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資料 : ダイハツ工業（株）

産学官連携による英知を結集し「これまでにない掛け心地のよい眼鏡フ
レーム」を開発、デザイン性と機能性が高次元で融合することで快適で楽
しい「視生活」を実現 （株）シャルマン
福井県鯖江市は眼鏡フレームの産業集積地として知られる。1956 年に眼鏡の部品メーカーとして創業し
た（株）シャルマンも鯖江を本拠地に、現在は海外 20 か国に自社販売拠点を持ち、世界 100 か国以上に販
売網を持つ総合眼鏡フレームメーカーである。産地全体
が、安価な中国製品やブランド力のあるイタリア製品と
の競争に晒される中、同社はデザイン性が高く、かつ、
安全でソフトな掛け心地という装着性を兼ね備えた眼鏡

エクセレンスチタンを用いた世界初の眼鏡

適度な弾力で
こめかみを締付けることのない
しなやかさ

フレーム「ラインアート シャルマン」というヒット商品
を生み出した。
同社は金属アレルギーの心配がない安全で快適な眼鏡
フレームとするために、東北大学金属材料研究所との 8
年間に及ぶ共同開発を通じて、世界ではじめてニッケル
フリーの超弾性チタン合金「エクセレンスチタン」を開

日本人女性の頭部計測データより
設計された独特な R 形状

上下左右とも
抱きかかえられて
いるかのように
フィットする構造

発。さらにデザイン性を高めるために、従来の溶接方法
では難しいとされたチタン合金の溶接についても、大阪
大学や福井県工業技術センターとの共同研究でレーザに
よる微細接合技術を開発。このレーザ微細接合技術によ

優雅なハーモニーを
奏でる五線譜と音符のような
美しいデザイン

るテンプル構造は、米国や日本で構造特許も取得してい
る。
「奇跡の掛け心地」と言われる同社の眼鏡フレームは、

線径 0.65mm エクセレンスチタン

エクセレンスチタンやレーザ微細接合技術といった産学
官連携による技術の結集によって、高いデザイン性と機
能性が融合して生まれたものであり、デザイン・イノベー
ションと技術イノベーションの融合によるこれからのも
のづくりの一つの姿とも言える。

レーザ接合部
φ0.65mm エクセレンスチタン
写真 :「エクセレンスチタン」を用いた眼鏡フレーム
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（イ）売 り方の工夫により、バリューチェーンの下流で
稼ぐビジネスモデル

提供サービスの質向上など」を行うケースに大別さ
れる。

売り方の工夫により、バリューチェーンの下流で
稼ぐビジネスモデルとしては、自社の製品を利用す
るユーザーに対するソリューションやアフターサー
ビスなどを提供する「新たなプラットフォームの提
供」や、
「顧客ターゲットの拡大と販売形態の変革」、

