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1 .  商用車のリマニファクチャリングが実現した 
       3 つの「つながる」

まずリマニファクチャリングとはなにかを簡単に説明したい。端的

には、商用車の使用済みの部品を顧客からメーカーが回収し、新

品同等に再生して再販することを意味する。商用車とは主に大型

トラックやショベルカーなどの建設機械であり、これらを利用する顧

客は購入した商用車を 10年間以上使い続ける。 10年間以上使

い続けると、主要部品であるエンジンなどは 1度や 2度交換するこ

とは珍しくない。この交換する部品を新品ではなく、リマニファクチャ

リング （以下、「リマニ」と記載）された再生部品を活用することで顧

客は新品同等の品質のリマニ部品を新品より安価で使える。

一方、商用車メーカーにとっては、本来新品で交換する代わりに

安いリマニ部品を販売するため売上減につながるように見える。交

換部品の販売量が増えないという前提であれば確かに売上減に

つながる。しかし、リマニを事業として取り組む Volvoのような商用

車メーカーは、リマニを活用することで交換部品の販売量だけでな

く新車販売台数も増やし、全体的な売上増加につなげている。 リ

マニはこれまでの新車販売とは異なる「つながるビジネスモデル」

でこれを実現している。

つながる①　顧客との「接点」を強化する

商用車を生産・販売する Volvoのようなメーカーにとって顧客と

の関係維持はとても重要だ。 これまでも正規販売店が顧客との対

話を通じて車両を販売し、メンテナンスすることで顧客との関係を

維持してきた。良い関係を維持し続けることができれば車両の品

質を保てるし、次の新車販売機会を探ることもできる。 しかし、顧

客との関係を維持することが年々難しくなってきた。

商用車市場では国内外で低年式化 （車両が初度登録されて廃

棄されるまでの期間が延びていること）が進んでいる。技術の発展

により耐久性が向上したという要因もあるが、リーマンショックや直近

の中国市場の低迷などの経済停滞により保有年数が長期化したこ

とがより直接的な要因だ。保有期間は平均で 10年間以上、国によっ

ては 20年間近くになり、Volvoも同様の状況だ。 もちろん Volvoの
正規販売店は充実したメンテナンスや修理メニューを提供すること

で長期間に渡り顧客や車両との接点を維持することを心がけてい

る。しかし、大きく 2 つのタイミングで顧客が正規販売店から逃げて

しまう。一つ目は、購入してから無償保証期間やローン返済期間が

終わる 5年目以降 （実際の期間は国によって異なる）。少しずつ故

障頻度が高まり、修理費用が有償となることから顧客のコスト意識が

高まる。 5年間も経つと新車の輝きもないこともありメンテナンスや修

理を正規販売店ではなく、より低価格なサービスメニューや交換部

品を持つ独立系の修理屋を活用するようになる。二つ目は、購入か

ら 10年間以上経った頃だ。エンジンなどの大型部品はメンテナン

スだけでは品質維持が難しくなり、交換が必要となる。 10年間以上

経った車両を持つ顧客の心情として部品の交換のために新品を使

うよりは、独立系の修理屋が持つ中古部品（廃棄になった車両から

回収した部品のこと）を使ってコストを抑えたいと考える。 このような

タイミングで、正規販売店から顧客が離れていく。 もちろん両方の

タイミングの前後で顧客が車両を中古車として手放してしまうことも

あり、この場合は顧客と車両の両方を完全に見失うことになる。せっ

かく車両を購入いただいた顧客との接点を維持できないことは次

の新車販売の機会を失うだけでなく、販売店はサービス・メンテナ

ンス収入が得られない。 さらに逃げてしまった顧客が一般市場に

出回っている品質にバラツキのある中古部品で修理・交換するこ

とにより、万が一その車両が不具合・事故に遭遇した場合、Volvo
のブランドを毀損する可能性もある。

Volvoはリマニ部品を使うことによって顧客と車両との接点をより強

化することに成功した。 リマニ部品は新品より 2~3割安価に価格が

設定されており、新車としての無償保証期間が切れた 5年以降に

部品を交換する際にリマニ部品を使えば顧客の財布に優しい。ま

た、リマニ部品は Volvoのリマニセンターといわれる工場で解体・洗

浄・加工・調整した上で、新品と同じ検査工程を得て新品と同等

の保証内容・期間が付いて出荷されるため、廃棄された車両から

回収された一般的な中古部品とは品質レベルが大きく異なる。結果、

顧客は長期間に渡って使う車両のメンテナンスにリマニ部品を安心

インダストリー 4 .0 における「つながるビジネスモデル」の重要性
 －商用車におけるリマニファクチャリング事例

インダストリー 4.0 は、ドイツ政府が推進する通信技術がもたらす製造業の変革の取組みである。開発・生産・サービスといっ

