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序 

 

 

我が国機械工業における技術開発推進は、ものづくりの原点、且つ、輸出立国維持には必

須条件です。 

しかしながら世界的な経済不況脱出で先進国の回復が遅れている中、中国を始めとするア

ジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上は進んでいます。 そして、我が国の産業

技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。 

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、技術開発推進も一つの解

決策として期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られております。 

これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためには、ものづく

り力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果

を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企業に

おける研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた

開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

本報告書が、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 
 

平成２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 
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は じ め に 

 

 

技術をベースに事業を推進している企業や組織では、事業のグローバル化や製品市場の

世界共通化の進展に伴い、イノベーションを生み出す R&D 戦略、生み出した成果を権利化・

活用して事業に生かす知財・標準化戦略を一体的に事業戦略に組み込んだ三位一体戦略を

推進する運営体制の構築が求められています。 

2006 年 12 月に我が国政府知的財産戦略本部は、「技術標準」、「国際標準化」の獲得の重

要性に鑑み「国際標準総合戦略」を策定し、国全体の研究開発活動と国際標準化活動の一

体化に注力するとしており、この流れを受けて、経済産業省、日本経団連の後押しの下、「標

準化経済性研究会」の事例研究の成果をもとに企業幹部の認識も変わりつつありますが、同

研究会でも三位一体のマネジメントについては、課題として残され、その後さらに調査・検討が

進められたが、依然として課題は残っています。現状では、一部企業で取り組みを模索、試行

している段階であり、機械業界として率先してマネジメント体制構築の指針となるガイド案の作

成が求められています。 

こうした背景に鑑み、事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略調査専門部会を設置し、本

年度は、グローバル戦略の中で標準化と知的財産を活用した事例を中心に調査し、三位一体

戦略構築にあたっての課題を整理するとともに、基本要素、組織、人材のあり方を検討してい

く骨格を検討いたしました。 

本報告書が企業の経営層の三位一体戦略の推進運営体制検討の一歩になることを期待し

ます。 
 

 

事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略調査専門部会 

部会長 安 井 公 治 
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1. 調査専門部会の開催 

1.1 調査専門部会名簿 

事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略調査専門部会 委員名簿 
（敬称略、委員氏名五十音順） 

 

 所属・職位 氏名 

部会長 三菱電機株式会社 開発本部開発業務部次長 安 井 公 治

副部会長 一橋大学 イノベーション研究センター教授 江 藤   学

東京大学 大学院経済学研究科 ものづくり経営研究センタ

ー研究ディレクター・准教授 
新 宅 純二郎

（株）IHI 技術開発本部知的財産部企画・渉外グループ部長 富 岡 史 城

川崎重工業（株） 技術開発本部技術企画推進センター技術

企画部技術戦略課課長 
中 村 洋 一

（株）栗本鐵工所 技術開発本部知的財産部技術主査 木野井 慶 介

（株）小松製作所 開発本部業務部部長 山 田   透

（株）ジェイテクト 研究開発センター研究企画部主査 武 田   稔

（株）東京機械製作所 執行役員 R&D 部長 鈴 木 誠 治

（株）東芝 技術企画室標準化担当グループ長 村 井 俊 雄

（株）西島製作所 研究開発部部長 前 田 英 昭

日本電気（株） 知的資産 R&D 企画本部本部長 西 本   裕

日立造船（株） 営業企画部戦略企画グループ担当部長 小 河 謙 二

委 員 

富士電機ホールディングス（株） 技術開発本部技術戦略室

担当部長 
郡 浜 英 一

社団法人日本機械工業連合会 常務理事 石 坂   清

社団法人日本機械工業連合会 業務部次長 多 並 輝 行

社団法人日本機械工業連合会 標準化推進部部長代理 宮 崎 浩 一

株式会社三菱総合研究所 安全科学グループ 主席研究部長 首 藤 俊 夫

株式会社三菱総合研究所 安全科学グループ 主席研究員 土 屋 正 春

株式会社三菱総合研究所 安全科学グループ 研究員 石 原 嘉 一

株式会社三菱総合研究所 安全科学グループ 研究員 美 濃 良 輔

事務局 

株式会社三菱総合研究所 科学技術研究グループ 高 谷   徹

 
（平成 22 年 3 月 1 日 現在） 



－2－ 

1.2 調査専門部会開催概要 
 

表 1-1 調査専門部会開催概要 

回 日 検討内容 
1 平成 21 年 12 月 2 日 (1) 調査に当たっての問題提起（講演） 

江藤副部会長より、議論に向けての参考となる情報として、

「事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略に向けた検討」に

ついてプレゼンテーションが行われた。プレゼンテーションで

は、日本の現状として、今までは、ただ単に標準化を推進して

きた感じであると述べ、目指すべき姿として、知財戦略も含め

た形で標準化を考え、標準化をツールとして知財と一体化す

る必要があると説明された。また、本部会では、「知財・標準化

戦略に必要な視点」、「標準化を組込んだ知財戦略のモデ

ル」、「三位一体を実現する役割分担」、「それを実現する組織

構造・組織環境」の視点で検討を行う必要があるのではないか

と問題提起がなされた。 
 

(2) 今後の進め方について 
事務局より「調査検討の進め方」を説明した。今年度は、「標

準化経済性研究会」等の既調査で残された課題を明らかに

し、①三位一体戦略の現状と問題意識の把握のためのアンケ

ート調査を実施する。②三位一体戦略の必要性を整理する。

③三位一体戦略構築にあたっての基本要素、組織体制、人

材のあり方等、を検討していきたいと計画を説明した。委員か

らは、本年度の検討の三位一体戦略の骨格を見える化できる

と良いと、意見をいただいた。 
 

(3) アンケート調査について 
事務局より「アンケート調査票（案）」を説明した。アンケート

調査は、各社、三位一体戦略をどうとらえているのか、各社の

課題意識をアンケートで抽出していくことが目的と説明した。そ

して、事務局でアンケート調査（案）を修正し、後日、委員の

方々に回答を依頼した。 
2 平成 22 年 2 月 2 日 (1) 講演 

新宅委員より、議論に向けての参考となる情報として「アー

キテクチャのポジショニング戦略」についてプレゼンテーション

が行われた。インテルの MPU やクァルコムの CDMA 技術を挙

げ、両社の事業戦略、標準化戦略、知財戦略の事例を紹介し
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た。そして、今後のビジネスの競争を勝ち抜くには、アーキテク

チャのポジショニングの移動戦略が必要ではないかと見解を

示された。質疑応答の際には、アーキテクチャ・マトリックスの

ポジショニングを取り上げ、自動車等の事例を議論した。 
(2) 現状の問題意識把握のためのアンケート結果 

事務局より「アンケート調査結果」を説明した。アンケート結

果から、事業戦略と R&D 戦略および、R&D と知財戦略が連

携している企業は多いが、事業戦略と R&D 戦略と知財戦略

の連携はうまくいっていないことを示唆する結果を示した。 
 
(3) 三位一体の取り組み事例について 

事務局より「機械産業における三位一体の取り組み事例に

ついて」を説明した。工作機械、DVD プレーヤー等の事例を

挙げ、機械産業の標準化事例を製品特性群で分類した。モジ

ュール化の利点として、「システム複雑性の低減」、「変化への

局所的対応」、「組み合わせ自由度拡大」、「技術開発進展」

があると説明した。また、機械分野でも電子化、ネットワーク化

が進んでおり、電子分野の標準化の事例も参考になることを

示した。 
 
(4) 今後の調査について 

事務局より「三位一体の検討の方向性について」を説明し

た。委員より、三位一体の定義は明確では無く、この部会でも

合意できていないが、標準化を加えると、どのような取り組みが

必要であるのかということに焦点を置いて議論した方が良いだ

ろうと意見をいただいた。 
3 平成 22 年 3 月 8 日 (1) 課題の整理と今年度のまとめについて 

事務局より「アンケートにみる機械産業が有する課題」を説

明した。各委員に回答していただいたアンケート調査の結果、

標準化、知財、R&D、事業戦略のどの分野においても人材不

足の課題があがっていることが明らかになった。また、どの企

業の組織にどのような要素が不足していることが原因で、三位

一体がうまくいかないのかという具体的な回答があがっていな

いので、三位一体という言葉はあるものの具体的なイメージが

ないと考えられると説明した。 
 
(2) 機械産業における製品アーキテクチャの発展事例 

事務局より「機械産業における製品アーキテクチャの発展

事例」を説明した。説明の中で、工作機械の事例を挙げ、製
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品特性を考慮してモジュール化することが重要であると説明し

た。そして、標準化するためには自社の製品特性は何なの

か、協業するときであっても、自社の製品特性を見極め、アー

キテクチャをどう変化させるかに尽きると説明した。質疑応答の

際に、委員から、機械分野はニッチと差別化、顧客のニーズに

合わせてカスタマイズしていくため、標準化があまり進んでこな

かった、標準化が必要なかった分野だったのかもしれない等

の意見が挙がった。また、標準化の波から守ることも一つの戦

略として考えられ、積極的に標準化された部品を活用していく

ことも事業の戦略としてあり得るかもしれないと、今後の方向性

について議論を行った。 
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2. 調査研究の背景と目的 

2.1 調査研究の背景と目的 

世界共通化の進展に伴い、イノベーションを生み出す R&D 戦略、生み出した成果を権利

化・活用して事業に生かす知財・標準化戦略を、一体的に事業戦略に組み込んだ三位一体

の技術戦略を推進する運営体制の構築が求められている。 

2006 年 12 月に、我が国政府の知的財産戦略本部は、「技術標準」、「国際標準化」の獲得

の重要性に鑑み「国際標準総合戦略」策定している。 

この総合戦略では、（1）イノベーションを促進する、（2）国際競争力を強化する、（3）世界の

ルール作りに貢献する、の‘3 つの視点’を基本姿勢とし、国全体の研究開発活動と国際標準

化活動の一体化に注力する、としている。この流れを受けて、経済産業省、日本経団連の後

押しの下、「標準化経済性研究会」の事例研究の成果をもとに、企業幹部の認識も変わりつつ

ある。しかし、同研究会において、三位一体のマネジメントについては課題として残され、その

後さらに調査・検討が進められたが、依然として課題は残っている。現状では一部企業で取り

組みを模索、試行している段階であり、機械業界として率先してマネジメント体制構築の指針

となるガイド案の作成が求められている。 

本事業は、企業における三位一体の技術戦略策定のための運営体制構築に役立つガイド

案を作成し、普及浸透させることにより、我が国企業の効率的、効果的な技術戦略策定に役

立たせることを目的とする。 

2.2 主な政策等の動向 

主な政策等の動向について整理する。引用中の下線は本部会による。 

2.2.1 知的財産戦略大綱 

2002 年に知的財産戦略会議でまとめられた「知的財産戦略大綱」[1]では、「第３章 具体

的行動計画」「３．知的財産の活用の促進」 「（２）企業における戦略的な知的財産の活用」 

「① 経営者の意識向上と戦略的な特許取得の活用」の中で、「ア） 知的財産の経営戦略化」

として、以下のようにうたわれている。 

企業自らが、知的財産を自社の競争力の源泉として経営戦略の中に位置づけ、それを事業

活動に組み入れることにより、収益性と企業価値の最大化を図るとともに、それに併せた知的

財産のグローバルな戦略的取得・管理を行うための戦略的なプログラムを策定できるよう、企業

の実態を踏まえつつ２００２年度中に参考となるべき指針を策定する。（経済産業省） 
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2.2.2 知的財産の取得・管理指針 

2003 年に産業構造審議会 知的財産政策部会 経営・市場環境小委員会では、「知的財

産の取得・管理指針、営業秘密管理指針、技術流出防止指針、特許・技術情報の情報開示

のパイロットモデル、知的財産権の信託に関する緊急提言」[2]の一部として、「知的財産の取

得・管理指針」を公表している。 

この中の「２．事業戦略や研究開発戦略としての知的財産戦略」では、以下のように記述さ

れている。 

事業戦略、研究開発戦略及び知的財産戦略は、三位一体として構築するべきである。すな

わち、知的財産を効果的に活用して、事業戦略や研究開発戦略を策定するとともに、知的財

産を有効に活用して、事業のコア・コンピタンスを保護していくことが今後の企業経営の重要な

ポイントとなる。 

2.2.3 戦略的な国際標準化の推進に関する提言 

2004 年に社団法人日本経済団体連合会から公開された「戦略的な国際標準化の推進に

関する提言」[3]では、「I．国際標準化活動の重要性」、「II．企業の果たすべき役割」の中で以

下を提言している。 

I．国際標準化活動の重要性 
（１）近年、企業にとって国際標準化は事業戦略の非常に重要な要素になっている。 
（２）欧米諸国は、自国の規制や企業の技術を含んだ国際標準の制定に、官民一体となっ

て、戦略的に取り組んでいる。 
（３）わが国においても、わが国技術の積極的な国際標準化や、他国が進める国際標準化

への対応の双方において、官民一体となった取り組みが急務である。 
II．企業の果たすべき役割 
（１）国際標準化活動の統括部署の設置が重要である。 
（２）国際標準化に携わる人を積極的に評価すべきである。 
（３）国際標準化提案への戦略的取り組みを行う必要がある。 
（４）わが国全体としての国際標準化活動に産業界は協調して取り組むべきである。 

2.2.4 国際標準総合戦略 

2006 年に知的財産戦略本部は「国際標準総合戦略」[4]をまとめている。 

冒頭では「次なる１００年に向けて」として、以下のように示されている。 
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標準を制する者が市場を制する。グローバルな経済活動を妨げる国境の壁が低くなり、市

場が世界単一化しつつある中で、いかに優れた製品を作ろうとも、その製品が世界標準に合

致していなければ、あるいは世界標準そのものでなければ、必ずしも市場を獲得できない時代

になった。WTO 協定はこれを制度的に裏打ちし、各国の標準を国際標準に整合させることを

義務付けている。こうして「標準化」の意義は著しく変容し、互換性を確保したり最低限の品質

を保証するといった旧来の意義を超えて、企業が事業戦略を構築する上で重要不可分な要素

となったのである。 

また、「第１章 産業界の意識を改革し、国際標準化への取組を強化する」の中では、「１．

経営者の意識を改革する」として以下が示されている。 

1995 年の WTO/TBT 協定の発効以後、(１)諸外国による国際標準化への戦略的取組、(２)
先端技術分野を中心とした事前標準の広がり、(３)知的財産を含む国際標準の増加、(４)デジ

タル化の進展による産業構造の変化など、国際標準化を取り巻く環境は、めまぐるしく変化して

いる。国際標準の重要性が一層高まっているだけでなく、その目的や内容にも質的な変化が

見られ、これまで標準化によるビジネスへの影響が薄いと考えられていた分野においても国際

標準化への積極的取組が必要となってきている。研究開発の最前線で標準化が行われる時代

となり、標準化戦略と、研究開発戦略、知的財産戦略とを切り離して考えることができなくなった。 
国際標準はイノベーション促進の観点からも重要である。研究開発の成果を、国際標準によ

り市場と社会に展開することによって、世の中に変革をもたらすイノベーションの実現が可能と

なる。 
また、自己の技術を国際標準化することにより、研究開発投資の早期回収を図り、新たな研

究開発の資金とするサイクルを確立することができる。 
更に、先端技術分野における国際標準化は、技術開発の方向性における不確実性（いわ

ゆる「死の谷」の問題も含め）を減少させ、国際標準化により創出された共通のプラットフォーム

に基づく更なるイノベーションの創出を促進する面もある。 
今後、我が国の産業競争力を維持・向上していくためには、企業の経営者が、標準化に対

する伝統的な理解にとらわれず、国際標準を経営上の重要ツールとして戦略的に活用すると

いう認識を持ち、社内の取組強化において指導的役割を果たすよう、その意識改革を促進し

ていく必要がある。 

次の「２．企業の組織体制を強化する」では以下のように示されている。 

企業における国際標準化は、国際標準の獲得自体が目的ではない。国際標準を活用して

自社に有利にビジネスを展開するためには、（１）何を対象にどのレベルまで標準化するか（又

はしないか）、（２）そのための有利な標準化のスキームは何か（デジュールか、フォーラムか）、

（３）自社の知的財産をどのように活用すべきかなど、研究開発戦略、知的財産戦略、事業戦

略も踏まえた総合的な判断が必要となる。 
そのような判断は、具体的な国際標準化活動に参加する個々の技術者に求めるべき性格

のものではない。本社機能としての専門の担当部署や組織による判断がなされるべきであり、

国際標準化に関する企業内の組織体制の強化が必要である。 
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2.2.5 知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会 

