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１．オープン＆クローズの戦略思想が生まれた背景

２．モノのオープン＆クローズ戦略
＊欧米の事例、日本の事例
＊３つの要素：オープン、クローズ、伸びゆく手

３．データのオープン＆クローズ戦略
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東京大学 政策ビジョン研究センター

小川 紘一

＊100年ぶりの経済革命： ビジネス・エコシステムの登場
＊インダストリーのオープン化、

データによる価値形成とオープン＆クローズ戦略

＊ＣＰＳの全体構造とデータビジネス
＊戦略を先導するのは誰か、＊欧米の事例
＊所有権/アクセス権とオープン＆クローズ戦略、事例
＊イノベイティブな産業創出に向けて

IoT、BD、AI時代の知財戦略を考えるシンポジウム
—データとノウハウの保護・共有と活用のために—
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１８世紀末～：第一次経済革命（イギリス中心）
■所有権・知財権の強化、

■ 蒸気機関＜経験の産業化＞

１９世紀末～：第二次経済革命（ドイツ、アメリカ,日本）
■特許庁、知財権の強化（ｱﾒﾘｶ、ﾄﾞｲﾂ、日本）

■自然法則の活用で新技術：＜自然法則の産業化＞
■大規模企業の登場：イノベーションの主役へ
■企業研究所・職業としての科学技術研究者の出現

20世紀末～：第三次経済革命（全世界）

■ソフトウエアに知財権（1980s),

＜人工的な論理体系（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ、ｿﾌﾄｳｴｱ）の産業化＞
■小規模企業がイノベーションの主役へ

■ビジネス・エコシステム型産業の進展

１00年ぶりに出現した経済革命
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【プロパテント時代】
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1980年代のアメリカ

■デジタル化・ソフトウエア化の進展
＊製品アーキテクチャがモジュールの組み合わせ型へ転換

＊モジュールの結合インタフェースもオープン標準化

■石油危機後の経済再興に向けたアメリカ
＊ソフトウエアに著作権(1980）、知財権(1981）
＊ＳＢＩＲ法(1982),＊バイドール法、＊ﾌﾟﾛﾊﾟﾃﾝﾄ知財高裁(1982)
＊国家共同研究法(1984)：当然違法の原則から合理の原則へ

政策イノベーション

技術体系の一部しか持てない小規模企業が繋がりあう

ミニコン、パソコン、インターネット

ビジネス・エコシステム型の産業が大規模に出現
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製品アーキテクチャ転換とオープン標準化



＊アメリカ：1980年代から

＊ヨーロッパ：1990年代中期から
＊日本：2000年ころから、

デジタル型のエレクトロニクス産業で進展
ＩｏＴ時代はこれが他の産業領域へ大規模の広がる

オープンなビジネス・エコシステムの進展が
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互いに繫がりあって価値形成する
ビジネス・エコシステム型の産業構造の中で

新たな勝ちパターン創出を支えたのが

オープン＆クローズの戦略思想

データ駆動型のサービス・ビジネスでも
オープン＆クローズの戦略思想が必須となる
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２．モノのオープン＆クローズ戦略

© 2016 東京大学 小川紘一

□ 欧米の事例、日本の事例

＊アップル、インテル、スマホなどの詳細説明は

□ 共通する３つの要素

①オープン、②クローズ、そして

③伸びゆく手 の形成

ＩoT時代のＢＤ，ＡＩ、データ駆動型サービスで、

必須の戦略思想となった

IoT、BD、AI時代の知財戦略を考えるシンポジウム
—データとノウハウの保護・共有と活用のために—

小川紘一著、“オープン＆クローズ戦略”、翔泳社



エコシステム型へ転換後に成功した企業は
何れもオープン&クローズ戦略を持っていた

その本質は

１．クローズ領域を守った上でオープン化

２．ビジネス・エコシステム構造とビジネス・プラット
フォームを
＊自社優位に決め、
＊競争のルールも自社優位に決める

３．自社のコア領域からサプライチェーンへ強力な
影響力を持たせる

＊伸びゆく手を形成
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詳細は小川紘一著、“オープン＆クローズ戦略”, 翔泳社