（a）-1

新 たなプラットフォームの提供（ユーザーデー
タ分析など）

ユーザーデータを分析することで、ユーザー側へ
の有益な情報提供と、自社側での製品開発・事業展

「打ち出し方の高度化、ブランド戦略」が挙げられ

開に資する情報を獲得する取組である。多くは顧客

る。これらの取組を通じて、バリューチェーンの下

企業における産業機械の稼働状況を遠隔監視によっ

流において競合する製品と差別化を行い、非価格面

て把握し、精度の高い稼働を実現したり、トラブル

での競争力を獲得する。

発生時に迅速な対応を行う。また、稼働状況を分析
して機械の有効な使用方法、適切なメンテナンス方

（a）新たなサービスプラットフォームの提供

法についてのアドバイスを行うなど、製品販売だけ

製品とサービスが融合した機能を実現する新たな

で利益をあげるのではなく、アフターサービス・メ

プラットフォームを提供することで、顧客の利便性

ンテナンスといった「継続的なサービスで稼ぐ」こ

を向上させ、製品・サービスの質に見合った対価の

とを意識したビジネスモデルである。機器を含む

獲得を実現する。プラットフォームの在り方として

ネットワークシステムの構築と、社内でデータを分

は、「ユーザーデータ分析」を行うことで新たな付

析する体制が必要となる。

加価値を提供するものと、「周辺事業の取り込みや

スマーター・シティ事業の展開による高付加価値領域へのシフト
日本アイ・ビー・エム（株）
日本アイ・ビー・エム（株）では、かつてホスト・コンピューター、パソコン、ハードディスク・ドライブ
などのハードウェア事業を中心としていたが、それらの付帯品だったソフトウェアを単独事業として確立し
た。さらにコンサルティングや SI（システム・インテグレーション）といったサービスへ事業をシフトさせ、
コモディティー化が進む分野からより付加価値の高い事業へ変革を遂げている。この過程で、インターネット
の進化を予想した e- ビジネスの普及やイノベーション（Innovation that matters）の重要性を訴求し、社会に
おける IT の新たな役割と価値を再定義してきた。
2009 年からは「スマーター・シティー」を掲げ、社会的課題に対して IT による解決を推進している。現在
の日本はエネルギー問題や社会インフラの老朽化、超高齢化社会における医療・社会保障費の増大など複合的
な社会的課題を抱えている。これらには既存の行政と企業の枠を超えた産官学の協業・連携で取り組む必要が
あり、IT による情報連携とデータの活用が鍵となる。センサーやデバイスから発信されるビッグデータとオー
プンデータを複数のステークホルダーが活用し、業界や官民の枠組みを超えた新たなサービスと価値を創出せ
ねばならない。これは同社単独で推進できるものではなく、複数の企業や行政機関と構築する新たなバリュー・
チェーンの中に、クラウド・コンピューティング、ビッグデータ分析技術、ソーシャル・メディア、モバイル
やコグニティブ・コンピューティングといった最新テクノロジーを組み込んで初めて実現できることである。
製造業のサービス業への進出は「ものづくり」から「コトづくり」への転換といわれるが、製品の単なる差
別化やサービスを付加することではない。同社の変革が物語るように、市場に対してより高い価値を創出する
ための事業領域のシフトとともに、時代に合わせた製品やサービスの役割や提供価値の再定義、そしてスマー
ター・シティー事業のように複合的な社会課題に対して単独ではなく他社・他者と新たなバリュー・チェーン
を形成することが、企業や社会の成長につながっていくと考えられる。

140

我が国ものづくり産業が直面する課題と展望

第１章

第３節
事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

資料 : 日本アイ・ビー・エム（株）

センシング技術を活用した水処理管理サービスの提供

栗田工業（株）

栗田工業（株）は、工場の水処理に必要な薬品や装置の販売に加えて、センシング技術により薬品注入を自
動制御、水処理状況を遠隔監視するサービスを提供している。
一般的に排水処理などに投入する薬品量は処理された後の水質を監視しながら管理者の判断により調整する
が、同社の「S.sensing」を導入した企業は、凝集沈殿処理の前段階にセンサーを設置することで、システム
により水質変動に応じて薬品投入量がリアルタイムに調整され、効率化を実現している。また薬品の使用量が
適正化されることにより、薬品の投入量が減り、コスト低減が図られている。
水処理はその特性上、処理状況を継続して監視、記録することが必要である。「S.sensing」を導入した場合、
これらの計測データ・制御の結果は通信回線を通じて自動収集され、遠隔でトレンドを監視することが可能と
なる。導入した企業は、時系列的なデータや自動解析されたレポート・グラフをインターネット上で確認する
ことができる。同社は、水処理管理の状況や効果、経時的な変化の傾向を導入した企業とリアルタイムで共有
することで、トラブルの事前予測や、より効率的な水処理仕様の実現、さらには生産性向上、環境負荷低減に
つながる提案をより活発に実施することができる。

【図 「S.sensing」のシステム全景】

付加価値の高いサービスを提供することは、同
社の業績に好影響を与えている。また、収集した
情報を水処理薬品や水処理装置の改良等に活かす
ことで、顧客のニーズによりマッチした商品・サー
ビスの提供につなげることが可能である。

遠隔操作
無機
凝集剤

この水処理管理サービスは日本国内だけでな

凝集
センサ

く、アジアなど海外市場へのグローバル展開も進

制御パネル
沈殿槽

めている。水処理装置、薬品、メンテナンスの全
てを事業として持ち、総合的に提供できるのは同
社の強みであり、これを活かして国内の市場シェ
ア拡大、海外の売上拡大を目指している。

