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組み立て、チューニングの状況については比較的よく知っており、決まった点
検修理の流れやステップも設けられている。一般論からすると、純正品メーカ
ーの点検修理の品質は、普通のサードパーティーより比較的に良好であると思
われるため、上記の条項において、オーナーは指定機関で定期点検を行ってこ
そ、無償品質保証を受けることができる旨に対し、これは自動車という商品
の特性に即しており、車の交付時に発現できない瑕疵の担保責任を排除又は
制限してもないため、契約締結の当事者地位の不平等による明らかに公平を
欠くことに当たらず、原告の上記の主張は取るに足りない。
」166
上記でも分かるとおり、自動車修理部品に係る場合は、現在一部の台湾実務
の見解によると純正品メーカーの修理部品のほうが比較的に安全であり、主務
官庁も「自動車の点検修理に関する普通取引約款について、記載すべき又は記
載できない事項」167において、「メンテナンスに際に、自動車に部品交換の必
要がある時、別段の定めがない限り、修理工場は、純正品メーカーの部品で交
換すべきである」168と明記した。したがって、もし自動車の純正品メーカーが、
安全性、品質又は専門性等の正当な考慮から、ディーラーや代理店に純正品の
修理部品で交換するように指示し、更に消費者は契約条項に従って自動車を使
用しない場合は無償品質保証責任を負わないと、普通取引約款において規定し
た場合は、消費者保護法に違反しない。
(2)公平交易法
企業が、契約条項により、「販売後」に取引相手に制限を掛けることは、公
平交易法 20 条169により規制されている。

166

同上。
参照：https://www.ey.gov.tw/File/C6885279824C700C?A=C （最終閲覧日：2019 年 12 月
23 日）。
168
所謂純正品の部品とは、自動車メーカーは自らまたは他人に生産を委託し、メーカー名義
で供給する新品の部品を指す件。「自動車の点検修理に関する普通取引約款について、記
載すべき又は記載できない事項」にある「記載すべき事項」三条の（五）を参照。
169
公平交易法 20 条に、「次の各号の行為のいずれかがあり、競争を制限するおそれがある場
合、事業者はこれをなしてはならない。一、特定の事業者を損害することを目的として、
その特定の事業者に対し供給、購買、又はその他取引を断絶するよう他の事業者に促す行
為。二、正当な理由なしに他の事業者に対し差別待遇を与える行為。三、低価格を以て誘
引することその他の不公正な方法により競争者が競争に参与し又は従事することを阻害す
る行為。四、脅迫、利益の提供による誘引その他の不公正な方法により他の事業者に価格
競争をさせず、又は結合、連合又は垂直的競争制限に参与させる行為。五、不公正に取引
相手の事業活動を拘束することを条件としてこれと取引を行う行為」と規定されている。
155
167

― 155 ―

純正品メーカーは、アフター市場で継続的にその消耗品又はメンテナンスサ
ービスを需要者に使用されつづけることを望んでいるため、往々にして契約条
項を以て、下請けの業務でさえ他のサードパーティーの部品を採用することを
制限し、若しくは非純正品の部品を使用することを、品質保証サービスを提供
しない事由として定めるのは前述の通りであるが、これらの契約条項の設定は、
自由競争の存在意義を減殺しかねないため、公平交易法の規制を如何に適用す
るのかが問題になる。よく見られる例は、下記の通りである。
A、正当な理由なしに差別的に取り扱う行為
公平交易法 20 条 2 号の規定によると、正当な理由なしに他の事業者を差別
的に扱う行為は、競争を制限するおそれがある場合、事業者はこれをなしては
ならない。
主務機関である公平交易委員会の見解によると、本号の所謂「差別的に扱う
行為」とは、事業者が、同一の商品又は役務について、差別的な価格又は価格
以外の差別的な条件を以て、同一競争圏における事業と取引することを指す。
同法施行規則 26 条によると「本法 20 条 2 号のいう『正当な理由』とは、下
記の状況を斟酌して認定しなければならない。一、市場の供給と需要状況。二、
コストの差異。三、取引額。四、信用リスク。五、その他の合理的な事由。そ
の差別的に取り扱う行為は競争を制限するおそれがあるかどうかにつき、当事
者の意図、目的、市場における地位、市場構造、商品又は役務の性質、当該
行為が市場競争に与える影響等を総合的に判断しなければならない」と規定さ
れている。
所謂「競争を制限するおそれがある」は、自由競争を阻害することが実際に
発生する必要はなく、その行為を為すことで、市場の競争機能を減殺しかねな
いことであれば十分である170。
したがって、純正品メーカーが、契約又は契約条項により、下請けの事業者
に純正品の消耗品又は部品を使用する者に限って無償品質保証を与えるよう
に制限をかける場合、若しくは、純正品メーカーの指定した機関でしか消耗
品・修理部品を購入せず、そうでなければ優待待遇を適用できない等の規定を
170

