
ビジネスモデル革新について

平成２６年３月

商務情報政策局

資料６



価格競争型のビジネスモデルが主流の日本

 日本では、価格競争型のビジネスモデルが中心。

 ある調査によれば、日本の企業の７５％が価格競争に陥っている。一方、英米の企業は
５０％以下である。
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価格戦争の頻度についての国際比較（アンケート調査）

（出典）経済産業省「消費インテリジェンス報告書」
※注）サイモン・クチャーアンドパートナースジャパン㈱ 代表取締役 イエンス・ミュ

ラー氏による講演資料より抜粋したもの。
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外食（牛丼）の価格競争例（2010年4月）

（出典）日経ビジネス（２０１０年８月３１日）



低い利益率となっているサービス業

 小売業、宿泊業、卸売業といったサービス業は、製造業より営業利益率は低い状況。

 このうち、例えば小売業を見てみると、米国と比べ、営業利益率、純利益率ともに低い状
況。
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日本の主要企業の業種別の営業利益率
（営業利益/売上高）

（出典）金融庁 ＥＤＩＵＮＥＴより作成。

日米小売主要企業の営業利益・純利益率

企業名 営業利益率 純利益率

米国
Wal-Mart 24.3 % 3.4%

Target Corp 21.5% 4.2%

日本

セブンアンドアイHD 16.1 % 1.9%

イオン 8.3 % 0.7%

ダイエー 1.8 % 1.1%

（出所）各社ＨＰより（２０１０年）。
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CMO（最高マーケティング責任者）
を任命している企業の割合

米国 ６２％（フォーチューン500社）

日本 ０．３％（時価総額上位300社）

（出典）経済産業省「消費インテリジェンス報告書」
※注１）ＨＰ等に掲載の役員一覧より経済産業省調べ
※注２）神岡 太郎（一橋大学教授）、博報堂エンゲー

ジメントビジネスユニット 著、日本マーケティング協
会協力「マーケティング立国ニッポンへ ～デジタル
時代、再生のカギはCMO機能～」より

日本のマーケティングの実情

 日本のサービス業は、米英と比べ、マーケティング投資を含む経済的競争力（人材投資、
ブランディング投資、マーケティング投資など）への投資が少ない。

 また、日本はCMO（最高マーケティング責任者）を任命している企業が少ない。

※無形資産投資：以下の３点とされている。

①IT投資（ソフトウェア、データベースなど）

②研究開発投資

③経済的競争力への投資（人材投資、ブランディング投資、マーケティング投資など）

「無形資産投資※額／対粗付加価値額」の日英米比較

研究開発投資 経済的競争力への投資

（人材投資、ブランディングへの投資、マーケ
ティングへの投資など）

IT投資（ソフトウェア、データベースなど）

全産業 全産業 全産業サービス業 サービス業

日本（2000～2005平均） 英国（2004） 米国（2006）

※米国のサービ
ス業の既存データ
は見つかっていな
いため未掲載。0
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出展：『「失われた20年」と日本経済』深尾京司（2012）

4



新たなビジネスモデルの可能性（データを活用したマーケティング）

 こうした状況下、サービス産業が稼げるようになるには、企業によるビジネスモデルの革
新が重要。

 中でもITの発展により、データを利活用したビジネスモデルの革新（マーケティングの高度化、新

サービス創出）への期待が高まっている。

 先進的な企業において、実際にデータを活用したマーケティングが始められている。
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ビッグデータ市場予測
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（出典）IDC Japan（2014.1）
「国内ビジネスアナリティクス市場におけるビッグデータ

の位置付け 2013年～2017年の予測」

（億円）

○ビジネスアナリスティクス市場※のうちビッグデータを活用した市場
は、年率３５％で上昇すると予測されている。
※ビジネスアナリティクス市場

ユーザー企業が利用している会計など基幹業務向けのワークロードや、ビジネスインテリ
ジェンス、データマイニング、統計解析、CRM（Customer Relationship Management）やSCM
（Supply Chain Management）などのビジネスアプリケーション、画像、音声、テキストなどの
データを解析、分析する市場とIDC Japanが定義。

