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はじめに

•インダストリー4.0は、実相界と仮想界の統合
を挙げている(2015)。

• Schwab (2016)は、仮想的な生産システムと現実
の生産システムとがグローバルかつ臨機応変に
互いに協力する世界を構築でき、製品の完全な
カスタマイズ化と新たな経営モデルの創出が可
能になると述べている。

• Pruitt & Barrett (1991)が考えていた仮想作業空
間あるいはサイバースペースを遥かに上回るも
のである。さらに、それは新たなビジネスモデ
ル体系を示唆するものと言えよう。
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ビジネスとケーパビ
リティのモデル体系
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サイバースペース
とビジネスモデル（筆者(2016)）

Ⅱ Ⅰ

P2M B2P B2C

Ⅲ Ⅳ

　　　人間

技術（ハード・ソフトウェア）

生
産

　インダストリアル コーポレート

消
費

M2M B2M B2B

　パーソナル ソーシャル
P2P P2C C2C
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ケーパビリティモデル-P2M
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P2M 利用可能な全パーソナル
ケーパ゛リティ

ノンマテリアル 半自動プロセス
(エキップメントセットアップ) セグメント

手動プロセス
利用可能な セグメント
全エキップメント
ケーパビリティ

生産に利用される
全マテリアル

自動化プロセスセグメント IEC62264-1

パーソナル
ケーパビリティ

マテリアル
ケーパビリ
ティ

エキップメン
トケーパビリ

ティ



ケーパビリティモデル-B2M
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B2M 利用可能な全コーポレート
ケーパ゛リティ

ノンマテリアル 半自動プロセス
（パーソナルセットアップ) セグメント

手動プロセス
利用可能な セグメント
全パーソナル
ケーパビリティ

生産に利用される
全マテリアル

自動化プロセスセグメント

コーポレート
ケーパビリティ

マテリアル
ケーパビリ
ティ

パーソナル
ケーパビリ
ティ



ケーパビリティモデル-P2C
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P2C 利用可能な全パーソナル
ケーパ゛リティ

ノンコンテント 半自動マーケット
（メディアセットアップ) セグメント

手動マーケット
利用可能な セグメント
全メディア
ケーパビリティ

消費に利用される
全コンテント

自動化マーケットセグメント

パーソナル
ケーパビリティ

コンテント
ケーパビリ
ティ

メディアケー
パビリティ



ケーパビリティモデル-B2C
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B2C 利用可能な全コーポレート
ケーパ゛リティ

ノンコンテント 半自動マーケット
（パーソナルセットアップ) セグメント

手動マーケット
利用可能な セグメント
全パーソナル
ケーパビリティ

消費に利用される
全コンテント

自動化マーケットセグメント

コーポレート
ケーパビリティ

コンテント
ケーパビリ
ティ

パーソナル
ケーパビリ
ティ



ケーパビリティモデル-B2P
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B2P 利用可能な全コーポ
レート　ケーパビリティ

ノンパーソナル 半自動
(システム構築) プロセスセグメント

手動プロセス
セグメント

生産に利用される
全システム 利用可能な
ケーパビリティ 全パーソナル

ケーパビリティ

自動化プロセス

コーポレート
ケーパビリティ

パーソナル
ケーバビリティ

システム
ケーバビリティ



ケーパビリティモデル
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機能階層図

IEC62264-1(2013)
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製造操作情報

IEC26624-1(2013)
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製品操作マネジメント

• 製品操作マネジメントは、生産スケジュールを入
力とし、製品定義、製品実績と生産ケーパビリ
ティを出力としている。すなわち、生産スケ
ジュールという情報を製品定義、製品実績と生産
ケーパビリティという情報に転換しているのであ
る。

• ただし、この転換は自動化あるいは無人化された
工程あるいは工場であれば、さらに定常的な操作
であれば、エキップメント自体により行われ情報
システムで処理される状況を実現することが可能
と考えられる。まさに、「製品操作マネジメン
ト」のみの存在、すなわち担当責任者による意思
決定のみで事足りるのではなかろうか。
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Ind.4.0は生産現場重視？

• 川野俊充(2014)は、生産現場を中核としてインダスト
リー4.0を示しており、受発注工程、製品開発工程、設
備拝発工程、技術開発工程の四つの軸を挙げている。
しかし、マーケティングと販売については取り上げて
いない。

• 一方、BITKOM et al(2015)が発表した研究ロードマップ
では、「バリューチェーンを端々まで横断するエンジ
ニアリング」を研究テーマの一つとして挙げると同時
に、デザイン・開発、生産計画、生産エンジニアリン
グ、生産、サービスというエンジニアリングチェーン
もあげているが、同様にマーケティングや販売を取上
げていない。

• 言い換えれば、端々まで横断するバリューチェーンを
目指すと言いながら、Ind.4.0はB2Bの範囲に留まってい
るのではなかろうか。
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パーソナルケーパビリテ(P2M,B2M)

IEC62264-2(2013)
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生産 保全 品質 在庫

パーソネルクラス

パーソン

記述

ケーパビリティタイプ

理由

信任因子

階層範囲

パーソネルユース

開始時刻

終了時刻

数量

数量計測単位

事例
記述属性名



パーソナルケーパビリティ(B2P)

• 一般的には、企業の従業員は、技能系、技術系そ
して事務系と3つの系統に分類でき、基本的には、
今や技能系はエキップメントを操作し、技術系や
事務系は情報システムを操作する状況にあるので
はなかろうか。