公平交易委員会 2016 年 10 月 31 日公処字第 105118 号処分書を参照。
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した場合、その条項内容は、単にアフター市場においての第三者からの価格競
争を避けようとして、他に正当なる事由がない171場合、公平交易法に違反する
おそれがあると思われる。
「公平交易委員会の自動車部品・付属品の取引に関する処理要綱」172による
と、所謂正当な理由とは、下記の要素を考慮しなければならない。「一、市場
の供給と需要状況。二、コストの差異。三、取引額。四、信用リスク。五、そ
の他の合理的な事由」である。
B、不当に取引相手の事業活動を拘束することを条件として取引を行う行為
事業者が、アフターサービスを提供する際に純正品の部品しか使用できない
という制限をディーラーにかけることが、公平交易法に違反するかどうかにつ
き、公平交易委員会は案件ごとにその事情を斟酌して認定すべきという見解を
示した。
詳しく言えば、「公衆安全に係わる製品を製造するメーカーが、そのディー
ラーに、アフターサービスを提供する際に純正品の部品しか使用できないとい
う制限を設けるのは、公平交易法に違反するか」について、公平交易委員会は、
「その制限につき、元請けの事業者は、公正且つ客観的な証明を持って、下請
けの事業が顧客のための点検修理の際に、純正品の部品を用いないと、公衆
安全にリスクをもたらしかねない旨を証明できれば、正当な理由があると認
めることができる。そのため、制限は本条項に違反するかどうか、案件ごと
に、その具体的な情状により判断する」173と示した。
公平交易委員会は「公平交易委員会の自動車部品・付属品の取引に関する処
理要綱」において、「自動車部品・付属品の製造・販売事業者は、特定な事業
者を阻害する目的として、他の事業者に、特定な事業者相手に部品・付属品又
は検測、メンテナンス、チューニング設備を販売してはならないという制限を
設け、競争を制限する行為を為してはならない」と規定した。
さらに、同要綱には、次のように記載されている。「自動車メーカーと代理
店は、下記のいずれの行為を為して競争を制限するおそれがある場合、事業者
171

例えば、純正品を使用しない場合は、安全性に疑いがあるということである。
「公平交易委員会の自動車部品・付属品の取引に関する処理要綱」6 条を参照。
173
公平交易委員会 1993 年 6 月 8 日（82）公弐字第 01717 号書簡によるものである。
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はこれを為してはならない。


