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ユーザーの工程削減を実現するための工作機械の複合化・システム化
� ・・・（株）森精機製作所

多品種少量生産をはじめとする生産現場の高度化の要請を受け、工作機械に対するニーズも高度化し続
けている。（株）森精機製作所は、工作機械単体の展開のみならずシステム化や顧客のサポート体制の充
実を進めることで、こうしたニーズに応えている。

工作機械のトレンドとして「複合化」があり、複数の加工工程を「ワンチャッキング（加工対象となる
ワークのチャッキング（固定）を一度で済ませる）」とすることで、省人化、高速化、高精度化などが実
現される。同社はさらに、計測システムまで一体化したレーザ機内計測システム“S-Quad(Smart Scan 
Sensing System)”を展開するなど、従来の工作機械の枠を超えたシステム化に取り組んでいる。

また、顧客のサポート体制の充実については、高い専門能力を有したエンジニアリング部門を世界７拠
点に設置し、ユーザの技術サポートやソリューション提案を行っている他、同社社員を出向の形で派遣す
る「レジデントエンジニアサービス」も展開している。同社でトレーニングを受けた機械加工の専門家を
派遣するものであり、工作機械の据付・設定から、素材や工具の選定、プログラミング、さらには最適な
加工方法や効率を高める工程設計の提案まで含む技術サポートを行っている。

同社はレジデントエンジニアを、2020年までに500人に拡大する計画である。工作機械自体の高度化
に加え、システム化、さらには顧客のサポート体制の充実によってユーザ企業のものづくりを支援してい
く。

コラム

写真．レーザ機内計測システム S-Quad

（2）デジタル化に伴う製品のコモディティ化
「デジタル化」とは、文字や音声、映像などのアナ

ログ情報をデジタル情報に変換し、ソフトウェアによ
る制御を可能にすることである。特にテレビやパソコ
ンなどのエレクトロニクス製品では、製品の中に半導
体や制御ソフトウェアなど多数のデジタル技術が使用
されており、製造プロセスだけでなく製品そのものに
おいてもデジタル化が進行している。これらの製品に
おいては、部品同士のインターフェイスを標準化する

ことにより、各パーツを組み合わせれば製品を完成・
機能させることができる「モジュール化」が起こって
いる。

デジタル化・モジュール化が進んだ製品分野では、
当該製品の製造に参入することへの技術的障壁が低く
なり、多くの新興国企業が参入している。こうした製
品分野においては、製品のコモディティ化に陥りやす
い傾向にある。例えば、薄型テレビにおいては新興国
企業との激しい価格競争が発生し、かつて世界の市場
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（3）�コモディティ化に適応した事業領域の選別を
行う企業が強い

①新興国企業の低コスト戦略を前に苦戦する我が国企
業
デジタル化・モジュール化は製品のコモディティ化

をもたらし、新興国企業は製造設備の大規模投資と、
製品の大量生産による低コスト戦略を展開している。
こうした新興国企業との競合は、我が国企業の収益面
にも少なからず影響を及ぼしているとみられる。ライ
バル企業の国籍別に見た営業利益の動向を比較してみ
ると、中国や韓国などの新興国企業と競合する我が国
企業は、欧米企業と競合する企業と比較して利益が減
少する傾向にある（図132-2）。

我が国企業に対して、競争力の観点から海外企業が
優れている要因を聞いたところ、欧米企業が優れてい
る理由としては「事業戦略やビジネスモデルに優れて
いる」、「新規創業やイノベーション活動が活発であ
る」との理由を挙げる回答が多い。一方、中国・韓国

をリードしていた我が国エレクトロニクス企業が苦境
に陥っている。また、太陽光発電パネルにおいては、
先進国で導入された普及支援策に対応する形で多くの
企業が参入したが、急激に供給が増えたことによりコ
モディティ化が進み、世界的に多くのシェアを占めて
いた太陽光発電パネルメーカーであっても、その後、
経営破綻に陥る事例が発生している。