反応槽
ポリマー

濁度
センサ
処理水

汚泥

資料 : 栗田工業（株）
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遠隔管理システムを活用した遠隔保守や稼動データ提供サービスの実現
DMG 森精機（株）
DMG 森精機（株）は、顧客が工作機械導入後、スムーズに立ち上げを行うことができるように、効率的な
保守ならびにプログラム作成などの段取りを行う「遠隔保守・管理システム MORI-NET」を導入し、双方に
メリットのある遠隔保守を実現している。
MORI-NET は、携帯電話回線やインターネット回線を通じて工作機械の稼働状況を把握できるサービスで、
2004 年から提供している。
顧客企業の工作機械に不具合が生じた際、同社のサービスセンターは機械の稼働状況を把握しているため、
遠隔で問題の原因を診断し、電話もしくは保守員を現場に派遣することで早期復旧に繋げている。
殆どの不具合は遠隔保守で解決でき、機械の故障といった保守員が直接現場に修理に向かわなければならな
い場合であっても、早期にどのような部品・保守用品が必要かを正確に把握できるため、効率的に保守を行う
ことができる。
また、MORI-NET を通じて、工作機械一台一台の稼働状況を顧客に届けるサービスも行っている。顧客企業
は本社にいながら、工場の全ての工作機械の稼働状況を把握することができ、生産計画や営業計画の柔軟な立
案に役立てることが可能となる。
同社ではこのようなサービスを購入後 2 年の無償保証と合わせて、顧客企業に提供している。顧客企業は
迅速な保守などのサービスを受けられるメリットがあり、同社にとっても、商品の付加価値が向上する他に、
保守費用を削減できるメリットがある。また、稼働率やアラーム発生率、アラームの種類といった情報は次世
代機の開発にとって欠かせない情報でもある。実際、同社では、顧客から得た情報を機種別に分析し、新製品
の開発に活かす試みも行っている。
【図

MORI-NET のネットワークイメージ（携帯電話回線利用の場合）】

資料 : DMG 森精機（株）

写真 : サービスセンターのイメージ
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SNCS（シスメックス・ネットワーク・コミュニケーション・システム）を活
用した臨床検査室における稼働管理の最適化サービスの提供
シスメックス（株）
シスメックス（株）の主要事業は、臨床検査用装置、検査用試薬等の製造・販売であり、主な顧客は病院等
の中央検査室や検査センター（血液検査等の受託施設）である。同社はヘマトロジー分野の検査事業を中心に、
機器・試薬の提供およびサービス事業においてグローバルシェア No.1 を獲得している。
同社では、1999 年より SNCS（シスメックス・ネットワーク・コミュニケーション・システム）を提供し
ている。SNCS は、顧客と同社のカスタマーサポートセンターを SNCS 専用ネットワークでつなぎ、オンラ
インで様々なサービス・サポートを提供する独自の仕組みである。
シスメックスの顧客である検査部門において「測定データの正確性」は大きな関心事である。SNCS では、
測定データの正確性を担保し、装置の最適な稼働管理を実現するため、装置の修理、最適な使用に関するコン
サルティングサービス等もパッケージとして組み込んでいる。そのなかのサービスの一つに、オンライン QC
（精度管理）がある。オンライン QC では日々の精度管理結果をただちに集計し、結果によってはカスタマー
サポートセンターから電話によるサポートを行う。SNCS では顧客と装置画面やデータ、最近では Web カメ
ラによる映像をリアルタイムに共有しながら、顧客とやり取りしてコンサルティングを行う体制を構築した
り、測定データを活用しながら、予防的な保守点検を行う予防保全サービスにも取り組んでいる。また、装置
単体の稼働最適化にとどまらず、SNCS による装置の稼働状況データを活用し、検査室全体の最適なレイアウ
ト等を提案するサービスにも取り組んでいる。
SNCS のもう一つの大きな特徴は、専用回線を敷設していることである。専用回線を利用することにより、
患者データを取り扱う医療現場において大きな課題となるセキュリティ確保の問題をクリアできる。加えて、
機器メーカーにとっては、装置の稼働状況の監視、データの測定・分析に重要なインフラとなる。
SNCS により全世界で約 28,000 件、 日本では約 9,700 件の検査室とネットワークでつながっている。
SNCS は「機器をつなぐ」という役割を超えて新たな機能やサービス開発の源となっている。今後は SNCS
という独自のインフラを活用し、より広範なサービスの提供を目指している。

