
1．はじめに

本稿では，ここ数年，注目を浴びているオープン

イノベーション（open innovation）と知財につい

て情報通信産業（ICT産業）を取り上げイノベーシ

ョンと標準化における知財を考察するとともに，取

り組みと問題点をまとめてみる．

2．情報通信産業とオープンイノベーション

オープンイノベーションの成功例，ジレンマはよ

く語れており書籍も多数出版されているが，そもそ

もオープンイノベーションが語られることは情報通

信産業の発展があったことを無視できない．情報通

信産業の今日の発展がなければ単なる従来型のイノ

ベーション（innovation）はあったのであろうが世

間の知を集大成するオープンイノベーションは存在

し得なかったのではないか．情報通信技術の有効的

な利用により，インターネットというサイバー空間

に存在するあらゆる情報の組み合わせにより新しい

市場を形成してゆくことができる．インターネット

に国境はなく各国の法律・標準・規制が及ばない，

または保護されないという状況にある．

一方いまや，情報通信産業は社会の重要なインフ

ラとなりパソコンはどこの家庭でもどこの会社でも

ごく一般的に見ることができる存在になり子供でさ

え宿題に使用したり主婦がインターネットを使って

夕食のレシピを探したりするのが自然に見える世界

となっている．1990年にこんな世界を想像した者

が何人位いたことだろうか．1台100万円近くする

パーソナルコンピュタ（personal computer）を個

人的に買って使おうという発想は関係者でさえほと

んどできなかった．ここで歴史を振り返りながら，

このような世界がどうしてできたのかをビジネスの

観点・技術の双方からとイノベーションと知財との

観点から考察してみる．

3．イノベーションスキーム

イノベーションのスキームを知財の観点から従来

型のイノベーション，オープンイノベーション，さ

らにはアウトカム理論から導き出されるイノベーシ

ョンの3つに分けてその性質と特徴をみてみる．
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3．1．従来型イノベーション