2010年の2月から、知的財産戦略本部では「知的財産による競争力強化・国際標準化専門

調査会」を設け、まずは、新たな知的財産推進計画に向けた検討を進めている。 

検討のとりまとめは公表されていないが、会議資料の『「知的財産推進計画 2010（仮称）」骨

子に盛り込むべき事項について（案）（知的財産による競争力強化・国際標準化関連）』の中で

は、以下のように現状認識が示されている。 

○ 経済のグローバル化、新興国の追い上げ等により、国際競争が激化する中、今後の国

内市場の大きな伸びが期待し難い我が国が大きな経済成長を遂げるためには、その国際競争

を勝ち抜いていく必要がある。 
○ 日本の技術力は多くの分野で依然として世界最高水準だが、それが日本の産業の国際

競争力に必ずしも結びついていない。これは国際競争力が、技術のみならず画期的なビジネ

スモデルやそれを可能ならしめる国際標準化を含む知的財産マネジメントに依存するようにな

ったためである。 
○ 国際競争における戦略上の重要なツールである国際標準や知的財産を駆使し、「知を

使う知」の競争を勝ち抜くことこそが、我が国の優れた「知」をグローバルな規模での経済的価

値創出へと結び付け、イノベーションを実現する近道である。 
○ しかしながら、過去の事例を見ると、国際標準や知的財産権を獲得したにもかかわらず、

事業で失敗した例も少なくない。また、これまで国際標準化活動は欧米と比較して低調であり、

知的財産権の取得は、国内重視の傾向が強い。 
○ それに対し、中国、韓国なども、事業戦略やビジネスモデルの変化に対応した国際標準

化や知的財産戦略も国を挙げて強化し、「知を使う知」の競争が一層熾烈になってきている。 
○ 我が国が激化する国際競争を勝ち抜いていくためには、国際標準や知的財産を有効な

ツールとして、これらを我が国企業等の事業活動に活用すべく国際的な戦略を強化することが

喫緊の課題である。 
○ また、我が国経済の基盤を担うベンチャー・中小企業の経営における知的財産の活用

に関する意識は低く、我が国大学の研究水準は高いが、産業界による事業の成功まで結び付

いていない。さらには、オープン・イノベーションへの対応など、イノベーションの担い手の活動

を底辺から支える知的財産制度にも課題がある。 
○ 世界に通用する事業を生み出し続けなければならない。そのためには、これまで十分に

活かしきれていなかったベンチャー・中小企業、大学を含めた我が国のイノベーションの担い

手の優れた「知」を生み出す能力を、知的財産を梃子にしながら、最大限有効活用していく必

要がある。 

2.3 先行調査の概要 

先行調査としては以下の 2 つがある。引用中の下線は本部会による。 



－9－ 

2.3.1 標準化経済性研究会 

経済産業省では 2003 年、計量経済学、産業組織論、環境経済学などの経済学者、戦略経

営論、競争戦略論、戦略提携論などの経営学者、戦略的に活動している産業界代表及び高

い知見を持つ関係者によって構成した「標準化経済性研究会」（座長：土井教之（関西学院大

学教授））を設けた。 

標準化経済性研究会は次のような検討を行った。 

基本的問題意識（2003 年春ＪＩＳＣ総会） 
・ 国際標準化活動の経営戦略上の「意義」や同活動の「価値」を整理する 
・ 国際標準化活動に「割くべき経営資源」（例：質・量）を明確化する 
・ 事業戦略と国際標準化活動を連動させるための「方法論」を提示する 
・ 以上を行うことで民間企業の標準化活動を活性化する 
 
第一期：マクロ・ミクロ分析（2003 年後期～2004 年度） 
目的：標準化の成果が経済成長に役立つことを証明する 
手法：マクロ・ミクロ経済分析により特定の標準化が成長に与えた影響を読み取る 
結果：経済学的手法による分析では説得力のあるデータを出すことは困難 
 
第二期：事例研究（2005 年度） 
目的：企業経営層に標準化の重要性を訴える 
手法：標準化により企業が儲けた事例をベストプラクティスとして集める 
結果：経営層など標準への理解が低い層には好評 
実際に標準化を行った層（特に敗者側）からは、標準化活動の正解が示されていないことへ

の不満 
 
第三期：横串による一般化（2006 年度） 
目的：企業における標準化リーダー層に対する事業戦略との一体化の重要性啓蒙 
手法：事例の共通化を行い、標準化による事業成功例の一般解を整理する 
結果：標準の事業活用専門家から研究の進展に対して高い評価 
日本企業における意思決定システムが標準化の事業活用を阻害している可能性の顕在化 
 
第四期：今年度の研究（2007 年度） 
目的：企業内部で、標準化リーダー層が、幹部や若手職員に対して標準化と事業 
戦略の一体化が重要であることを説明でき、それを実際に実践できる能力 
獲得の支援 
手法：標準化に対する企業組織・意思決定システムの研究・分析 
標準化を事業戦略の一部として積極活用するうえで必要な技術情報管理、標準化関連組

織、意思決定システムの一般化を図る 

出所：平成19年度標準化経済性研究会報告書「これまで標準化経済性研究会の活動の

経緯」[5] 
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特に、平成 19 年度（2007 年度）の報告書では、「標準化プロセスモデルの検討」として、標

準化戦略の考え方、標準化の戦略パターンを整理している。 

まず、事業戦略において標準化の必要性が高まっている理由として以下を挙げている。 

【標準化の必要性が高まっている理由】 
・ 技術開発から製品化までのリードタイムが短くなり、最新技術が製品に次々と導入される

ようになった。これによって市場が技術を選択してから標準化をしていたのでは、技術進歩のサ

イクルに間に合わない状況が生じている。 
・ 製品が多様化し技術の複雑化や高度化が進んだ結果として、一社単独の技術で製品化

することが困難となり、狭義のデファクト・スタンダードの獲得が目指しにくくなっている。技術を

有する企業間で技術の相互利用を前提としたコンセンサスの形成をしなくては事業化ができな

い状況にある。 
・ エレクトロニクス製品を中心にモジュール化が進み、上位レイヤ、中間レイヤ、下位レイヤ

ごとに事業者が技術の提供領域を棲み分ける産業構造になっている。 
・ グローバル競争のなかで、企業が市場競争力を得ていくためには、自社の得意な技術領

域に特化し、加工や組み立ての部分はコスト競争力のあるアジア工業国と分業体制をとらざる

を得ない状況になっている。 

その上で、4 つの基本的な標準化戦略として表 2-1 を挙げている。 
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表 2-1 4 つの基本的な標準化戦略 

非標準領

域を残す

戦略 
 

標準作成時に、市場の立ち上げに必要な、購入者側の安心感の提供や補完する製品や

サービスの拡充を行うために必要な製品技術を固定する非競争領域（標準化領域）を設

定する。同時に自社に競争的な優位性がある領域は付加価値を集中し、競争領域（非標

準化領域）として残す。非標準化領域は、規格が普及し市場が拡大したのちにも自社の

製品の差別化ができる領域とする。 
特に、複数の技術をより合わせて機能を実現するシステム型製品の場合、付加価値はそ

れぞれの企業が提供する技術のすり合わせ領域に集中しやすい。すり合わせ領域を独

占する形でコンセンサス標準が形成できれば大きな収益に結びつくであろう。 
また、標準化された部分を早期に普及させ、より多くの標準への賛同者を増やすために技

術の幅広い公開と低ライセンス費用での活用ができる条件を整える必要がある。 

性能標準

化をする

戦略 
 

製品のサイズや形状、材料、機能についての細かい仕様を標準化するのではなく、製品

のもつべき性能の目標値のみを標準化することで、川下側の利用者が求める機能や性能

を標準化し、それを実現する方法は各社に任せる戦略である。特に自社の製品の中に他

にはない高性能な部分が存在し、そこがアピールポイントになっている場合、自社の強み

を市場環境の中で生かす方策が必要である。類似する、自社よりも性能の落ちる機能の

製品が自社製品に比べて格安で提供されると、性能の高い製品が必ずしも生き残れない

場合がある。 
このようなケースにおいては製品の性能の違いに関する情報をユーザ側に正しく伝え、安

心感を与える手段として性能標準化は重要な役割を果たす。 
また性能標準は、ユーザ側の購買層に応じて複数のレベルの性能に製品がカテゴリー化

される場合、高性能な機能を提供する製品の付加価値を保証する役割も果たす。 
性能標準を用いて自社製品の機能の比較優位性を検証することができる企業はそれなり

の設備を有する企業に限られるので、性能標準を活用できるのは一部の企業に限られ

る。 

コ ス ト ダ

ウン戦略 
 

コストダウンと標準化の関わりには二つの目的がある。 
一つは、市場創出期にリーズナブルな価格で製品を供給し、市場の形成・拡大につなげ

るためのコストダウンである。市場に受け入れられる範囲の安いコストでの部品の調達、生

産を行い、市場立ち上げ時に必要な投資コストを分散させ費用負担を少なくする必要が

ある。 
このためには、非競争領域を共有する参加者を増やして開発コストを分散する生産方法

を標準化し、安いコストで加工組み立てができるところに生産をアウトソースする、他の製

品と部品を共有し量産効果を高めるなどの戦略が考えられる。 
もう一つは、市場を拡大する必要がない、これ以上の市場の拡大が見込めない状況にお

いて、自社の製品の生産コストを低減し、他社の製品に対し価格競争力をもつことで市場

シェアを伸ばす方法である。このためには、部品等の供給を行う川上側の標準化を行って

交渉力を高め取引コストの低減を図るとともに、部品調達業者を増やし競争による調達コ

ストの削減を行う。 

インタフェ

ース標準

化戦略 

市場が成熟し、これ以上市場の拡大が見込めない場合、自社の製品技術が周辺市場の

他の製品にも利用できるように互換性を確保する規格を策定したり、複数の異なる規格で

セグメント化されている市場を一つの市場にまとめあげるためにマルチに対応できる規格

を作成したりする戦略である。 
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 異なる複数の製品の共通の機能について技術の互換性が確保されれば、単にユーザの

利便性が高まるだけではなく、インタフェースの仲介による複数の製品機能の組み合わせ

による新しい機能やサービスが創出される可能性がある（ブリッジング外部性）。 
さらに、インタフェースがプラットフォーム化されることによって、インタフェースの高度化に

合わせて周辺製品の機能の拡張が進むことも考えられる。 
自社の製品機能の発展の方向性に合わせて標準化ができれば、インタフェースを介した

周辺機能の増加や拡張が、自社の製品の付加価値を高めることになる。 

 

さらに、標準化戦略を図 2-1 に示すように市場フェーズ毎に位置づけて検討しており、研究

会の成果は「コンセンサス標準戦略」としてまとめられ、出版された。 

 

 

図 2-1 標準化戦略の市場フェーズ別の位置付け 

出所：平成 19 年度標準化経済性研究会報告書[5] 
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2.3.2 標準化と知的財産に関する研究会 

経済産業省では、平成 14 年度に「研究開発・知的財産及び競争政策と標準化の関係のあ

り方に関する研究会」1（座長：長岡貞男一橋大学教授）が設けられて以来、標準化と知的財産

の関係について継続的に検討を進めてきた。 

研究会は平成 20 年度で終了するまでに、標準化と知的財産に関連した係争事例、主要標

準化団体におけるパテントポリシーの現状、パテントポリシー運用の実態と課題を整理し、企

業のニーズ調査の実施、国際シンポジウムの実施を行っている。 

標準化担当者に対するアンケートで、特許権に抵触する技術を含む標準化について、どの

ように考えるかを聞いた結果を以下に示す。標準に特許が含まれるのが当然であるという回答

から、無償か特許を含めるべきでないという回答まで意見が分かれていることが分かる。 

 

わからない。

0%
特許権が含まれない

又は特許権が無償で

ある技術でない限り、

標準に含めるべきで

はない。

34%

特許権が有償である

技術を標準に含める

ことは、場合によって

はやむを得ない。ケー

ス・バイ・ケースであ

る。

46%

特許権が有償である

技術であっても、標準

に含めることに躊躇す

べきではない。当然の

ことである。

20%

 

図 2-2 特許権に抵触する技術を含む標準化に対する考え方 

出所：先端技術分野における技術開発と標準化の関係・問題に関する調査 報告書 
 

一方、知的財産部門に対するアンケートでは、特許を含めた標準についてより肯定的な結

果となっており、標準化担当者に対する調査との違いが明確になっている。 

                                                      
1 平成 15 年度からは、「標準化と知的財産に関する研究会」 
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特許権が含まれな

い又は特許権が無

償である技術でな

い限り、標準に含

めるべきではない,

9%

特許権が有償であ

る技術を標準に含

めることは、場合に

よってはやむを得

ない。ケース・バイ・

ケースである, 70%

わからない, 4%

特許権が有償であ

る技術であっても、

標準に含めること

に躊躇すべきでは

ない。当然のことで

ある, 17%

N=69

 

図 2-3 特許権に抵触する技術を含む標準化についての問題意識および要望 

出所：先端技術分野における技術開発と標準化の関係・問題に関する調査 報告書 
 

知的財産担当者に対して実施したアンケートにおいて、回答者の所属企業での、標準化活

動への知的財産部門の関わりを聞いた結果を以下に示す。 
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標準化活動は標準化

担当者（知的財産を

担当していない者）が

行い、知的財産部門

（担当者）は原則とし

て標準策定段階では

関与しない, 26%

わからない, 23%

標準化活動は標準化
担当者（知的財産を

担当していない者）が

行うが、標準化しよう

とする技術に自社の

特許が含まれる可能

性がある場合のみ、

知的財産部門（担当

者）が標準策定段階

から関与する, 38%

どのような場合にも、

知的財産部門（担当

者）が標準策定段階
から関与する, 10%

その他, 3%

N=69

 

図 2-4 標準化活動に対する知的財産部門の関わり方 

出所：先端技術分野における技術開発と標準化の関係・問題に関する調査 報告書[6] 

 

知的財産部門が標準化活動に、どのような場合でも関与するとの回答は 10%と少数派であ

り、標準に特許が含まれる可能性がある場合のみ関与するが 38%、次いで標準策定段階では

関与しないとの回答が 26%と多い。 

以上から、特許と標準化の関係については企業、事業、担当者によって様々な考え方があ

ると思われること、知的財産部門と標準化部門との意思統一や連携には課題があることが推察

される。 

2.4 残された課題 

以上のように、政策等や先行研究によって、標準化戦略の重要性、事業戦略、研究開発戦

略及び知的財産戦略をも一体化した戦略の重要性が強調されている。 

しかし、これらを一体としたマネジメントを企業としてどのように実現していけばよいのか、経

営者層の認識も変わりつつあるものの、現状では一部企業で取り組みを模索、試行している

段階である。 

そのため、以下についての検討が必要と考えられる。 
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 事業戦略と標準化戦略、研究開発戦略と事業戦略、知的財産戦略と標準化戦略

のように個別の連携ではなく、それらを一体化した戦略（三位一体戦略）の必要性

とモデルについて整理検討すること。 

 ICT 分野だけではなく、機械産業において三位一体戦略はなぜ必要か、どのような

ものが必要かを明らかにすること。 

 三位一体戦略を実現するためのマネジメント体制構築について検討すること。 

 マネジメント体制構築の指針となるガイドライン案の作成を行うこと。 
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3. 事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略の取り組み事例 

3.1 これまでの取り組み事例 

本節では、機械産業に限らずに、標準化戦略をうまく活用できたと思われる三位一体戦略

の取り組み事例の概要を示すとともに、それらを実現する上で必要であると考えられる項目を

まとめる。 

なお、取り組み事例を紹介するにあたっては、考察する観点として製品特性の分類や、標

準化ビジネスモデルが重要であるため、まずそれらを簡潔に整理している。 

3.1.1 製品特性 

(1) モジュール型と統合（インテグラル）型 

製品の部品の相互依存性によってモジュール型と統合（インテグラル）型がある。それらの

違いを図 3-1 において模式的に表す。モジュール型とは、個々の構成部品が独立しても高い

機能を持ち、これらを寄せ集めることで製品として成り立つ。そのため、構成要素間の相互依

存性が小さく、製品統合が容易である。一方、統合（インテグラル）型とは、構成部品が複雑に

絡み合っており、これらの擦り合わせによって製品の機能が成り立つ。構成要素間の相互依

存型が大きく、製品統合が困難である。 

 

