こり得る成果を把握していないエンドユーザーに一
層の不安を抱かせています。市場も、見積依頼（RFQ）を行うプロジェクトから、積極的に新しい市場機会／顧客需要
の形成、創造を支援する形態に移行しています。この市場の変化は、販売から入金までのサイクルの見直しをオー トメーショ
ンソリューションプロバイダーに促しています。一般的に、横河電機のようなオートメーション企業は、制御システム、安全システム、伝
送器、流量計、プラント管理ソフトウェア、関連サービスなどの有形の製品を販売していました。しかし、デジタルシフトによって、オー
トメーションソリューションプロバイダー自身が、エンドユーザーに成長機会とそれに伴う新しい市場開拓について啓蒙していくこと
が求められています。現在のオートメーション企業は、コンサルタントのチームを活用して、顧客のプラントのオペレーション関連の課
題を発見し、顧客が取ることができる最良のアプローチを助言するというコンサルティング的アプローチを採用しています。

数少ない独立系オートメーション企業の1つである横河電機は、主にエネルギーバリューチェーン（石油、ガスのアップストリーム、
ミッドストリームおよびダウンストリームの化学、石油化学、石油精製および発電）に重点を置いています。同社はまた、市
場の動向を踏まえ、そのグローバルな顧客基盤のビジネス価値の更なる向上を推進するため、日々変革を進めています。同社
が市場にもたらした変革の1つは、後述する戦略的買収です。さらに横河電機は、同社が既に強みを持つ業界に近接し
ていても、現時点ではまだプレゼンスの少ない業界（鉱業やエネルギーサプライチェーンなど）を中心に、市場参入の活動
を強化することを視野に入れています。

顧客と産業界へのインパクト 
顧客のオーナーシップ体験 

プロセスとハイブリッドエンドユーザー（石油、ガス、化学、石油精製、食品・飲料、ライフサイエンスを含む複数の業界に跨がるエ
ンドユーザー）はCAPEX投資の縮小に直面しており、ライフサイクルオペレーション支出を最適化する必要に迫られていま
す。さらに、前述の複数の業界に跨がるエンドユーザーは、デジタル化、セキュリティの脅威、競争圧力、マージン確保などの重要な課
題を抱えています。このような中、ソリューションプロバイダーは、単なる製品のサプライヤーからソリューションおよびサービスの
サプライヤーへと自らの位置付けを見直すことが不可欠になってきています。オートメーション企業は、人材管理、アセットマ
ネジメントサービス、プラント設計サービス、シミュレーションおよび生産分析などの付加価値サービスの提供を求められ、一
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方でエンドユーザーは、隣接する業界から学び、成熟した技術と共に発展するベストプラクティスを継続的に業界に浸透させるこ
とができる、信頼できるソリューションパートナーを探しています。 

プロセスオートメーション市場の高まる競争を受け、企業はソリューションサービス機能を強化しています。一部の企業がこ 
の機能をM&Aやアライアンスなど社外から取り入れることにより拡大する一方で、その他の企業は自社開発でソリューション
機能を強化しており、業界におけるけん引役になるための競争を促しています。顧客／エンドユーザーの課題に対処するため、
多様なソリューションが考えられますが、プラント設計、エンジニアリング、試運転、アセットマネジメント、人材管理およびライフ
サイク ルの運用維持にいたるまでのエンドツーエンドソリューションを提供し、包括的な価値提供モデルを構築することが重要です。 

数少ない独立系オートメーションソリューションプロバイダーである横河電機は、市場においてさまざまな面で差別化を図っ
ています。同社は近年、その能力の広さと深さを強化するために一連の戦略的買収を行いました。 