写真 : オンラインによるメンテナンス実施中（左 : シスメックス側）（右 : 顧客側）
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IT を活用した顧客業務・システムの最適化〜 GE の「インダストリアル・
インターネット」〜 GE Aviation
GE は、「インダストリアル・インターネット」という新しい概念により、産業機器のサービスとメンテナ
ンスを変革しようとしている。
インダストリアル・インターネットは、航空機や機関車、ガスタービンなどの産業機器の稼動や部品の状態
などをインターネットで総合管理することで機器の性能を向上させるものである。これは、高度なセンサ、コ
ントロール、ソフトウェアアプリケーションで機器を接続するインテリジェント機器、予測アルゴリズムなど
の高度な分析、ネットワークに接続できる人々の３つの要素によって可能となる。インテリジェント機器が産
業機器のデータを取得し、データ分析された結果がユーザに共有される仕組みになっている。
例えば航空分野においては、稼働時のデータを収集・分析し、運航業務及び航空資産の最適化が実現できる。
航空機のエンジン等に組み込まれたセンサー・ソフトは、交換が必要になりそうな部品とその時期を保守要員
に知らせる。これによって、航空会社のオペレータは、サイクル数に基づく現在の保守スケジュールから、実
際のニーズに基づく保守スケジュールに切り替えることが可能となる。従来は一定回数のフライトサイクルが
経過した場合に部品を修理・交換することになっていたが、適切な時に部品を交換することで、効率の改善が
期待できる。さらに、部品の在庫を減らして航空機の使用率を上げ、コストを削減することができる。これら
のシステムは、仮想の早期保全チームのように機能し、航空機とそのサブシステムの状態を判定して、リアル
タイムで実用的な情報を提供することで、航空機のオペレーション全体を支援する。
【図

物理/
ヒューマンネットワーク

インダストリアル・インターネットの仕組み】
機器に戻る
インテリジェンス
フロー

計装された産業機器
専有機器の
データストリームの
抽出と保管

産業データシステム

セキュアな
クラウドベースの
ネットワーク
適切なユーザと
機器による
データ共有

機器ベースの
アルゴリズムと
データ分析

リモート/
集中型データ可視化
ビッグデータ分析
資料 : GE Aviation

（a）-2

新 たなプラットフォームの提供（ユーザーデー

理的プラットフォームを構築してサービスを提供す

タ分析などを除く）

る取組である。従来の製造という機能に加えて、事

自社が従来扱っていた分野の周辺事業領域の取り
込みや、提供サービスの質向上などを行うため、物
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業展開を企画する機能や教育機能などを有すべく、
社内の機能の見直しが必要となる。
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オフィス家具の設計・販売から空間デザイン・コンサルテーション事業へ
の展開 コクヨ（株）、コクヨファニチャー（株）

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

コクヨ（株）は、1960 年に従来の紙製品分野からスチール製品分野へ進出し、「オフィス用品のすべてを
コクヨに」というモットーのもと、ファニチャー事業を立ち上げた。そのシンボルとして 1969 年に新社屋を
建設したが、新社屋では全館を「生きたショールーム」として、ほとんどの事務用品、家具・什器を自社製品
で構成し、従業員が実際に働いている様子を一般に公開するという画期的な取組を行った。その後、オフィス
のデザインを手がけるようになり、オフィス家具の設計・販売とあわせて、現在はコクヨグループのコクヨファ
ニチャー（株）がオフィス家具の製造・販売、空間デザイン・コンサルテーションに関する事業展開を行って
いる。
同社は、オフィスのデザインをコンサルティングするサービス事業を展開する上で、「働きやすいオフィス
を作る」という観点と「オフィス効率化」の観点から、オフィス家具の設計→オフィスのデザイン→顧客の評
価・満足度の確認→オフィス家具の設計というサイクルを繰り返し、ノウハウを蓄積してきた。オフィスのデ
ザインを行う際にオフィス家具の規格が障害となる場合は、規格を変えるなど製品にフィードバックを行って
きた。これにより製品の使い勝手が良くなり、製品の競争力が増す結果につながっている。
同社は、顧客へ価値提供を行う上で、場所（オフィス）ともの（オフィス家具・什器等）を使って、価値を生み、
無駄を省くための提案を行っている。例えば、Web 会議スペースの設置、オープンオフィスで座席を共有す
るフリーアドレスの運用とオフィス全体のスペースに部門や機能スペースを最適に配置するゾーニングによる
時間や場所に制約されないコミュニケーションの実現、2 坪／人でも狭く感じないデザインによるスペース効
率の改善などである。提案に先立ち、自社のオフィスで実験を行い、それをライブオフィスで顧客に見せなが
ら提案を行っている。
オフィス家具の販売とサービスを組み合せ、クオリティの高いサービスの提供に注力することで、製品の設
計・販売、人材育成・獲得、ブランド構築等にメリットがある。同社は、今後もオフィスの在り方に関するコ
ンサルテーションやサービスを通じたビジネスを展開・拡大していく方針である。