 

各種資料に基づき、（株）三菱総合研究所により作成 

図 3-1 モジュール型とインテグラル型 
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(2) オープン型とクローズ型 

モジュール間の相互作用、配置、連結、情報交換の仕方を詳細に規定するものをインタフ

ェースという。部品間のこのインタフェースによってオープン型とクローズ型に区別する。オー

プン型とは、要素間のインタフェースが産業界で標準化、共通化された型である。一方、クロ

ーズ型とは、インタフェースが標準化されておらず、インタフェースに関するルールが一つのプ

ロジェクトや生産物で閉じている型である（図 3-2 参照）。 
 

 

 

各種資料に基づき、（株）三菱総合研究所により作成 

図 3-2 オープン型とクローズ型 
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(3) 製品特性の群別 

以上を踏まえて、製品特性を群別したものを図 3-3 に示す。インテグラル型は、そもそもイン

タフェースを持たないため、クローズ型に属する。（藤本隆宏「組織能力と製品アーキテクチャ」

[7]を参考とする。） 
 

 
（出典）藤本隆宏「組織能力と製品アーキテクチャ」 

図 3-3 製品特性の群別 

 

これまで日本は、自動車で代表されるクローズ・インテグラル型（製品群 A）で強みを発揮し

てきた。これに対し、汎用部品を組み合わせて製品を作れるオープン・モジュラー型製品（製

品群 C）になると、技術蓄積のないキャッチアップ工業国の企業でも簡単に市場参入し、日本

はシェアを獲得できない。 

しかし、普及する製品の多くは、部品や設備が流通することによって、製品群 A→製品群 B

→製品群 C といった流れを有する。製品群 A→製品群 B への流れは、「モジュール化」と言う。

産業界においてモジュール化が進行する理由として、以下の 3 点が考えられる。 
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１） 機器の複雑化 
 単体機器としての機能の豊富化に加え、機器同士がネットワークでつながることにより、シ

ステム全体の機能が複雑化している。 
 
２） 開発業務への効率化への圧力の高まり 
 モジュール化は、開発の分業や部品の共通化によって、開発業務の効率が上昇する。企

業収益を増大させるため、業務効率向上への圧力は、開発業務まで及んでいる。 
 
３） モジュール化＋オープン化を積極的かつ戦略的に推進してきた企業群が勝ち残って

きた。 
 コンピュータ産業において IBM が PC のオープン・モジュール化を行ったことにより、業界

全体の市場価値が劇的に上昇した。さらに、市場価値の上昇とともに参入企業の数も劇的

に増えた。 

以上を踏まえると、モジュール化のメリットは以下の通りである。 
 

 システム複雑性の低減 

 変化への局所的対応 

 組み合わせ自由度の拡大 

 イノベーションの促進 
 

したがって、互換性確保および共通インタフェースの確立を行う標準化戦略は、市場を拡大

させるのに非常に有効であると考えられる。 
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3.1.2 標準化ビジネスモデル 

標準化ビジネスモデル（一部、特許も含む）は、オープン化、ブラックボックス化、モジュラー

型、擦り合わせ型、取引コスト、技術伝播スピード、比較優位の国際分業などのキーワードで

表現される経営環境の組み合わせである。そこで、ビジネスモデルのフレームワークの一例と

して、小川紘一 著、「国際標準化と事業戦略」に示されている 4 つの標準化ビジネスモデルと

事例を以下に示す。 
（参考資料：小川紘一 著、「国際標準化と事業戦略」、白桃書房[8]） 

表 3-1 標準化ビジネスモデルの一般化 

ビジネスモデル 解説 事例 

標準化第一 
ビジネスモデル 

1. 付加価値をカプセル化したブラックボ

ックス領域の外部インタフェースを標

準化し、汎用品に転換させて大量普

及。 
2. ブラックボックス領域の技術進化を独

占してオープン市場を支配。 

乾電池 
300mm シリコンウエハー 
鉛フリーはんだ 
エアコンや冷蔵庫で使う冷

媒 
欧州の携帯電話の基地局と

基地局制御システム 
デジタルカメラ 

標準化第二 
ビジネスモデル 

1. 基 幹 部 品 ・ 材 料 を 核 に

Turn-Key-Solution 型プラットフォーム

を構築し、インタフェース標準化、技術

進化の独占、および知財マネジメント

の組み合わせでオープン市場を支

配。 
2. 基幹技術領域とオープン環境の技術

モジュールとの相互依存性をネットワ

ーク・プロトコルによって強化し、インタ

フェースとプロトコルの標準化、技術進

化の独占、および知財マネジメントの

組み合わせでオープン市場を支配。 

パソコン・CPU（インテル） 
携帯電話産業（ノキア） 
CD プレイヤー（ソニー） 
自転車（シマノ） 
 

標準化第三 
ビジネスモデル 

1. 内部構造の細分を標準化によってオ

ープン化し、産業障壁の撤廃によって

競争原理を働かせながら低コスト調達

を可能にする。 
2. 内部構造を標準化によってオープン

化して技術モジュールの組み合わせ

型へ転換させ、先行する既存企業の

独占体制をキャッチアップ型の企業／

国が切り崩してビジネス・チャンスを掴

む。 

携帯電話のカメラ・モジュー

ル（ノキア） 
オートバイ（ホンダ） 
300 ミリ・メートル・450 ミリ・メ

ートル半導体シリコンウエハ

ー標準化（インテル） 
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標準化第四 
ビジネスモデル 

1. 経済活性化を目指した新規市場の創

出を第 1 の目的にする。 
2. まずは互いに新たな価値を互いに共

創し合う場を作り、新しい価値を顕在

化させる。 
3. 共創が生み出す場は必ず取引コスト・

ゼロであって巨大市場を生み出すが、

同時にサプライチェーンの特定レイヤ

を独占化する比較優位の国際分業が

生まれる。共創の場と競争の場を同時

に共存させることで、経済が活性化す

る。 

インターネット・プロトコル 
Linux OS 

 

(1) 標準化第一ビジネスモデル 

標準化第一ビジネスモデルとは、自社の技術革新をブラックボックス領域に集中させ、この

成果を、オープンインタフェースを介して大量普及させる仕掛け作りである。このビジネスモデ

ルは日本企業の擦り合わせ型に比較優位を持つ。 
 

デジタルカメラ 
 コントローラ、レンズ、シャッタ擦り、CCD、アナログアンプ、画像処理等の相互依存性が非常

に高い擦り合わせ領域である内部構造を完全ブラックボックス化し、デジタルカメラ本体の外

部インタフェース（他の機器との接続部）のみ標準化を行った。内部構造が擦り合わせ型のデ

ジタルカメラでは、画素数の変更に合わせて全ての基幹部品を再設計しないと画像が大幅に

劣化してしまうため、技術の全体系が一括して流通しない限りデジタルカメラの市場に参入す

ることは非常に困難である。このように擦り合わせ型の製品は、技術の全体系を内部に持つ企

業あるいは企業グループの協業による垂直統合型の組織が優位である。 

 
(2) 標準化第二ビジネスモデル 

標準化第二ビジネスモデルとは、完全ブラックボックス領域とオープン領域の間で双方をつ

なぐために中間領域を設け、中間領域をオープンモジュラー環境に Full-Turn-Key-Solution と

してグローバル市場に比較優位の国際分業を作り出す。 
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PCI バスのオープン標準化（インテル） 
 インテルは、自社の組織能力が最大限に発揮できるドメインで MPU を核に統合化領域とブ

ラックボックス領域を拡大し続け、自社の組織能力が及ばない周辺デバイスは標準化を活用し

ながら完全にオープン化させて価格を競わせた。インテルは、インテル製の周辺チップを活用

した容易に生産できるマザーボードのプロトタイプとレシピを添付し、台湾メーカに製作させ、

デファクトスタンダードを行った。そして同時に、インテルは、特許により CPU のピンの配列を

特許で保護し、ピン互換 CPU を排除し、独占権を握った。このように、オープン環境の標準化

とは、分業化をグローバル市場へ拡大する仕組み作りであり、巨大なサプライチェーンに分解

して国際的な分業構造を作る仕組み作りである。 

 
(3) 標準化第三ビジネスモデル 

標準化第三ビジネスモデルとは、グローバル市場で圧倒的な支配力を持つ企業が、部品

や材料を低コストで安定に調達するための経営ツールである。標準化を活用したオープン化

を徹底させ、サプライチェーンをできるだけ細分化させ、細分化させたそれぞれのセグメントで

サプライヤーが互いに競争する環境を、グローバルで作らなければならい。 
 

携帯電話（ノキア） 
 内部に基礎技術、部品技術を持たないノキアは、世界の隅々で起きるテクノロジー、イノベー

ションの成果を自社製品へモジュールとして結合させることで、携帯電話というプロダクト側の

イノベーションを起こしてきた。ノキアにとって技術とは探し出すものであり、技術を持つ企業を

パートナーにすることである。例えば、ノキアの R&D 部門は、カメラ・モジュールの基本構造と

形状・サイズを決め、パートナー開発の方向付けをするグローバル・コンサルタントの役割を負

っている。 
 

(4) 標準化第四ビジネスモデル 

標準化第四ビジネスモデルとは、特定の国や企業、あるいは個人の利益のためではなく、

誰でも参加できるオープン標準化によって誰もが自由に共創できる市場がグローバルに広が

れば、それぞれの国や企業が得意領域を生かして比較優位の協業や競争が始まり、グローバ

ル経済が活性化するというモデルである。 
 

Linux 
 ネットワーク社会の興隆とともに個人が中心となった標準化活動が行われるようになってき

た。そして完全オープンで、知的財産、使用料も設定されず、取引コスト・ゼロの市場である。

その例として、Linux が挙げられる。Linux は、自由に再配布することのできる独立した オペレ

ーティングシステムである。Linux カーネルのソースコードは常にフリーに入手可能であり、現

在、世界中で何 10 万人もの人々によって開発されていると言われている。 
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3.1.3 電子産業における標準化事例研究 

三位一体戦略の取り組みについて製品特性（モジュール化）および市場展開の観点から概

要を述べる。 

ここでは、事業戦略と標準化経済性研究会「事業戦略への上手な国際標準化活用のスス

メ」の事例等を参考にして、電子産業における標準化事例により、それらの標準化戦略を考察

する。 
 

(1) 第 3 世代携帯電話 

クアルコム社は、水平分業の中でのプラットフォームの主導権を握る戦略によって、利益を

得た。 
 

1. CDMA の技術について基本特許を保持し、そのライセンス料と、通信とアプリケーション

を 1 チップ化した半導体、OS などの基幹ソフトの 3 つでその領域のトップを目指した。 
2. W－CDMA と CDMA2000 とを並存する流れを作り、双方の標準に共通かつ必須の特許

についていずれの規格においてもほぼ同一のライセンス契約を締結することで、どの規

格が普及したとしてもクアルコムが利益を得る体制を作った。 
3. CDMA の普及から利益を得るという戦略を追求するためにライセンスの管理、半導体と

OS の開発以外の携帯電話関連事業を売却 して事業を集中させた。（クアルコムによる

第 3 世代の主導権は第 2 世代における CDMAONE による市場制覇にある。第 2 世代の

CDMAONE の市場に合わせたインフラ整備が整っていることが、クアルコムの基本特許と

あいまって第 2 世代と第 3 世代との互換性が必須である状況が生まれた。） 
  

国際市場のニーズにマッチしたビジネスモデルによって競争力を拡大したわけであるが、こ

の事例を簡潔にまとめると以下のようになっている。 
 

市場状況 市場創出 
標準化活動 CDMA 方式をオープン標準化 
結果 国際市場のニーズにマッチしたビジネスモデルであり競争力拡大 
標準化戦略 早期からの標準化活動 

基幹部品（チップ）への知的財産 
刷り込み 
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(2) メモリーカード 

メモリーカードの市場では、複数のフォーマットが並存しており、規格間競争が行われてい

た。その中で、2 種類のメモリーカードの標準化戦略が取られ、その結果一方のみが成功し

た。 

メモリースティック（MS）陣営はクローズド戦略をとり、民生用電子機器としての利便性を第

一に考え、互換性はメーカ側で管理した。それによって、対象とする製品は限定された。一方、

SD カード陣営はオープン戦略をとり、広範な参加者による規格形成を行い、互換性を拡大し

た。 

その結果、メモリースティック（MS）は、市場限定され、比較的価格下落が緩やかとなった。

SD カードは、市場は拡大したが、多数の競合者の参入によって価格競争が激化し、低価格

化した。 

ここから、オープン化によって収益を得るためには、互換性で拡大されたアプリケーションに

よる事業展開する必要がある。SD カード社は、専業メーカとしてカードの部品であるフラッシュ

メモリを供給し、各種メモリーカードも生産した。それによって規格間競争に関わらず利益を得

た。 
 

本事例を簡潔にまとめると以下のようになっている。 
市場状況 市場拡大（メモリースティック vs SD カード） 
標準化活動 MS：クローズ vs SD:オープン 
結果  MS：市場限定  

 SD：市場拡大、価格低下 
標準化戦略 市場拡大した SD を利用可能なアプリケーションによる事業展開 

 

(3) DVD プレーヤー 

メディア・装置の互換性を確保し、市場拡大するため、メディア・装置がオープン標準化され

た。その結果、モジュール化も付随して起こり、国際市場において大量普及した。急激な市場

拡大するとともに、価格低下が生じてしまい日本企業の多くは市場から撤退することとなった。 

したがって、標準化戦略として完全にオープン・モジュール化することなく、内部技術をブラ

ックボックス化しておく必要があったといえる。 
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本事例は以下のようにまとめることが出来る。 
 

市場状況 メディア・装置の互換性確保 
市場拡大の必要性 

標準化活動 メディア・装置オープン標準化 
結果 モジュール化 → 国際市場大量普及 
標準化戦略 内部技術をブラックボックス化しておくべきであった。 

 

(4) QR コード 

競争力拡大のため、QR コードをオープン標準化した（ただし、リーダー・アプリケーションは

クローズ化）。その結果、普及した QR コードに対応したリーダー・アプリケーションによって競

争力が拡大した。 

すなわち、QR コードをオープン化することによる市場拡大を行い、クローズな部分（リーダ

ー・アプリケーション）で競争力を拡大した。 

したがって、標準化戦略として、補完財による収益確保、つまりは、オープンな部分の普及

を利用したクローズな部分による収益確保が挙げられる。 
 

市場状況 市場創出／競争力拡大 
標準化活動 QR コードオープン標準化 

リーダー・アプリケーションはクローズ 
結果 普及した QR コード対応リーダー・アプリケーションによる競争力拡大 
標準化戦略 補完財による収益確保 
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(5) 半導体 300mm ウェーハ 

半導体を 200mm から 300mm とする標準化によって、よりコストダウンの必要性が高まった。

そこで、搬送システムのインタフェース標準化がされた。これによって、 
 

 ウェーハ 

 キャリア：ウェーハを納めて運ぶ 

 搬送機器：キャリアを運ぶ 

 ロードポート：搬送機器からキャリアを受け入れる 

 製造装置：ロードポート上のキャリアとウェーハの搬出入を行う 

 MES（製造管理システム）／MTSC（マテリアル搬送・格納コンポーネント）の標準化 
 

等の様々な標準化が起こった。その結果、半導体企業の寡占化が起こったわけだが、勝ち

残ったキャリアメーカは、採用した勝ち残るための戦略として、以下のような標準化戦略を実施

していた。 
 

1. 300 mm 工場に向けて、キャリアと物理接触のある装置・材料すべての関係者と調整を図

った。 
2. ウェーハ、搬送機器、ロードポート、製造装置を手がけるメーカ全てと共同でインタフェー

ス標準をつくった。 
3. さらに、金型設計の寸法精度・高密閉性に関する技術・ノウハウなど標準箇所に現れてこ

ないような独自ノウハウを新製品に埋め込むことで高いシェアを獲得していった。 
  

ここで勝ち残った企業の標準化戦略は、デバイスメーカは製品差別化により生産効率を向

上させたこと、装置メーカは企業間ネットワークを構築し、差別化された装置を売却して利益獲

得したことである。 
 
市場状況 コストダウンの必要性 
標準化活動 搬送システムインタフェース標準化 
結果 寡占化 
標準化戦略  ★デバイスメーカ 

  ：製品差別化により生産効率化 
 ★装置メーカ 
  ：差別化された装置を売却して利益獲得（企業間ネットワーク構築） 
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(6) FA システム 

