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特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

国内のサーバー市場は全体として低価格化の傾向があり、エンタープライズサーバーの需要は低迷
している。このような中、サーバー事業などを手がける国内ベンダーは、ハイエンド機器を中心に早
急な対策が必要な状況にある。本稿では、本アプローチにより、お客様のビジネス再生に向けて、売
上や市場における定量的な統計データ、製品ベンチマーク、競合ベンダー調査、営業現場ヒアリング
などを通じて、低迷する根本的な要因を浮かび上がらせて特定し、ビジネス環境の的確な把握、必要
な具体的アクションの立案、成功に向けたシナリオの策定までの一貫したストーリーにより、再生に
向けた活動を支援するコンサルティング・アプローチを紹介する。
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ま　え　が　き

サーバーやストレージなどのIT機器は、会計／サ
プライチェーンなどの業務系システムや、メール／
スケジュール／ファイル共有などの情報系システ
ムで幅広く利用されている。これらの機器は、富士
通や日立などの国内ベンダー、IBMやHPなどの海
外ベンダーが提供している。成熟した国内市場で
は、限られたパイを取り合い、各ベンダーが激しく
競争を繰り返している。競争の結果、長期にわたり、
大きく売上を落とすベンダーもでてきており、特
に、国内向け売上比率の高い、国内ベンダーは苦戦
している。
本稿では、大手IT機器製造業A社で実施した売上
向上プロジェクトをベースに、エンタープライズ
サーバー販売における日本のベンダーのかかえる
課題解決に向けたコンサルティング・アプローチを
紹介する。

コンサルティング・アプローチ

クライアントが、まず対応すべきことは、Step1
として、現状なぜ自社製品の販売が伸び悩んでい
るかの原因を正確に把握することである。実際は、
販売伸び悩み原因を結果指標である売上だけで捉
えてそれ以上深掘りできていない企業も多く存在
する。原因把握の方法は、現状の販売プロセスを整
理し、販売プロセス上でボトルネックとなっている
箇所を特定する。そして、現状のビジネスモデルの
どこへ影響を与えているかを見えるようにするこ
とである。現行ビジネスモデルへの影響度合いは売
上やコスト等の定量的に測れる指標まで落とし込
むことが重要となる。原因の箇所を特定できたあと
は、Step2として、顧客、売り方、製品などの切り
口で、「なぜ」を繰り返し、ボトルネックとなった
真因まで掘り下げる。Step3では、明らかになった
真因の解決に必要な施策を検討する。まずは、対象
とする市場／業種を特定し、新しい売上目標を設定
する。次に、売上目標達成に向けて、市場環境、自
社の営業力、製品の実力などの状況を鑑み、適した
施策を検討し、効果や優先度を評価し、再生を目指
したシナリオを作成する。Step4の再生シナリオの
実行では、短期的な実績や効果を優先して実現し、

その後、関係者を巻き込んで、中長期的な改革の範
囲まで広げていくことが必要となる。

Step1～ Step3は、改革に向けた準備フェーズで
あり、約3ヶ月で、現状把握から計画立案まで実行
する。
現場を巻き込んだ改革を実施するためには、現場
の営業力を活用するために、実際の現場へのヒアリ
ング等の調査を含めて、ボトムアップ型を取り入れ
たアプローチが重要となる。
図-1は、再生シナリオ策定のコンサルティング・
ステップのイメージとなる。

日本ベンダーのかかえる構造的な課題

企業では、サーバーやストレージ、ネットワーク
機器などのハードウェアを自社の情報システム機
器として利用している。1980年代はメインフレー
ムが全盛期を迎えたが、その後、CPUやOSの性能
向上により、UNIX/Linux/Windowsなどのオープン
系システムに置きかわってきた。オープン系システ
ムでは、サーバー等含めて明確な機能面での差異
が付けづらく、競争が激しくなり、製品のコモディ
ティ化が進んだ。結果、過度の価格競争に陥り、各
ベンダーの収益力も低下した。
このような環境で、IBMやHPなどのベンダーは、
収益力の維持・向上のため、対象とする市場を米国
だけでなく世界に広げ、製造コストの削減、研究・
開発費の集約など、経営の効率化につとめてきた。
一方、多くの日本ベンダーは、日本国内を主な市場
としており、製造コストや研究・開発効率、および
売上規模の面で、グローバルベンダーに比べて不利
な状況にあるといえる。一方、お客様との関係性の
面では、既存ベンダーは、お客様の既存のシステム
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図-1　コンサルティング・ステップ
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情報や業務に詳しく、提案では有利となりやすい。
特にメインフレームに強い海外ベンダーはその傾
向が強い。表-1に国内ベンダーと海外ベンダーの
主な違いについて記載した。
上記で述べたとおり、国内ベンダーと海外ベン
ダーの根本的な違いは、ビジネスモデルの違いに
ある。すべてのレイヤーでのサービス提供を目指
す国内ベンダーと違い、海外ベンダーは特定のハー
ドウェア一つのレイヤーに特化してサービスを提
供していることが多い。このように、海外ベンダー
は、ある領域に特化しているためリソースを集中し
やすく、製品の開発の面では、とりわけ優位な状況
となっている。逆に、国内ベンダーは、リソース
が分散され、製品開発面においては、海外ベンダー
の後塵を拝する結果となっている。一方、全国に張
り巡らされた販売チャネル等国内ベンダーが優位