一方、自動車のように機械によって制御されるアナ
ログ要素が比較的多く残っており、製品の性能を十分
に発揮するために部品同士の細かい調整を必要とする

「すり合わせ型」の製品においては、我が国企業が強
みを持っている。しかしながら、電気自動車では、高
度なすり合わせが必要なエンジンそのものが使われな
くなり、製品のデジタル化・モジュール化が進行する
可能性がある。現時点では高い競争力を有する自動車
産業も、エレクトロニクス製品同様に新興国企業の追
い上げに直面する可能性もある。
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資料：経済産業省調べ（１２年１２月）

54.7

17.8

27.5

56.1

18.2

25.7

39.8

20.4

39.8

40.2

24.7

35.1

米国企業
（n=97）

欧州企業
（n=211）

ライバル企業の国籍

韓国企業
（n=247）

中国企業
（n=681）

営業利益減少基調
横ばい
増加基調

図132‒2　中国・韓国企業と競合すると利益面で苦戦
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資料： 経済産業省調べ（12年12月）

大胆な投資を実行している

経営の意思決定のスピードが速い

事業戦略やビジネスモデルに優れている

新規創業やイノベーション活動が活発である

産業インフラが充実している
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図132‒3　競争力で海外企業が優れる理由

企業が優れている理由としては、「大胆な投資を実行
している」や、「立地コストが安い」ことを挙げる回
答が多く、中韓企業のコスト競争力を強く意識してい
ることがうかがえる（図132-3）。
②強い海外企業のビジネスモデル例

強い海外企業のビジネスモデルを見てみると、大規
模投資と大量生産による市場シェアの拡大が特徴の

「アジア型」と、事業領域の選別と国際標準・知財戦
略を駆使した優位性確保が特徴の「欧米型」に分ける
ことができる。

（ア）アジア型
韓国のサムスン電子は、半導体・液晶パネル・携帯

電話機の3事業に対して資源を集中してきた。資源配
分に当たっては、現在の収益状況だけではなく、今後
高い競争力の実現が期待できるという視点で重点事業
を設定する。このような選択と集中により、先行・集
中投資で先行者利益を獲得し、稼いだ利益をさらに投
資に回すという好循環を実現している。例えば液晶パ
ネル事業では、我が国企業が不況期に生産と投資を

絞った隙間を突いて大規模投資を行い、シェアトップ
に立った。1990年代後半以降は、バブル崩壊後のリ
ストラに追われていた我が国企業が新興国市場進出に
慎重だったのに対し、サムスン電子は海外進出を加速
させ、新興国における市場シェアの拡大を実現した。

台湾（主力工場は中国）の鴻海精密工業（フォック
スコン）は、アップルやデルなどの欧米の大手電子機
器メーカーを主要顧客として、パソコンなど電子機器
を大量に受託生産する。受注から納品までのリードタ
イムの短さと製造コストの低さを競争力として急成長
し、売上高10兆円以上、中国では100万人以上を雇
用する巨大な EMS 企業となった。

（イ）「欧米型」
米国のアップルは、パソコンやスマートフォンなど

の電子機器メーカーであるが、製品の製造はコスト競
争力を有するアジア企業に外部委託し、自社は独自の
デザインやインターフェースを含む製品の企画・設計
及び「iTunes」や「App Store」などのサービスに
注力するなど、事業領域を選別しながら顧客の囲い込
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みや高利益率を達成している。
ドイツのボッシュは、自動車の ECU の基本ソフト

ウェアの標準化を主導し、自社製品の裾野を拡大。一
方で、制御パラメータをはじめとするアプリケーショ
ン開発のノウハウを自社内に確保するなどの知財戦略
を展開し、競争力の源泉としている。

（4）�欧米企業が駆使する知的財産マネジメントの
重要性

アジア企業と欧米企業は、互いの得意な事業領域に
経営資源を集中して国際的な分業体制を構築してい
る。このうち欧米企業は、製品の普及面では新興国企
業の製造能力を活用する一方、自社のコア技術は競争
力の源泉として自社内に残し、高い利益につなげる巧
みなビジネスモデルを展開している。

我が国ものづくり産業においても、アジア企業との
コスト競争による消耗を回避し、ビジネスで勝てる領
域を見極めた事業展開や、自社の技術が利益につなが
るようなビジネスの仕組みを周到に作り上げる必要が
ある。その際に意識すべき事項が、知的財産マネジメ
ントと標準化戦略である。
①知的財産マネジメントとオープン・クローズ戦略

