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近年、企業の経営戦略に関する新しいコンセ
プトとして注目されているのが、オープン＆ク
ローズ戦略というコンセプトである。経済産業
省（2013）によれば、オープン&クローズ戦略
とは「知的財産のうち、どの部分を秘匿または
特許などによる独占的排他権を実施（クローズ
化）し、どの部分を他社に公開またはライセン
スするか（オープン化）を、自社利益拡大のた
めに検討・選択することである」と定義されて
いる（2）。このオープン化する領域とクローズ
化する領域とを上手く連動させる（結び付ける）
ことにより、自社の技術を普及させて市場を拡
大するのと同時に、自社の利益を確保していく
という戦略である。（図表1）

例えば、世界第1位の半導体メーカーである 

インテルでは、CPU（Central Proccessing Unit：
中央演算処理装置）をクローズ領域として、
CPUとマザーボードのインターフェイス部分（3）

をオープン領域に設定している。さらにマザー
ボードの設計・開発方法をオープンにすること

	 1. オープン&クローズ戦略というコンセプト
により、新興国のメーカーが、積極的にインテ
ルのCPUに合致するようなマザーボードを設
計・開発させるように仕向けている。これによ
り、インテルのCPUが採用されるPCが市場
で圧倒的な地位を占め、利益を独占している。
またインターネット関連サービスと製品を提供す
る米国企業Googleは、スマートフォンOSであ
るAndroidをオープン領域として、アプリケー
ションプラットフォームであるGooglePlayのユー
ザー層を増やすことで、市場を拡大しつつ、利
益を高めることに成功している。

現在国内では、主に企業における事業戦略と
知財戦略との関係性を研究する研究グループを
中心として、特に上記のようなグローバル企
業（大企業）を対象とした研究が蓄積されつつ
ある。一方で、中小企業を対象とした当該分野
の研究は、未だ十分に蓄積されていない状況に
ある。これまでに弊社では、主に経済産業省や
特許庁の委託調査研究事業を通して、上記のコ
ンセプトを実践する国内中小企業の事例収集や
オープン＆クローズ戦略パターンの分析、類型
化等を実施してきた。一連の調査研究を進める

オープン&クローズ戦略は従来、豊富に資源（1）を有するグローバル企業（大企業）だけが優位
に実現できる戦略コンセプトとして提唱されてきた。しかしながら昨今、国内外で高いシェアを
持つニッチトップな中小企業においても、この戦略を採用し競争力を高めている企業が存在する
ことが明らかになりつつある。そこで本稿では、主に油圧シリンダー等の分野でニッチトップを
実現する株式会社南武の事例から、なぜ資源に制約のある中小企業が、オープン&クローズ戦略
を実現できるのか、そのメカニズムや実現のための要件について考察する。
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過程において、大きな資源制約がある中小企業
では、複数の技術セットを有し、グローバル
に事業展開を進める企業と同様に、オープン&

クローズ戦略が採られているという事実が明ら
かになってきている。

一般的にオープン&クローズの戦略的な企
業行動のパターンとは、「知的財産と標準との
関係性」として、経済産業省（2012）が整理し
ている以下A、B、Cの3つのパターンが代表的
なパターンであるとされている。（図表2）

パターンAは自社のコア技術を埋め込むパ
ターンである。小川（2014）によれば、ある商
品に自社のコア技術を埋め込み、標準化やコン
ソーシアム等で規格化し、グローバルスタン
ダードを獲得するパターンであり、通称「毒ま
んじゅうモデル」と言われている。表皮の薄皮
が標準、中身の餡がコア技術の知的財産であり、
自社の知財を埋め込んだ標準規格を業界他社に
食べさせて、コア技術領域から“伸び行く手”
で影響力を行使し、完全に市場を操る方法であ
る。この代表的な「自社技術埋め込み」パター

	 2. オープン&クローズ戦略のパターン

ンの戦略を取る企業には、米国で世界の移動体
通信に関する通信技術や半導体の設計開発を主
導するクアルコムがある。

パターンBは周辺技術オープン化パターンで
あり、自社のコア技術を知的財産や秘匿により
守りつつ、コア技術と抱き合わせにされた周辺
技術をオープン化することによりデファクトス
タンダードとなり、自社のコア技術と周辺技術
を同時に普及させる方法である。この「周辺技
術オープン化」パターンの戦略を取る代表的な
企業には、後述するインテルがある。