な点もあるため、自社の強みを活かした戦略を実行
することが重要となる。

販売伸び悩みの理由の真因特定

売上が減少または伸び悩んでいる状況は、いくつ
かの要因が複合的にからみあった結果である。真因
の特定のためには、これらの要因を分解し、シナリ
オ策定のステップで、施策に落とし込めるレベルま
で細分化する必要がある。細分化の方法は、数値と
して状況を把握するための売上データや市場動向
等の統計データ、販売現場の状況把握のための営業
ヒアリング、要因分解のフレームワークを用いて実
施する。図-3に真因特定の要因分解例を示す。
サーバー販売においては、伸び悩みの要因は、

表-1　国内ベンダーと海外ベンダーの主な違い

国内ベンダー 海外ベンダー（大手）
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図-2　市場における各ベンダーの位置づけ
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図-3　サーバービジネスにおける問題の要因分解例
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上への影響が大きく、ポテンシャルが大きな領域が
高くなる。ここでは、「他社顧客からの流入」と「自
社顧客資産の減少」が優先度の高い課題となってい
る。各課題の解決には、まず、市場ポテンシャルや
自社の強みなどを加味した上で、目標値を設定す
る。次に、目標達成に必要な対応策について、「顧
客、市場」「アカウント」「提供価値」「製品・サービス」
等の視点から検討、立案する。
立案された対応策は、図-5のようなバリューチェ
ン全体で、どこに位置づけられるのか関係者で把
握、合意しておくことが重要である。また、立案し
た対応策は、自社の活動プロセスに紐付けて対応
する。各対応策は、具体的なアクション、担当者、
対応時期、結果検証方法など定めて、実施計画とし
て整理する。
【事例】

A社においては、解決策を、図-6のように5つの
対応策に絞り込み、活動プロセスと対応付けた。
例えば、対応策「製品に関する市場へのメッセー
ジング強化」では、製品開発部門における思い、ア
カウント営業へのメッセージング、市場へのメッ
セージングを統一し、自社のアピールしたい強みが
ダイレクトに繋がるように、公式サイト、セミナー、
提案、営業向けツールなどのメッセージングを統一
することを検討した。
対応策の実施範囲としては、A社は国内だけでな

く海外でも事業を展開しているため、対応策の実施
エリアを、国内、海外、国内外のいずれを対象とす
るのか決定する必要があった。今回は、限られたリ
ソースで短期的に効果を得ることを優先し、まずは
大きな効果の期待できる国内ビジネスの基盤強化
に取り組むこととした。海外については次のステッ
プでの取組みとした。

再生シナリオの実行

再生シナリオの実行では、実施施策についてきち
んとPDCAを回していくことが重要となる。現状の
活動プロセスの中に組み込んで実施するため、きち
んと管理しておかないと、現状の活動と区別が難し
くなり、正確な効果ができなくなってしまう。日々
の活動の管理のためには、事務局等を設け、第三者
の視点で評価、管理できるしくみを持つことも有

「新規ビジネス獲得の伸び悩み」「既存ビジネスの販
売減少」の2つに分類することができる。さらに、
要因を分解していくことで真因に到達する。要因が
特定できたあとは、各要因に対する重要課題を検討
テーマとして設定する。また、分解した各要因につ
いては、影響度（売上への影響）を数値化し、定量
的に把握する必要がある。図-3における、影響度は
売上減小に対する影響度合いを示している。（図中
の数値は富士通総研の経験値に基づく）
【事例】
国内ベンダー A社は垂直統合型でのサービスの提
供を行っており、営業部門が取り扱う製品・サービ
スが多岐にわたっていた。営業ヒアリングの結果、
該当製品の取り扱い優先度が必ずしも高くないこ
とや営業部門の目標設定が製品開発部門のものと
リンクしていないことなどが明らかになった。さら
に、製品ポートフォリオ上、自社の他製品への流出
も発生していることが分かった。一方、製品開発部
門側では、「売上減少→投資抑制→新製品の市場投
入への遅れ→売上減少」という負の連鎖に陥ってい
ることも判明した。

再生シナリオの策定

再生シナリオの策定では、対応策を抽出し、優先
度付けを行い、スケジュールおよび体制を構築す
る。対応策は、解決による期待効果を市場のポテ
ンシャルや難易度も踏まえてシミュレーションし、
優先度を評価する。優先度の評価は、「活動領域」
および「対応策」について実施する。図-4は活動領
域の優先度評価イメージとなる。優先度は、自社売
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図-4　活動領域の優先度評価イメージ
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者など幅広い業種のお客様へ適用可能である。
当社は、本アプローチを利用して、競争の激しい
市場で事業を行っているお客様の売上拡大に向け
たご支援を引き続き行い、各業界の活性化に貢献し
ていきたい。
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効である。当社の支援範囲も、計画立案だけでな
く、施策実行段階におけるプロジェクトマネジメン
トなどの事務局を含めた支援まで広げて提供して
いる。

む　　す　　び

本稿では、ICT機器であるエンタープライズサー
バー事業を中心に、問題の真因把握の方法、課題解
決に向けた対応策の策定、対応策実施の要点につい
て説明した。
本アプローチはエンタープライズサーバー事業

だけでなく、その他のICT機器事業者、大型機器事
業者、また、それらを利用したソリューション事業
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図-5　国内エンタープライズサーバー・ビジネス売上拡大対応策
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