オープン＆クローズ戦略は３つの要素からなる

１．オープン：外部ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
＊市場の利用コストがゼロ、参入障壁無し、協業領域
＊グローバル市場で多くのパートナーがイノベーション

２．クローズ：内部ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

＊差異化、差別化の原点、参入障壁、競争領域
＊個々の企業レベルで技術・製品イノベーション

３．伸び行く手
＊クローズ領域からオープン市場へ向かう市場コントロール

のメカニズム
＊ビジネス・エコシステム側の外部イノベーションの成果を

自社へ取り込んで企業価値を高める仕掛け
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技術革新＋知財マネジメント
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ビジネスモデル＋知財と契約のマネジメント

結合インタフェースの標準化



オープンなビジネス･エコシステムの中で
サプライチェーンに強い影響力を持たせる

仕組みとしての、経営者の

“伸びゆく手”の思想が1990年ころに出現
＊オープン＆クローズ戦略でエコシステム構造を

自社優位に事前設計、同時に
＊グローバル市場へ“伸びゆく手”形成

これを知財・契約マネージメントで支える

□神の“見えざる手”： 1770～1870年代、アダムスミスの世界

□経営者の“見える手”： 1870から1980年代まで
フルセット統合型の巨大企業が支配する市場、チャンドラーの世界

□経営者の“消えゆく手”：1970～1990年代まで、ラングロアの世界
背後で、産業構造が垂直統合型から水平分業型へ転換
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３．データのオープン＆クローズ戦略

© 2016 東京大学 小川紘一

IoT、BD、AI時代の知財戦略を考えるシンポジウム
—データとノウハウの保護・共有と活用のために—

□ＣＰＳとデータビジネスの位置付け

□戦略を先導するのは誰か、
□オープン＆クローズ戦略を主導するのは誰か

＊欧米企業の事例

□所有権/アクセス権の発生メカニズム

□イノベイティブな産業創出に向けて



IoTが創る巨大なエコシステム型経済で

価値形成の主役となるのが

ＣＰＳ：Cyber Physical System

【Cyber: ｺﾝﾋﾟｭｰﾀが創る仮想世界】
■ シミュレーション、エミュレーション
■ 人工知能、ビッグデータ、

【Physical: 手で触り・目で見える、モノの世界】
■ リアル、現実社会

10© 2016 東京大学 小川紘一

BD,AI 時代に顕在化した新たな視点

Physicaｌをデータ発生のエンジンと位置付ける
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オープン＆クローズ戦略を先導するのは誰か

【モノの世界】 主に、モノの所有者、所有権者

□どこをオープンにしどこをクローズにするかは、
モノを所有する下記オーナーが判断：
＊個人、企業、ﾋﾞｼﾞﾈｽ・プラットフォームなど

□標準化でオープン領域を決め、自社優位に
＊エコシステム構造を設計、
＊外部イノベーションを促進、短期間で巨大市場を創る

□クローズ領域を以下で守る：
＊技術革新、ノウハウ：

競争相手にとって実質的にクローズに見える
＊知財と契約のマネジメント：

クローズ領域を法的に守って維持
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【データ】 のオープン＆クローズ戦略

Step-1; 戦略の主導権を取るために

□ データの分析・加工処理によって価値を創出する
□ データ所有権/アクセス権の所在を明らかにする

Step-2: オープン＆クローズ戦略に向けて
□ オープン：

＊データのオープン共有and/or積極的に流通させて
外部イノベイションを起こすプラットフォーム構築

□ クローズ：
＊オープン環境でデータを独占する仕組み構築
＊自社データの価値を維持・増殖させて大量普及

□ 伸び行く手：
＊オープン・エコシステムに強い影響力を持つ仕組み

構築で付加価値を引き寄せ、企業価値を高める

＝基本的な考え方はモノと同じ＝
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欧米企業の事例をもっと知ろう
□ エコシステム型産業に定着したオープ領域と