正規品の部品・付属品を、独立系事業者又は自動車部品店（貿易商も含
まれる）に販売することを、ディーラーに不当に制限すること。



非正規品の部品・付属品を、独立系事業者又は自動車部品店（貿易商も
含まれる）に販売してはならないと、スペアパーツメーカーに不当に制
限すること。



新車に用いる正規品の部品・付属品において、別途その所有する商標又
は表示を、目に付き易い箇所に表示することを、スペアパーツメーカー
に不当に制限すること。



その他の事業者の活動行為を不当に制限すること。

そして、自由競争に不当な制限を掛けたかどうかについて、
「当事者の意図、
目的、市場における地位、市場構造、商品又は役務の性質及び、当該行為が
市場競争に与える影響等を総合的に判断しなければならない」174。
時に、自動車純正品メーカーは、自社の自動車に特定な規格を有するエンジ
ンオイルを使用することを指定することがある。自動車の所有者が自ら選んだ
エンジンオイルを使用した場合、それを理由に純正品メーカーに無償品質保証
の提供を断られたこともある。これについて、公平交易委員会は、下記の見解
を示した。
「1、機械の潤滑原理に基づき、各自動車の設計が異なるために、エンジンオ
イルに対するそれぞれのニーズがあり、規格上、グレード上の差異があるた
め、API、CCMC、SAE という機関による認証済みのエンジンオイルを使用す
るように制限をかけたことは、必要且つ正当性があると認められるべきであ
る。
2、エンジンオイルのブランドに制限を掛けることは必要ではなく、推奨と
いう形で十分である。規格やグレードに一致する他社のエンジンオイルを使
用したことを理由に、自動車の無償品質保証に支障を来たすべきではない。
174

同上、7 条である。
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3、規格やグレードに一致しないエンジンオイルを使用したことで自動車に
不具合が生じた際に、その部分に限って自動車の無償品質保証を負わないと
主張することができるが、当該自動車の他の部份に対する無償品質保証に影
響がないはずである。
前記の内容は、既に各自動車業者に知らせ、一定の期間内において使用マ
ニュアルにおけるエンジンオイル使用の規定を改正するように通達した。こ
のため、自動車業者は、自動車の所有者に、公信力のある第三者の機関に認
証された規格上・グレードのエンジンオイルを使用するように制限した行為
は、機械の潤滑原理に基づいたために、正当な理由を有するといってよいだ
ろう。
尚、自動車業者が使用マニュアルにおいて、自動車の所有者は特定のブラ
ンドのエンジンオイルを使用しない時に、『全て』の無償品質保証を受ける
ことができないと規定することは、取引秩序に影響を及ぼすに足りる欺罔又
は著しく公正を欠く行為を為したことに当たり、公平交易法 24 条に違反す
るという趣旨で、本会は各案件の情状により法律により対処する。」175
ライセンス契約の場合において、公平交易委員会は、「公平交易委員会の技
術ライセンスに対する処理要綱」176を制定した。
その中の第 6 点で言及したのは、実施許諾者が、実施権者に、実施許諾者又
はその指定した者に原材料、部品等を購入するように要請する場合、もし当
該要求が、許諾される技術に所望の効能を発揮するためでも、又は許諾商品
の商標、商誉又はその専門技術の秘密性を守るためでもなければ、競争を制
限するおそれがある時は為してはならない。
尚、技術ライセンス契約に正当な理由なしで、取引条件、ロイヤルティーに
ついて、実施権者を差別的に取り扱うことは、関連市場において競争を制限
するおそれがある時も為してはならない。例えば、米系企業のスマートフォン
175

参照：https://zh-tw.facebook.com/153543318133008/photos/新車保固期間車主自備機油
原廠不得中止保固這則消息對各位車主相當重要請各位熱情轉發對於新車保固問題到底不在
原廠保養原廠將終止保固是否合理有沒有合法根據 1950 消費/183418005145539/ （最終閲覧
日：2019 年 12 月 23 日）。
176
参照：https://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=227
（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。
159