FA システムは今後市場を拡大していく分野である。FA システムは、様々な FA 機器群と、そ

れらを接続する通信ネットワークで構築される。FA 機器は、各企業が固有のシステムソリュー

ションを有するクローズ・インテグラル型（製品群 A）である。一方、ネットワークは、複数規格が

標準化された。 

このようにして、FA 機器メーカは、ネットワークの標準化を活用してシステム化の容易性を確

保した上で、固有技術を活かしてさらに統合（インテグラル）性を高めながら、複数のネットワー

ク規格に対応することでビジネス領域を拡大することができる。 
 

市場状況  市場創出  
標準化活動  FA 機器：クローズ 

 通信ネットワーク：オープン標準化 
標準化戦略 オープン標準化ネットワークを活用→よりインテグラル性が高い FA 機器を開

発 
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3.2 取り組み事例のまとめ 

3.2.1 事例のまとめ 

前節に示した電子産業の事例より、図 3-4 に示すように市場展開を定義すると、市場創出

期においては、インタフェースの標準化を行い、市場拡大期においては周辺技術を標準化さ

せることにより市場拡大を実現させ、ブラックボックス化させたコア技術（内部技術）によって競

争力および収益を得ていることが分かる。 
 
 

 

各種資料に基づき、（株）三菱総合研究所により作成 

図 3-4 市場展開 

 
 

 

各種資料に基づき、（株）三菱総合研究所により作成 

図 3-5 技術のモジュール化 
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また、市場から撤退という状況になった DVD プレーヤーの事例から分かるように、完全オー

プン・モジュール化では勝ち残ることは難しいため、製品特性の観点から見た標準化戦略とし

ては下記に示す 3 つのタイプが考えられる。 
 
 

 

各種資料に基づき、（株）三菱総合研究所により作成 

図 3-6 製品特性から見た標準化戦略 
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(1) クローズ・モジュール化 

市場拡大を目的としたインタフェースのみ標準化するタイプであり、開発コスト縮小と競争力

拡大を図ることが可能である。各モジュールメーカと共同研究を行うことや、戦略的かつ広範な

アウトソーシングを行うと、より高い競争力を得ることができる。そのため、クローズ・モジュール

化を実現するためには、各モジュールメーカとの共同研究における技術擦り合わせおよび広

範なアウトソーシングの戦略のために、三位一体戦略として事業戦略および研究開発の協力

が特に重要である。 
 

(2) 部分的オープン・モジュール化 

オープン・モジュール化戦略の 1 つであるが、コアになる技術はオープンにせず、競争力を

強化・利益を拡大するタイプである。 

前述した 2 つの事例（DVD プレーヤー、QR コード）からわかるように、完全なオープン・モジ

ュール化で日本企業が勝ち残るのは難しく、部分的オープン・モジュール化が適していること

がわかる。 
 

なお、部分的オープン・モジュール化においては、以下 2 点が重要である。 

 差別化する部分と標準化する部分を見極め（図 3-7）、早期に開発の方向性を定

め、差別化領域へ開発資源の傾斜をかける。 

 標準化活動に早期参画しユーザとの関係や企業間ネットワークを巧みに構築す

る。 

 

 

各種資料に基づき、（株）三菱総合研究所により作成 

図 3-7 差別化領域と標準化領域 
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このような部分的オープン・モジュール化を実現するためには、標準化領域と差別化領域を

見極め、差別化領域を選択的・集中的に研究開発するようにしむけるような事業戦略、差別化

領域を確保するための知的財産戦略が三位一体戦略として非常に重要である。 
 

(3) 非モジュール化 

製品設計においてモジュール化を行うのではなく、部品調達のモジュール化や生産プロセ

スのモジュール化を行うタイプである。 

モジュール化が最適でない低モジュール性の製品メーカは、標準化戦略として、主導的に

技術革新を行い、先行技術を武器に標準化をリードする戦略を取るべきである。そして、さら

に高度化・複雑化したインテグラル製品を開発する。すなわち、日本企業の強みである統合

（インテグラル）型を最大限活用するのである。これは、特に高度かつ複雑な機械で、市場を

創出していくメーカに有効である。 

非モジュール化戦略を行う場合には、研究開発により積極的に技術革新を進め、インテグ

ラル型を維持しながら、企業間システム・生産過程のどこをモジュール化・標準化するか検討

するため、三位一体戦略としては研究開発および知的財産戦略が重要である。 
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3.2.2 市場展開と戦略 

以上をまとめると、市場展開（創出期・拡大期・成熟期）と製品特性群を考慮して、下記のよ

うな戦略を策定・実践することが三位一体の実現であると現時点では考えられる。 
 

 
 

すなわち、三位一体として取り組むことが出来ない場合、下記のような問題が生じると考えら

れる。 
 

 インタフェースの調整を実現できず、国際社会から取り残される。または、インタフェ

ースの共有化を行うことによる協業相手の確保が困難となり、市場拡大のチャンス

を逸する。 

 競争領域と非競争領域の分類ができずに、非競争領域にリソースを割いてしまうこ

とや効率的な研究開発が出来ないという事態に陥る。 

 内部技術までオープン化してしまい、競争力を失い市場から撤退してしまう。 

 製品設計に関する部分以外のモジュール化を実現できないため、本来の製品開

発に注力できない。 
 

そのため、三位一体実現に向けて以下の観点より必要条件を考える必要がある。 
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(1) 企業全体の情報 

 事業内容 

 企業規模 

 製品特性・市場展開 
 

(2) 事業戦略 

 CIPO（Chief Intellectual Property Officer）の設置 

CIPO は、経営戦略策定に参画し、また、知的財産戦略を策定する、企業において

非常に重要なポジションである。このポジションが設置されているかどうかを調べ、

設置するとしたら、どの程度大きな権力で、どのような決定権を有するのかを決定

する必要がある。 
 

 経営層レベルの知財・標準化に関する認識 

経営戦略において標準化戦略および知的財産戦略を取り込むには、経営層レベ

ルの者がそれらに関して高い認識を持っている必要がある。したがって、現状を把

握し、その後足りないと思われる部分に関しては絶対に補完するべきである。 
 

(3) 研究開発 

三位一体に向けた標準化戦略・知的財産戦略および特許情報の活用を見直す必要がある。

企業によっては、ただ研究開発を進めて、その後特許情報を得て研究の方向性を決定する。

これは大変不効率である。研究開発においても事業戦略、つまり、標準化戦略および知的財

産戦略を念頭において進めていく必要がある。さらに、特許情報も積極的に取り入れる努力が

必要である。 
 

(4) 知的財産戦略 

 知的財産権の組織体制 

企業によって、 

①集中型：一つの知的財産部で集中して知的財産管理 

②分散型：事業部単位の知的財産管理 

③併設型：全社統一的な知的財産部を置き、さらに各事業部も現場の知的財産業

務を遂行する 
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がある。(1)の企業形態によって、効率的な組織体制が異なると思われる。 
 

 知的財産経営と事業戦略の関連付け 

 技術知識 

知的財産経営を行う中で技術知識は必要であり、教育によって多少の知識は身に

付くであろうが、それだけではなく、研究開発者と共同で方針を立てることのできる

程度の知識を身につけることが必要になってくると思われる。 

 パテントポートフォリオ（知的財産の群管理）の作成 

 

以上を統合的に考え、必要な人材・教育、組織、戦略を見直す必要がある。 
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4. 機械産業における現状 

4.1 調査専門部会委員を対象としたアンケート調査 

4.1.1 実施概要 

調査専門部会委員を対象に、事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化の三位一体戦略につ

いて、現状および課題・問題意識を調査・抽出することを目的として、アンケート調査を実施し

た。 

なお、各社の事業分野や業務範囲は多岐に亘り、委員がすべて把握することは困難である

ため、「委員ご自身がご存じの範囲、あるいは個人としての意見」として回答を求めることとし

た。 

表 4-1 アンケート実施概要 

件名 事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略調査専門部会 アンケート調査票 
実施期間 2010 年 1 月 

対象 調査専門部会委員 
有効回答数 10 

 

4.1.2 知的財産戦略、標準化戦略の担当部署 

知的財産戦略および標準化戦略を担当する部署の状況について下図に示す。 

知的財産に関しては、全社および全社・事業部で管理しているという回答の合計が 9 割とな

る一方で、標準化戦略に関しては半数が管轄する組織がないという回答が得られた。 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知財部

標準化戦略

全社一括 事業部門 全社・事業部門 無し

 

図 4-1 知的財産戦略、標準化戦略の担当部門 
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4.1.3 戦略を担当する組織体制 

今回のアンケート結果をもとにした事業戦略、R&D 戦略、知的財産戦略、標準化戦略の担

当組織体制の例について、図 4-2 に示す。 
 

 

図 4-2 各戦略の担当組織体制の例 

 

まず、事業を複数のセグメントに分け、それぞれの事業部が置かれる。各事業部の独立性

は企業によって異なっており、すべてを一体として経営が行われている場合、カンパニー制を

導入して独立性を高めている場合、さらには持株会社のもとに各事業会社を置いている場合

がある。 

事業戦略については全社について経営企画部門がおかれて経営戦略を担当し、各事業部

が各々の事業戦略を担当し、全体の整合性が図られる。事業部における事業戦略の自由度

は、事業部の組織上の独立性に依存していると考えられる。 

知的財産戦略の担当部門としては、多くの場合、全社の部門として知的財産部門が設けら

れている。この全社部門が各事業部と連携しており、各事業部にも知的財産を担当するグル
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ープが置かれている場合がある。 

R&D 戦略については、技術開発本部といった名称の研究開発を担当する部門が全社組

織として設けられて担当している場合が多い。この全社部門が戦略部門として各事業部と連

携しているが、R&D 自体を実施する機能をどのように集中あるいは分散させて配置するかは

企業毎に異なっているものと考えられる。全社組織あるいは持株会社の組織として置く場合も

あれば、各事業部に置く場合もある。 

以上と異なり、標準化戦略の担当については、回答企業によって大きな違いが見られた。ま

ず、図 4-1 に示したように、標準化戦略を担当する部門は特にないという場合がある。この場

合、標準化は各事業部等で個別に判断され、実行されることになる。次に、標準化部門が全

社組織として設けられている場合がある。ただしこの標準化部門はいわば標準化支援部門で

あり、あくまでも標準化は各事業部を中心に行われているものと思われる。全社部門として標

準化部門が設けられている場合であっても、知的財産部門の一部として設置されている場合、

研究開発部門の一部として設置されている場合、それらと横並びの組織として設置されている

場合がある。 
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4.1.4 事業戦略 

事業戦略における課題を聞いた結果を示す。グローバル、激しい経営環境変化への対応

や、事業部門間あるいは事業部門と他の部門との連携、人材の不足が挙げられている。 

 

表 4-2 事業戦略における課題 

取り組み ・ グローバルな視点での事業戦略が重要 
・ 新規事業分野の選定、激しい経営環境変化への対応等。 
・ マーケティング・商品企画の強化（市場環境の中で自社の勝ち筋は何かを

踏まえた戦略） 
・ 総花的、市場の後追い 
・ 市場の先行きの同定が益々しにくくなっている 
・ 現状の経営的な問題点に追われ、将来の企業像についての検討が手薄

になりがち。 
社内連携 ・ 事業部門が多くレベルが違うため、統一的な見解が立てにくい。 

・ 事業戦略と技術戦略・営業戦略・体制などの全体整合性 
人材 ・ 広範囲な人材の確保 

・ 広い視野を持った戦略性のある人材が不足している 
・ R&D と事業の違いを真に理解できる人材の不足。 

 

4.1.5 R&D 戦略 

R&D 戦略における課題を聞いた結果を示す。社内連携、人材の不足が事業戦略と同様に

挙げられている。 

表 4-3 R&D 戦略における課題 

取り組み ・ 今後の事業展開に必要かつ有効な技術の選定、およびオープン・イノベー

ション等も含めた技術開発手段の選択等。 
・ 基盤技術のレベルアップと製品に寄与する革新技術（イノベーション）が重要

・ 新製品の開発 
・ ボトムアップの傾向が非常に強い 

外部連携 ・ 外部連携強化（オープン・イノベーションなど） 
社内連携 ・ R&D 戦略については日ごろから経営トップを交えてディスカッションする機

会が多く、経営戦略、事業戦略との整合性はとれている。 
・ 事業部内で完結するため、全社的な R&D 戦略が展開しにくい。また、従来

技術の延長になりがちとなる。これを補完するために全社組織である技術

開発本部があるが、事業部から丸投げされるケースが多いように見受けら

れる。 
・ 事業戦略との整合性（事業貢献度向上） 
・ 全社戦略立案が容易でない、事業領域が多いため 
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人材 ・ R&D 戦略を検討できる人材が限定されており、また少人数のため、人材の

育成が課題と考えている。 
・ 事業分野が多く（12 ビジネス・ユニット）、人材が不足 
・ 事業戦略を真に理解し、R&D 戦略を立案できる人材の不足 
・ 開発に必要な専門知識をもった人材を確保できるシステム 

 
 
4.1.6 知財戦略 

知的財産の利用方法としては、「自社製品のみに利用し他者との競争優位性を確立」が 9

割ともっとも多く、「クロスライセンスでの利用」は 6 割、「市場の拡大に利用」という回答は 1 割

にとどまった。 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自社製品のみに利用し、他社との競争優位性の
確立に重要な役割

自社製品のみに利用するが、他社との競争優位
性にはあまり影響しない

クロスライセンスで利用する
（利益は必要最低限、あるいは相殺）  

自社製品の利用だけでなく有償でライセンスして
利益の源泉とする

無償で公開して市場の拡大に利用する

 

図 4-3 知財（特に特許）の主な利用方法や役割（複数回答） 
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表 4-4 知財戦略における課題 

取り組み ・ 特許の費用対効果の評価：これまで種々評価指標を検討してきている。 
・ 中国、インドにおける模造品への対応 
・ 国内は知的財産で保護、グローバルでは標準化が重要と認識 
・ 事業領域が多く、またそれぞれが置かれた状況が異なるため、全社戦略立

案が容易でなく、また全社一律的な対応はあまり意味がない。 
・ 一般的な他社特許回避策、周辺特許を含めた権利化はほぼ計画的には

実施できている。しかし、知財が事業をより有利にする、あるいは競合を抑

え業界のポジションを確実にする知財がビジネスになるなどの知財活用ま

でには至ってない。 
社内連携 ・ 各事業部門にパテントリーダを設けて全社組織の法務・知財部と連携を図

っているが、各事業部門の事業戦略、標準化戦略との連携に課題がある。 
・ R&D 部署が知財戦略策定を兼務するため、知財戦略が R&D 戦略に引き

ずられる。 
・ また、知的財産部も事業部に対して権限を持たないため、バランスの是正

ができず、全社的な見地、専門知識を活かすことができていない。 
人材 ・ 事業のグローバル化の進展により、海外における知財の権利化や侵害へ

の対応等の必要性が増しているが、組織面、人材面が十分ではない等。 
・ 自社製品について一定レベルの技術力や理解力が必要なため、設計・研

究部門等で経験のある人材と、自社技術以外の広範囲な分野を理解でき

る人材の確保と知財のエンジニアとしての育成が課題。 
・ 知財のプロを志向する人材の不足。 
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4.1.7 標準化戦略 

標準化のねらいとしては、「互換性・相互接続性の確保」が最も多かったが、半数となってい

る。次いで、「市場全体の拡大」「自社技術・自社仕様の普及」と「標準化に対応しているが、積

極的な標準化活動は行っていない」が挙げられた。 

また、その際に重視している標準としては、「国際標準」が最も多く、次いで「国内標準」、

「国際機関の標準」「企業内標準」となった。フォーラム標準、コンソーシアム標準については

それぞれ 1 割にとどまった。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

互換性・相互接続性の確保

低コスト化・調達の効率化

自社の品質・安全の明示

市場全体の拡大 

自社技術・自社仕様の普及

その他

標準化への対応は行っているが、
積極的な標準化活動は行っていない。

 

図 4-4 標準化を行うねらいとして重視しているもの（複数回答） 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国際標準
（ISO/IECなどデジュール）    