写真 : 霞が関ライブオフィスのイメージ

オフィス向け文書管理サービスの継続的な高付加価値化 （株）リコー
（株）リコーは、オフィスの文書管理業務を一括で請け負うサービスをグローバルとローカルの両輪で展開
している。
同社はデジタル複合機やプリンターなどのオフィス向けの画像機器の製造・販売を事業の中心として展開し
てきた。更に、それらの製品の保守・点検を請け負うことで、顧客との接点を強化、他社との差別化を図り高
収益体質を維持してきた。
しかし、同社内では昨今のペーパーレス化、クラウド化を背景としたオフィスでの印刷物の減少に対して危
機感があった。そのような背景の中で継続して収益を上げていくために、技術的支援のみだった従来の保守サー
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ビスに加え、プリント以外の分野での付加価値の提供を検討した。その結果、印刷物に係る運用管理業務を請
け負い、顧客のコスト削減と生産性向上を実現する MDS（Managed Document Services）へと事業を拡大した。
MDS では、OA 機器を導入する際のオフィス環境のプランニングから運用、維持までを支援するサービス
を提供している。さらに、ドキュメントフローの見えない部分も可視化・分析し、改善提案を行うことでお客
様の経営課題を解決に導くことを狙いとしている。通常、契約が満了すれば他社に顧客を奪われる可能性が生
じるが、MDS を通して顧客内の社内組織や仕事の進め方などで生じた変化をつぶさに見極めることで、他社
にはできない次回の提案内容を検討している。
同社は、現場のニーズを収集・分析し、グローバルスタンダードとなるサービスの開発を目指している。サー
ビス事業のマーケティングを担うバーチャル組織が存在し、海外の担当者と本社スタッフがアイデアを出し合
うことで現場のニーズを引き出す取り組みを行っている。このように、現場から得たニーズをグローバルに展
開できるような MDS のサービス開発を進めている。
一方で、サービスの詳細な部分では各国ごとの事情に配慮しており、マニュアル等をテンプレート化した上
で各国にてカスタマイズする等、サービスのローカライズ（現地化）にも配慮している。このように、グロー
バルとローカルの両輪で事業を構築することで、各国のニーズに即しつつ高い付加価値のサービスを実現しよ
うとしている。

【図

近年に参入した新規事業】
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資料 :（株）リコー

海外拠点での人材育成による高品質アフターサービスでの差別化
（株）牧野技術サービス、（株）牧野フライス製作所
（株）牧野技術サービスは、工作機械メーカーである（株）牧野フライス製作所のメンテナンス部門が独立し、
1977 年に設立された。現在、
（株）牧野フライス製作所の売上は約 7 割が海外向けであり、同社のアフターサー
ビス（メンテナンスサービス）は海外でも高い需要がある。
海外でのアフターサービスへの需要に応えるべく、同社は海外の現地拠点でサービスエンジニアに対する技
術力養成の取組みを進めている。これまでに米国、シンガポール、インド、中国などにトレーニングセンター
を設立し、ローカルスタッフの専従トレーナーを配置してサービスエンジニアを養成している。
工作機械は客先ごとにカスタマイズされている要素が多く、修理にあたって広い範囲の知識とノウハウが求
められる。一方で、故障から修理までの時間を少なくするためには、正確なサービスの提供が不可欠である。
これを実現するために、同社のトレーニングセンターでは、数ヶ月から数年単位で一人前のサービスエンジニ
アを育成する現地教育プログラムを用意している。具体的には、座学で基礎知識を身に着けた後に現場に派遣
し、OJT で基礎技術を習得する。その後、更に応用知識の座学研修および OJT にてスキル取得に取り組む、
といったように、レベルに合わせた教育を用意している。
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工作機械において、アフターサービスは補完的なビジネスではなく、製品とセットで求められる。つまり、
高機能・高精度の製品を販売するにあたって、製品のパフォーマンスを担保するアフターサービスをセットで