― 159 ―

のチップの大手メーカーの Q 社は、市場で独占的な地位を有する標準必須特許
(SEP)の権利者であり、当該特許のライセンスに関して、FRAND 宣言に違反す
ることで、公平交易委員会が Q 社に対して台湾ドル 234 億元の過料に処した177。
(七)無断複製防止措置
所謂無断複製防止措置とは、著作権者が他人による著作物への無断アクセス、
又は無断利用を有効に禁止又は制限するために、使用する設備、機材、部品、
技術又はその他の科学的技術方法をいう178。
実務上において、事業者は、設備や機械において無断複製防止措置を設置す
ることで、需要者が製品を購入した後に、アフターサービスのニーズが生じ
た際、他の代替性のあるブランドや商品を購入することをある程度防ぐこと
ができる。
ゲーム機とゲームカセットはよく見られる例である。【知的財産裁判所 106
年度刑智上訴字第 8 号】著作権法違反事件控訴審において、被告人 A は海賊版
のゲームカセットを使用するために、著作権者 N 社の事前の同意を得ずに、N
社のゲーム機のコピープロテクションを解除した。
判決書によると、「ゲーム機には、ゲームカセットを挿入すると、ゲーム機
本体がカセットに『追跡図形』があるかどうかを検知するシステムが設けられ
ており、それにより、当該ゲームカセットが正規品かライセンス品かを検知す
る。もしカセットに『追跡図形』が含まれていなければ、ゲーム機もカセット
を読み取ることができない。これは、他人による無断アクセス又は無断利用を
禁止するコピープロテクションであり、これを解除、破壊又は他の方法を用い
て、回避してはならない。更に、無断複製防止措置を回避するための設備、装
置、部品、技術又は情報を、公衆の使用に供し又は公衆に提供してはならない。」
このほか、一部のソフトウェアの会社は、オペレーティングシステムを作る
際に、
「シリアル番号（ライセンス認証）」を設定することにより、第三者が許
諾されていないソフトウェアを使用するを防ぐ。言い換えれば、純正品メーカ
ーのプロダクトキーを入力しない限り、オペレーティングシステムのソフトウ
177

参照：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2798099 （最終閲覧日：2019 年 12
月 23 日）。
178
著作権法 3 条第 1 項 18 号。
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ェアは使用できないようにしている179。
(八)マーケティング戦略による保護
如何に有効的に顧客ロイヤルティーを高め、需要者に純正品メーカーの修理
部品・消耗品を購入する意欲を向上させるかは、知的財産権ポートフォリオに
よる他に、マーケティング戦略の構築により導くこともできる。以下は、台湾
におけるブランド業者のよく見られるマーケティング戦略を紹介する。
１、販売促進活動
事業者は、時々販促活動やキャンペーンにより、使用者に純正品を使用する
意欲を引き出す。
例えばスマートフォン業界において、携帯大手メーカーの S 社はキャンペー
ンを開催し、携帯を購入する際に「純正品の付属品を更に購入すれば (台湾ド
ル 2000 元)現金還元できる」、
「無償品質保証を 1 年延長でき、更に 1 年ポータ
ブル機器に対する総合保險付き」180、など、販促活動によって、需要者が携帯
を購入する際に純正品の付属品を採用する誘因を設けた。
携帯大手メーカーの H 社も、このようなお得プランを設け、「休眠顧客を呼
び戻すためのキャンペーン」181により、特定の型番のスマートフォンに、台湾
ドル 599 元で純正品の電池を取り替えられるし、たとえ無償品質保証期間が過
ぎてもメンテナンス費用を 15％割引付き、さらに、スマホの掃除のスクリー
ンプロテクター無料交換という特典もある。そのほか、「携帯の健康診断」と
いうイベントで、ユーザーの携帯使用年数を延長させ、そうすることで、ユー
ザーの、純正品の電池又は付属品を選択するモチベーションを高めている。
２、垂直統合し、アフターサービス体系を構築
製品の性質により、アフターサービスに参入するハードルが比較的に低い業
179