た製品のバリューチェーン上のプロセスで扱う情報を、細かくリアルタイムに吸い上げる。そして、取得した情報を解析し、製造

装置の制御データや生産管理用のデータとして使うことで、変化する市場ニーズや、工場の稼働状況等に応じて、最適な製品

を、最適な時期に、最適な量を生産し、市場投入することを目指している。

インダストリー 4.0 のこれまでとの違いとして挙げられるのは、安価なセンサーによる情報収集とこれらをリアルタイムに集約で

きる通信技術の活用である。 これらは「つながる」ための技術であるものの、実はインダストリー 4.0 の本質ではない。より重要

なのは「つながるビジネスモデル」の構築である。つながるビジネスモデルとは顧客との接点としてのつながり、顧客に価値を届

けるために連携すべきパートナーとのつながり、そして付加価値そのものの連鎖によるつながりの 3 つである。 これらのつながり

を深く考えることでインダストリー 4.0 の本質が見えてくる。

本稿では、つながるビジネスモデルとは何かについてを商用車市場でのリマニファクチャリングを事例として紹介しながら説明

したい。
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A

しているため、正規販売店が顧客の車両からコアを回収し、生産拠

点 （実際にはコアの再生を担当する Volvoのリマニセンター）に戻

す流れを導入している。したがって正規販売店は車両を販売して

整備する役割だけでなく、顧客からコアを回収するという役割を持っ

ている。 この回収業務はこれまでとは異なる大切な業務だ。正し

いコアを回収するからには部品の状態を目利きする能力が必要だ。

もちろん部品を送ったリマニセンターで最終的に状態を見て再生

可能かを判断するが、販売店での初期判断に基づき極力再生不

可能な部品を送らないことで、大きく重いエンジンの無駄な送料を

かけずに済む。また、エンジンといっても排気量や環境規制対応

状況などによって複数の種類があることから、なるべく Volvo全体と

してほしいタイプのコアを回収することが望まれる。これまでの顧客

管理に加え、顧客の車両のコアのタイプまで踏み込んだ管理する

ことで、コアを回収する車両やタイミングを決めて実行していく必要

がある。顧客の車両の定期メンテナンス実施時に、本当は交換の

必要性はないが、コアの在庫調整のためにあえてコアを回収すると

いう判断も行う（回収することは顧客の同意を得ている）。したがって

コア回収業務は販売店の重要な経営指標で管理されている。

もうひとつの例は部品サプライヤとの連携だ。エンジンは Volvo
が独自に設計・生産しているため、Volvoが直接リマニを手がけて

いるが、Volvoが部品サプライヤから購入している部品（例：　エン

ジン補助部品であるオルタネーターやトランスミッション）に関して

は、部品サプライヤがリマニを行う。しかし、部品サプライヤは顧客

と直接の接点を持っていないため、コアの回収・販売ができない。

そこで Volvoは正規代理店にサプライヤの部品も含めたコアを回

収させている。回収した部品は無料で部品サプライヤに引き渡し、

部品サプライヤが再生したあとに Volvoの正規代理店が販売・装

着している。 Volvoは無料で回収したコアを部品サプライヤに渡し

て部品サプライヤのリマニ活動を助けることで、リマニ対応品をエン

ジン以外にも広げ、顧客への価値提供を最大化している。

して選択できるため、その間も Volvoの正規販売店の顧客としてとど

まる。 Volvoや正規販売店は次の新車を販売する機会を持てるほ

か、サービス・メンテナンス収入の増加を期待できる。   A

更に、顧客はリマニを活用することで車両の修理にかかる時間で

あるダウンタイムを最小限に抑えている。エンジンのような大型部

品の場合、商用車メーカーとしてたくさんの在庫を用意していない。

不良在庫になる可能性を考えると大きさがかさばり、また単価も高

い新品のエンジンを Volvoも正規販売店も抱えたがらない。特に

顧客が独立系に逃げる可能性が高い状況であればなおさらだ。こ

の場合、顧客の車両が故障して正規販売店に持ち込まれたとして

も、新品のエンジンを受注生産する、高い輸送費を払って他店か

ら取り寄せる必要があるなど、最悪の場合数ヶ月間車両が使えな

い状況が生まれる。顧客にとってこのダウンタイムは死活問題であ

り、最小限に留めたい。 新品のエンジンだと上記の理由で在庫を

常備しておくのは難しいが、リマニ部品であればこれが可能になる。

正規販売店は数個のリマニ済みのエンジンを在庫保有しておき、

顧客の車両のエンジンをリマニ部品で交換した際に、壊れたエン

ジンを次のリマニ部品候補であるコアとして回収するのである。つ

まり販売店は多少の在庫負担はあるもの、在庫数を一定に保ちや

