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変革への準備はできていますか？

Anything-As-A-Service(XaaS)



PwCコンサルティングは新しいビジネスモデルの策定と、これを実現する業務・組織・システムの検討を支援します

PwCコンサルティングは新たなビジネスモデルの実現に向け、ビジネス戦略の検討のみならず、プラットフォームの構築、業務要
件・組織体制の見直しなどを含むオペレーティングモデル、ガバナンスモデルの設計、戦略の実現に向けた全社的な取り組みを支
援します。

企業には、顧客のニーズの変化を捉え、新しいビジネスモデルを創造することが求められています

XaaS ソリューションサービス体系と主な検討論点

企業に求められるチャレンジ
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顧客生涯価値志向のビジネス変革

- 顧客リレーション強化(新たなCX)に向けた、L2C(Lead to Cash)プロセスの
構築と継続的な改善【ビジネス戦略、サービス・製品、L2Cオペ】

- L2Cプロセスを支える、契約管理、請求管理、売上管理などの事務業務の見
直し【プラットフォーム機能（以下、PF機能）】

- L2Cプロセスを実行する、組織、人員の見直し【組織・ガバナンス】
デ
ー
タ

データ管理・利用の高度化

- 多発するL2Cプロセス・KPIの変更、他業務データとの整合に対応可能な
柔軟なデータモデル【PF機能／アーキ】

- 新たな機密情報の定義、蓄積などのデータの価値と環境の変化に対応可能
なセキュリティ、マネージメント【組織・ガバナンス／PF機能】

- 全L2Cプロセスで分析・考察可能なデータ分析基盤・ツール【PF機能】

ビジネスを支えるプラットフォームアーキテクチャ

- 新サービスをスピーディにリリース可能なシステムアーキテクチャ
【PFアーキ】

- 流動的な非機能要件に耐えうるスケーラブルなインフラ基盤【PFアーキ】

- 並行開発、高速リリース可能な開発アプローチ、体制【ビジネス戦略、組織・
ガバナンス、PFアーキ】

サブスクリプションビジネスを始めとするビジネスモデル転換の支援

将来予測が困難な状況が続き、経営の不安定さが増大するなか、顧客とのリレーションシップの強
化は企業にとって大きな課題となっています。

企業は旧来の「モノの販売」が主軸のビジネスモデルから、顧客のニーズを捉えた「サービス」を組み
合わせた新しいビジネスモデルへと転換することが求められています。

顧客の変化

ニーズの変化

• 顧客の望みはモノを持つことに有らず

- 「所有」するためではなく、「利用」するためにお金を払う

• 顧客の関心はモノからコトへ

- ハードの機能（モノ）ではなく、感動／満足体験などの情緒
（コト）に価値を感じる

Marketing

Sales

Success
Point

Finance

顧客起点のビジネスが求められている

モノを売るよりも顧客が求める
価値／体験を提供する

ユニット単位売上ではなく顧客
生涯価値が利益をもたらす

 ヒット商品開発よりも顧客とのリ
レーションシップ強化が重要

ブランディングよりも顧客のエク
スペリエンスを重視

プラットフォームアーキテクチャ
1. MVPアプローチ、持続的な成長を前提としたアプリケーションアーキテクチャ

2.流動的な非機能要件に対応可能なインフラアーキテクチャ

3.生体認証、LINEなど誘導に係るペインポイントを軽減することが可能なXaaSソリューション、
システム製品

4.拡張性あるデータモデリング

5.データ定義の変化、新たなデータ蓄積に対するセキュリティ＆プライバシー対策強化

Digital Customer
Experience

1.生産性／ビジネス価値を高めるマーケ&セールスサイクル

2.オムニチャネル戦略とサービス／製品のモデルケース

3.販売チャネルの見直し・最適化、チャネル間のシナジー戦略

4.継続的な改善を前提とした戦略・方針、ロードマップ

5.顧客関係強化に向けたペルソナ・状態定義、パーソナライズ
方針

6.製品価値、評価基準・方法などのKPI
7.実行可能な最小単位の製品・サービスを開発し続ける、

MVP（Minimum Viable Product）アプローチ

プラットフォーム機能
1.顧客への喚起～見積もりまでのL2Q機能

2.複雑化する請求管理、契約管理、売上管理に対応可能な
XaaSソリューション、システム製品

3.新たなKPIに対応可能でかつタイムリーに分析可能なBI機能

4.競合他社と差別化可能なインサイトを導出する分析AIロボ

5.業務負荷軽減、効率化を実現するAI／RPA

ビジネス戦略

組織・ガバナンス

1. 顧客本位な誘導～お試し・見積もりまでのL2Q（Lead to Quote）のプ
ロセス、業務

2. 複雑な規約・見積もりに対応可能な契約管理、注文管理、売上管理
など、Q2C（Quote to Cash）のプロセス、業務

3. L2C全体を通した顧客、ビジネスパートナーへのフォロー

4. L2C全体を通した分析・予測

5. 最終形態として、自動化、最適化されたデジタルサプライチェーン

オペレーティングモデル

サービス・製品

1. 事業固有／共通の業務機能が整備された最適なビジネスドメイン

2. 新たなビジネスドメイン、MVPアプローチに必要な組織、役割、人材

3. 企業文化、行動規範への影響分析に基づくチェンジマネジメント

4. 国内外のコンプライアンス基準に耐えうるガバナンス、プロセス、リス
ク管理

5. データの変化に対応可能なデータガバナンス、マネジメント