先進的な取組事例（良品計画）

○新たに独自のSNSアプリを作成し、SNSに投稿された
顧客の声を元に商品開発。

○また、顧客の嗜好や来店時間に合わせ、サービス提
供（クーポン発行）。

顧客の声を元に開発した商品

クーポン発行



データ活用に関する状況

 しかし、日本企業の約７割はいまだビッグデータの活用を始めていない（米国企業は約９
割が実施）。

 また、ビッグデータそのものへの認識も低い。

6

42.6

2.1

28.2

4.6

10.6

20.6

12.5

40.2

6

32.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本

米国

聞いたことがない／あまりよく知らない
検討したが、利用していない
開発または試験的に利用中である
いくつかの部門で利用している

日米のビッグデータ利活用比較（２０１３）

（出典）ITを活用した経営に対する日米企業の相違分析（JEITA&IDC Japan)

利活用を始めていない（72.8%）

利活用を始めている（93.3%）

新規IT技術についての認識（２０１３）



サービス産業におけるデータを活用したビジネスモデル革新に向けた課題

 民間企業における意識改革の他、主に以下のような課題が指摘されている。
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① パーソナルデータの取扱ルール

 企業のパーソナルデータの活用に対し、取扱ルールに不明確な部分が

あることから、消費者のプライバシーに係る批判を受ける場合がある。

② 商品コード

 一部の商品において、商品コードが統一されておらず、データ集計が難し
い。

③ 地域一体となったデータ活用

 一部、企業単位ではデータ活用が行われているものの、企業を越えた
データ活用や地域一体となったデータ活用が難しい。



パーソナルデータの利活用に関する制度見直しの状況
 個人情報及びプライバシーの保護を前提に、パーソナルデータの利活用による新ビジネ

スや新サービスの創出等を促進すべく、パーソナルデータの利活用に関する制度見直し
を行う方針。

 来年通常国会への法案提出を目指し、政府一丸となって、パーソナルデータの利活用に
関する制度の見直し作業に着手しているところ。
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（済）

（内閣官房公表資料を一部修正）



生鮮商品コードの標準化に向けた動き（民間ベースの取組）

 生鮮食品については、これまで、流通網ごとに独自の商品コード体系が存在。流通網を
越えたデータ集約が難しかった。

 現在の民間企業主導の生鮮食品のコード標準を作成する動きを受け、標準化されたコー
ドにより可能となるビックデータ分析によるマーケティングの高度化を促進。
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商品コードの状況

○多くの小売商品については、JANコード（Japanese 
Article Number）により、全国的に商品コードが
統一されている。

○しかし生鮮食品は、これまで統一的な商品コード
が存在しなかった。

生鮮食料の商品名と商品コードの会社間の違い （例：しめじ）

商品名 商品コード

A社

ぶなしめじ 123

ぶなしめじ（ホクト） 124

カットぶなしめじ小（１００ｇ） 135

カットぶなしめじ大（２２０ｇ） 120

ぶなしめじ（大） 111

ぶなしめじシングルパック（雪国） 138

ぶなじめじ大袋（雪国） 150

ぶなしめじＷパック（雪国） 126

ブナピー（ホクト） 140

Ｂ社

丹波しめじ 123456

ぶなしめじ 123457

ぶなしめじ 中国 123459

しめじ茸 123400

本しめじ 123356

ぶなしめじ（雪国） 123388

※i – code = 生鮮食料品の商品コード
を標準化したもの

㈱



企業を超えた・地域一体でのデータ利活用の状況

 企業横断的・地域一体でデータ（購買行動等）を収集することが技術的には可能な状況。

 しかし、以下のような理由から企業間でのデータ共有が進まない状況。

①企業を越え、地域全体でデータを共有するメリットがあまり認識されていない

②自社のデータを開示することに抵抗感がある
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既存のデータ収集・利活用の取組