クローズ領域

□ データ起点のサービス・ビジネスに向けた
欧米企業の仕掛け作り、

□なぜオープン・プラットフォームを先導するのか
なぜブール作りを先導するのか

□戦略立案プロセス、データの所有権/アクセス権
事例紹介

© 2016 東京大学 小川紘一
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データ駆動型サービスビジネスで
オープン＆クローズ戦略を考える留意点

□エコシステム型産業に定着したオープン領域
①データ/情報流通路,コミュニケーション通路

例：ｲｰｻﾈｯﾄ（物理層）、TCP/IP（ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ層/ﾈｯﾄﾜｰｸ層）
例：OPC-UA（ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ4.0準拠のｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ・ﾌﾟﾛﾄｺﾙ）

②ｲﾝﾀﾈｯﾄをﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとする情報の加工・編集ツール
例：Ｗ３Ｃ：HTML,Mosaic(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）の標準化

③テストベッド：非競争領域（ｵｰﾌﾟﾝ）だけで接続性検証
例：ＩＩＣのテストベッド、ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ4.0のテストベッド

□エコシステム型産業に定着したクローズ領域
①ｵｰﾌﾟﾝな通路につながるデバイスやシステム
②データ処理アルゴリズム
③データの加工・分析で生まれた価値（情報）

このどこをオープン化するかは
ビジネスモデデルの問題
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Edge Cloud 

データを活用して価値形へ向かう欧米企業は

階層構造のオープンプラットフォ－ム構築へ向う

Public Cloud

© 2016 
東京大学
小川紘一

Managed/Private Cloud

Fog Network/Ｃｌｏｕｄ

Edge 

Sensor/ Sensor Module

モノ , ヒト

ｸﾞｰｸﾞﾙなど

ｼｰﾒﾝｽ
など

GE
など

ｼｽｺなど

ｲﾝﾃﾙなど

多数の企業群

KUKAなど

データのオープン＆クローズ思想がどう刷り込まれているか
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■リーダ企業が最も重視するのが期待形成：

＊プラットフォームをオープン化してパートナー企業

を引き寄せ、イノベーション連鎖を起こす
＊プラットフォーム全体がイノベイティブになれば

期待形成が更に強まり,パートナーが世界中から
集まる

■プラットフォームを先導するメンバーに有利なビジネス

ルールが一旦決まると変更がほぼ不可能：
＊キャッチアップ型のアジア企業は
・欧米が先導するビジネスの枠組みを越えられない:

・後追いでは主導権を取れない

欧米企業はなぜプラットフォーム構築を先導し
なぜビジネスルールを自社優位に決めるのか

© 2016 東京大学 小川紘一
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データ駆動型サービス・ビジネスで
戦略立案のプロセス

Step-１：

モノとデータの双方に関わるビジネス構造全体
のオープン＆クローズ戦略の枠組みを決める

Step-２：

データから価値の創出とデータのアクセス権を
合法的に獲得するための、モノとデータを連動
させたオープン＆クローズ戦略の立案・実施

Step-３：

データ/情報それ自身のオープン＆クローズ戦略
の立案・実施
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データのオープン＆クローズ戦略
＝皆さんへの問題提起＝

□ モノづくりの得意な我々は、モノが発生するデータ
を活用してイノベーティブな産業を創出したい

＊センサー/センサーモジュールからサービスビジネス
展開に至るそれぞれのレイヤー/エコシステムで、

＊どこをオープンにし、どこをクローズにすれば
イノベイティブな産業が創出されるのだろうか。

□例えば、工場関連のデータでオープン＆クローズ
戦略を先導するには、データの所有権か
アクセス権を持たねばならない
＊誰が、どんなケースなら、データの所有権や
アクセス権を持つのだろうか
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オープン＆クローズ戦略に向けた
データのアクセス権、所有権、価値の形成