シュムペータ1は「創造的破壊・既存技術の破壊

から生じる社会的価値創造」をイノベーションと名

付け，以前から長く続いた企業内の継続的なイノベ

ーションにより経済が発展すると唱えている．従

来，事業を行っていた会社は自社内で垂直統合型の

研究・開発・サービスの効率化を図り事業の拡大を

図っていた．例として，IBMは半導体の素子・記

憶装置・基本ソフトウエア・開発用の言語・アプリ

ケーション・通信の基礎研究・製品開発・製造・販

売・サービス，さらには製品を売りきるだけでなく

レンタルという形で提供し一社で閉じたエコシステ

ムのなかでイノベーションが実践されていた．従来

型イノベーションにおける企業の戦略は自社内での

研究成果の効率化を図り，いかに製品開発につなげ

製品・サービスとして世の中に出して利益を最大化

することであったと言える．そこには先発明主義に

基づきながら発明の権利化の重複が存在する．この

様に従来型イノベーションは既存市場の拡大を目的

としているといえる．

3．2．オープンイノベーション

オープンイノベーションはヘンリー・チェスブロ

ウの『OPEN INNOVATION』2に「企業が技術革新

を続ける為には，企業内部アイデアと外部（他社）

のアイデアを用い，企業内部または外部において発

展させ商品化を行う必要がある．オープンイノベー

ションは企業内部と外部のアイデアを有機的に結合

させ，価値を創造することを言う」と書かれてい

る．また研究者・技術者によりベンチャー企業の設

立により新市場に対応することも行われているが，

図式としては知財の流通を重視し，活用してゆくと

いうことになる．例としてよくあげられるのが記憶

装置のハードディスク業界である．IBMはハード

ディスクの発明をした後，製品開発をおこない大型

計算機用に継続的に開発・製造・販売を行っていた

がIBMを退職した数々の研究者・技術者が様々な

会社を設立し互換のハードディスクを開発・販売，

またワークステーション・パーソナルコンピュータ

用の製品を市場に出してゆき，大きな市場を形成し

た．昨今ハードディスクは決して計算機市場だけで

なく携帯音楽プレーヤ，ハーディスクレコーダなど

新たな市場を形成している．この例に見られるよう

にオープンイノベーションはビジネスモデル主体の

モデルと考えられ，既存市場の拡大ばかりでなく新

たな市場の形成がなされる．

3．3．アウトカム理論に基づくイノベーション

新しいイノベーションスキームとして考えられる

のがアウトカム3理論に基づいたイノベーションで

あり，複数の参画主体により技術を持ち寄り，共同

または分散開発を行うことにより実践される．ここ

では知財のパッケージ重層化を考慮してゆくことに

なり創成型協業という形で実践され，既存市場だけ

でなく創成型新市場の醸成がはかれる．イノベーシ

ョンは開発過程だけで完成するものではなく，いか
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項　目 
 

主　体 

 
開発形式 

 

 
図　式 
 

市　場 

従来型 
イノベーション

 
 

1つの会社 

自前主義 
自主開発

 
 

先発明主義 
既存産業 
発明権利化の重複 

既存市場 

オープン 
イノベーション

 
 

複数の会社・個人 

 
共同開発 
 

ビジネスモデル主義 
スピンアウト型分業 
知財流通の重視・活用 

既存市場 
新市場 

知財パッケージ型 
オープンイノベーション 

（アウトカム理論に基づく） 

複数の参画主体 

持ちより技術 
共同開発 
分散開発 

余益主義 
創成型協業 
知財重層化の重視 

既存市場 
創成型新市場 

図1　イノベーションスキーム 

出所：菊池純一「知財のオープンイノベーション・スキーム」文部科学省委託事業
研修会，青山学院大学，2009, 1に加筆． 



に市場（マーケット）を広げてゆくかが重要であ

る4．実際に基本ソフトウエアの開発では2001年に

IBM,富士通株式会社，日本電気株式会社，株式会

社日立製作所の間でオープンソース（open source）

であるリナックス（Linux）の基本機能の企業向け

対応機能の拡張開発において，開発の効率化・迅速

化のために機能の分析を行いオープンソースに公開

を前提に共同・分散開発を行うことを企業用リナッ

クスの開発協業として発表がなされている5．実際

の成果は2002年1月に共同開発成果が報告されて

いる6．この例はオープンイノベーションを知財パ

ッケージ型のイノベーションに進化させたものであ

り，このような例が他にも出てくることにより新し

い形態である知財パッケージ型のイノベーションが

定着してゆくのではないか．技術優位思考の強い日

本の企業では最も適したイノベーションである．5

章では日本におけるパーソナルコンピュタの規格・

統一に関する例を挙げるが，これも知財パッケージ

型イノベーションの一例である．以上をまとめたも

のが図1である．また図2あるように知財パッケー

ジ型のスキームの解決すべき課題と対処策の提案が

なされている．

4．イノベーション時代における知財

4．1．オープンイノベーションにおける知財パッケー

ジ

オープンイノベーションにおける知財の組み合わ

せをソフトウエアで置き換えて構成を見ると図3の

ように表せる．ソフトウエアの歴史は歴史と共に肥

大化し垂直統合モデルから水平分業モデルへと変化

してきた．ソフトウエア構成に基づく現代のイノベ

ーションは図3の個別のかたまりの機能・知財（以

下ソフトウエア機能パッケージと名付ける）で表わ

される狭い範囲で起きるわけではなくIxで示され

るようにいくつかの知財・技術を纏めたIx（これ

を知財パッケージとする）で構成される．

現代のイノベーションは各ソフトウエア機能パッ

ケージのみで実践されるわけでは無く各レイヤー・

同じレイヤーの組み合わせ，更には付加的機能から

成り立つ知財の塊（知財パッケージの重層化）によ

って構成される．またソフトウエアはそのものの特

徴でもあるが日々改善・イノベーションがハードウ

エアと比べて比較的楽になされる7．このようなソ
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解決すべき課題 