 Industrial Evolution, Inc.（2015年12月買収） 

2000年以来、エネルギーおよび化学産業における安全なクラウドベースのデータ共有サービスのパイオニア企業。市場で
最も有名な企業の1つで、データ収集と共有サービスを活用している多くのフォーチュン100企業にサービスを提供していま
す。この買収により、横河電機はプロセス産業向けの高度ソリューションのポートフォリオを強化し拡大しました。横河
電機の既存の高度ソリューションのポートフォリオには、高度プロセス制御、シミュレーション、プロセス情報管理
システムといったソリューションが含まれています。さらに、この買収により、横河電機は、既存・新規顧客の両方
にData-as-a-Serviceのプラットフォーム機能を提供することができるようになりました。これにとどまらず、2016年2
月には、Industrial Evolutionの既存ソリューションをベースとして、Industrial Knowledgeというビジネスユ
ニットを新設し、クラウドベースの高度ソリューションビジネスの更なる強化を行っています。 

 KBC Advanced Technologies Limited（2016年4月買収） 

KBC Advanced Technologies Limitedは、石油、ガスのアップストリームとダウンストリームの顧客に対し
てオペレーショナルエクセレンスと収益性の向上に注力してきました。この買収により、横河電機は、高度なソフトウェアとプラ
ント経営コンサルティングの双方を手に入れることができました。これにより、これまでのポートフォリオのギャップを埋め、経営
幹部レベルからプラントのオペレーターまで、包括的なソリューションを提供できるパートナーとしてのポジションを
獲得することになりました。 

 Soteica Visual Mesa, LLC（SVM）（2016年10月買収） 

この買収により、横河電機はプロセス産業向けのエネルギー管理、生産会計、生産スケジューリングの能力を
補完することに成功しました。 

横河電機の現在のソリューションとサービスは、技術的な観点から比類のないものであり、前述のKBC 
Advanced Technologies Limitedと、Industrial Knowledgeの買収は、この位置づけを更に拡大してい
ます。これらの戦略的買収は、顧客にとっての改善点を発見し、製造プロセスを更に自動化し、それを維持しながら継続
的な改善を推進することによって、差別化された顧客価値の提供に貢献しています。横河電機の包括的なソリューション
とサービスの主な目的は、運用パフォーマンスのばらつきを抑えながら、使用資本利益率（ROCE）を向上させることです。
横河電機の提供するような包括的なソリューションを採用することで、プロセスオートメーションのエンドユーザーは、よりスマ
ートで、素早くかつ高いレスポンスで、より収益性の高いオペレーションを実現できると考えられます。 

ベストプラクティス： 横河電機の中期経営計画「Transformation（トランスフォーメーション）2017（略称：
TF2017）」では、「お客様フォーカス」、「新しい価値づくり」、「グローバル最適による徹底的な効率化」の３点に重点的に取り組み、事
業構造の変革に注力しています。戦略の一つにソリューションサービスビジネスの拡大をあげ、顧客の事業全体を見据えた提案や価
値共創の取り組みを進めています。また、戦略的なビジネス価値を推進し、顧客基盤のための潜在的なシナジー効果の実現を容
易にするために、KBCの高度なソフトウェアおよびIndustrial Evolution のデータ共有機能を用い、業界最高クラスの計測、制御、
情報技術を活用することを目指しています。同社によると、横河電機によって創出された顧客中心の経験や知識は、既に顧客に好
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意的に受け入れられています。 

 
カスタマーサービス 

2017年時点で、テクノロジーの更新サイクルは10年前に比べて半減しています。この傾向により、多くの大・中小企業は、アウト
ソーシングサービス／マネージドサービスの使用をより戦略的に検討することを余儀なくされています。これは、エンドユーザーによる
技術投資が市場動向に常に追随しているわけではないという事実を示しています。エンドユーザー企業は、運用技術（OT）、情報
技術（IT）、およびライフサイクル管理のバランスを常に模索しています。ソリューションプロバイダーは、エンドユーザーにとっての
優先的ベンダーの地位を獲得するために、これらの3つの分野で優れた実績を示すことが期待されています。プロセスオートメーシ
ョンのエンドユーザーの成熟度はさまざまですが、横河電機がその顧客の業界固有のニーズを理解する能 力は、顧客向けにカス
タマイズされたソリューションの提供に大いに役立っています。 