国際機関の標準
（デジュールまたはデファクト）  

国内標準
（デジュールまたはデファクト）

フォーラム標準、業界標準
（デファクト）

企業内標準
（顧客企業の標準など）

コンソーシアム標準
（関係社内のみの標準）

 

図 4-5 標準化で重視している標準（複数回答） 
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表 4-5 標準化戦略における課題 

認識 ・ 標準化の目的の明確化とそれを企業戦略とすることの認識を深める。 
・ 標準化戦略のメリットが十分に社内に浸透していない。 

取り組み ・ 地域、顧客により使われ方が千差万別のため、デファクト標準になりにくい

事業領域であるが、標準化の動きは、安全規格、環境規制、試験標準など

において自社に不利益とならないよう、その基準値、試験方法策定の過程

に参画していくことが重要だと認識している。 
・ 標準（規格）に対応するレベルにとどまっており、標準化を行うといった積極

的な活動はほとんど行えていない。製品によっては、対応が遅れる等の課

題が出てきている。 
・ 十分なリソースが投入できない 
・ 韓国勢は、ふんだんな資金投資をし、力ずくでポジション構築 

標準化の 
タイミング 

・ 新規分野では、開発の速度があまりにも速いため、どの時点で標準化して

いくかの見極めが難しい。 
・ 標準化のスケジュールがあまり見えていないために、事業戦略と結び付け

にくい。 
欧州等への 

対応 
・ 欧州戦略として認識しており、製品の拡販ツールの一つとして認識している

・ 欧州は規制強化の傾向が強く、日本国としての働きかけが必要である。し

かしながら、その活動は業界団体が主体となっており政府のバックアップは

少ない。 
・ EU は、EU 内で協業しており絶大なるパワーを保有（リソース、スキル、政治

力とも） 
・ 特に BRICs 等の新興国 

社内連携 ・ 開発時に特許が多くでるが、それと標準化戦略が連動していない。 
・ 国際標準の技術的内容はフォローしているが、それと企業の戦略を結びつ

けた議論はなされていない。 
・ 全社組織の品質保証部が国際標準（ISO/IEC などデジュール）への対応を

サポートしているが、各事業部門での標準化戦略への対応が不十分。 
人材 

 
・ 標準化担当は経験に基づいたノウハウが必要であり、その育成、活性化が

課題となっている。 
・ 標準化戦略を策定できる人材が不足している。 
・ 人材の問題：先進的な欧州とはスペックの違う人材が活躍せざるを得ない

状況にある。欧州は交渉のプロ的なタイプ、日本は技術者上がりのタイプ。

・ 規格だけの対応だと会社では成果を評価しにくい。英語能力、文章能力、

規格読破、ネゴシエーションなどさまざまなスキルが必要であるため人材育

成が難しい。 
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4.1.8 三位一体戦略 

事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略に関する現状と考え方について聞いた。 

(1) 三位一体戦略が実現した場合のメリット 

まず、自社で「事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化の三位一体戦略」が実現した場合のメ

リットをどのように考えているかを聞いた結果を示す。 

一貫した戦略による自社の競争力強化、効率化による経営資源の有効活用が挙げられて

いる。 
 

表 4-6 三位一体戦略が実現した場合のメリット 

競争力 ・ 実現化した場合には、メーカとして他社を排除するのではなく、競合するの

を前提として、非常に優位な立場になることが容易に想定できる。 
・ グローバルでの製品の普及・拡販が可能となり、強大な国際競争力を獲得

できる。 
・ 研究開発成果が事業戦略に合致した地域や形態で保護でき、利益の確保

につながる。 
・ 将来の企業像（経営企画）をふまえて、参入すべき産業と開発テーマが明

確になり、市場調査・開発から製品化、利益を確保できる販売戦略まで一

貫した流れをつくることができる。 
・ 自社技術の標準化実現の場合 

 業界に先駆けた商品化によるビジネスチャンス拡大。 
 先行特許出願によるアドバンテージ。 

・ 他社技術の標準化対応の場合 
 事業戦略上必要な規格は、関連標準化団体の審議に戦略的に参加

し、他社技術の早い段階での導入が可能となり、競合に対する遅れ・

ギャップを最小限に出来る。 
 また、自社に影響のある規格は、修正案を出せる。 

・ 後追い対応だけではなく、知財面で事業展開に支障がない環境を整備す

ることが可能になると思われる。 
効率化 ・ 他社の技術や製品を有効活用でき、研究開発の効率化、製品のコストダウ

ンにつながる。 
・ 3 者の視点から、弊社保有の技術や知的財産等の経営資源の活用を検討

することができるため、これを最大限利用することができる。 
・ 事業戦略と合致した研究開発により、研究開発の効率化が実現できる。 
・ 事業拡大にはいずれも欠かせないものであるため、どれかを欠けて進めた

場合、後戻りが発生し、無駄が発生する。三位一体化した場合には、後戻り

のムダが減少する。 
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(2) 戦略間の連携の重要性と現状 

実際にそれぞれの戦略が連携しているか、そしてそもそも連携が重要かを聞いた結果を示

す。 

全体として、いずれの戦略間も連携が重要であるとの回答が得られている。しかし、実態とし

て連携が進んでいるのは R&D 戦略と知財戦略、R&D 戦略と事業戦略である。その他につい

ては、標準化戦略と他の戦略の連携は課題となっているほか、事業戦略と知財戦略の連携に

も課題がある。 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

事業戦略-R&D戦略

事業戦略-知財戦略

事業戦略-標準化戦略

R&D戦略-知財戦略

R&D戦略-標準化戦略

知財戦略-標準化戦略

重要であり、連携もできている 重要だが、連携に課題 連携は重要ではない 無回答

 

図 4-6 戦略間の連携の重要性と現状 

連携の強さを線の太さとしてイメージを描くと以下のようになる。 
 

事業
戦略

R&D
戦略

知財
戦略

標準化
戦略

 

図 4-7 戦略間の連携の現状 
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(3) 三位一体戦略を実現するための課題 

自社で三位一体戦略を実現するための課題を以下に示す。 

 

表 4-7 三位一体戦略を実現するための課題 

製品特性・

市場特性 
・ 成熟製品をいかに守るかという観点での「知財」であり、まだ市場も見えな

い新たな技術の研究・開発を守り、リードする「知財」であるから、一概に「三

位一体戦略」で論じられない。 
・ 日本国内には、そこそこの需要があり、ガラパゴス化する日本製品や市場

ニーズ（国内状況）がグローバル化するための障害になっていると考えられ

る。 
・ 韓国は国内需要が小さく、当初からグローバル化をねらう風土があり功を奏

していると考えられる。 
戦略上の 

課題 
・ 欧州標準化戦略のように、協調領域と競争領域を業界等で共有化し、非競

争領域で競争することを避ける必要がある。 
・ 標準化に関して日本全体としての方向性があまり見えていない（欧州では、

CEN/CENELEC 主導で、欧州全体として動いている。）。もっと国およびア

ジア圏での連携が必要。 
展開方法 

 
・ 製品毎に、標準化戦略の重要性が異なるため、全社的な取り組みの必要

性が明確でないことがあげられる。まずは、重要性の高い事業部門内で着

手し、その後、全社展開を試みる等の段階的な取り組みが必要と思われ

る。 
・ 専任部署にするか、兼任させるか、全社組織にするか事業部内組織にする

か、既存の各戦略担当部署との兼ね合い等、様々な懸案事項が考えられ

る。体制づくりが上手くいかなければ、各戦略立案部署が障害となる可能

性がある。また、各部署のパワーバランスに影響されないよう配慮することが

のぞましいと感じる。 
体制 ・ 地域的、時間的な条件をすべて見通した明確な「経営戦略」が必要であ

る。そのためには、英国の「国家戦略室」がもつような機能を、企業内で実

現できる組織に相応の力が必要である。 
・ 知財戦略と連携した標準化戦略を立案する部門が必要と思われる。また、

事業戦略、R&D 戦略を担当する部門も加わった戦略を協議する会議体も

必要と思われる。 
・ 事業領域によって各戦略の関係は大きく異なるため、メリハリをつけた対応

が大切。 
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人材・教育・

意識改革 
・ 人材育成や社内教育が必要となると思われる。 
・ 社員だけではなく、経営層への教育も重要と思われる。 
・ 経営層の理解度が高ければ、三位一体戦略の効果を定量化できなくても

肯定的な意思決定がされる可能性がある（かもしれない）。 
・ 3 つを三位一体で推進するためには、少なくとも事業のリーダーは 3 つの中

身を理解する必要がある。社内ローテーションなどを活用したリーダー人材

の育成が必須である。 
・ 最近の傾向として、社員が狭い範囲の専門家を志向する傾向が強く、3 つ

を理解する人材の育成が困難なことが挙げられる。広い範囲をマネジメント

する、例えば経営職という職種を目指す人材が増加すれば解決に向かうも

のと考える。 
・ 会社全体として標準化の必要性などの教育を進め、理解が必要。  
・ 事業戦略・技術戦略の中に標準化戦略方針を宣言し認知させることが必

要。 
・ 成功体験が少ない（ノウハウ不足） 
・ リソース不足 

 

4.2 機械産業の現状のまとめ 

アンケート調査結果、及び調査専門部会の検討から、機械産業における三位一体戦略の

現状、課題・問題意識は次のように整理される。 

4.2.1 各社の事業と製品の特徴 

今回調査対象とした調査専門部会委員の所属企業の製品は各社様々であり、3.1.3 に例を

挙げた電子産業と同様の製品が含まれている一方、次のような異なる特徴を持つ製品が含ま

れている。 
 

1. 不特定多数の消費者が利用する消費財ではなく、限られた顧客が利用する産業財であ

る製品がある。受注生産、顧客毎のカスタマイズが行われるか、多くの仕様が用意されて

おり、同一仕様の製品を量産する形態ではない。 
2. モジュール型の製品ではなく、すりあわせが必要な製品であり、主要部品は自社開発し

ている。 
3. グローバル市場ではなく、海外と国内の市場で規制・顧客・規格が異なっている。そのた

め、国内のシェアも海外のシェアも高い場合もあるが、国内のシェアが海外に比べて高い

場合もある。 
4. ネットワーク化したり、システムとして構成したりして使用されるのではなく、互換性や相互

接続性が求められない。 
5. 新たに市場に投入された製品（カテゴリ）ではないため、普及による市場拡大が課題とな

っている成長市場ではなく、むしろ成熟市場である。 
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さらに、アンケートでは事業分野が 5 つ以上との回答も多く、自社内でも異なる特徴を持つ

製品を抱えている場合も多いものと考えられる。製品によって異なった戦略が必要であるとの

意見もあった。 

4.2.2 標準化戦略の特徴と課題 

標準化のねらいとしては、「互換性・相互接続性の確保」が最も多かったが、半数にとどまっ

ている。標準化に対応しているが、積極的な標準化活動は行っていないとの回答も 3 割あっ

た。 

4.2.1 で述べた製品の特徴から、現状の事業戦略においては標準化が効果的な戦術とは必

ずしも認識されていないと思われる。 

また、標準化を全社で管轄している企業は少ない。 

背景として、新規分野では、開発の速度があまりにも速いため、どの時点で標準化していく

かの見極めが難しいこと、標準化のスケジュールが不確定であるために、事業戦略と結び付け

にくいという標準化ならではという側面があることと、標準化戦略のメリットが十分に社内に浸透

していないことや、標準化担当に求められる要件・スキルが高度なものであり、人材育成、人材

の確保が課題となっていることが考えられる。 

4.2.3 知財戦略の特徴と課題 

自社製品のみに利用し他者との競争優位性を確立するという知的財産の利用方法がもっと

も多い。自社の競争力の源泉となっている技術を権利化することによって守るという戦略が重

視されているものと考えられる。アライアンスするパートナーにも知財を提供するという場合もあ

るが、クロスライセンスを行う、ライセンスを行って利益を生むという利用方法は相対的には少

ない。 

なお、知財戦略と R&D 戦略の連携は重視されており、かつうまくいっていると認識されてい

る。知財戦略を検討するためには、自社製品について一定レベルの技術力や理解力が必要

であり、また自社技術以外の広範囲な分野を理解できることが求められるため、やはり、人材

の育成および確保は課題である。 

4.2.4 R&D 戦略の課題 

R&D 戦略を検討できる人材が限定されており、また少人数のため、やはり人材の育成が課

題である。 
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4.2.5 事業戦略の課題 

現状の経営的な問題点に追われ、将来の企業像についての検討が手薄になりがちであり、

戦略として総花的であったり、市場の後追いであったりという状況になってしまっている。また、

事業戦略と技術戦略・営業戦略・体制などの全体整合性をとることが難しくなっている。 

事業戦略を策定する上で必要な広い視野・グローバルな視点、新規事業分野の選定、激し

い経営環境変化への対応能力等を有した戦略性のある人材が不足している。 

4.2.6 今後の事業環境の変化の可能性 

今後の事業環境を考慮すると、現状の戦略の延長では対応できないのではないかという問

題意識も示されている。 

具体的な例としては、以下が挙げられる。 
 

1. 技術の高度化・システム化によって、技術を独占して主要部品をすべて自社開発すること

が難しくなり、他社の部品を使わざるを得なくなる。 
2. 他社製品も含めた製品に対する補給部品の供給によって利益を得るビジネスモデルが

考えられる。 
3. 特に欧州で見られるように安全規制（規格）への対応が求められる。 

4.2.7 三位一体戦略への期待と現状の課題 

事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化の三位一体戦略が実現すれば、自社の優位性を守

り、競合に追いつくことで国際市場での競争力が確保できるのではないか、自社の資源の無

駄遣いが無くなり、他社技術や製品を利用することによって効率化が図れるのではないかとい

う以下のような期待がある。 

 三者の視点から、自社保有の技術や知的財産等の経営資源の活用を検討するこ

とができるため、これを最大限利用することができる 

 事業戦略と合致した研究開発により、研究開発の効率化が実現できる  

 事業拡大にはいずれも欠かせないものであるため、どれかを欠けて進めた場合、

後戻りが発生し、無駄が発生する。三位一体化した場合には、後戻りのムダが減少

する 

 将来の企業像（経営企画）をふまえて、参入すべき産業と開発テーマが明確になり、

市場調査・開発から製品化、利益を確保できる販売戦略まで一貫した流れをつくる

ことができる  
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そのため、各戦略間の連携は重要だと考えられているが、現状連携が十分とれているとは

考えられていない。事業戦略と R&D 戦略、R&D 戦略と知財戦略は連携していると考えられて

いるが、他の戦略間、特に知財戦略と標準化戦略の連携は不十分な現状にある。 

4.2.8 マネジメント体制の課題 

三位一体の戦略について、社内連携が課題であるとの意見は多く挙げられているが、これ

は社内のマネジメント体制に起因しているものもあると思われる。 

まず標準化戦略についてはそもそも特定の部門が設けられていない場合が多い。このこと

が、標準化戦略と他の戦略の連携を難しくする大きな原因であると考えられる。 

一方、R&D 戦略、知財戦略は全社として担当部門が設けられている場合が多いと考えられ

る。ただし、どの程度の機能を全社部門に集中させるか、事業部門に分散させるかは企業によ

って異なっている。そのため、これら戦略と各事業部での事業戦略の連携の方法が変わってく

るものと思われる。近年では事業部門の独立性を高めたカンパニー制を導入したり、持株会社

形態にしたりすることによって各事業部門や本社機能が別会社になっている場合もあり、連携

をさらに複雑にしているものと考えられる。 

ただし、R&D は結果として知財の権利化を伴い、R&D と事業は製品開発の面で連携が必

要であるため、R&D 戦略と知財戦略、R&D 戦略と事業戦略は比較的連携がとれているものと

思われる。 

つまり、三位一体戦略を実現する上で特に連携が課題となるのは、事業戦略と知財戦略、

標準化戦略と他の戦略であると考えられる。 
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5. まとめと今後の論点 