パターンCは、品質・機能差の明確化を行う
パターンである。評価基準や標準尺度の策定に
積極的に関与し、自社しかその基準がクリアで
きないないしは選ばれないように品質差を明示
して、特色あるコア技術を持って自社のブラン
ディングを行なうことにより、業界標準（デファ
クト・スタンダード）を得るモデルである。自
社の技術が評価基準や標準尺度となりオープン
化することにより、広く技術が普及し市場が拡
大するのと同時に、クローズ化している自社の
技術のみが採用されることになるために、独占
的な利益の確保を可能とする。この「品質差の

（資料）みずほ情報総研にて作成

図表1　オープン&クローズ戦略
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（資料）経済産業省（2012）を基にみずほ情報総研にて加工修正

※図中の「知財」は、権利化された知的財産（特許権等）及び権利化していない秘匿技術やノウハウ、その他
の事業活動に有用な技術上・営業上の情報等も含まれる（4）。

図表2　知的財産と標準との関係に基づくオープン&クローズ戦略の3つのパターン
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明確化」パターンの戦略を取っている事例とし
ては、日本水晶デバイス工業会などがある。

各戦略を採る代表的な企業として、いずれも
大企業や企業集団が名を連ねる。特にAの「自
社技術埋め込み」パターンの戦略などは、標準
化等の規格策定を主導する必要があることか
ら、資源を豊富に投入できる大企業（グローバ
ル企業）にしか実現できないパターンであると
考えられる。またBについても、標準規格の策
定等がポイントとなるため、中小企業には採り
えないパターンであると考えられてきた。また
中小企業は、資源制約に加えて、大企業が参入
しないニッチでカスタマイズを要する市場に多
品種少量生産事業を展開することが多いため、
自社技術を埋め込み汎用化した製品・サービス
を展開し、規模の大きな市場の獲得を目指す
オープン&クローズ戦略の手法を採ることに
は適していないとも考えられてきた。しかしな
がら昨今の一連の調査により、中小企業であっ
てもオープン＆クローズ戦略を実現している事
例があることが明らかになってきた。次項では、
この具体的な企業事例として、株式会社南武の
事例を紹介する。

（1）株式会社南武の企業概要
株式会社南武は、ロータリージョイントおよ

び金型用油圧シリンダーを製造するメーカー
で、ニッチトップ企業として経産省の「グロー
バルニッチトップ企業100選」にも選出されて
いる企業である。（図表3）

（2）ダイカスト（金型鋳造）のプロセス
本節では、南武のビジネスを理解するために

必要なダイカストのプロセスについて述べる。
当該分野に馴染みのない読者も想定し概括す
る。以下は、ダイカストのプロセスを示した図
である。（図表4）

ダイカストのプロセスとは、「加熱されて溶
かされた金属材料が金型内に流れ込み、その後
に冷却されて固まるプロセス」のことである。
現在この手法によって、多くのアルミダイカス
ト製品が製造されている。このプロセスを行う
機械がダイカストマシンである。ダイカストマ
シンは、金型の開閉や金属材料の投入、中子と
呼ばれる金型内で動作する型の動作をコント

	
3. オープン&クローズ戦略を実現する
中小企業－株式会社南武－

（資料）株式会社南武へのヒアリング情報を基にみずほ情報総研が作成

図表3　株式会社南武　企業概要
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ロールし、ダイカスト製品を量産する。
ダイカストでエンジンブロックなどの複雑

な製品形状を扱うには、前述の中子が必要であ
り、その中子を安定動作させる油圧シリンダー
の性能が生産性に大きく影響する。例えば、溶
けたアルミは700度の高温であり、中子を動作
させる油圧シリンダーもかなりの高温となる。
この油圧シリンダーが動作不良や油漏れを起
こした場合は、生産性の低下だけでなく、火事
などの危険を伴う。このように、油圧シリン
ダーは生産性に大きく影響する重要な部分で
あるといえる。

（3）南武の強みと「南武規格」
南武の強みは、過酷な使用状況かつトラブ

ルが起きやすい状況に耐えうる金型用油圧シ
リンダーを顧客の要望に応じた設計により、
少量多品種で製造できるという点にある。技
術的優位性の例として、AOC（Automatic Oil 

Cooling Cylinder：作動油自動循環シリンダー）
があり、シリンダー動作の後退端で作動油がシ
リンダー内を通過する機構について特許を取
得している。これはシリンダーの昇温を抑える
機構であり、シリンダー部品のパッキンの耐久