すい環境の中で、顧客のダウンタイムを最小限に抑えることができ

る。 このようにリマニを活用することで顧客とのつながりを強化して

いる。

つながる②　パートナーを「巻き込む」

リマニの実現には、リマニ部品を顧客へ届けるまでに係わるパー

トナーとの連携が不可欠だ。Volvoはこの連携のあり方を改め、パー

トナーを巻き込むことでリマニをうまく動かしている。いくつかの例を

紹介したい。

まず、リマニ部品は顧客から回収した部品であるコアをベースに

リマニファクチャリングによる顧客との接点強化

出所：  ローランド・ベルガー

リマニによって
入庫率は大幅に改善

100％

5年0年
保有期間

 > 価格が新品より 2~3割安い

 > 新品同様の保証内容・期間

 > 顧客車両のダウンタイムを短くできる（正規販売店に在庫）

リマニュファクチャリングの導入

10年 15年

 > 無償保証期間

 > ローンの返済期間

 > 無償保証期間やローンの返済期間が
終了すると入庫率が悪化し、顧客が流出

正
規
販
売
店
へ
の
入
庫
率
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B

なっており、コア回収は 1回ではなく数回（Volvoでは最大 4回）行

われ再利用される。複数回リマニが行われ販売することで、結果と

して原価を大幅に抑えることにも成功している（リマニ対応にするた

めに初期製造時の原価は高めだが、複数回リマニ部品として販売

することで一回あたりの販売に換算した場合の原価は低くなる）。

2 .  インダストリー 4.0 によるリマニファクチャリング

　　の強化の方向性

Volvoのリマニファクチャリングは様々なつながるを実現している

ことを紹介したが、インダストリー 4.0に登場するようなセンサーや

通信技術に関してまったく触れていない。前述したとおりインダス

トリー 4.0 ではつながるビジネスモデルの構築が重要であり、セン

サーや通信技術はつながるビジネスモデルを強化または加速す

る道具だからである。

Volvoのリマニにおいてセンサーや通信技術を使った場合どの

ような強化が可能か少しだけ触れてみたい。 リマニによって実現し

た長期間に渡る顧客との接点というつながりをセンサーや通信技

術で補うことで顧客への価値提供を更に高めることができる。 現

状の Volvoのリマニでは、顧客の車両の定期メンテナンスに際し

て、もしくは車両の故障発生時にコアを回収する。 もしセンサーや

たった二つの例ではあるが、これまでのような左から右に流れる

バリューチェーンで表現される一方通行的なつながりだけでなく、

パートナーとしてそれぞれが持つ強みを連携させ巻き込むことで、

より大きな価値を提供できる仕組みをリマニは実現している。 　B

つながる③　付加価値の「連鎖」を生み出す

リマニにより実現された三つ目のつながるは付加価値の連鎖だ。

リマニ部品は低価格・新品同等品質という価値を顧客に提供する

だけでなく、ダウンタイム低減という価値提供にもつながっているこ

とはすでに述べた。この他にも複数の価値の連鎖を生み出してい

る。一番わかり易いのは、様々なコスト低減だ。 リマニで回収したコ

アは情報の宝庫だ。磨耗・破損しやすい箇所などがナマの状態

でわかる。顧客の車両の使い方に関する情報と組み合わせれば、

磨耗や破損の理由を特定するきっかけになる。 このような因果関

係の理解が進むと部品の交換対象やタイミングを予想することが

でき、またリマニ部品の在庫量を適正化することができる。更に回

収したコアから得られた情報は Volvoの開発部隊に適宜フィード

バックされ、次の開発に活用されている。壊れにくい設計や磨耗に

耐えられる厚さなどを設計に反映している。結果として部品の寿命

が延びるため、保証期間中の故障リスクを最小限に抑えることがで

きる（または、保証内容や期間をより充実した内容にして顧客へ還

元）。現在 Volvoの主要部品は、複数のリマニに耐えられる設計に

リマニファクチャリング事業構造

出所：  ローランド・ベルガー

新車販売 新車向け
部品

価格設定で新品
に誘導

保証付の割安
部品で囲い込み

回収
（中古部品流通量制限）

回収

販売

回収回収

少量
流通

少量
流通

供給

無償で回収
コア提供

顧客囲い込み
VC安定収益

回収
（中古部品流通量制限、品質管理）

メーカー（Volvo)

正規販売店 独立系の修理屋

保有年数が長い顧客保有年数の短い顧客

部品サプライヤ

アフターサービス アフター向け部品

サービスメニュー 純正部品 純正部品

リマニ部品
（エンジン・トランスミッション）

リマニ部品
（他）
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通信技術によって顧客や車両の稼働状況を理解することができれ

