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 [概 要] 

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

ことから、三位一体の技術戦略構築にあたって企業が考慮すべき必須要件、キーファクタ

ーなどについて調査研究を行い、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

なるガイド案を作成することを目的に、事業／R&D／知財・標準化三位一体戦略調査専門部

会（部会長・安井公治三菱電機（株）開発本部開発業務部次長）を設置し、調査を実施し

た。以下は、調査結果の概要である。なお、具体的調査は株式会社三菱総合研究所に委託

して実施した。 

 

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し、以下の調査を実施した。 

2. 調査内容の概要 

2.1 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。 
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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 

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 
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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 



2.2 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。 

3. まとめと今後の論点 

3.1 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。 
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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。 

 

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 

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

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 

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

し新興国の参入機会が増加してくる。 

IT との融合 

相互接続が重要と てきている。  

 

なっ

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

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。

の取り組みが避けられないものとなる。 

 

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

国内市場の縮 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

小とグローバ 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
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ル市場への展

開 

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 て、製品の差別化

 

再定義、新た

の組み合わせや擦り合わせの検討が必要にな

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

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

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

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。 

 

3.2 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

に以下の構成を検討していくことが考えられる。 

業における事業戦略／R&D 戦略／知財・標準化戦略の実態 

ーン 

3.3 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

ていくことが必要である。 

の掘り下げを行うことが重要である。 

以 上 

 

 

 

作成していくため

（１）目的 

（２）三位一体の経営戦略の必要性 

（３）機械産

（４）三位一体の戦略の考え方とパタ

（５）必要となる体制と人材 

（６）参考資料 

を収集し、精選し

 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、連携について以下の観点から調査

・ 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 

 