典型的な案例は例えば、【台湾新北地方裁判所 107 年度智附民字第 22 号】民事判決、【台
湾高等裁判所 105 年度重上字第 447 号】民事判決等。
180
参照：https://shop.samsung.com/tw/event-mobile-note10-pre-order-rule/ （最終閲覧
日：2020 年 2 月 25 日）。
181
参照：https://www.htc.com/tw/201908-member-gathering/ （最終閲覧日：2019 年 12 月
23 日）。
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界（例えばスマートフォン）の場合、メーカーは第三者がアフター市場に参入
することを排除しきれないであろう。他者との区別性を明確化するために、例
えば X 企業は、正規サービスの認定制度又は関連するメンテナンスの標準業務
手順の構築、更に優良な整備・修理サービスの業者をブランドの経営傘下に
入れる。そうすることで、需要者は、消耗品の交換又はメンテナンスサービス
を求める場合は、そのメンテナンスサービスの利便性及び品質の高さにより、
純正品の消耗品・修理部品を選ぶ可能性を高める。
事実、自社の製品の技術及び規格について、一般的に言うと当然純正品メー
カーのほうが一番熟知しており、他の業者よりメンテナンス力も高いはずであ
る。このため、技術サポートや人手も充実しており、アフターサービスの整備・
修理を全て掌握できる純正品メーカーの場合、これも需要者が当該メーカー
から修理部品・消耗品を購入し、メンテナンスを要請する誘因となるであろ
う。
例えば米系企業の X 社は、各人気商品の関連付属品 (例えばアダプター、キ
ーボード、電源コード、USB ケーブル)、消耗品(例えばスクリーンプロテクタ
ー)、及び製品のメンテナンスや修理に対し、正規サービスの認定制度を構築
し182、メンテナンスを行う技術者が、純正品メーカーによりトレーニングを受
け、しかも純正品メーカーの認定した修理用部品を用いることを確保する。
純正品メーカーはそもそもブランドによる競争上の優位があり、需要者は、
純正品メーカーが提供するサービスや製品を比較的に信頼しているため、自然
と純正品メーカーのアフターサービス体系において点検・修理を行う傾向もあ
る。更に、正規サービスの認定制度は、これらのアフター市場における第三者
という潜在的な競争相手を提携仲間にすることもでき、更に認定制度により
関連するサービスの標準作業手順を築くこともできるので、純正品メーカー
は、これによって、より一層アフター市場を掌握できるのであろう。
例えば米系企業の X 社は、自社経営と自社認定のメンテナンスセンターを作
り、「これらの店舗の技術者は皆 X 社のトレーニングを受け、修理用部品も一
律純正品を採用するため、上質なサービスを提供でき、そのメンテナンスも全
部 X 社の認定済みである」と標榜した。当該メーカーの人気商品である携帯を

182

参照：https://support.apple.com/zh-tw/HT205332 （最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。
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一例として挙げると183、その認証システムによるアフターサービス体系により、
需要者は「モニター修理」、
「電池交換」、
「その他の破損」等の点検修理サービ
スを提供し、その過程において純正品の修理部品・消耗品を採用することを確
保できる。
X 社は、X 社のメンテナンスチームになろうとする者、そして X 社の顧客（消
費者、企業、教育機関又は政府機関を含む）にメンテナンスサービスを提供し
ようとする者に対し、
「X 社認可修理店」又は「X 社メンテナンスセンター」ル
ールを制定し運営し始めた184。
X 社のディーラー、又はメンテナンスサービスを提供したい企業は「X 社メ
ンテナンスセンター」に認証資格を申請できる。大学でも「メンテナンスセン
ター」に認証資格を申請し、学生にメンテナンスサービスを提供できる。すべ
ての点検修理は、X 社認証の技術者の手により行わなければならない。
このように、完全な技術サポートを提供できて拠点も多いメンテナンスセン
ターを設けることで、更に商品の市場における競争優位性を強化でき、ブラ
ンドと提携するメンテナンスセンターで修理部品を交換するのが好まれるよ
うになる。更に、ブランドの知名度により、潜在的なライバル社の第三者もブ
ランドの威光になびいて、アフター市場において独立事業者として純正品メ
ーカーを敵に回すより、認証体系に入ることに傾くこともある。
３、IoT を使いこなして付加価値サービスを提供
ビッグデータとモノのインターネット（IOT）という時代において、クラウ
ドストレージを活用したビッグデータ分析により、メーカーは、単に受動的に
製品の修理部品を提供するより、能動的に付加価値サービスを提供するものに
転身できる。
例えば、プリンター又はコピー機のメーカーは、使用者の使用状況を追跡す
ることで（例えば使用した消耗品、使用頻度、故障の回数、潜在的なニーズ等
183