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

提供しなければその強みは発揮されず、他社との差別化要因にならない。牧野技術サービスのサービスエンジ
ニアは修理能力の高さに定評がある。それは、現地に応じた人材育成の仕組みがあるため、牧野フライス製作
所の高機能・高精度の工作機械に対応するアフターサービスが提供できているからである。現地拠点での人材
育成に注力することで、同社は他社との差別化に成功している。

写真 : インド現地拠点の研修の様子

（b）顧客ターゲットの拡大と販売形態の変革

することで製品普及を実現させる取組である。マー

従来は対象外としていた地域や顧客層にターゲッ

ケティングおよび販売促進の機能を充実させること

トを拡大し、地域や顧客層毎に異なる要求仕様を把

が必要となる。パッケージ型のインフラ製品などの

握し、それに対応した製品を販売する取組である。

製品売りきりのメーカーが、サプライチェーン上の

また、自社製品の競争力とシナジー効果を発揮する

競合企業の少ない新興国において新たなバリューマ

他社製品とパッケージ化するなど、販売形態を変革

ネジメントを行う取組が含まれる。

問題解決パッケージソリューションの提供を通じた新興国における通信事
業の拡大 ファーウェイ・ジャパン（株）
中国の大手通信機器メーカーのファーウェイは、通信基地局に太陽光発電パネルを搭載させるパッケージビ
ジネスを展開することで世界の市場を開拓してきた。同社の主な事業は、通信事業者向けネットワーク事業（無
線・固定ネットワークの通信基地局など）、コンシューマ向け端末事業（データ通信カード、スマートフォン
など）、法人ビジネス向け事業（通信関連機器及びソリューション）の三つである。日本では、現地法人であ
るファーウェイ・ジャパン（株）が日本の通信事業者に基地局を提供してきた。
同社が通信事業者向けネットワーク事業でアフリカや中東に進出する際、通信インフラ以前に、電力の確保
が難しいという問題があった。そこで、2011 年に、ケニアで通信施設の電源確保のため太陽光発電パネルを
設置し、蓄電、電源供給できるシステムを通信インフラと一体化して提供した。同社はこれを「サイト電源事
業」と呼んでいる。こうした新興国の現地事情に合わせた製品とサービスの一体的な提供で現地の問題を解決
することにより、主要事業である通信事業を拡大することに成功した。アフリカではケニアの他に、ザンビア、
アンゴラ等でも事業を展開しており、ネットワーク・エネルギー事業において、2012 年の時点で 140 か国、
通信事業者 310 社に同様の製品を提供するようになった。
このように同社は、新興国において主要事業である通信基地局を提供するビジネスを拡大させるため、障壁
となる現地の問題を解決するソリューション（太陽光発電システム）をパッケージで提供することで、新興国
を中心に事業拡大を図ってきたのである。
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【図 : 設置モデル】
1つのサイト構築を少ない労働力で
1日で完了させることが可能