ベストプラクティス： 横河電機は、プロセスデータ、材料品質データ、運用履歴および使用されたリソースの分析を通じて、
製造プロセスの品質の問題を早期検出するために、Process Data Analyticsと呼ばれるソリューションを開発しました。こ
のソリューションの強みは、横河電機がこれまでに100件以上の契約を締結しており、ソリューション機能の改善を続けていることに
よって証明されています。人、物、機械の相互依存関係を総合的に分析する能力は、横河電機の顧客サービスの能力の
高さを示しています。プロセスデータ分析ソリューションは、石油、ガス、石油化学、化学、製鉄、医薬品、食品および飲料
などの業界全体で、生産品質管理を監視および維持するために活用することができます。 

横河電機の顧客中心主義、革新的な能力、技術の独創性を語るもう1つのソリューションは、業界をリードする分散型光ファイバーセ
ンシングソリューションです。このソリューションは、油井・ガス井戸監視、パイプラインの漏れ検知、火災検知、電源ケーブル監視、
または他の大規模な生産施設に、何千もの理想的な温度測定ポイントを数分で提供し、運用上の安全性、可用性、効率性
を向上させます。このソリューションには現在、DTSX200とDTSX3000という2つの主要製品が組み込まれています。差
別化のポイントは、最大50kmわたる長距離対応と最高性能の統合された産業用モジュラー設計にあります。この機能は、過
去には実現が困難であった過酷な環境での信頼性の高い測定を可能にする上で有益です。石油、ガスおよびその他の顧客は、
この最先端の分散型光ファイバセンシングソリューションをさまざまな用途で引き続き採用していくでしょう。 

ブランド価値 

横河電機は一昨年100周年を迎え、主にエネルギーと化学のバリューチェーンに重点を置き、積極的に米国でのプレゼンス
を構築していますが、アジア太平洋、中東、および 欧州では、既にトップ3の地位を獲得しています。横河電機は、実績のあ
るMAC（Main Automation Contractor） の能力、優れたプロジェクト実行力と技術力に基づき、プロセスオートメーション市
場で強力なブランドを確立しています。これは、Shell、Gazprom Neftのような大規模な統合石油ガス会社が長期契約を更
新し続けているという事実からも明らかです。最近では、横河電機は、ロシアで技術協力センターを設立することに合意しま
した。この合意は、主にGazpromの製油所のために高度なソリューションの開発を推進することが主な目的であり、横河電機の
技術とブランドに対するエンドユーザーの認知度を示しています。 

横河電機は、ブランド認知度をさらに高めるため、Microsoft Corporation 、FogHorn Systems, Inc. 、
Bayshore Networks,Inc.、およびTelit IoT Platforms, LLCといった企業と、これらの企業の技術を複合的に組み
合わせてIIoTのプラットフォームを提供するために協業を開始しました。横河電機はまた、堅牢かつ柔軟な次世代のIIoTアー
キテクチャーを開発するために、米国西海岸にIIoTアーキテクチャー開発部門を立ち上げました。横河電機は、この部門を
通じてパートナーとより緊密に連携し、革新的なソリューションを開発しています。 
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顧客獲得と運用効率の改善 