ば、修理やコアの回収タイミングをうまくずらすことができる。 例え

ばセンサーによって、エンジンの利用状況をリアルタイムに監視し、

これまでのコアから得られた磨耗・故障情報と組み合わせて車両

が故障する前に適切な修理を実施する、コアとして適切な品質状

態のときに回収を促す、などが実現できるはずだ。顧客にとって突

然の故障はもっとも避けたいことであり、車両の未稼働時間をうまく

使って修理やコア回収することを顧客に提案できればダウンタイム

は更に短くなる上に、故障前に修理できることで顧客の支出も抑え

ることができる。正規販売店としては顧客にアプローチする絶好の

提案材料になり、顧客とのつながりも強化される。 　C
現時点で Volvoはセンサーや通信技術を使ってリマニを強化す

るという活動には着手していないが、今後つながる技術と組み合わ

せることでリマニは確実にビジネスモデルとして強化され、リマニは

事業として拡大する。

3 .　おわりに

インダストリー 4.0 の要はつながるビジネスモデルの構築である。

センサーや通信技術の導入を検討する前に、顧客と接点をどのよ

うに強化したいのか、ビジネスパートナーをどのように巻き込むと顧

客への価値提供が拡大するのか、どのような提供価値の連鎖を期

待するのか、の 3点をしっかりと定めることが重要だ。

リマニは大型商用車の事例であり、特殊な状況だと思うかもしれ

ないが、様々なつながりの向上を必要とする業界は存在する。 例

えば、スマートフォン業界だが、2015年の販売台数成長率は、米国・

西欧・中国・日本では一桁台に留まり、成長が鈍化した。平均保

有期間も日本を例にすると 10年前は 2年間だったのが現在は 4
年間と長期化が進んでいる。 スマホメーカーにとっては、売切り型

のビジネスモデルだけでなく、保有期間が倍に伸びた 4年間、どの

ように顧客との接点を維持するのかを再考する必要がある。現状、

スマホメーカーは顧客との接点維持を、十分出来ているとは言いが

たく、NTTドコモなどの携帯通信オペレーターに任せ切っている。

スマホはセンサと通信技術そのものであり、顧客のメンテナンスが

必要な時期 （バッテリーが劣化する、新品買換えのタイミングなど）

に合わせたアプローチが可能なはずだ。 加えて、シムロックフリー

機種（特定の形態通信オペレーターに紐付かず、自由に通信業者

を選択できるスマホのこと）が解禁されたことによって顧客とのつな

がりはオペレーターだけに任せておくことはできない。いまこそ、顧

客とつながるビジネスモデルの再考が必要なのではないだろうか。

C
インダストリー 4 . 0時代のリマニファクチャリング

顧客

メーカー・
販売店

定期的、もしくは
故障後の中古
部品の回収

故障直前の
適切な時期
での中古部品
の回収

リマニ部品
の販売

適切な
メンテナンス
スケジュールを
アドバイス

センシング技術

：中古部品（コア） ：リマニ部品

 > リマニ部品の活用
による TCO減少 

 > メンテコスト削減・
ダウンタイム減少
による生産性向上

 > 顧客囲い込み・
収益最大化

 > 在庫の最適化

出所：  ローランド・ベルガー

リマニ工場

中古部品
データ

データ
分析

コストに
見合った部品
及びリマニ部品
の販売

稼動
データ
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ローランド・ベルガーはドイツ、ミュンヘンに本社を置き、ヨーロッパを代表する戦略立案と

その実行支援に特化した経営コンサルティング・ファームです。1967年の創立以来、成長

を続け、現在2,400名を超えるスタッフと共に、世界36カ国50事務所を構えるまでに至り

ました。日本におきましては、1991年にオフィスを開設し、日本企業及び外資系企業の経

営上の課題解決に数多くの実績を積み重ねております。製造、流通・サービス、通信業界