5.1 まとめ 

有識者のプレゼンテーション、既存事例の収集、調査専門部会委員を対象としたアンケート

調査を行い、機械産業における三位一体戦略について検討した。 

今年度の調査結果は次のようにまとめられる。 

5.1.1 IT 分野における三位一体戦略の必要性 

3 で見たように、主に IT 分野においては、明確な事業戦略のもと、R&D によって獲得した技

術を効果的な知財戦略、標準化戦略と連携させることによって自社の競争力や利益につなげ

た例が見られる。たとえば、メモリーカードでは広範な参加者による規格形成を図った SD カー

ドが市場を拡大させ、MS との規格間競争を制した。QR コードにおいてもオープン化によって

普及速度を高め、市場を拡大させた。このように技術をオープンにすることによって市場の拡

大が図られているが、同時にフラッシュメモリやリーダー・アプリケーションを提供した企業は利

益を得ることにも成功している。一方で、DVD プレーヤーの事例では、標準化を行うことによっ

て市場の拡大は実現したが、製品価格の下落によって利益を継続して獲得し続けることには

つながらなかった。 

以上のように IT 分野では、市場の拡大、利益の獲得のために事業／R&D／知財・標準化

三位一体戦略の実現が極めて重要なものとなっている。 

5.1.2 機械産業における三位一体戦略の必要性 

一方で、4.2 に述べたように、機械産業においては IT 分野とは製品特性が異なることもあり、

知財戦略と標準化戦略の連携、さらには R&D 戦略や事業戦略まで含めた三位一体の戦略

は、IT 分野ほどの重要性を持たなかったと考えられる。 

ただし、今後は機械産業においても三位一体戦略の重要性が高まると考えられる。 
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限られた顧客への受注生産、
顧客毎のカスタマイズ

限られた顧客への受注生産、
顧客毎のカスタマイズ

すりあわせであり主要部品は
自社生産

すりあわせであり主要部品は
自社生産

国毎の市場で規制・顧客・規格
が異なり、国内で十分なシェア

国毎の市場で規制・顧客・規格
が異なり、国内で十分なシェア

ネットワーク化等は不要で互
換性や相互接続性は不要

ネットワーク化等は不要で互
換性や相互接続性は不要

既に成熟した製品であり、普及
による事業拡大は不要

既に成熟した製品であり、普及
による事業拡大は不要

国内市場の縮小国内市場の縮小

市場のグローバル化市場のグローバル化

ITとの融合ITとの融合

高度化に伴う自社技術依存の限界高度化に伴う自社技術依存の限界

ビジネスモデルの変化ビジネスモデルの変化

安全規制・環境規制等への対応安全規制・環境規制等への対応

機械産業においても
三位一体戦略が必要

機械産業においても
三位一体戦略が必要

これまでの機械産業 これからの機械産業

 
 

図 5-1 今後の環境変化と機械産業における三位一体戦略の必要性 
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表 5-1 機械産業において三位一体戦略の重要性が高まる要因 

IT との融合 
 
 

機械産業においても IT の活用が進み、ソフトウェアによる機能の実現、ネットワ

ークによる相互接続が重要となってきている。 
これに伴って、IT 分野と同様に市場投入するためにはインタフェース等の標準

化が必要となってくる。また、モジュール化が進展し新興国の参入機会が増加

してくる。 
高度化に伴

う自社技術

依存の限界 

技術が高度化し、主要な技術をすべて自社で賄うことが難しくなってきている。 
そのため、他社の技術や製品を調達する必要が生じ、その効率化のためには

標準化が必要となってくる。 
安 全 規 制 ・

環境規制等

への対応 

安全規制・環境規制等が導入され、規格に適合しないかぎり、製品の市場への

投入ができなくなる。 
特に欧州において同様の標準化が進められており、グローバル市場への展開

を進めるためにも標準化への取り組みが避けられないものとなる。 
国内市場の

縮小とグロ

ーバル市場

への展開 

市場が、単一市場からグローバル市場に変化したことにより、新興国の市場が

爆発的に広がった。さらなる成長を目指すためには、縮小する国内市場におい

てシェアを獲得しているだけでは不十分であり、新興国市場も含めた海外市場

に展開する必要がある。 
そして、自社の市場を拡大するには、海外の規格への対応や、海外と国内で

共通の標準化（インタフェースや部品の共通化）を図ることが重要となってくる。

ビ ジネ ス モ

デルの変化 
上記の要因によって、製品開発時に、製品支配力を高め市場を支配するビジ

ネスモデル主導型の市場開拓戦略を練っておくことが必須の時代になってき

た。そして、製品の差別化要因が変化し、自社の競争力や収益モデルを再定

義する必要が生じる。 
たとえば、製品の性能を実現するためにソフトウェアの性能が重要となる、基幹

部品をプラットフォームとして制することが重要となるといった例が挙げられる。 
そして、基幹部品以外は外部調達とする、メンテナンスや補給部品の供給で費

用を回収する、中古市場も含めた自社標準製品の市場を拡大する、といった

事業領域の再定義、新たなビジネスモデルの導入が必要となる。 
すなわち、市場支配のために様々なステークホルダーとのアライアンスの検討

や外部調達戦略により構成部品においてモジュールとの組み合わせや擦り合

わせの検討が必要になり、コンポーネント、モジュール、ユニットあるいはシステ

ム等の何を競争力の源泉にするかという検討が重要となってくる。 
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5.1.3 三位一体の戦略を実現するための課題は人材と組織 

4 で述べたように、三位一体の戦略を実現するためには、人材と組織が重要と認識されてい

る。 

事業戦略、R&D 戦略、知財戦略、標準化戦略のいずれにおいてもこれら分野に通じた高

い専門性が必要であると同時に、広範囲の知識や交渉力が求められている。このような人材を

育成していくことが課題である。 

また、事業戦略、R&D 戦略、知財戦略、標準化戦略はそれぞれの別の部門で策定・実行さ

れているため、三位一体の戦略を実現するということは、これらの部門が連携することに他なら

ない。 
 
 

経営理念・ビジョン

経営戦略

技術戦略

R&D戦略

知財戦略 事業戦略

標準化戦略

中期
経営計画

経営層

知的財産部 技術開発本部 事業部経営企画部

研究所
 

図 5-2 企業の組織構成と戦略の関係の例 
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カンパニー制や持株会社制への移行によって、むしろ各事業部門の独立性を高めてきた

企業もあり、これら組織体制による現場に近いレベルでの責任の明確化、経営スピードの確保、

柔軟な人事制度等のメリットを残しつつ、三位一体の戦略を実現するような方法が期待され

る。 
 

5.2 今後の論点 

今後は、今年度の成果を踏まえ、機械産業として三位一体のマネジメント体制構築の指針

となるガイド案を作成していくために以下の構成を検討していくことが考えられる。 

5.2.1 目的 

マネジメントガイドラインの目的、役割を明示する。 
 
機械業界の企業が、事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化戦略が三位一体となった戦略策定

のための運営体制構築の指針となることを目的とする。 

5.2.2 三位一体の戦略の必要性 

事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化戦略が三位一体となった戦略がなぜ必要なのかを記

述する。 

 どうして三位一体の戦略が必要なのか、本分野に通暁していない経営層にも重要

性を訴求し、理解いただける内容を志向する。 

5.2.3 機械産業における事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化戦略の実態 

事業戦略、R&D 戦略、知財・標準化戦略が企業においてどのように策定・実行されている

かの現状を整理し、三位一体の戦略という視点でどのような課題があるのかを整理する。 

機械産業（企業）としての特徴を明確にして整理する。 

(1) 企業における戦略の体系と体制の実態 

機械産業の企業において、事業戦略、R&D 戦略、知財戦略、標準化戦略がどのような体

系となっているか、どのような文書となっているか、組織とどのように対応しているかを具体的に

整理する。 

(2) 三位一体の戦略の実態と課題 

三位一体の戦略としてとらえた場合、どのように戦略が策定・実行されているのか、どのよう
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な課題があるのかを整理する。 

5.2.4 三位一体の戦略の考え方とパターン 

機械産業における望ましい三位一体の戦略について、考え方とパターンを示す。 

5.2.5 必要となる体制と人材 

三位一体の戦略を策定するためにどのような組織、運営体制、人材が必要なのかを示す。 

5.2.6 参考資料 

三位一体の戦略に関連した先行調査事例、三位一体の戦略が必要となった具体的な事例、

参考資料等を一覧としてまとめる。 
 

5.3 必要な検討 

5.2 に示したマネジメントガイドラインを作成するため、今年度の検討に加えて、次のような検

討が必要と考えられる。 

5.3.1 三位一体戦略の重要性を示す事例の精選 

三位一体戦略の重要性を示す事例は先行調査でも多く取り上げられており、今年度の調査

でも整理されている。今後はさらに、マネジメントガイドラインの要素とすべく今年度の検討で

明らかになった今後の機械産業の方向性と対応した事例を収集し、精選していくことが必要で

ある。 

5.3.2 企業の組織形態と戦略策定・連携の事例分析 

三位一体戦略を実現するマネジメント体制について検討するため、機械産業における各戦

略の担当体制、連携についてより具体的な分析を行う必要がある。概要については今年度の

アンケート調査で明らかになっているため、以下の観点について調査の掘り下げを行うことが

重要と考えられる。 

 三位一体戦略を検討すべき事例（事業・製品） 

 各戦略の策定と実行を担当する組織 

 各戦略に対応する文書とその策定過程 

 各戦略を担当する人材のバックグラウンドとキャリア 
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 各戦略の連携を図る具体的な仕組み（会議・組織・人材など） 

 三位一体戦略を実現するための課題・留意点 

 その他、マネジメントガイドラインへの要望等 

5.3.3 機械産業における実態の把握 

今年度実施したアンケート調査は専門調査部会の委員を対象としている。機械産業全体と

しての傾向を明らかにするためには、より多くの企業を対象としてアンケート調査等を実施する

など、事業分野や規模毎の違いも含めて定量的に実態を把握することが考えられる。 
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事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略調査専門部会活動概要 

 

1. 調査研究の背景と目的 

世界共通化の進展に伴い、イノベーションを生み出す R&D 戦略、生み出した成果を権

利化・活用して事業に生かす知財・標準化戦略を、一体的に事業戦略に組み込んだ三位一

体の技術戦略を推進する運営体制の構築が求められている。 

2006 年 12 月に、我が国政府の知的財産戦略本部は、「技術標準」、「国際標準化」の獲

得の重要性に鑑み「国際標準総合戦略」を策定している。 

この総合戦略では、（1）イノベーションを促進する、（2）国際競争力を強化する、（3）

世界のルール作りに貢献する、の“3 つの視点”を基本姿勢とし、国全体の研究開発活動

と国際標準化活動の一体化に注力する、としている。この流れを受けて、経済産業省、日

本経団連の後押しの下、「標準化経済性研究会」の事例研究の成果をもとに、企業幹部の認

識も変わりつつある。しかし、同研究会において三位一体のマネジメントについては課題

として残され、その後さらに調査、検討が進められたが依然として課題は残っている。 
現状では一部企業で取り組みを模索、試行している段階であり、機械業界として率先し

てマネジメント体制構築の指針となるガイド案の作成が求められている。 

本事業は、企業における三位一体の技術戦略策定のための運営体制構築に役立つガイド

案を作成し、普及浸透させることにより、我が国企業の効率的、効果的な技術戦略策定に

役立たせることを目的とし、検討初年度として以下の調査を実施した。 

●他産業の取り組み事例調査（主に、電子産業分野、3.1 参照） 

●現状の問題意識把握のためアンケート調査（3.2 参照） 

2. 専門部会活動 

 本年度は、調査専門部会を 3 回にわたって開催した。 

開催日時 主な議論 

第 1 回 

平成 21 年 12 月 2 日 

・江藤副部会長からの「事業／R＆D／知財・標準化三位一体戦略に

向けた検討」に関する問題提起 
・今後の進め方について 
・アンケート調査票（案）についての説明 

第 2 回 

平成 22 年 2 月 2 日 

・新宅委員による「アーキテクチャのポジショニング戦略」の講演 

・現状の問題意識把握のためのアンケート結果報告 

・「機械産業における三位一体の取り組み事例について」 

・「三位一体の検討の方向性について」議論 

第 3 回 

平成 22 年 3 月 8 日 

・「アンケートにみる機械産業が有する課題」の説明 

・「機械産業における製品アーキテクチャの発展事例」の紹介を基に、

今年度のまとめの方向性について議論 
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3. 調査内容の概要 

3.1 他産業の取り組み事例調査（主に電子産業分野） 

（１）これまでの取り組み事例 

機械産業に限らずに、標準化戦略をうまく活用できたと思われる三位一体戦略の

取り組み事例を調査した。また、これらを実現する上で必要であると考えられる項

目をまとめた。 
なお、取り組み事例を調査するにあたっては、考察する観点として「製品特性の

分類（図 1 参照）」や、「標準化ビジネスモデル（表 1 参照）」が重要であるため、

次のように整理し、調査を実施した。 

モジュール型とインテグラル型＊1 

 

オープン型とクローズ型＊2 

 

製品特性の群別 

 
（出典）藤本隆宏「組織能力と製品アーキテクチャ」

＊1 モジュール型：個々の構成部品が独立しても高い機能を持ち、これらを寄せ集めることで

製品として成り立つもの。構成要素間の相互依存性が小さく、製品統合が容易である。 
インテグラル型：構成部品が複雑に絡み合っており、これらの擦り合わせによって製品の

機能が成り立つもの。構成要素間の相互依存型が大きく、製品統合が困難である。 
＊2 オープン型：要素間のインタフェースが産業界で標準化、共通化された型。 

クローズ型：インタフェースが標準化されておらず、インタフェースに関するルールが一

つのプロジェクトや生産物で閉じている型である 
図 1 製品特性の分類 
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表 1 標準化ビジネスモデル 

ビジネスモデル 解説 

標準化第一 
ビジネスモデル 

1. 付加価値をカプセル化したブラックボックス領域の外部インタフェースを標

準化し、汎用品に転換させて大量普及。 
2. ブラックボックス領域の技術進化を独占してオープン市場を支配。 
例：乾電池、300mm シリコンウエハ、鉛フリーはんだ、デジタルカメラ etc 

標準化第二 
ビジネスモデル 

1. 基幹部品・材料を核に Turn-Key-Solution 型プラットフォームを構築し、イ

ンタフェース標準化、技術進化の独占、および知財マネジメントの組み合わせ

でオープン市場を支配。 
2. 基幹技術領域とオープン環境の技術モジュールとの相互依存性をネットワー

ク・プロトコルによって強化し、インタフェースとプロトコルの標準化、技術

進化の独占、および知財マネジメントの組み合わせでオープン市場を支配。 
例：CPU（インテル）、携帯電話産業（ノキア）、CD プレーヤ（ソニー）etc 

標準化第三 
ビジネスモデル 

1. 内部構造の細分を標準化によってオープン化し、産業障壁の撤廃によって競争

原理を働かせながら低コスト調達を可能にする。 
2. 内部構造を標準化によってオープン化して技術モジュールの組み合わせ型へ

転換させ、先行する既存企業の独占体制をキャッチアップ型の企業／国が切り

崩してビジネス・チャンスを掴む。 
例：携帯電話のカメラ・モジュール（ノキア）、オートバイ（ホンダ）etc 

標準化第四 
ビジネスモデル 

1. 経済活性化を目指した新規市場の創出を第 1 の目的にする。 
2. まずは互いに新たな価値を互いに共創し合う場を作り、新しい価値を顕在化さ

せる。 
3. 共創が生み出す場は必ず取引コスト・ゼロであって巨大市場を生み出すが、同

時にサプライチェーンの特定レイヤーを独占化する比較優位の国際分業が生

まれる。共創の場と競走の場を同時に共存させることで、経済が活性化する。

例：インターネット・プロトコル、Linux OS 

（２）取り組み事例のまとめ 

    電子産業の事例より、市場展開を定義すると、市場創出期においては、インタフ

ェースの標準化を行い、市場拡大期においては周辺技術を標準化させることにより

市場拡大を実現させ、ブラックボックス化させたコア技術（内部技術）によって競

争力および収益を得ていることが明らかになった。 

    また、市場から撤退という状況になった DVD プレーヤの事例から分かるように、

完全オープン・モジュール化では勝ち残ることは難しいため、製品特性の観点から

見た標準化戦略としては下記に示す 3 つのタイプが考えられることを示し、「市場

展開（創出期・拡大期・成熟期）（図 2 参照）」と「製品特性群（図 3 参照）」を考

慮して、「三位一体の実現のための戦略（表 2 参照）」を示した。 

●クローズ・モジュール化 

●部分的オープン・モジュール化 

●非モジュール化 

 また、三位一体として取り組むことが出来ない場合の問題について言及し、その

場合に三位一体実現に向けて、必要な取り組みの条件を検討した。
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図2 市場展開                図3 製品特性から見た標準化戦略 