競争環境の確保 
 

知財成果に係る適正配分 
 

知財情報の共有 
 

知財創成における協業分担 

対処策の提案 

知財パッケージの重層化 
垂直的市場の形成 

知財信託の設定 
ビジネス・モデルの開発 

統括プログラムの構築 
知財の量産・資産評価 

R&Dプル型のコンソーシアム 
知財与益の可視化 

図2　知財パッケージ型オープンイノベーション・スキ
ーム 

出所：菊池純一「知財のオープンイノベーション・スキーム」
文部科学省委託事業研修会，青山学院大学，2009, 1． 
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フトウエア機能パッケージ間にはオープンスタンダ

ードとしてのインターフェース8が公開されてイン

ターオペラビリティ（相互運用性）が確保されるこ

とが前提となることによりオープンイノベーション

が加速する．従ってソフトウエアではインターオペ

ラビィティの重要性が特にイノベーションに取り重

要な要素となるのであるが，国際標準によりイノベ

ーションのさらなる加速がなされる可能性が期待さ

れることとなる．

4．2．インターオペラビィリティ

インターオペラビリティは特に情報システムの世

界では重要である．図3で示されたIx（I1, I2,,）と

いうイノベーションが完成するに当たり各レイヤー

のどのモジュール（要素）をいかに組み合わせその

上に改良を重ねてIxを作り上げ市場にビジネスと

して提供することによりはじめて新しいビジネスモ

デルが構築できる．インターオペラビリティを維持

しないソフトウエア機能パッケージはそのことによ

りイノベーションとして世の中に出ているパッケー

ジが機能しなくなることを意味しているためその担

保が必要となる．インターオペラビィティは製品・

サービスの設計の当初から考慮されねばならないこ

と，ライセンス9契約等により維持されてゆく．こ

れは何もソフトウエアに限られたことではなく一般

的などの産業でもイノベーションが起きる際には構

図は同じである．インターオペラビリティはオープ

ンイノベーションの基本となるコンセプトと考えら

れ，できれば国際標準として担保されることが持続

性を保つ条件となる．開発側としては，インターオ

ペラビリティ確保のためには企画・設計・開発のす

べての段階での考慮が必要となり国際標準規格への

対応を考慮することにより市場での責任を果たすこ

ととなる．

4．3．イノベーション時代における知財の現状

WTO・TBT（World Trade Organization・

Technical Barriers to Trade）協定の基，パテント

ポリシーが構築されているが，実務的なイノベーシ

ョン時代の諸課題を考察すると，WTO・TBT協

定は1995年に強制規格及び任意規格を改正・作成

する際に国際標準規格10を基盤とすることを原則

（当然例外は存在するが）として義務づけているが，

2001年に中国がWTOに加盟したこと，新たなイノ

イノベーション時代の知財パッケージ
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図4　オープンイノベーション・スキームに課せられた4つの課題 
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戦略的計画 