性を向上させるなど、ダイカストの生産効率
を高めるために有効な技術である。このような
汎用的な技術に加えて、同社は多品種少量生
産、シリンダーのメンテナンスサービス等の強
みを活かして、世界トップシェアのメーカーと
なっている。

南武のシリンダーは、現時点で日系自動車業
界におけるデファクトスタンダードとなってお
り、金型とのインターフェイスとなるシリン
ダーの形状やサイズなどは、「南武規格」が標
準となっている。従って競合他社は、この南武
規格に基づいた製品を製造することになる。実
はこの構図は、インターフェイス部分の標準化
およびコア技術のブラッシュアップとクローズ
領域化という点において、前述したBパターン

（インテルのモデル）に近いパターンになって
いる。（図表5）

南武とインテルの共通点の第一は、インター
フェイス部分の標準化である。インテルのイン
ターフェイス標準に基づき、マザーボードメー
カー等がボードを供給し、PCが完成されてい
る。これと同様にシリンダー分野においては、
この南武標準に基づき金型が完成されていると
いう構造が形成されているのである。そして第

（資料）株式会社南武会社説明資料（CAMPANY BROCHURE）より抜粋

図表4　ダイカストのプロセス
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二の共通点は、コア技術のクローズ化である。
インテルも南武も、両者のコアとなるCPUモ
ジュールおよびシリンダーモジュールが知財

（特許やノウハウ等）で保護されており、この
部分が他社との差別化要因になっているという
点である。

以上、資源制約下における中小企業のオープ
ン&クローズ戦略の実態について、株式会社
南武の事例を基に概観してきた。今回の事例か
ら導かれるインプリケーションとしては、他社
へオープンにする領域と自社技術を権利化もし
くは秘匿して、クローズにする領域を周到に設
計した事業戦略と効果的な知財マネジメント次
第で、多くの中小企業が直面している十分な経
営資源が投下できないような資源制約下であっ
ても、グローバルに展開する大企業がとるよう
な、オープン&クローズ戦略は実現できると
いう点である。

前述のように中小企業は、資源制約がある中
で、大企業が参入しないニッチでカスタマイ
ズを要する市場へと展開することが多いため、
自社技術を埋め込んで汎用化した製品・サービ
スを展開し、規模の大きな市場の獲得を目指

	 4. オープン&クローズ戦略実現のための要件

すオープン&クローズ戦略の手法を採ること
には適していない。それではなぜ、南武はオー
プン&クローズ戦略を実現することができた
のか？

このメカニズムは、主に4つの重要な要素か
ら成り立っていると考えられる。まず一点目
は、言うまでもなく南武がコアとなる固有の技
術を保有していたという点である。二点目は、
規模の小さい市場であるために「大企業が参入
しなかった」という点、三点目は左記がゆえ
に「市場に競合自体が少なかった」という点が
挙げられる。そしてこれらの市場特性から、四
点目として、自社のコア技術をベースに、技術
革新が生じにくい市場分野に対して「先行的に
参入し、自社技術が標準規格になった（デファ
クトスタンダードになった）」という点である。
デファクトスタンダードになる上では、業界全
体を俯瞰し、バリューチェーン上どの部分を自
社のコア技術としてクローズ（自社が担う部分）
して、どの部分をオープン（他社に担ってもら
う部分）にするかということが重要になるもの
と思われる。

以上、中小企業がオープン&クローズ戦略
を採るというのは、上記の要件を満たす場合に
おいては、逆に適している可能性がある。もち

（資料）（左）各種資料を基にみずほ情報総研が作成（右）株式会社南武会社説明資料
　　　（CAMPANY BROCHURE）とヒアリング情報を基にみずほ情報総研にて加工・修正

図表5　南武とインテルに見られるオープン＆クローズ戦略
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ろん上記要件は、今回紹介した南武の事例から
一般化することはできないが、中小企業がオー
プン&クローズ戦略を採ることを可能とする
要件仮説であると考えられるため、今後さらな
る事例の蓄積により明らかにして行きたい。

注
（1） 企業における経営資源（ヒト：人・モノ：物・カネ：

金・ネタ：情報）のことを指す。
（2） 経済産業省（2013）、P107
（3） CPUとマザーボード（埋め込まれているメモリや

バス、ハードディスク等の周辺部品）を繋ぐ機能
部分である。CPUは物理的なピン配列等を公開し
たが、インテルが知的財産を確保しているため、
マザーボードには結局同社のCPUが載るという独
占的な状況を作り出している。

（4） 経済産業省（2013）、P107（脚注2再掲）
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