以上をまとめると、市場展開（創出期・拡大期・成熟期）と製品特性群を考慮して、下記、表2のような戦略

を策定・実践することが三位一体実現のために現時点で考えられる分類である。 

表2 市場展開と戦略 

 市場 モジュール性 標準化戦略 

Type1 
クローズ・ 

モジュール化 
拡大期 高 インタフェースのみを標準化 

Type2 

部分的 

オープン・ 

モジュール化 

拡大期 高 標準化領域と差別化領域の見極め 

Type3 非モジュール化 創出期 低 
インテグラル型の先行技術を活用し、製品以外

のモジュール化・標準化 

 

3.2 機械産業における現状―調査専門部会委員を対象としたアンケート 

 事業戦略/R&D戦略/知財・標準化の三位一体戦略について、現状および課題・問題意識を調査・抽出すること

を目的として、「知的財産戦略、標準化戦略の担当部署」、「戦略を担当する組織体制」、「事業戦略」、「R&D戦略」、

「知財戦略」、「標準化戦略」、「三位一体戦略」の各項目について、アンケート調査を実施した。 

 アンケートの結果、機械産業が有する課題を以下のように整理した。 

（１）標準化戦略における課題 

・標準を全社で管轄している企業は少なく、標準化戦略に関して標準（規格）に対応するレベルにとどまっ

ており、標準化を行うといった積極的な活動はほとんど行えていないのが現状である。 

・その背景にあるのは、新規分野では、開発の速度があまりにも速いため、どの時点で標準化していくであ
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ろうかの見極めが難しいことや、標準化のスケジュールがあまり見えていないために、事業戦略と結び付

けにくいという標準化ならではの側面があることと、標準化戦略のメリットが十分に社内に浸透していな

いことや、標準化担当に求められる要件・スキルが高度なものであり、人材育成、人材の確保が課題とな

っている。 

（２）知財戦略における課題 

・知財戦略とR&D 戦略の連携は重視されており、またうまくいっているといえる。しかし、その一方で、

知財戦略はR&D 戦略に引っ張られておりバランスを取ることが難しく、また事業分野による状況等によ

り大きく対応が異なることから全社的な見地、専門知識を活かすことができていない。 

・知財戦略を検討するためには、自社製品について一定レベルの技術力や理解力が必要であり、また自社技

術以外の広範囲な分野を理解できることが求められるため、人材の育成および確保が課題である。 

（３）R&D戦略における課題 

・R&D戦略を検討できる人材が限定されており、また少人数のため、人材の育成が課題である。 

（４）事業戦略における課題 

・現状の経営的な問題点に追われ、将来の企業像についての検討が手薄になりがちであり、戦略として総花

的であったり、市場の後追いであったりという状況になってしまっている。また、事業戦略と技術戦略・

営業戦略・体制などの全体整合性をとることが難しくなっている。 

・事業戦略を策定する上で必要な広い視野・グローバルな視点、新規事業分野の選定、激しい経営環境変化

への対応能力等を有した戦略性のある人材が不足している。 

（５）三位一体戦略が十分に実現されていない弊害・課題 

・技術や知財等の経営資源が活用できていない。 

・研究開発が非効率的なものになっている。 

・事業拡大において後戻りがある、参入すべき産業・開発テーマが曖昧になっている部分がある。 

・マーケティングから製品化、利益を確保できる販売戦略の構築まで一貫した流れがない。 

4. まとめと今後の論点 

4.1 まとめ 

本年度の検討を通じて、今後、機械産業において、本調査研究部会のテーマである“三位一体戦略”が重要と

なるいくつかの要因が抽出された。機械産業においては IT 分野とは製品特性が異なることもあり、知財戦略と

標準化戦略の連携、さらにはR&D戦略や事業戦略まで含めた三位一体の戦略は、IT分野ほどの重要性を持たな

かったと考えられる。 

ただし、今後は機械産業においても三位一体戦略の重要性が高まると考えられる。その重要なものとしていくつ

かの要因が抽出された。表3がその内容である。 
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図4 今後の環境変化と機械産業における三位一体戦略の必要性 

表3 機械産業において三位一体戦略の重要性が高まる要因 

IT との融合 

 

 

機械産業においても IT の活用が進み、ソフトウェアによる機能の実現、ネットワークによる相互

接続が重要となってきている。 

これに伴って、IT 分野と同様に市場投入するためにはインタフェース等の標準化が必要となって

くる。また、モジュール化が進展し新興国の参入機会が増加してくる。 

高度化に伴う

自社技術依存

の限界 

技術が高度化し、主要な技術をすべて自社で賄うことが難しくなってきている。 

そのため、他社の技術や製品を調達する必要が生じ、その効率化のためには標準化が必要となって

くる。 

安全規制・環境

規制等への対

応 

安全規制・環境規制等が導入され、規格に適合しないかぎり、製品の市場への投入ができなくなる。

特に欧州において同様の標準化が進められており、グローバル市場への展開を進めるためにも標準

化への取り組みが避けられないものとなる。 

限られた顧客への受注生産、
顧客毎のカスタマイズ

限られた顧客への受注生産、
顧客毎のカスタマイズ

すりあわせであり主要部品は
自社生産

すりあわせであり主要部品は
自社生産

国毎の市場で規制・顧客・規格
が異なり、国内で十分なシェア

国毎の市場で規制・顧客・規格
が異なり、国内で十分なシェア

ネットワーク化等は不要で互
換性や相互接続性は不要

ネットワーク化等は不要で互
換性や相互接続性は不要

既に成熟した製品であり、普及
による事業拡大は不要

既に成熟した製品であり、普及
による事業拡大は不要

国内市場の縮小国内市場の縮小

市場のグローバル化市場のグローバル化

ITとの融合ITとの融合

高度化に伴う自社技術依存の限界高度化に伴う自社技術依存の限界

ビジネスモデルの変化ビジネスモデルの変化

安全規制・環境規制等への対応安全規制・環境規制等への対応

機械産業においても
三位一体戦略が必要

機械産業においても
三位一体戦略が必要

これまでの機械産業 これからの機械産業
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国内市場の縮

小とグローバ

ル市場への展

開 

市場が、単一市場からグローバル市場に変化したことにより、新興国の市場が爆発的に広がった。

さらなる成長を目指すためには、縮小する国内市場においてシェアを獲得しているだけでは不十分

であり、新興国市場も含めた海外市場に展開する必要がある。 

そして、自社の市場を拡大するには、海外の規格への対応や、海外と国内で共通の標準化（インタ

フェースや部品の共通化）を図ることが重要となってくる。 

ビジネスモデ

ルの変化 

上記の要因によって、製品開発時に、製品支配力を高め市場を支配するビジネスモデル主導型の市

場開拓戦略を練っておくことが必須の時代になってきた。そして、製品の差別化要因が変化し、自

社の競争力や収益モデルを再定義する必要が生じる。 

たとえば、製品の性能を実現するためにソフトウェアの性能が重要となる、基幹部品をプラットフ

ォームとして制することが重要となるといった例が挙げられる。 

そして、基幹部品以外は外部調達とする、メンテナンスや補給部品の供給で費用を回収する、中古

市場も含めた自社標準製品の市場を拡大する、といった事業領域の再定義、新たなビジネスモデル

の導入が必要となる。 

すなわち、市場支配のために様々なステークホルダーとのアライアンスの検討や外部調達戦略によ

り構成部品においてモジュールとの組み合わせや擦り合わせの検討が必要になり、コンポーネン

ト、モジュール、ユニットあるいはシステム等の何を競争力の源泉にするかという検討が重要とな

ってくる。 

 

4.2 今後の論点 

 今年度の成果を踏まえ、機械産業として三位一体のマネジメント体制構築の指針となるガイド案を作成してい

くために以下の構成を検討していくことが考えられる。 

（１）目的 

（２）三位一体の経営戦略の必要性 

（３）機械産業における事業戦略／R&D戦略／知財・標準化戦略の実態 

（４）三位一体の戦略の考え方とパターン 

（５）必要となる体制と人材 

（６）参考資料 

4.3 必要な検討 

 三位一体のマネジメントガイドラインを作成するために、今後の機械産業の方向性と対応した事例を収集し、

精選していくことが必要である。 

 また、三位一体戦略を実現するマネジメント体制について検討するため、機械産業における各戦略の担当体制、
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連携について以下の観点から調査の掘り下げを行うことが重要である。 

・ 三位一体戦略を検討すべき事例（事業・製品） 

・ 各戦略の策定と実行を担当する組織 

・ 各戦略に対応する文書とその策定過程 

以 上 
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資料 A 

事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略調査専門部会 

アンケート調査票 
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問1  回答される方と所属企業について 
まず、回答される方と所属企業についておたずねします。 

問1-1 貴社の従業員数について、あてはまるもの 1 つに○をつけて選んでください。 
1. ～29 人 
2. 30～49 人 
3. 50～99 人 
4. 100～299 人 

5. 300～499 人 
6. 500～999 人 
7. 1,000～1,999 人 
8. 2,000～2,999 人 

9. 3,000～4,999 人 
10. 5,000～10,000 人 
11. 10,000 人以上 

問1-2 事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化戦略を担当する部署を含む組織図を記載してください。

（会社概要等の添付でも可） 

（例）  

        
 
 
知財部は全社一括で知財戦略を担当しているが、当社は事業部制をとっているため、事業戦

略・R&D 戦略は事業部ごとに戦略策定を行う部署を有している。 
なお、標準化戦略は管轄している部署は無く研究開発担当者が個別に行っているのが現状で

ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 

問1-3 あなた自身の主担当業務内容はどれですか。もっとも近いものを 1 つに○をつけてください。 
所属部署の業務内容ではなく、あなた自身の業務内容について回答して下さい。 

1. 経営 

2. 経営企画 

3. 標準化 

4. 知的財産 

5. 標準化と知的財産両方 

6. 研究開発 

7. 研究開発企画・管理 

8. 商品企画・設計 

9. 生産 

10. 品質保証 

11. 営業 

12. 渉外 

13. 法務 

14. 上記以外の管理業務 

15. その他（                           ） 

問1-4 貴社の事業分野は大別していくつですか。あてはまるもの 1 つに○をつけて選んでください。 

1. 1 つ 

2. 2 つ 

3. 3 つ 

4. 4 つ 

5. 5 つ以上 

問1-5 よく知っている、もしくは三位一体の戦略の観点から問題意識を有している事業分野 1 つに

○をつけて選んでください。また、該当する事業分野の主な製品を具体的内容に回答してく

ださい。 

1. はん用機械器具製造業 

2. 生産用機械器具製造業 

3. 業務用機械器具製造業 

4. 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

5. 電気機械器具製造業 

6. 情報通信機械器具製造業 

7. 輸送用機械器具製造業 

8. その他（                                                  ） 

具体的内容 

 
 

問1-6 問 1-5で回答した事業分野とその市場の特徴について書いて下さい。 
例）自社製品の市場シェアは○○％であり、非常に競争力を有している。なお、製品の部品・コンポーネントは全て自社で

製造しておりインテグラル型製品であり、完成品は顧客の要求に応じてカスタマイズすることが多い。 
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以降の設問に対しては、問１-５で回答された分野を念頭に回答下さい。 

問2  個別の戦略について 
標準化戦略、知財戦略、R&D 戦略、事業戦略のそれぞれについておたずねします。 

問2-1 標準化戦略を担当する部署はどこですか。問 1-2との対応がわかるように回答下さい。 

 
 

問2-2 貴社が標準化を行う（＊）ねらいとして重視しているものは何ですか。あてはまるものいくつで

も○をつけてください。 （＊）
標準化を行うとは、国際・国内標準を作る・働きかけるという意味です。 

1. 互換性・相互接続性の確保 

2. 低コスト化・調達の効率化（自社または顧客企業にとって） 

3. 自社の品質・安全の明示（自社の優位性をアピールするツール） 

4. 市場全体の拡大（信頼性向上など） 

5. 自社技術・自社仕様の普及 

6. その他（具体的に：                                           ） 

7. 標準化への対応は行っているが、積極的な標準化活動は行っていない。 

問2-3 貴社が標準化で重視している標準はどのようなものですか。あてはまるものいくつでも○を

つけてください。 

1. 国際標準（ISO/IEC などデジュール） 

2. 国際機関の標準（デジュールまたはデファクト） 

3. 国内標準（デジュールまたはデファクト） 

4. フォーラム標準、業界標準（デファクト） 

5. 企業内標準（顧客企業の標準など） 

6. コンソーシアム標準（関係社内のみの標準） 

問2-4 標準化戦略について、どのような課題を感じていますか。 
全般、組織体制、人材等自由に書いて下さい。 

 
 
 

問2-5 知財戦略を担当する部署はどこですか。問 1-2との対応がわかるように回答下さい。 

 
 

問2-6 貴社の知財（特に特許）の主な利用方法や役割について、あてはまるものいくつでも○をつ

けてください。 

1. 自社製品のみに利用し、他社との競争優位性の確立に重要な役割 

2. 自社製品のみに利用するが、他社との競争優位性にはあまり影響しない 

3. クロスライセンスで利用する（利益は必要最低限、あるいは相殺） 

4. 自社製品の利用だけでなく有償でライセンスして利益の源泉とする 

5. 無償で公開して市場の拡大に利用する 
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問2-7 知財戦略について、どのような課題を感じていますか。 
全般、組織体制、人材等自由に書いて下さい。 

 
 
 

問2-8 R&D 戦略を担当する部署はどこですか。問 1-2との対応がわかるように回答下さい。 

 
 

問2-9 R&D 戦略について、どのような課題を感じていますか。 
全般、組織体制、人材等自由に書いて下さい。 

 
 

問2-10 事業戦略を担当する部署はどこですか。問 1-2との対応がわかるように回答下さい。 

 
 

問2-11 事業戦略について、どのような課題を感じていますか。 
全般、組織体制、人材等自由に書いて下さい。 
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問3  三位一体の戦略について 
事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化の三位一体戦略についておたずねします。 

問3-1 貴社で「事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化の三位一体戦略」が実現した場合、どのよう

なメリットがあるとお考えですか、お考えをご記入ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問3-2 貴社の事業において、どの戦略間の連携の重要性と現状はどのようなものだとお考えです

か。◎×―のいずれかを記入して下さい。 
表側を主語、表頭を目的語として網掛けの無い白地部分に記入してください。 

 
◎ 重要であり、連携もできている × 重要だが、連携に課題 ― 連携は重要ではない 

 
 事業戦略 R&D 戦略 知財戦略 標準化戦略 

事業戦略     
R&D 戦略     
知財戦略     

標準化戦略     
 

具体的な課題の内容 
例）知財や標準化はそれぞれの事業部の事業戦略のもとで管理されているため、ある事業部の事業戦略に

基づく標準化に別の事業部の知財が必要となる場合の調整が極めて困難である。 
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問3-3 貴社で「事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化の三位一体戦略」を実現するためには何が必

要となるとお考えですか。また、その障害となるものとしてどのようなものが考えられますか。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

設問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

記入もれがないか、もう一度ご確認の上、提出していただきたくお願い申し上げます。。 
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資料 B 

「事業/R&D/知財・標準化三位一体戦略に向けた検討」 

（一橋イノベーション研究センター江藤学教授プレゼン資料） 

 

 





事業/R&D/知財・標準化三位一

体戦略に向けた検討

一橋大学イノベーション研究センター

江藤 学

1

経営戦略

技術戦略

様々な戦略の一体化議論

事業戦略

R&D戦略 知財戦略

事業戦略とR&D戦略を一体化

するために知財戦略が必要

2



三位一体

• 平成１４年７月３日 「知的財産戦略大綱」とりま
とめ

• 平成１５年３月１４日 経済産業省が「知的財産
の取得・管理指針」を公表

• この中で、「事業戦略、研究開発戦略及び知的
財産戦略は、三位一体として構築するべきであ
る。すなわち、知的財産を効果的に活用して、事
業戦略や研究開発戦略を策定するとともに、知
的財産を有効に活用して、事業のコア・コンピタ
ンスを保護していくことが今後の企業経営の重
要なポイントとなる。」と提言

3

三位一体における知財戦略

• 事業や研究開発の「選択と集中」が必要。

• このためには、自社の持つ研究開発ポテン
シャル、自社やライバル企業等が有する知的
財産等の分析が必要

• その上で
– ①核となる事業創出のための研究開発投資と知
的財産の取得を行い

– ②事業戦略の観点から知的財産の取得・管理を
図る

4



具体的項目案

１．基本理念・戦略の策定
○経営トップが知的財産を重視した経営方針を明確化し、経営方針に基づいた知的財産戦略を
策定すること。

２．知的財産権をベースにした事業戦略及び研究開発戦略の策定
○知的財産情報は、技術力の分析や研究開発テーマの策定、他社との事業提携やＭ＆Ａ等の
企業の研究開発戦略や事業戦略の策定にあたっての有益かつ重要なツール。