知財の活用 
戦略的実施 

知財の再編 
戦略的創造 

知財の成果 
戦略的統括 

出所：菊池純一「知財のオープンイノベーション・スキーム」文部科学省委託事業研修会
　青山学院大学，2009, 1に加筆． 



ベーションの浸透は新しい課題としてあげられる．

イノベーションの定義はOECD（Organization for

Economic Co-operation and Development：経済協

力開発機構）のOslo Manual 2005に「実装された

技術的に新しい製品およびプロセス，および製品・

プロセスの技術の技術改良」とされてあるが実体と

しては研究開発・改良を製品・サービスとして顧客

に提供することにより市場を作ってゆくことであ

る．また，製造・開発工程を改善ことによるイノベ

ーションもそのことによりよい製品・サービスを市

場に投入してゆくことと考えられる．この際，多く

の場合ICTとりわけソフトウエアの貢献が大きい

のであるが，そこに知財の様々な取り扱いが旧来の

概念を超越したところで発生しているのではないで

あろうか．たとえばソフトウエアによって起きたイ

ノベーション，またそのソフトウエア自体のイノベ

ーションの開発者に対するインセンティブが考慮さ

れているのか評価が適切にされる仕組みがあるのか

考慮されるべきである．一例として，多くの大企業

がオープン・イノベーションの下，ソフトウエアの

世界でのオープンソース（open source）を利用し

ているが，その開発者のインセンティブが名声・コ

ミュニティでの評価にとどまっていては持続的なイ

ノベーションの阻害要因になると考えられる．オー

プンソースライセンスは開発者・使用者間には

GPL（General Public License）でライセンス関係

があるが契約当事者の間での契約であり第三者は拘

束されることはない．またオープンソースを使った

サービス事業者のオープンソースに対する貢献，更

にはクラウドコンピュティングにおける開発者・補

完者に対するインセンティブも今後考慮されるべき

であろう．オープンソースのビジネスモデルはこの

ほかにサービス・カスタマイズなどもある11．

4．4．日本のソフトウエア

若干古いデータではあるが日本のソフトウエアの

関係特許は数からは1999年，2003年ともに世界で

第2位につけている12，しかしながら実際のソフト

ウエアの市場を見るとOS/Middleware/Application

全てに世界的に通用しているものはほとんどないと

いっても過言ではない．また正確なデータはないが

大半の特許は大企業によって取得されていること及

び埋め込み型のものが多いと考えられる13．今後

様々な形で個人が特許を取得できる仕組み・対応が

望まれる．特許でソフトウエアを保護しようとする

取り組みも報道されているが無形資産であるイノベ

ーションも考慮されるべきであろう14．

4．5．オープンイノベーションの課題

オープンイノベーション実践上の課題は図4で示

すように知財成果にかかわる適正配分・知財の情報

の活用・知財創成における協業と競争環境の確保の

4つである．戦略上は，知財の再編を行うための創

造，知財の現状把握のための戦略的計画，知財の活

用による戦略的実施，そして知財の成果の把握のた

めの戦略的統括とつながり，お互い関係・連携しあ

いながら，新しいイノベーションを生み出してゆく

のという過程を経てゆく．ここでは継続なイノベー

ションが図ることができるような課題に対する仕組

み・答えが要求されていることとなる．またソフト

ウエアは人の知識・知見だけからできあがる無形の

発明・発見（invention）でありその組み合わせを

開発した開発者に対するインセンティブを明確にす

ることによりイノベーションのさらなる発展がなさ

れると考えられる．

5．日本におけるPC 業界におけるオープン
イノベーション

5．1．PCの特徴とその位置づけ

日本では家庭に入り，あるいは個人で使われ普及

に成功した情報機器は25年の周期で現れている．

1925年に公共放送が開始され1931年には聴取者が

100万を突破したと言われるラジオ，1955年代に日

本中が力道山のプロレス中継に熱中しそれ以降急速

に普及していったテレビ，1980年代に現れた本稿

の主題であるPC，そして2007年現在加入者が9,000

万人を超え1億人に迫る勢いの携帯電話である．

それぞれ自由な情報収集や発信の手段として大い

に普及したがPCはそれ以前のラジオ，テレビをは

じめ当時出回っていた他の電化製品とは大きな違い

があった．PCというものは生産者にとって個々の
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使用者の使用目的が掴み切れない，いわば半製品と