参照：https://support.apple.com/zh-tw/iphone/repair/service （最終閲覧日：2019 年 12 月 23
日）。
184
メンテナンスセンターは二種類がある。正規サービスプロバイダとは、X 社の認証を受け、
X 社のすべての顧客に対し点検修理を行えるものを指す。制限サービスプロバイダとは、X
社との制限認証契約により、特定な顧客又は特定な X 社製品に限って点検修理を行えるも
のを指す。
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の手掛かりに）
、メーカーは需要者本人以上に、その使用する際のニーズ或は
難儀を掴み、使用状況を観察することで、将来のニーズもある程度予め察知で
きるので、進んでもっと経済的に、もっと効率的な製品又はプロモーション
プランを作成することができる。
更に、クラウドサービス及びモノのインターネットの応用は日に日に普及し
ており、それにつれて情報セキュリティの確保のニーズも高まり、そこで、プ
リンターメーカーW 社も自社設備のエコ機能、スピード、効率を上げる外、情
報セキュリティの付加価値サービス185も提供し、更に効率よく、安心なサービ
スを供給することができる186。
予 知 保 全 （predictive maintenance） とア セ ッ ト ト ラ ッ キ ン グ（asset
tracking）は、2018 年に注目すべき IoT 市場であると報道された。それらは、
本当の効率化を発揮しつつ、安全性を高めることもできるからである187。今日、
IoT によるデータ分析により、メーカーはもっと正確に設備のメンテナンスを
すべき時期を把握でき、予知保全を実現できる188。
例えば、日系企業の T 社は、そのエレベーター業務に対応するために、日本
国内に二カ所のサービス情報センターを設け、更に電気通信事業者の K 社と提
携して海外で応用しようとしている189。それにより、エレベーター監視作業を
行い、普段よりエレベーターの稼働状況観測及びメンテナンス時期のアレンジ
メント、又は資料解析を以てフィードバックを送っている。地震等の地域災害
が起きた際に、可能な限りサポートも提供できる。このような付加価値サービ
スは、正に T 社が長年顧客との付き合いと製品の整備点検等により、逐一培
ってきたデータベースがあってこその賜物である。

185

例えば C 社のコンピューター監査アプリケーション”imageWARE Secure Audit Manager”
である。参照：
https://tw.canon/zh_TW/business/20190527-BIS-Sky-Bar-activities-part2/article 。
（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。
186
同上。
187
参照：
https://www.eettaiwan.com/news/article/20171215NT03-IoT-Markets-to-Watch-in-2018
（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。
188
参照：
https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=10&cat3=10&id=
0000526077_Q0I139D16ZI7Y48GHYW0C （最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。
189
参照：
https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&id=0000558382_3572sf4f9uaoj
e18hm1vv （最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。
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小売販売網やモバイルコミュニケーションが発達している今日、メーカーが
需要者の好みや意向を把握しづらい時代に終わりを告げ、ソーシャルネットワ
ーキングや、ニューメディア等のプラットフォームにより、企業は、以前よ
りずっとはっきり需要者の製品に対する好みが分かり、その需要に応えてニ
ーズに寄り添えるため、進んで長期的、継続的な顧客関係を築くことができ
る。このような新しい趨勢において、アフター市場の経営はますます重要にな
っていくため、引き続き需要者側から修理部品・消耗品、進んで関連するサ
ービス経験を蓄積し、ユーザーデータを増やすことで、企業は市場において
ますます競争力を高められるであろう。
４、製品の収益構造の見直し
本体と消耗品で構成される製品において、従来より、製品本体の価格を抑え
て販売台数を確保するとともに、利益率を高く設定した消耗品で収益を上げる
ビジネスモデルがある190。また、業界によっては製品本体の価格をそれほど押
さえないにしても、修理品・消耗品を高めの設定にして重要な収益源としてい
る製品は多い。家庭用ゲーム機本体とゲームソフト、家庭用プリンターとイン
クカートリッジなどの民生品のみならず、自動車本体と補修パーツ、半導体製
造装置と消耗品などである。
純正品メーカーの修理品・消耗品に対して、模倣品が出現する原因、或いは
サードパーティーがアフター市場に参入する動機付けの一つは、これらの部品
等の高い利益率にある。先行開発者であるメーカーは、多額の開発費や調査費
などを負担しているので、サードパーティーと同一のコスト構造で、安価に販
売することには限界がある。
しかしながら、製品本体と修理品・消耗品からなる製品の収益構造を見直し、
付加価値が高く、よりクライアントのニーズに沿うもので、しかも容易に第