○知的財産部門が事業・研究開発部門等の関係部門と密接な連携を図ることにより、知的財産
を核とした企業経営に繋がる。

３．社内取得・管理体制の構築
○戦略的な知的財産の取得・管理を円滑に実施するための社内組織体制を整備し、責任を明
確化すること。

○特に、グループ経営下での知的財産管理やグローバル経営下での取得・管理体制に加え、
侵害訴訟の未然防止や模倣品対策等の訴訟リスク軽減のための体制を整備すること。

４．その他
○企業における知的財産戦略及びその取組状況のフォローアップ、組織の最高責任者による
見直し等を定期的に実施する。

知的財産戦略≒特許情報管理戦略
5

標準化戦略標準化戦略

事業戦略

R&D戦略 知財戦略連携強化

連
携
強
化

情
報

提
供

情
報

提
供

知財の創出 自社知財の把握
自社知財の管理
自社知財の利用

（クロスライセンス）

特許情報管理戦略
強みをさらに強く

技術シーズ

事業ニーズ

自社知財の秘匿による完全クローズ化
⇒ 特許に留まらない知財管理戦略

事業ニーズ

知財活用戦略

自社知財のオープン化による他社利用促進
⇒ 市場拡大のための知財戦略

他社知財情報の把握とその利用環境整備
⇒ 自社の弱点補完のための知財戦略

知財戦略から知財・標準化戦略へ

事業・R&D・知財戦略の一体化

一
体
化

一
体
化
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検討の視点例

• 知財・標準化戦略に必要な視点

• 標準化を組み込んだ知財戦略のモデル

• 三位一体を実現する役割分担

• それを実現する組織構造・組織環境

7

研究開発・知的財産・標準担当者の標準化意識の差

本社
事業戦略

研究開発
製造現場

知的財産
管理

標準化
部隊

自社のビジネス効
果を考えず技術普
及のための標準化
を志向しがち

知財部の先進
性が低いと標準
化活動が滞る

経営陣の強い
支援がなけれ
ば何もできな
い

標準化
部隊

標準化
部隊

8



9

事業戦略上の課題１

• 誰がどうやって標準化すべき領域（非差別化
領域）を決定するか

– 競争領域と非競争領域の設定バランスが利益と
標準化効果に直結

– どこで競争するが一番有利かの見極めが最も重
要な戦略

– 日本のフルセット事業部制は意思決定機能次第
で有利にも不利にもなる

事業部ごとの利益を配分できる事業戦略の立案が必要

自企業に有利な標準化とは何かを見極める人材を育てる仕組みが必要

10

事業戦略上の課題２

• 標準と特許の使い分けを誰がどこで考えるか

– 標準化活動を知財戦略の一部と捉え、自社の持
つアドバンテージを最大限生かす

– 利益に直結する特許は標準に組み込まず、差別
化に活用する

– 知財によるライセンス利益と、安心して利用でき
る標準のバランスを重視する

標準と特許問題を切り離した方が「ものづくり」には有利

知財管理部でなく、知財戦略部に標準化部隊を組み込む

強制利用を許すような標準化ルールを推進する？
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事業戦略上の課題３

• 仲間作りの標準化戦略を誰がどこで考えるか

– 標準は一社単独で作ることはできないので共通
の利害を有する仲間が必要

– 国数で勝負せず企業数で勝負できる場の活用

– 標準の獲得は専門組織の活用

国際フォーラムの活用、ITU-Tの企業メンバー参加など

海外子会社等の積極活用、業界団体の活用

標準獲得専門家の共通プール化
政府（JISC）、産総研、日本規格協会などの活用

12

事業戦略上の課題4

• 標準化戦略の効果をどのように予測し評価
するか

– 標準化の利益効果を定量化する手法が無い

– 標準化単独で評価せず、経営全体を評価する手
法の開発

– 標準化に携わる人材の評価・育成

標準化効果を組み込んだ事業評価手法の検討

標準化成功事例の蓄積と分析

標準化自体を目的化させないインセンティブの付与
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資料 C 

「オープンとクローズの戦略的利用  

  -アーキテクチャのポジショニング戦略-」 

（東京大学新宅純二郎准教授プレゼン資料：） 
 
 





1

オープンとクローズの戦略的利用

ーアーキテクチャのポジショニング戦略ー

東京大学大学院経済学研究科東京大学大学院経済学研究科
ものづくり経営研究センターものづくり経営研究センター 准教授准教授

新宅 純二郎

インテル 1986年

• 創業ビジネスであるDRAMで日本企業に敗

退 ・・・・日米半導対協定

⇒イノベーションが利益につながらなかった！

• ＜戦略転換＞・・・苦渋の決断
– コア事業を、DRAMからMPUに転換

– 新規コア事業であるMPUで、失敗を繰り返さない

ために

⇒イノベーション、知財戦略、ビジネスモデル。
2
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インテルはオープンかクローズか？

• オープン・イノベーションの中で、インテルの
研究開発は減少したか？ ＮＯ

• 次世代の半導体製造技術に、インテルは「単
独」「クローズ」に取り組む。

• インテルの特許はＡＭＤより少ない。技術をク
ローズに抱え込んでいる。

• しかし、インテルのプラットフォーム戦略は、
外部リソースを活用しているように見える。

• では、その戦略の本質は何か？

4

インテルはオープンかクローズか？

• 研究開発の加速でＡＭＤを振り切る

• 事業領域の選択（ＭＰＵーチップセットーマザーボード）

• 知財戦略：特許紛争

• ブランド戦略：インテルインサイド
– 商標 ペンティアム

• 標準化戦略ープラットフォームリーダー

• 新興企業との協力関係
– 台湾ＰＣ産業

ク
ロ
ー
ズ
領
域

オ
ー
プ
ン
領
域

プラットフォームリーダシップ オープン・イノベーション

3000億の研究開発にもかかわらず、少ない特許
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インテルのプラットフォーム

CPU
Pentium

ノース
ブリッジ

キャッシュ DRAM

PCI
デバイス

USB

HDD

サウス
ブリッジ

PCIスロット

ISAスロット

ISA
デバイス

ISAバス

PCIバス

CPU
486

DRAM
Controller

DRAM

IO Bus
Controller

HDD

ISAスロット

ISA
デバイス

ISAバス

IDE
Controller

・・・インテルが提供するチップ

プラットフォーム構築前プラットフォーム構築前 プラットフォーム構築後プラットフォーム構築後

出所：立本博文(2007)「ＰＣのバス・アーキテクチャの変遷と競争優位ーなぜIntel は、プラットフォーム・リーダ
シップを獲得できたか―」東京大学ものづくり経営研究センター ディスカッションペーパー No.171.

6

平均販売価格の変化(1995年を100とする）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

インテルのﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ完成後に見る価格推移

平
均
単
価
（％
）

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ･ﾘｰﾀﾞだけが
価格を長期に維持

インテルＭＰＵの平均単価
（粗利：50～60%で変動）

世界的なＩＴ不況

DRAM
ﾊｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｽｸ

（ＨＤＤ）

インテルが
ﾌﾟﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを完成

出所：立本博文(2007)「ＰＣのバス・アーキテクチャの変遷と競争優位ーなぜIntel は、プラットフォーム・リーダ
シップを獲得できたか―」東京大学ものづくり経営研究センター ディスカッションペーパー No.171.
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インテル：３つのイノベーション

• 製品イノベーション

– コア製品自体のイノベーション

– MPUアーキテクチャの変化

• メソドロジー・イノベーション

– コア製品を実現するための手段

– 半導体製造プロセス技術

• ビジネス・イノベーション

– コア製品を販売し利益をあげる仕組み

8

パワーマネージメントチップ

受信

送信

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ・コンテンツ
（携帯電話用ソフトウエア）

BREW®はBinary Runtime Environment for 
Wireless AUのEZアプリ（ゲーム等）などは
BREW®の上で走る

権利化・市場
支配力の源泉

Qualcommに見るプラットフォーム構築

１．オープン環境の国際標準に知財を封じ込める
２．ﾌｧｰﾑｳｴｱの力で統合化・プラットフォーム領域の拡大
３．ｲﾝﾀﾌｪｰｽだけを公開し、異業種イノベーションの引き込み

ＲＦチップ ＢａｓｅＢａｎｄチップ

中 “擦り合せ”の徹底
ブラック・ボックス領域の拡大

外 “ﾓｼﾞｭﾗｰ”の徹底
異業種イノベーション取り込み

2005年の営業利益＞４０％

プラットフォーム
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
の
標
準
化

開発者向けの開発ツール提供、
機能・性能拡張性や接続性の
方向を全てコントロール

東京大学：小川紘一
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先進企業の新興企業への戦略

先進企業

チャレンジャー

フォロワー

先
進
企
業
（
標
準
推
進
者
）

利害対立

コントロールした
技術供与

標準化技術を供与し
独自技術は秘匿

製品または機能
完結部品供給

先進企業の技術情報とコ
ア部品供給を受けて、完
成品を大量に生産販売。

先進的は標準採用は遅
い。一歩遅れて、先進企
業からコア部品供給を受
けて、完成品を生産販売。

10

新興国企業との連携

• 標準化戦略は自社に優位なポジションの位
置取り競争

• 同じような技術レベルの企業では、合意が難
しいか、コンセンサスをとれた場合も、競合企
業間で差別化できない。

• 異なる技術レベル、異なる立場の企業との連
携が必要
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ボディ

東京大学 藤本隆宏

インテグラル（擦り合わせ）
・アーキテクチャ

走行安定性

燃費

乗り心地

ボディ

エンジン

サスペンション

製品機能 製品構造

計算

印刷

投影

PC

プリンター

プロジェクター

モジュラー（組み合わせ）
・アーキテクチャ

製品機能 製品構造

PCシステム乗用車

部門間の緊密な連携
垂直統合・長期取引
長期雇用・年功賃金

特定部門への集中
垂直分業・スポット取引
短期志向・成果主義

12

イ
ン
テ
グ
ラ
ル
型

モ
ジ
ュ
ラ
ー
型

製品アーキテクチャの分布

パソコン

ノートモバイルノート デスクトップ

60年代 70年代 2000年 デジタル

カラーテレビ

自動車

乗用車 トラック

オートバイ

日本製 中国製

カメラ

銀鉛一眼レフ コンパクト デジタルカメラ

携帯電話

90年代前半 90年代後半

VCR
DVD

鉄鋼

自動車用薄板 建築用

位置づけは、
•製品、時代、場所
によって異なる

日

本

中

国
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製品アーキテクチャ
とオープン・クローズ

自動車
オートバイ

小型AV製品

自動車
オートバイ

小型AV製品

パソコン， Linux
オーディオコンポ

自転車
新金融商品

パソコン， Linux
オーディオコンポ

自転車
新金融商品

××

メインフレーム
工作機械

レゴ

メインフレーム
工作機械

レゴ

Closed
囲い込み

Open
業界標準

Integral
擦り合わせ

Modular
組み合わせ

出所：藤本

14

インテグラル

モジュラー

インテグラル

アーキテクチャの階層性

コンピュータ
システム

ネットワーク
機器

PC大型コン
ピュータ

ソフト電子部品 DRAM MPU OS
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アーキテクチャ・マトリックス
（通称：ＩＭＯ-ＩＭＯマトリックス）

ポジショニング戦略
移動戦略

ポートフォリオ戦略

16

アーキテクチャのポジショニング

製品市場

内
部
製
品
構
造

インテグ
ラル型

モジュー
ル型

モジュラー型インテグラル型

モジュラー型
カスタマイズ戦略

モジュラー型
カスタマイズ戦略

独自性のある
汎用品戦略

独自性のある
汎用品戦略

徹底した
カスタマイズ戦略

徹底した
カスタマイズ戦略

大量生産による
低コスト戦略

大量生産による
低コスト戦略



アーキテクチャのポジショニング

BTOのPC
工作機械

BTOのPC
工作機械

シマノ自転車部品
一般電子部品

MPU・ブラウン管

シリコンウエハー

シマノ自転車部品
一般電子部品

MPU・ブラウン管

シリコンウエハー

自動車部品
超小型PC

＜高コスト＞

自動車部品
超小型PC

＜高コスト＞

PC、DVD 塩ビ

ブラウン管テレビ
＜価格競争＞

PC、DVD 塩ビ

ブラウン管テレビ
＜価格競争＞

製品市場

内
部
製
品
構
造

インテグ
ラル型

モジュー
ル型

モジュラー型
（汎用品）

インテグラル型
（顧客仕様特注品）

17

18

ポジショニングの移動戦略

BTOのPC
工作機械

BTOのPC
工作機械

シマノ自転車部品
一般電子部品

MPU・ブラウン管

シリコンウエハー

シマノ自転車部品
一般電子部品

MPU・ブラウン管

シリコンウエハー

自動車部品
超小型PC

＜高コスト＞

自動車部品
超小型PC

＜高コスト＞

PC、DVD 塩ビ

ブラウン管テレビ
＜価格競争＞

PC、DVD 塩ビ

ブラウン管テレビ
＜価格競争＞

製品市場

Ｂ

CA

Ｄ

内
部
製
品
構
造

インテグ
ラル型

モジュー
ル型

モジュラー型
（汎用品）

インテグラル型
（顧客仕様特注品）

Ａ：構造モジュ
ラー化戦略

Ｂ：汎用品市
場開拓戦略

Ｄ：カスタマイ
ズ戦略

Ｃ：部品特化
戦略・構造イ
ンテグラル化
戦略
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ポートフォリオ戦略

製品市場（顧客製品のアーキテクチャ）

内
部
製
品
構
造

インテグ
ラル型

モジュ
ラー型

モジュラー型インテグラル型

回避！

オープン・モジュラー
で標準化された

完成品市場に向けて
擦り合わせ型部品

を売る
インテルインサイド戦略

儲からない
擦り合わせ製品
＜日本で鍛える＞

部品など構成要素を
モジュラー、標準化

上位レイヤーでカスタマイズ
IBM型ソリューション

ビジネス戦略

日本市場

20

ソリューションビジネス戦略

製品市場（顧客製品のアーキテクチャ）

内
部
製
品
構
造

インテグ
ラル型

モジュ
ラー型

モジュラー型インテグラル型

擦り合わせの
標準品

ソリューションビジネス戦略
１）オープンモジュラー戦略

IBM型

ひとつだけ独自モジュールを
入れることもある

２）クローズ・モジュラー戦略
社内モジュラー設計
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インテグラル

モジュラー

インテグラル

キーエンス：
上位レイヤーでソリューションビジネス

FAシステム

各種機器計測装置製造装置

センサー センサー センサー ACサーボ

擦り合わせ
部品ベースで

ソリューション提案

22

キーエンスのソリューションビジネス
戦略

製品市場（顧客製品のアーキテクチャ）

内
部
製
品
構
造

インテグ
ラル型

モジュ
ラー型

モジュラー型インテグラル型

擦り合わせの
標準品

センサー部品＝標準化戦略

FAなど

ソリューションビジネス戦略

自社製標準部
品の組合せ





 

お わ り に 

 

本事業において、事業戦略、R&D 戦略、知財・標準化戦略を一体的に事業戦略に組み込

んだ三位一体戦略構築にあたって、企業が考慮すべき必須条件、キーファクターなどについ

て明らかにするために、まず、過去の関連する分野の先行調査を整理し、残された課題を明

確にした。次に、標準化戦略によるビジネスモデルの変化に最も影響を受けているエレクトロ

ニクス産業の事例を整理し、ビジネスモデルの類型化事例を挙げ、製品特性から見た標準化

戦略のタイプを整理した。さらに調査専門部会委員を対象に事業戦略／R&D 戦略／知財・

標準化の三位一体戦略について、現状および課題・問題意識を調査・抽出する目的でアンケ

ート調査を実施した。これらの調査結果から機械産業において、三位一体戦略の重要性が高

まる要因を整理し、今後の論点と必要な検討事項について整理した。 

今回の調査が、日本の機械産業の三位一体の技術戦略を推進する運営体制を構築してい

く上で、多少なりとも貢献することができれば幸いである。 
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