□ Ｍ社、Ｄ社、今後は加速度的に増える
＊サイバー空間で設計された図面ﾃﾞｰﾀと現実システム

□ Ｋ社など多数： 工場ロボット、自動車組み立て工場

□ Ｓ社など多数：ＣＰＳビジネスモデルによる工場ロボット

□ Ｍ社、Ｂ社、Ｄ社、Ｇ社、多数
＊MEMSｾﾝｻ付きタイヤ、 乗用車、トラック、建機、
＊メーカ、所有権者

□ Ａ社、Ｂ社、・・多数
＊センサー、医療機器、医者/病院、患者

□ ＩｏＴ家電、ＩｏＴ家具、ＩｏＴ自電車
＊メーカ、所有権者、
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先手を打つには
①ＩｏＴ，プラットフォーム、ＣＰＳによる価値形成

とビジネスモデルの相互関係を理解し、

②モノ造りとデータ活用サービスビジネスを
ＣＰＳの全体構造の中に正しく位置付け

③産業の全体構造とサービス・ビジネスの
プラットフォームを 事前設計する必要あり

ＩｏＴ時代の日本企業は先手を打って
仕掛けないと勝てない



＊マイクロプロセッサーの性能：１０年で１００倍

＊スーパーコンピュータの性能：１０年で５００倍

＊クラウドの人工知能が１５年以内に人間に近づく

これまで
の実績
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ＩｏＴが創るエコシステム型の経済環境は
今後も加速度的に進化発展する

オープン＆クローズと期待形成の戦略思想を駆使した

オープンなビジネス・ブラットフォーム構築と
データ活用によるサービスビジネスが

我々の想像を遥かに越え、瞬時に、しかも

大規模にグローバル市場の隅々へ広がる
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これまで所有権・知財権とビジネスルール設計が

新産業創出で大きな役割を担ってきた

15世紀ﾍﾞﾈﾁｱから18世紀末の第1次産業革命(ｲｷﾞﾘｽ）
＊経験則の産業化、
＊人間が努力して生み出す価値に所有権・知財権

19世紀末：第二次経済革命, 
＊自然法則の産業化、
＊自然法則それ自身は人類共通の価値
＊自然法則を組み合わせて生まれた技術に知財権
＊特許制度の新設・強化

20世紀末：第三次経済革命,
＊人工的な論理体系の産業化 、
＊ソフトウエアに知財権、モノの経済からＣＰＳ経済へ
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1474年



データに関する知的資産制度は

企業人の企業人による、新たな産業創出
のための制度でなければならない

© 2016 東京大学 小川紘一

２１世紀にはじまる第四次経済革命
＊データの産業化、

＊データの所有権、＊データへのアクセス権 、
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19世紀末からはじまる第二次経済革命は、

＊モノの生産性を飛躍的に高める時代だった

21世紀初めからはじまる第四次経済革命は、

＊サービスの生産性を飛躍的に高める時代
この視点から

データの知的資産制度を考えて欲しい
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参考資料

■オープン＆クローズ戦略の歴史的経緯や理論、ビジネスモデルの
事例及び軍師型の人材育成などについては以下が参考になります

はじめに 基本メッセ－ジとその背景
第１章 エレクトロニクス産業の失敗を越えて
第２章 製造業のグローバライセーションと

ビジネス・エコシステムの進展
第３章 欧米諸国が完成させた「伸びゆく手」

のイノベーション
第４章 アジア諸国の政策イノベーション
第５章 アジア市場で進む日本企業の

経営イノベーション
第６章 オープン&クローズ戦略に基づく

知的財産マネージメント
補論 IoTとインダストｒチー４．０をめぐって
おわりに ２０２５年の日本

ご清聴ありがとうございました