現在の産業市場は、技術の卓越性とサービスの融合が求められています。多くの競合企業は特定のバリューチェーン分野で
強みを持っていますが、横河電機は統合された価値提案により、エンドユーザーに効果的にエンド・ツー・エンド視点でサービスを
提供しています。例えば、KBC Advanced Technologies Limitedは、オペレーションと従業員のパフォーマンスを向上
させるためのエンドユーザーのビジネスを中心に具体的に設計された付加価値コンサルティングサービスに加えて、設備シミュ
レーション・リアクターモデル・パイプラインシミュレーション・フローモデリングおよび流体モデリングを提供します。さ らに顧客価値
を提供するために、KBCは新しいソリューションであるKBC Co-Pilot ProgramTMを発表しました。このソリューションは、プ
ラントオーナーとオペレータが最適なパフォーマンスを達成できるように、航空機の副操縦士(Co-Pilot)が、付加的な知識をもって
操縦士を支えるようにプラントオペレータを支援します。これは、計画されたKPIに対してプラントのパフォーマンスをリアルタイムに測
定し、安全なクラウドベースのリモートユニットパフォーマンス監視および最適化を提供するサービスです。プラントオペレータがパフ
ォーマンスを向上させ、パフォーマンスのばらつきを低減するための機会を特定し、実装するために役立ちます。顧客が世界
的に複数のプラントの規模を拡大して接続する ようになるに従い、KBC Co-Pilot ProgramTMのようなソリューションは、複
数プラントのパフォーマンスをベンチマークし、最適なパフォーマンスを発揮させるのに役立ちます。KBC Co-Pilot 
ProgramTMソリューションのロードマップは2つの要素から成り、今日では、遠隔監視と生産の最適化を提供しています。
2018年以降は、エネルギー管理、サプライチェーンおよびオペレータの有効性に関するサービスを提供することが計画されてい
ます。 

さらに、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、米国の各地域に戦略的にサービスセンターを配置しているため、顧客の要求に迅速
に対応することができます。横河電機は、世界60カ国に約4,000名のプロジェクトエンジニア、2,000名のサービスエンジニ
ア、1,200名のソフトウェアコンサルタントを擁しています。創業以来、世界中で4万4,000件以上のプロジェクトを実行して
きました。ローカルでの実行機能を備えたグローバルネットワークは、もはやオートメーション市場の標準的な要件となったと言えるで
しょう。 

業界最高クラスの技術ソリューションとサービス機能を使用して、単独で業務効率の要素を推進する総合的な能力により、
横河電機は業界標準になる可能性を有しています。 
成長の可能性 

横河電機のIA(Industry Automation:生産制御)事業は、顧客の最も信頼されるパートナーとなり、エネルギーおよび
化学業界のバリューチェーンにおける顧客の持続的な業績改善を推進することを目指しています。さまざまな技術の融合と激しい変動
によって混乱している顧客にソリューションを提供する態勢が整っていることは、非常にタイムリーであると言えます。今後の顧客の
成長機会は、次の2つの分野にわたると考えられます。 

- 工場レベルの最適化から企業全体の最適化への移行 

エンドユーザーは、熟練労働者の減少に直面しているため、企業全体の活動を標準化することが求められています。トップ企
業は、現場固有の試験的実装から、企業規模での予測的なパフォーマンス最適化へ急速に焦点を移しています。フロスト
＆サリバンは、大規模な石油メジャー会社、大手化学会社、機能性化学会社、発電施設などの複数の企業が、
1つの統合ソリューションプロバイダーと長期的なソリューションサービス契約を採用していることを確認しています。横河
電機は、これらすべての課題に対処できる信頼できるパートナーとして位置づけられるため、大きな成長の可能性
を秘めています。 