近年の新興国企業の技術面でのキャッチアップや、
国際的な分業体制への移行など競争環境の変化に対応

し、我が国企業が持つ技術を利益につなげていくため
に、戦略的な「知財マネジメント」の実施が求められ
る。知財マネジメントで扱う「知的財産」とは、特許
権などいわゆる権利化された「知的財産権」だけでな
く、権利化されていない技術やノウハウ、その他の事
業活動に有用な技術上・営業上の情報を含む広義の概
念である。

知財マネジメントの基本は、知的財産の公開、秘
匿、権利化を使い分ける「オープン・クローズ戦略」
である。オープン・クローズ戦略とは、これらの知的
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（図
132-4）。アップル・インテル・ボッシュなどの欧米
企業は、オープン・クローズ戦略を駆使し、オープン
化により製品を広く普及させる仕組みを作ることに加
え、自社のコア技術（差別化部分）をクローズ化する
ことで、製品市場の拡大と競争力の確保を同時に実現
することを図っている（図132-5）。

図132–4　オープン・クローズ戦略の基本フレーム  

18 
 

5 

10 

15 

資料：経済産業省作成

◆  独自技術などを秘匿化（ノウハウ）
◆  知財の占有化

（独占実施、権利侵害差し止め、高額ライセンス）

◆  他社に自社技術の使用を許すこと
　  標準化、無償実施
　  低額ライセンス、クロスライセンスなど
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図132–5　欧米企業のオープン・クローズ戦略事例

資料：経済産業省作成

アップル（米） インテル（米） ボッシュ（独）

オープン / 標準化領域
スマートフォン端末の

製造工程を EMS 企業に開示
（オープン化）

PC 周辺機器（マザーボー
ド）の製造技術をアジア企

業に開示
（オープン化）

自動車 ECU 基本ソフトウェ
ア「Autosar」の標準化を

主導（標準化）

クローズ領域
デザイン（意匠権）

タッチパネル技術（特許・
他社にライセンスせず）

MPU
（ブラックボックス化）

アプリケーション開発の
制御パラメータ

（ブラックボックス化）

オープン・クローズ戦略を駆使して企業価値最大化を実現・・・三菱電機（株）

三菱電機（株）は、①事業戦略、②研究開発戦略、③知財・標準化戦略を融合させた三位一体経営で企
業価値の最大化を図っている。特に、新興国をはじめとするグローバル市場で市場創出やシェア拡大を図
るには、オープン・クローズ戦略として、どの技術を公開するか（オープン化）、または独占するか（ク
ローズ化）という戦略の重要性が高まっているという。

同社のコア事業の1つが FA（ファクトリーオートメーション）システム事業で、コントローラ機器の
シーケンサや、駆動・制御機器のサーボやインバータ、メカトロニクス製品の放電加工機やロボットなど
で高い国内シェアを有している。この FA システムをネットワーク化した製品（FA ネットワークシステ
ム）の普及拡大を図るため、同社は2000年に CC-Link 協会というコンソーシアムを立ち上げ、FA ネッ
トワークシステムである CC-Link のプロトコルのインターフェイスに絞ったオープン化と国際標準化を
行った（2007年に ISO 発行）。オープン化することで CC-Link に接続するパートナーを増やし FA ネッ
トワークの海外市場での拡大を図るとともに、コア技術はブラックボックスとして同社及びパートナーの
付加価値を維持している。一方、SSCNET Ⅲ /H というネットワークは高度なモーション制御を可能とす
るため、パートナーに絞った情報開示（クローズ戦略）で技術を独占しつつもデファクト化を目指すとい
うように、FA ネットワークの事業内容に応じてオープン・クローズ戦略を使い分けている。

また、同社は1995年に開発した MISTY という暗号技術の特許を無償公開することを宣言した。
MISTY のアルゴリズムは高く評価され、かつ、ライセンスフリーとしたことが奏功し、MISTY を移動体
通信システム用に改良した KASUMI は2000年に W-CDMA 方式携帯電話の国際標準暗号方式として認
定され、2002年には GSM 方式の携帯電話の暗号技術として採用された。暗号技術では後発メーカーで
あった同社は、欧州で国際標準化に成功したことで一躍暗号メーカーとして世界に知られるようになっ
た。今日では、日常生活で使われる様々な機器に膨大な暗号システムが搭載されているが、KASUMI が
国際標準化に成功したことで同社製品すべての信頼性が高まり、同社の企業価値最大化に大きく貢献して
いる。