190

このようなビジネスモデルは、最初は髭剃りのメーカーが採用し、低めの値段で本体（髭
剃り）を販売し、消耗品（替え刃）の販売により長期的な収益を確保してきた。そこで、
このビジネスモデルもほかの業界にも広範囲で応用されてきた（例えばエレベーターやプ
リンター等）。三谷宏治、2016 年 6 月、《你怎麼賣，比你賣什麼更重要：史上最強的 70
個商業模式》（日本語原書：三谷宏治《ビジネスモデル全史》）、先覚出版社、
(https://www.books.com.tw/web/sys_serialtext/?item=0010715514&page=1) （最終閲覧
日：2020 年 2 月 10 日）。
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三者が参入できない製品本体で適切な利潤を確保するとともに、修理品・消
耗品の価格は、従前よりも利益率を抑えたレベルに設定することは、サードパ
ーティーの参入を防ぐ手段として考えられる。
その場合、修理品等の純正品が手ごろな価格であることを消費者に訴求しつ
つ、よりカスタマイズ化する製品本体を販売することも考えられる。また、例
えサードパーティーが修理部品・消耗品の市場に参入しても競争力を維持しや
すい。
例えば日系企業の A 社は、インク使用量を節約したいというクライアントの
ニーズを察知し191、大容量インクタンクを採用したプリンターでオフィス市場
の開拓を加速し、消耗品に依存したビジネスモデルからの転換を進めるとして
いる192。プリンターメーカーである X 社も、消耗品に依存するビジネスモデル
からの転換の必要性を意識しはじめ、プリンター本体の販売価格を見直ししよ
うという動きがある193。今の時代ではプリンターが次第に必需品でなくなって
ゆくことから、使用ニーズも徐々に減少していくため、過去のように高めの消
耗品を販売する戦略も有利でなくなってしまうと思われる194。
近年新たに活用されているビジネスモデルは、例えば前述したサブスクリプ
ション方式、所有権譲渡の代わりに使用権のみの契約を交わす等、モノのイン
ターネット(AIoT)と連携しており、高めの消耗品で利益を上げてきた業界にも
転換のきっかけを与えている195。例えば髭剃りの分野において、アメリカ企業
H 社は、過去の髭剃りと替え刃に依存する戦略から転換し、顧客それぞれ個人
的なニーズ（例えば使用頻度や包装の仕方196）を捉えることで、より一層おの

191

参照：https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5095037 （最終閲覧日：2020
年 2 月 10 日）。
192
参照：https://www.epson.jp/IR/pdf/epson25_19-21_presentation_jpn.pdf（最終閲覧日：
2020 年 1 月 10 日）。
193
参照：
https://www.msn.com/zh-tw/money/other/hp-%E6%AD%A3%E8%80%83%E6%85%AE%E6%94%B9%E8
%AE%8A%E5%95%86%E6%A5%AD%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E
4%B8%8D%E7%94%A8%E5%86%8D%E8%B2%B7%E6%98%82%E8%B2%B4%E7%9A%84%E5%A2%A8%E6%B0%B4%
E4%BA%86%EF%BC%9F/ar-BBYRyja （最終閲覧日：2020 年 2 月 10 日）。
194
同上。
195
参照：https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5095037（最終閲覧日：2020
年 2 月 10 日）。
196
参照：https://www.managertoday.com.tw/articles/view/58231 （最終閲覧日：2020 年 2
月 12 日）。
166

― 166 ―

おののニーズに応えられるサブスクリプションサービスを提供し197、かなり大
きな成功を収めている。

197

例えば、週に二回～四回髭剃りをする顧客は、
三か月 15 米ドルのプランを選択することで、
H 社から自動的に三か月ごとに替え刃が自宅に郵送されるシステムになっている。
参照：
https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80392/post/201908140049/Nike%E
3%80%81%E8%BF%AA%E5%A3%AB%E5%B0%BC%E9%83%BD%E5%9C%A8%E5%AD%B8%20%20D2C%E6%99%82%
E4%BB%A3%E4%BE%86%E4%BA%86（最終閲覧日：2020 年 2 月 10 日）。
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