- オープンスタンダードの使用 

エネルギーや化学業界のエンドユーザーの多くは、ソリューションやサービスプロバイダーとの従来の硬直化した関係に不満
を持っており、運用モデルを大幅に変更しています。有力な石油メジャー会社は、制御システム運用に標準ベース
のハードウェアを利用することに着手しました。従来このようなシステムには独自のプロトコルが採用されることが当たり
前であったため、この変化はプロセスオートメーション業界に多大な影響を与えると考えられます。一方で、横河電機は、オ
ープンスタンダードに長年着目してきたことから、大きな恩恵を受けています。横河電機がVnet/IPカードを必要とせずに、シス
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テムのインターフェースを可能にするオープンアーキテクチャを開発するための第一歩をすでに踏んでいることは更なる相乗
効果を期待させます。1Gbpsイーサネット通信システムに基づくプロセスオートメーションのためのリアルタイムプラントネッ
トワークシステムであるVnet/IPは、セキュリティ要件の遵守を確実にするためにIEC62405に準拠しています。横河
電機はまた、プロセス産業における最適化を実現するオープンアーキテクチャベースのソリューションを開発しています。シス
コやマカフィーなどのIT企業と強力なパートナーシップを結び、ミッションクリティカルな制御システム向けの包括的なセキュリ
ティ管理ソリューションの開発にも積極的に取り組んでいます。これは、世界的で50以上のシェル工場に展開するための
包括的なセキュリティ管理ソリューションである、SecurePlantの開発によってさらに強化されています。 

市場が変化に追随する動きを見せることで発生する成長機会を、横河電機はフル活用する位置づけにあるといえます。 

結論 
カスタマーエクセレンスに重点を置く横河電機のビジョンは過去100年間ぐらついていません。また、プロセスオートメーション業界の
先進的ソリューション市場におけるグローバルリーダーとしての地位を確立する戦略的買収（Industrial Evolution,Inc.、
KBC Advanced Technologies Limited、Soteica Visual Mesa,LLC）によって、このビジョンは更に増幅されてい
ます。産業構造が階層構造からネットワーク／フラット構造へ移行するにつれて、変革を推進する力とパフォーマンスのばらつきを抑える
力は大きく強化されるでしょう。しかし、顧客は高齢化する熟練労働力、限られた技術力および高まるコスト圧力のために、自力でそれ
らすべてに対処することはできません。横河電機は、運用上の安全性、安定性、生産性および企業のレジリエンスに配慮しながら、利
益改善に貢献するソリューションやサービスをシームレスに提供することができます。 

これらの力強い総合的なパフォーマンスにより、横河電機株式会社は、フロスト＆サリバンの2017年オートメーションソリューション市場
におけるカスタマー・バリュー・リーダーシップ・アワードを受賞しました。 
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カスタマー・バリュー・リーダーシップの意義 
組織の成長は、究極的には企業から製品・サービスを購買をする顧客に依存し、その後、顧客はその企業を再び選択するかどうか
決断を下します。顧客を満足させることは、成功する成長戦略の礎石です。この二重の目標（事業成長と顧客満足を達成するに
は、需要の理解、ブランドの育成、競合との差別化という主要分野で最高クラスの組織でなければなりません。 

 

 
 
カスタマー・バリュー・リーダーシップの理解 

カスタマー・バリュー・リーダーシップは、2つのマクロレベルのカテゴリによって定義され測定されます。お客様へのインパクトと、ビジネス
としてのインパクトの2つの側面が相互作用し、製品の品質と寿命において、顧客が価値と安心を感じます。この二重の満足が、リ
ピーターと高い顧客価値の存続につながります。 
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ベンチマーク基準 
カスタマー・バリュー・リーダーシップ・アワードでは、フロスト＆サリバンのアナリストは、2つの重要な要因である顧客へのインパ
クトと事業としてのインパクトを以下のように評価しています。 

 
お客様へのインパクト 

基準1： 価格/性能 
基準2： 顧客の購買体験 
基準3： 顧客のオーナーシップ体験
基準4： カスタマーサービスの体験
基準5： ブランドエクィティ 

事業としてのインパクト 

基準1： 財務実績
基準2： 顧客獲得
基準3： 運用効率 
基準4： 成長の可能性
基準5： 人的資本 

横河電機のベストプラクティス分析 
意思決定支援スコアカード 

フロスト＆サリバンは、複数のカテゴリにわたるベストプラクティスの評価を行うため、独自の意思決定支援スコアカードを採用して
います。このスコアカードを使用し、調査チーム／コンサルティングチームは、上述の主要な基準に従って客観的にパフォーマンスを
分析し、評価を割り当てます。このスコアカードは、パフォーマンス評価の微妙な差異を考慮した10ポイントの基準に従いま
す。評価ガイドラインは以下の通りです。 
評価ガイドライン 