1.パーソナライズ可能でかつ購入・利用サイクルの迅速化、単純化に
対応可能なサービス／製品、利用規約

2.価格体系、販売体系（プラン、コースなど）、ディスカウントモデル、そ
れらを加味した収益モデル

3.仮説検証（PoV／PoC）により証明された収益性、市場優位性、実現性



専門チームの知見の

継承と連携による

プロジェクト成功への貢献

• PwCコンサルティング合同会社、PwC
あらた有限責任監査法人の協働により、

会計・システムなどの各分野の専門

チームが緊密に連携し、個々のニーズ

に応じた最適なサービスチームの編成

と、きめ細かい支援が可能

• 専門性の高い技術者による組織体制と

過去のご支援で培った知見を活用した

支援が可能

XaaSソリューションによる

ビジネスモデル変革の実現

• “モノ売り”から“コト売り”へビジネスモ

デ ル の変革 を後押し す る 、 XaaS
（Anything as a Service）ソリューション

を活用することで、事業構想の具体化、

最適なビジネスモデル・組織体制の検

討、それを支えるデジタルプラットフォー

ムの設計と構築、さらに本番運用への

迅速な移行など、戦略から実行まで一

貫して支援

グローバル協業体制による

グローバル展開のご支援

• PwCグローバルネットワークとの連携

により、多数の海外拠点へのソリュー

ション展開実績および専門性の高いグ

ローバルマネジメント体制を有する

• 協業体制で培われたナレッジおよび

数々の導入実績に基づくベストプラク

ティスの提供による、プロジェクト成功

への貢献

PwCの強み ～ グローバルネットワークとビジネスモデル変革の知見を活かし、円滑なプロジェクト推進が可能です。

ご支援事例

 検査機器のモニタ監視、データ活用サポート、ライセンス更改などの各種サービスにお
いて、つど手作業での契約管理～収益管理していたサービスをサブスク化による自動
化を実現。

 グローバル展開を見据えて、グローバルテンプレートを構築。

検査機器のサブスクリプションビジ
ネスモデルおよびシステム環境
構築

 従来の製品販売ビジネスに、販売後もそれらの製品にオプションを順次追加していくた
めのサブスク基盤を構築し、サブスクビジネスを実現。

 プロジェクトを通じて、既存製品からサブスク事業に合った製品を見つけ、すばやくサブ
スクビジネスを展開していく仕組みを構築。

販売機器への付帯サービス追加
を実現するサブスク環境の構築

 グローバルで展開するコネクテッドサービス向けのビジネスモデルおよびグローバル共
通基盤として展開するためのシステム化の実現方式を策定し、サブスクパッケージ製品
の調査・選定を実施。

 また、サブスク基盤および連携する周辺システムを構築し、ビジネスの実現に貢献。

コネクテッドサービス向けサブスク
管理プラットフォームの構築

 コネクテッドサービスを展開する海外拠点向けに、サブスク管理プラットフォームを導入。

 各海外拠点における商習慣や法規などを考慮したサブスクビジネスの要件および現地
のシステム要件を収集・整理し、グローバルで利用するサブスク基盤および現地システ
ムと連携する仕組みの構築を支援。

サブスク管理プラットフォームの
グローバル展開
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PwCコンサルティング合同会社のご紹介

PwCコンサルティング合同会社は、経営戦略の策定から実行まで総合的な
コンサルティングサービスを提供しています。PwCグローバルネットワークと
連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な経営課題の解決に取り
組み、グローバル市場で競争力を高めることを支援します。

PwC Japanグループ

PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメン
バーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別
法人として事業を行っています。
複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、
監査およびアシュアランス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税
務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働
させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他
専門スタッフ約10,200人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワー
クとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努め
ています。

お問い合わせ
PwCコンサルティング合同会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One タワー

TEL : 03-6257-0700（代表）

www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/consulting.html

パートナー
荒井 慎吾

パートナー
福田 健

ディレクター
四ッ谷 信之

02302211
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