でも呼ぶべき製品である．一般に商品は生産者があ

らかじめ使用者の使用方法を理解して作成している

（ごく一部のマニアックなユーザを除く）．ところが

パソコンが現在のように一般家庭に入っていくと考

えもつかない使い方をされていくことになる．文書

や家計簿，年賀状の作成，メールのやり取り，イン

ターネットを使った情報検索やブログによる情報発

信など次々に新しい利用方法が生まれその全容は生

産者もとても把握しきれない．

また，PCは本体に加えてその中にインストール

されているさまざまなアプリケーションソフトやプ

リンターなどのパソコンに接続されている周辺機器

などの複数の別会社によって製作された製品群が一

体となって上に述べたようなさまざまな使用者の目

的にあったサービスを提供しておりそれ以前の電化

製品のように1社ですべてが完結している製品とは

大きな違いがある．

この新しい傾向はコンテンツや着メロを自由に選

んで自分に合った携帯電話にして利用するといった

形で携帯電話更にはデジタル家電と言われるにも引

き継がれているが，PCが世に出た当時生産者にと

っては技術的にも販売戦略的にも従来とは違った全

く新しい取り組みが必要となっていた．最近は携帯

電話も以前の日本独自規格のものでないOSが数多

く使われるようになり（ iPhone, Android,

Windows, Synbian）日本のアプリケーション開発

者も世界に自分の開発物を展開することが，商社と

か中間業者の手を経ないでできる仕組みが出来上が

ってきている．この仕組み自体，従来型の著作権保

護の仕組みが変わってゆくことを示唆しているのか

もしれない．何も著作権について知識のないアプリ

ケーション開発者が携帯電話のOSメーカが提供し

たサイトに投稿してメーカがその売り上げの10％

程度の手数料で全世界のユーザに販売する仕組みが

出来上がっている．

5．2．PCの歴史

PCの世界を振り返ると，1981年にIBMがオープ

ンなPC（IBM PC）を発表し，それまでのクロー

ズなコンピュータの世界から新しい環境を提供した

ことにより市場の拡大が図られた．IBMの戦略の

もと，多くのPCメーカがアメリカだけでなく世界

中で出来上がり，IBMのオープン戦略が現在のオ

ープンイノベーションに多大な貢献をしている．元

来コンピュータはそのもの自体では何ら役立つもの

ではなく，OS/Middleware/Applicationと言われる

ソフトウエア群があってはじめて機能する（ソフト

ウエア群の組み合わせのダイナミズムに対する知財

の創成については2章参照）．従来のコンピュタは

顧客の要望に対してメーカが要求を満たすように作

り上げる仕組みであったが，PCとはいえコンピュ

ータが個人のものになった瞬間にその用途は無限に

広がってゆく，使用目的が分からない製品が世に出

てゆくことになったことにより現在のようなイノベ

ーション時代があるのだと考えられる．

5．3．日本のPC市場とオープンイノベーション

日本においても1980年代のPCの世界は出荷台数

も200万台程度であり10数社が参入しているにもか

かわらず，一社が70％の圧倒的な市場占有率を誇

り価格支配力により市場をほぼ独占していた．のこ

りのわずかな市場に10社を超える互換性も標準化

もされていないPCがわずかの台数を独自仕様とし

て販売していた．図5に1990年のPCの規格を示

す．PCの世界では標準化がなされていないものは

その上で動くアプリケーションソフトウエア・周辺

機器が独自開発（または対応のため修正）となるた

め価格も高くビジネスとはなり得ない．一方世界に

目を向けるとIBMは発売当初のオープン戦略によ

り周辺機器・アプリケションソフトウエアが補完各

社により発売され，さらには互換機がコンパック等

から出荷され，市場の拡大，製品価格の下落により

誰でもが使える市場が出来上がっていった．長い間

日本語の処理という限られた市場で守られていた日

本のPCも日本IBMが開発したDOS/Vというソフ

トウエアでその壁が取り除かれることとなる．

DOS/Vは世界のデファクト標準となっていた

IBMPCにオペレーティングシステムであるDOSに

わずかな機能を付加することにより日本語処理とい

う壁を取り除いた．さらにはオープンイノベーショ

ンともいえる，協業他社へ無償許諾契約を結ぶこと
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によりオープンアーキテクチャ15として日本の市場

を開放することとなる．ここにマーケットを創成

するというイノベーションが起きるのであった．こ

の技術とマーケティング戦略としてのイノベーショ

ンのもと，1980年代のようなメーカ間の非互換性

を解くのではあるがそこには市場拡大という大きな

戦略があった．結果は明らかであり，1995年には

過半数が同じ仕様となり実際には1998年にはほぼ

すべてが同一仕様となる．この間，遅れていた日本

の補完各社のビジネスも立ち上がり，ハードウエ

ア・ソフトウエアも海外からの参入が加速した．こ

のイノベーションは単にPCの世界だけにとどまら

ず，現在の大多数のイノベーションの基礎になって

いることは間違いなく，図6に見るように市場の拡

大はあきらかであり，戦略的にアーキテクチャを公

開したIP戦略の成功例と言える16．ここには各パー

ソナルコンピュータメーカの従来型の囲い込み型の

自前主義により標準・互換性の無いパーソナルコン

ピュタを長年作りわずかな台数を販売し続け，なお

かつ利益のでない小さな市場にアプリケーションソ
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図5　1990年の日本のパソコンの規格 
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フトウエア・周辺機器を開発するという戦略はシュ