○企業内や、一部企業間でのデータ利活用が一般的。

日本人のポイントカードの平
均所有枚数は9.9枚

出展：矢野経済研究所調査2011年

日本人のポイントカードの保有枚数

○ポイントカード：購買データ収集ツールに
なりえる一方、日本人は多くのカードを保
有。



ID‐POSデータ
基盤センター

スーパー

小売

商店街など

ＩＤ付き
購買データ

地域連携

多様な顧客

・商品コード等の標準化
・パーソナル消費行動分析

・生鮮食料品の地域需要予測
・消費インテリジェンス分析

②地域全体の需要予測を通し
た発注・在庫の適正化支援

③新サービス創出
（健康支援、家計アドバイス等）

① 個々人に合わせた高度な
マーケティング

 以下のプロジェクトを行うことで、
・企業を越え、地域全体でデータを共有するメリットを顕在化させる

※メリット：マーケティングからの脱却、仕入れの合理化、新たなサービスの可能性など

・パーソナルデータ利用に関する顧客の不安を取り除き、企業がデータを開示しやすくする
※今後行われる「パーソナルデータの活用に関する制度の見直し」に基づき行うことが前提。

ことができるのではないか。

サービス事業者が、地域一体となってデータを活用し、
ビジネスモデル革新を行う枠組みのイメージ
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①地域のサービス事業者が持つ顧客データ等を
共通の基盤センターで集約・保有

②データ運用者が、当該データを利用し、
サービス事業者に対し、ビジネスモデル革新を提案

自治体

民間企業
（データプラットフォーマー）

研究機関

技術支援等

消費者やサービス事業者と
の調整、参加呼びかけ等



ブランド力強化に資するツール
日本版顧客満足度指数（JCSI）

【対象】

・2014年3月現在、33業種416企業・ブランド
・順次対象業種を拡大中

【6つの評価指標】
※単なる顧客満足度指数だけでなく、その原因と結果についても評価

・顧客期待（利用前の期待・予想）

・知覚品質（利用した際の品質評価）

・知覚価値（価格への納得感）

・顧客満足

・口コミ（他者への推奨）

・ロイヤルティ（継続的な利用意向）
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①１３万⼈超の消費者の評価による⽇本最⼤級の、業界を超えた顧客満⾜度指標
②「満⾜する原因」と「満⾜した結果」の両⾯がわかる
③「経営⽬標」として利⽤できるよう、業種・企業を中⻑期レンジで評価

●2012年度 報告書購⼊・活⽤は 約70社
●データ活⽤・コンサルティング⽀援は 約10社

JCSIのねらいと特長

各社の広報事例

通信販売 オルビスHPより

ビジネスホテル ドーミーインHPより

携帯電話 au  HPより

参考
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サービス産業のビジネスモデル革新に関する政策の方向性（案）

① 価格競争型のビジネスモデルから脱却し、差別化・高付加価値化を実現するため、多くの
サービス産業経営者に対し、気づきを与え、自社のこととして取り組むことができるノウハ
ウ等を普及する。

（１）価格競争からの脱却に向けたベストプラクティスの普及

① パーソナルデータの活用に関する制度の見直し
内閣官房を中心として進められている当該見直しを着実に推進し、パーソナルデータの利活用に
よる新ビジネスや新サービスの創出、既存産業の活性化を促進していく。

②地域の関係者のコンセンサスに基づく、サービス事業者のデータ活用を通じたビジネス
モデル革新の推進

１）サービス経営者、自治体等が集まりデータ共有のあり方を議論し、２）議論に基づいたプロジェ
クトを実行し成功事例を創出し、３）全国の各地域でも地域間のデータ共有・活用が進むよう、その
成功事例を全国に普及していく。

（２）地域におけるデータを活用したビジネスモデル革新の促進