 

 
意思決定支援スコアカードは、顧客へのインパクトとビジネスとしてのインパクトによって構成されています（これらは10のベンチマ
ーク基準のすべてのカテゴリで定義されており、各基準の定義はスコアカードの下にあります）。調査チームは、特定の基準に対
する格付けの小さな変化が、企業の全体的な相対ランキングに大きな変化をもたらさないことを確認する感応度分析を通じて、
スコアカードの信憑性を確認します。 
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分析の結果を以下に示します。公平性を維持するため、他の主要企業を競合企業2および競合企業3と呼びます。 
 
 

10 段階評価（1 =不良、10 =優れている）   

カスタマー・バリュー・リーダーシップ お客様へのインパクト 事業としてのインパクト 平均格付け 

    
横河電機 9 9.5 9.5 

競合企業 2 8 8.5 8.5 

競合企業 3 7 8.5 7.5 
 

お客様へのインパクト 
基準1： 価格/性能 
要件: 製品またはサービスは、市場における同様の製品と比較し、価格に対して最高の価値を提供している。 

基準2： 顧客の購買体験 
要件: 顧客は、独自のニーズと固有の制約の両方に対処する最適なソリューションを購入していると感じている。 

基準3： 顧客のオーナーシップ体験 
要件: 顧客は、自社の製品またはサービスに誇りに思っており、製品やサービスを通じて前向きな経験をしている。 

基準4： カスタマーサービスの体験 

要件: 顧客サービスは、速く、ストレスがなく、質が高い。 

基準5： ブランドエクィティ 
要件: 顧客はブランドを肯定的に見ており、高いブランドロイヤリティを示している。 

事業としてのインパクト 

基準1： 財務実績 
要件: 全体の財務実績は、収益、収益の成長、営業利益率、およびその他の重要な財務指標の点で強い。 

基準2： 顧客獲得 
要件: 顧客対応のプロセスは、効率的で新規顧客の取得をサポートし、また、現行顧客の維持も強化している。 

基準3： 運用効率 
要件: スタッフは、割り当てられた作業を生産的、迅速的、かつ高品質に実行することができる。 

基準4： 成長の可能性 
要件: 顧客の注目はブランドを強化し、顧客ロイヤリティを強化し、成長の可能性を高めている。 

基準5： 人的資本 
要件: 企業文化は、品質と顧客に対する強いコミットメントによって特徴づけられ、従業員の士気と保持力が向上する。 
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意思決定支援マ 

意思決定支援スコアカードに従ってすべての企業を評価した後、候補会社を以下のマトリクスに配置し、どの企業が真に
画期的であるのか、また、まだ最高クラスレベルに達していない企業はどこか視覚化します。 

 
  

 

横河電機 

 
 

競合企業 2 
 

競合企業 3 
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ベストプラクティスの認定： 調査、識別、認定をする 10 のステップ 
下記の10のステップを通じて受賞候補会社を評価し、適合度を評価します。評価と賞の的確性は、このプロセスを遵守し
ていることに基づいています。 

 

段階 目的 主な取り組み 成果 

 
1 
モニター、ター
ゲット、選別 

世界中から受賞候補会社を識別する • 詳細な業界調査の実施 
• 新興分野の特定 
• 複数地域の精査 

潜在的にベストプラクティスの基準を 
すべて満たす候補会社のパイプライ
ン 

 
 