ムペータのイノベーション理論以前の古いモデルで

有ったと言える．そこには，補完業者の市場もでき

ることはなかった．時代と共にオープンイノベーシ

ョン更には知財パッケージ型のイノベーションにて

市場を開拓し，パーソナルコンピュータというもの

が変化していった．情報通信産業という新しい産業

にイノベーションがソフトウエア開発により，持ち

込まれたのが1990年であったのは日本の業界にと

ってもイノベーション戦略を再考する良いきっかけ

になったと考えられる17．

6．標準化戦略

イノベーションにおいて標準化と相互運用性は重

要な要素となっている．標準化がなされていない知

財パッケージが使われているイノベーションは発展

性を一部の開発者（社）により左右されるおそれがあ

る．如何に標準化がなされるのかの現状は，標準化

戦略・国際標準活動は，知財が十分に強い場合18を

除きフォーラム規格（Forum規格）の作成，そし

て規格として発展させ，さらにはECMA/IEEE19な

どの機関による認知を持ってデファクト（defacto）

標準を確立してゆく．さらにはファーストトラック

制度によりデジュール（dejure）としての規格化

を図る例も出てきている20のも時代の趨勢と考えら

れる．

ここでいくつかの問題点をあげてみると，イノベ

ーションの時代の標準化は知的財産および権利の処

理に対する判断がさらに増大する．標準化団体は特

許の有効性・必須性に対しての判断は行わないの

で，製品・サービスの実装後にいわゆるホールドア

ップ問題が発生する可能性が存在する．また成立し

た標準を RAND条件のもとでさえも，判断は

ISO/IECの定義“Reasonable And Non-Discrimi-

natory terms and conditions without applicants

through the world”となっているが合理的条件と

いう判断は当事者に任せらており，その明確な解は

ない．その当事者の中には権利を持つ者，その権利

を利用するもの，将来の期待を持っている第三者が

存在するが，さらには実施権を許諾しないものも存

在している場合もあり，RANDも必ずしも完全で

はない．また，パテントトロールに対する対抗策も

不実施機関であるだけに金銭的な解決を図らざるを

得ないことも見逃せない．

5．1．標準化の一般的プロセス

一般的には製品開発上でのプロセスは製品開発を

進めるにあたり，

1． 研究・開発過程

1．研究の結果に基づく製品開発戦略策定

2．製品開発のためのアライアンス戦略

3．知財戦略・マップの策定

2． 開発・製造過程

3． 特許の権利者の確認

4． 特許権利者から特許宣言書を得る

5． 特許権利者がライセンスしない場合は，標準

に入れない

6． 標準策定時には含まれる特許を明示する

の流れをとるが，元来すべての特許を確認すること

は不可能であり，また特許宣言書を出してもらい

RAND条件を受諾させることは前に述べた観点か

らも簡単ではない．特許権利者の確認のポイントも

企業の戦略上，標準化が好ましくない，つまり利益

の最大化が図れないと考えれば1つの手段として利

用して標準化プロセスに入れないことも可能であ

る．たとえ特許権利者が宣言書を出したとしても記

述されているものがすべてという保証はない．図7

にイノベーション及び製品の一般的なライフサイク

ル，図8に製品化プロセスを示す．

7．国際制度上の課題

7．1．ソフトウエアの著作権保護

ソフトウエアイノベーションの保護の著作権保護

はWTO21のTRIS22により守られている．また特許

権についてもTRIPS協定23によりソフトウエアに

よるイノベーションにも原則的に適用されると記述

されている．ただし特許権保護の詳細が定められて

いるわけではなく，一般協定が存在しているだけで

あり，特許可能な範囲は明確にはなっていない．こ

のようにソフトウエアのイノベーションは著作権で
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保護することが可能であるが，その本質から複製が