コラム
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徹底した知財保護、パートナーとのアライアンス、そして国際標準化による評価方法の
確立と、場面に応じたオープン・クローズ戦略の使い分け・・・TOTO（株）

光触媒とは「自身は前後で変化しないが、光を吸収することで反応を促進させる物質」と定義され、そ
の代表例が「酸化チタン」である。酸化チタンを建材などの表面に塗布し、そこに太陽光（紫外線）が当
たれば表面についた有機物が分解され、かつ、極めて高い親水性を発揮するので分解された汚れが雨水に
よって洗い流される（いわゆるセルフクリーニング機能）。これは TOTO（株）が大学との共同研究で得
た成果で、さらに同社は酸化チタンにある物質を混ぜることで、より高い分解性能と親水性を実現し、か
つ、一度紫外線があたると1週間程度この効果が持続する光触媒を開発した。しかも、この効果は半永久
的に持続する。

同社は、主要発明に係る基本特許を頂点に“知財のピラミッド”を構築。仮に基本特許が崩れても、そ
の下の製品レベルでの特許で防御していくという戦略をとっている。特に世紀の発明と言われた光触媒の
技術はしっかりと特許で防御しつつ、光触媒を応用したタイル・塗料の製造・販売とともに、国内外100
社以上にライセンス供与を行い、ロイヤリティでも稼ぐというビジネスモデルを展開してきた。

コラム
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図：三菱電機（株）の知財戦略
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②  知的財産の複合的な保護  

ライバル企業との差別化を図るポイントとして、製品のデザインやブランドの重要5 
性が高まるとともに、それらを保護する意匠権・商標権に対する認識も高まっている。

アップルとサムスン電子によるスマートフォン関連訴訟において、アップルはタッチ

パネル技術の特許侵害と、製品の意匠権や商標権の侵害を訴えた。これを契機に、特

許だけでなく意匠権や商標権を複合的に組み合わせてライバル企業の侵害に対抗する

戦略が広く認識されるようになった。（図表 132-６） 10 
 

 

 

図： TOTO（株）の“知財のピラミッド”  図：TOTO（株）の“知財のピラミッド”
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②知的財産の複合的な保護
ライバル企業との差別化を図るポイントとして、製

品のデザインやブランドの重要性が高まるとともに、
それらを保護する意匠権・商標権に対する認識も高
まっている。アップルとサムスン電子によるスマート

フォン関連訴訟において、アップルはタッチパネル技
術の特許侵害と、製品の意匠権や商標権の侵害を訴え
た。これを契機に、特許だけでなく意匠権や商標権を
複合的に組み合わせてライバル企業の侵害に対抗する
戦略が広く認識されるようになった。（図132-6）

しかし、現在同社はライセンスについては、知財中心のビジネスから永続的に発展できるモノ中心の
ビジネス（光触媒製品をつくるためのコート液販売）へ展開しようと、光触媒の良さを高く評価してく
れる国内外の建材メーカーやガラスメーカーなどと積極的にパートナー関係を結び、「ハイドロテクト

（HYDROTECT）の輪」というグループを形成している。ハイドロテクトは光触媒を利用し、光や水といっ
た自然の力で地球も暮らしもきれいにする環境浄化技術のことで、技術ブランド展開すべく、いろいろな
製品分野での商標登録も行っている。

この光触媒は日本で生まれ、日本が技術開発を先導してきた領域で、今でも日本が世界のトップラン
ナーを走っているが、普及するにつれ、不十分な性能のものやまがいものも出回るようになった。そこで、
それらの排除と健全な市場形成・普及のために評価方法を国際標準化しようと、2006年に光触媒工業会
が設立され、JIS から ISO へと発展させてきた。同社は JIS 化するに当たり、同社が保有していた測定方
法にかかる日本特許についてロイヤリティフリーを宣言している。

図132–6　知的財産の複合的保護のイメージ
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