等数多くのプロジェクトはもとより、5～10年後を予測する各種トレンドスタディの実施や学

術機関との共同研究などを行うことにより常に最先端のノウハウを蓄積しております。
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editions on your tablet, 
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"Roland Berger" in the 
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App Store or at Google 
Play.
Download the Kiosk 
App
for free.

A detailed insight into current thinking at Roland Berger is 
available via our new microsite at new.rolandberger.com

ローランド・ベルガー 既刊Think ACTスタディのご紹介 

視点 112号 
日本型インダストリー 4 . 0 +α 
～お客様起点の付加価値創出への道筋～

欧州のインダストリー 4 . 0、米国のインダストリアル ・ 
インターネットといった動きに対し、日本企業が生き残る

道は、現場力を活かしたお客様起点の付加価値創出で

ある。 本稿では、それを実現するための考え方、具体的

な方法を論じる。

 > お客様との接点をデザインする

 > 生産性を高めて原価を下げる

 > タイミングを合わせて潤いを演出する

RB_115号_つながるビジネスモデル_1609.indd   7 16/09/12   12:15



WE WELCOME YOUR QUESTIONS, COMMENTS 
AND SUGGESTIONS

Publisher

株式会社 ローランド・ベルガー
広報担当：  西野、山下

〒107-6023　 東京都港区赤坂1-12-32　
 アーク森ビル23階
電話  03-3587-6660（代表） 
ファックス  03-3587-6670
e-mail: strategy@jp.rolandberger.com
www.rolandberger.coｍ/ja/

This publication has been prepared for general guidance only. The reader should not act according to any 
information provided in this publication without receiving specifi c professional advice. Roland Berger GmbH 
shall not be liable for any damages resulting from any use of the information contained in the publication.

© 2016 ROLAND BERGER GMBH. ALL RIGHTS RESERVED.

プリンシパル

大橋　譲　Yuzuru Ohashi
yuzuru.ohashi@rolandberger.com

カリフォルニア大学サンディエゴ校情報工学部を卒業後、日本ヒュー

レットパッカード及びセピエントで企業のITシステム構築を多数経験

した後、ローランド・ベルガーに参画。米国系戦略コンサルティング

ファームを経て、復職。

自動車、石油、ハイテク企業など幅広いクライアントにおいて、

成長戦略、海外事業戦略、マーケティング戦略、市場参入戦略

（特に東南アジア諸国）、業務プロセス改革、コスト削減、IT戦略等

のプロジェクト経験を有する

RB_115号_つながるビジネスモデル_1609.indd   8 16/09/12   12:15