他の技術より容易であるという特徴を持っている．

持続的なイノベーションの推進のために政府は国際

協定により著作権の保護の基本的なフレームワーク

を標準など含めて施策を始めている．

7．2．独占禁止法の国際的課題

オープンイノベーション・知財パッケージ型イノ

ベーションは1つの国の中だけでなされるものでは

なく世界中の知財によりなされる．イノベーション

が知財パッケージで世に出されて知財で守られて

も，独占禁止法は国内基準に基づいているのでイノ

ベーションが発明と イノベーションの組み合わせ

で評価されても他国では抱き合わせ技術と評価され

る可能性もあり，当該国に不服審判へ供することは

できても結果について何ら保証はなく，本来は相互

認証が必要であるにもかかわらず，曖昧になってい

る点も考慮しなければならない．

8．まとめ

オープンイノベーション時代においての知財の考

慮点・問題点を歴史，及び知財パッケージ型のオー

プンイノベーションのあり方につき考察してきた

が，今後ますます知財のパッケージ化が進み新しい

イノベーションが世の中に出されるに当たり標準

化・インターオペラビリティ・オープンスタンダー

ドなどの知財的保護が重要になると考えられ，その

知財の成果の適切な配分がなされる仕組みが必要で

あること．また，法的保護，国際標準等の取扱いに

つき国という垣根を越える取り組みが必要であると

考える．

注
1 J. シュムペーター（1983，1984）（大野忠男・木村健康・安井琢磨
訳）『理論経済学の本質と主要内容』岩波文庫，上巻1983年，下巻
1984年．

2 ヘンリー・チェスブロウ（2004）『OPEN INNOVATION』産業能率
大学出版部，7頁～10頁．

3 Kikuchi, J.（2005）“Outcome Management of Intellectual
Assets,” International Journal of Intellectual Property, Law,
Economy and Management 1 pp. 47―51．

4 マーケットイノベーションの例は4章を参照．
5 http://pr.fujitsu.com/jp/news/2001/05/30-1.html
6 http://www.nikkeibp.co.jp/archives/165/165604.html 
7 最近はソフトウエアの肥大化により必ずしもソフトウエアの変更・修正
が簡単ではなくなってきている．

8 一般的にはAPI（application program Interface）といわれる．
9 クロスライセンスも含まれる．
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10 ISO（International Organization for Standardization）,IEC
（International Electrotechnical Commission）等．

11 詳細はhttp://rsss.anu.edu.au/̃janeth/OSBusMod.html 
12 OECD特許データベースより，1999年世界総数4,430件，2003

年総数5,540件であり共にアメリカが1位．
13 詳細な調査を今後してゆく．
14 平成21年1月5日，日本経済新聞記事第1面参照．
15 オープンアーキテクチュアはオープンスタンダードに近いものであり競

業他社・補完業者が同じ土俵で競争できる規格の公開を意味する．
16 『競争と協調』ユナイテッドフュチャーズ出版（//www.oadg.or.jp/ ）

参照．
17 Windows95の世界的な爆発的浸透の前であったのが日本の産業にと

っては救いであった言える．PCの技術は今のデジタル家電・車制御な
どデジタル社会の基礎となっている．

18 実際には以前と違い，一社で知財を独占していることは考えられない．
19 ECMA（European Computer Manufacturer Association 欧州電

子計算機工業会 ）IEEE（Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc.）マイクロソフトのOpenXML（文書フォーマット）
が最近の例としてあげられる，マイクロソフトは従来デファクトによる
製品の展開を図ってきたが，デジュールに対する取り組みがなされはじ
めている．

20 マイクロソフトのOpenXML（文書フォーマット）が最近の例として
あげられる，マイクロソフトは従来デファクトによる製品の展開を図っ
てきたが，デジュールに対する取り組みがなされはじめている．

21 世界貿易機構．
22 Trade-Related Aspect of Intellectual Rights.
23 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights，知的所有権の貿易関連の側面に関する協定．
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