2 

 
360度調査の
実施 

パイプラインのすべての候補会社の包
括的な360度の調査を実行する 

• ソートリーダーや業界の専門家にインタビ
ュー 

• 候補会社のベストプラクティスの基準へ
の適合度評価 

• すべての候補会社をランク付けする 

すべての候補会社のパフォーマンスの
マトリクス配置 

 
3 
ソートリーダー
シップの招待 

すべての候補会社の詳細な調査を行う • ベストプラクティスの基準を確認する 
• すべての候補会社の資格を調べる 
• 情報のギャップを特定する 

全ランクの候補会社のプロファイルを
詳述する 

 
4 
リサーチディレク
ターのレビュー
開始 

すべての候補会社の公平な評価を行う • ブレインストームランキングオプション 

• 候補会社のパフォーマンスに関して複数
の視点を持つ 

• 候補プロファイルを更新 

すべての候補会社とベストプラクティ
スのポジショニングペーパーの最終的
な優先順位付け 

 
5 
業界の専門家
による検証 

業界のソートリーダーに現在の調査結
果を提示する 

• 調査結果の共有 
• 適格な候補会社を強化する 
• 候補会社に優先順位を付ける 

優先順位の高い候補会社のリストに
磨きをかける 

 
 

6 

 
グローバルな業
界レビューを実
施 

候補会社の適合性に関する合意形
成を行う 

• すべての候補会社を審査するためにグロ
ーバルチームミーティングを開催 

• 基準への適合をテスト 
• 資格のある候補会社がすべて含まれて
いることを確認する 

世界中の成功事例を代表する候補
会社の最終リスト 

 
7 

 
品質チェックを
実施 

賞の検討材料を評価 • 最終的なパフォーマンスのベンチマークを
作成 

• 推薦書を書く 
• 品質レビューを行う 

候補会社の成功の高品質、正確、
創造性の露出を確認 

 
8 
業界の専門家
を再検討 

ベストプラクティスの受賞会社の選定を
確定する 

• パネルでのレビュー分析 
• 合意形成 
• 受賞会社の選択 

個別ベストプラクティスの基準に対して
最高評価を得る企業を決定 

 
9 
受賞会社に通
知を行う 

受賞会社に賞の通知をする • CEOに賞を送る 
• 継続的な成功のために組織を刺激する 
• 受賞会社のパフォーマンスを祝う 

賞の発表と受賞会社がブランド強
化に使用する方法の計画 
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段階 目的 主な取り組み 成果 

 
10 

 
戦略的な行動 

ライセンスを受けると、会社は賞のニュ
ースをステークホルダーと顧客に共有が
可能となる 

• メディアの発信を調整する 
• マーケティングプランを設計する 

• 将来の戦略計画における賞の役割を
評価する 

投資家、メディア関係者、従業員へ
受賞に関して周知 

 

360 度調査とベストプラクティス 
調査方法 

フロスト＆サリバンの360度調査の方法論は、調査プロセス
の分析的厳密さを表しています。フロスト＆サリバンの7つの
調査方法論を統合することにより、業界の課題、動向、問題
点を360度で提示します。企業はしばしば、その特有の環境
の中での理解のみに基づいて重要な成長の決定を下すことが
多く、見落としにつながります。成功する成長戦略は、市場、
技術、経済、財務、顧客、ベストプラクティス、人口統計学的
分析の理解に基づいています。 これらの研究分野を360度
の調査手法に統合することで、 業界参加会社のベンチマーク
や、最高クラスレベルの成果を評価するための評価プラットフォ
ームが提供されます。 

 
 

フロスト＆サリバンについて 

フロスト＆サリバンは、独自のリサーチに基づいて企業のビジネスを成長に導くグローバルな知見を提供し、ビジネスの新た
な成長機会の創出からイノベーションの実現までを支援する、リサーチとコンサルティング機能の両方を兼ね備えた企業の
ナレッジパートナーです。世界40拠点以上のグローバルネットワークを軸に、世界80カ国ならびに300に及ぶ主要な全て
のマーケットを網羅することで、メガトレンドや海外新興市場の台頭、テクノロジーの進化などのグローバルな変化に対応し、企業
がグローバルなステージでビジネスを成功させるための360度の視点に基づいた知見を提供しています。 
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