Whole site design

Easy installation

MW

Solar

Less civil work
Battery

写真 : 日本におけるサイト例（左）と中近東・アフリカにおけるサイト例（右）

資料 : ファーウェイ・ジャパン（株）

鉄道システムのパッケージ輸出 （株）日立製作所
（株）日立製作所は鉄道分野において、車両や運行管理システムをパッケージで提供することで海外市場の
開拓を目指している。同社は、図に示すような鉄道分野に関する幅広い製品ラインナップを有している。
日本の鉄道市場では、同社はこれらの製品を個別に JR などの鉄道会社に納入している。日本では鉄道会社
が車両全体の設計から運行管理まで自ら行っており、まず鉄道会社が車両の全体設計（コンセプト）を提示し、
各メーカーに対してその設計に応じた部品を発注する仕組みになっている。
一方、国によって事情は異なるが、海外では鉄道会社から発注を受けた車両メーカーが部品・システムを発
注する形態が多い。さらに、鉄道事業のノウハウが少ない新興国では、メーカーに対して、車両、設備の納入・
保守、鉄道の事業運営に至るまで、一貫したパッケージの提供が期待されている。
同社は車両製造だけでなく、運行管理システムや保守サービスまでを一括で提供できる点を強みとしてい
る。例えば、2012 年に受注した英国都市間高速鉄道 IEP（Intercity Express Programme）では、866 両の車
両を納入するほか、車両の保守サービスも広域に展開する予定である。また、2013 年には、ベトナムのホー
チミン都市鉄道 1 号線設備を一括で受注し、車両 17 編成（51 両）、信号・通信システム、受変電設備、ホー
ム ド ア、 車 庫 設 備 な ど の 設

【図 : これまでに日立が受注した鉄道システム】
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資料 : 日立論評 2014 年 1・2 月合併号
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装置の高度化とデータベース・解析ソフトウェアの開発というハードとソフトの融合
により、「モノ」にとどまらず高付加価値な「機能」を提供 フロンティア・ラボ（株）

事業環境が変化する中での「稼ぐ力」向上

化学分析機器の開発・製造を手がけるベンチャー企業のフロンティア・ラボ（株）（福島県郡山市）は、熱
分解ガスクロマトグラフィーの分析処理能力や信頼性などを大幅に向上させた高分子材料分析システムを開発
し、自社ブランド名で国内外の顧客に販売している。
熱分解ガスクロマトグラフィーとは、熱分解によってガス化した試料をキャピラリーカラムと呼ばれる細長
い管に通しながら複数の成分に分離し、物質組成を解明する方法のことで、高分子化合物の開発や工業製品の
品質管理、鑑識捜査、環境分析など幅広い分野で採用されている。
同社が開発したシステムは、従来機種よりも温度制御範囲が広く高速で昇温・冷却できる熱分解装置と組成
分析を支援する解析システムによって構成される。解析システムでは、ポリマーや添加物に関するデータベー
スと熱分解によって得られた化合物情報を照合し、高速検索をかけることで未知化合物の組成を迅速かつ正確
に同定する。これによって材料分析の大幅な効率化が実現した。研究開発型企業を標榜する同社は、産学連携
のもと化合物データベースを定期的に更新しており、これが付加価値創出の源泉の一つとなっている。
【図

フロンティア・ラボ（株）のビジネスモデル】
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資料 : フロンティア・ラボ（株）

（c）打ち出し方の高度化、ブランド戦略
高い品質や信頼性を背景に、自社や自社製品に対
するブランド価値やユーザーからの評価を向上さ

せ、競合他社や他の製品と差別化することによって、
非価格面での競争力を獲得する（詳細は「第 1 部
第 1 章第 3 節②（エ）ブランド化」を参照）。

伝統技術と現代ライフスタイルのコラボレーション〜業界初 !
IH 炊飯ジャー用南部鉄器製内釜を開発 （株）水沢鋳工所
（株）水沢鋳工所（岩手県奥州市）は伝統ある南部鉄器の産地で機械鋳物部品を手がけており、電気炊飯器メー
カーからの要請を受け、IH 炊飯ジャー向けの南部鉄器製内釜の開発・量産化に成功した。
南部鉄器は、形状精度の向上や低コスト化等を図るために、できるだけ製品形状に近い鋳型に鋳込む。そし
て、製品の表面は鋳肌（いはだ）と呼ばれ、鋳型の砂の凹凸模様がそのまま残ることで、南部鉄器独特の雰囲
気を醸し出している。ところが、炊飯器などの電気製品に用いる場合、鋳造品の形状が微妙に一品一品異なっ
ていたり、微妙な凹凸が残る鋳肌のままの状態であったりすると、IH の加熱特性が変化してしまう。また、
鉄の弱点であるさびやすさを克服できないと、電気製品向けの量産化は難しいとされてきた。
そこで、鋳造品のメリットである製品に近い形状に鋳物を仕上げることを諦め、肉厚鋳造品を旋盤で切削加
工し、形状精度の向上や材質の安定化などを進めた。さらに切削加工コストを低減させるために、保持治具の
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