• となると、パーソナルケーパビリティも、技能系、
技術系、事務系の3種類に分類できると考えられる。
もちろん、その内容は企業内の職種、さらには職
種も組織毎あるいは職位毎に異なることになるが。

• 技能系以外の職種のケーパビリティについて考え
ると。
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コーポレートモデル

Porter(1985) 情報化モデル
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活動別配置・調整

Porter(1986)
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コーポレートケーパビリティ
(B2M,B2C,B2B)

• IEC62264-2(2013)のオペレーションズケーパビ
リティとこのケーパビリティに倣って考えた
マーケティングケーパビリティ（筆者(2015)）
（筆者(2016)）を次に示す。

•ただし、当然のことながら、このことは個々の
企業がこの2つのケーパビリティを持つことを
意味するわけではない。むしろ、B2B2Cという
2つの企業の連携ビジネスモデルが一般的とい
えるのではなかろうか。

•また、この場合例えば生産企業と販売企業の連
携であれば、それぞれがオペレーションズケー
パビリティとマーケティングケーパビリティを
分担して持つことになろう。
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コーポレートケーパビリティ
(B2M,B2C,B2B)

筆者((2015),(2016))
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コーポレートケーパビリティ
(B2M,B2C,B2B)

• ここで、生産会社、販売会社と生産販売会社とを区別
して、Bm, Bs, とBmsとして表記すると、たとえば東レ
とファーストリテーリング（ユニクロ）の企業連携の
場合は、Bm2Bs2Cと表記されることになる。

• また、今後はオペレーションズであれ、あるいはマー
ケティングであれ、各々のすべてのケーパビリティを
個々の企業が持つのではなく、パブリシティケーパビ
リティやロジスティクスケーパビリティなどは、他の
専業企業に委任・移管するのではなかろうか。

• さらに、個々のケーパビリティ別、あるいは企業間連
携すら、非固定的すなわち柔軟に行われるのではなか
ろうか。それは、一時ブームになったといわれている
製造企業の国内回帰現象の再検討の必要性も示唆する
ことになるのではなかろうか（中村久人(2007)）。
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プロダクトに対する2つの戦略

Sawhney(2016)
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製品企業 専門サービス企業

プロダクトとサービ
スに対する見方

製品こそが最重要であり、
収益の第1源泉。サービス
は製品の周囲を取り巻き、
付属品として製品を補完し
たり拡充したりするための
存在。

サービスに自動化や分析、マネタ
イズが持ち込まれた時にプロダクト
化が生じる。プロダクトは、サービ
スを強化するために埋め込まれた
ものであり、サービスを代替するも
のではない。

プロダクト化のチャ
ンスの見つけ方

製品は市場のニーズや顧客
の問題に対処する形で考案
される。

すでに顧客に提供中のサービスに
一定のパターンが見つかった時、
プロダクトが考案される。

プロダクト開発 製品は、考案段階でのニー
ズや顧客の問題に対処でき
るよう設計される。試作品
は、市場、顧客セグメント、
プロダクト仕様、そして製品
特性を具体化するために作
られる。

プロダクトは既存サービスをより効
率的、または効果的なサービスに
変える。試作品は出発点であり、
後から精密さと高性能、複雑さが
加えられる。

プロダクトのマネタ
イズ

製品自体、もしくはその使用
に対して顧客は料金を払う。

プロダクトが埋め込まれたサービス
に対して顧客は料金を払う。



考察

• 藤野直明、近野泰(2016)は、「サイバーとは、イン
ターネット経由でアクセスするクラウドが有する巨大
なスケールのデジタル空間のことである」と述べ、

• インダストリー4.0から、①バリューチェーンの水平統
合、②垂直統合と製造システムのネットワーク化、③
エンド・トゥ・エンドのエンジニアリングチェーンの
分業体制が提案されていると述べ、「スマートなマ
ザー工場」と「製造プラットフォームサービス事業」
の展開に注目すべきであるとしている。

• 一方、ソーニー((Sawhney) (2016))は、製品企業と専門
サービス企業のプロダクトについて表に示す２つの戦
略を提示している。

• 何れにしても、Ind.4.0にしろ、あるいはソーニーにし
ろ、特に前者はその対象は消費者市場ではないと言え
よう。
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考察－マーケティング

• 1980年の前半以来、レビット(Levitt (2001))やKotler 
(2000)らは「交換を生み出すのに、アイデアや財や
サービスの考案から、価格設定、プロモーション、そ
して流通までのプロセスである。」としてきた。

• 一方、Groenroos (2007)は、「サービスマーケティング
では、サービスは、無形性であり、生産と消費が同時
に発生する。顧客のために企業は、物的資源や技術的
資源ならびに顧客の協力を要する。」と述べている。

• すなわち、サイバースペース革命のビジネスモデルと
してのマーケティングは、電子メディアを通じて製品
やブランドのプロモーションを行うデジタルマーケ
ティングも含め、検討の余地があると言えよう。
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まとめ

• 冒頭に述べたように、サイバーフィジカルシステムは
産業に限定されず、すべての分野にわたりつつあり、
ビジネスモデルも新たなモデルが加わるとともに、従
来のモデルも変容しつつある。

• すなわち、新産業革命と言うよりはサイバースペース
革命が起こりつつある。そこで、ケーパビリティとい
う視点から、ビジネスモデル体系と構造を検討した。

• さらに今後、消費市場とビジネスモデルとしてのマー
ケティングについて検討する。
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ご清聴感謝します。
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