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産学官のグローバルに最適な連携を行うために構築・活用している手法（我々は「連携スキーム」と呼んでい

る）のうち，共同研究・技術調達，知財・知見の導入（Inbound 活動），および休眠知的財産権の活用等（Outbound 

活動）を目的とした連携スキームを紹介する。特に，マッチングイベントへの参画やグローバルでのオープンイ

ノベーション支援サービスにより，不特定多数の解決策・技術シーズ保有候補者に対して課題・技術ニーズを開

示し，技術提案を募集する連携スキームについて述べる。併せて，オープンイノベーションを進める上での戦略

の一つであるオープン＆クローズ戦略についても，取組例を紹介する。

To facilitate open innovation, Yokogawa has been developing and implementing collaboration 
schemes, which are frameworks for establishing globally optimum industry-academia-
government collaboration (inbound activities) and for utilizing dormant in-house intellectual 
property (outbound activities). Among them, this paper introduces collaboration schemes that 
aim to expand joint research, technology procurement, and use of third-party intellectual 
property and knowledge. In line with a collaboration scheme, Yokogawa attends matching events 
or uses open innovation support services, discloses technological challenges or needs to holders of 
solutions and technological seeds, and solicits technological proposals from them. This paper also 
introduces an application example of Yokogawa’s open-close strategy, an effective strategy for 
promoting open innovation.

1. はじめに

自社技術だけでなく，他社が持つ技術やアイデアを組
み合わせて，革新的な商品やビジネスモデルを生み出す
オープンイノベーションを推進する企業が増えている。
オープンイノベーションを活用した製品開発の事例も多
く紹介されている。本稿では，オープンイノベーション
の手法に焦点を当てて，広範なオープンイノベーション
活動のうち，共同研究・技術調達，知的財産権・知見の
導入（Inbound 活動），および休眠知的財産権の活用等

（Outbound 活動）を目的とした，産学官のグローバルに
最適な連携を行うために構築，活用している手法（連携
スキーム）の一端と，オープン＆クローズ戦略の取り組
みを紹介する。

2. オープンイノベーションとは

オープンイノベーションに関する諸活動について記述
したものを図 1 に示す。中央に個別企業の事業化プロセ
ス，バリューチェーンを示す。

ここでは簡易的に代表的な項目を記述している。企業内
活動と企業外活動の境界線を点線で示す。オープンイ
ノベーションは，企業外から企業内への Inbound 活動
と，企業内から企業外への Outbound 活動に分かれる。
Inbound 活動は，社外の知的財産権等を従来以上に活用
し，企業内部と外部の知的財産権等を有機的に結合する
ものである。一方，Outbound 活動は，未活用の知的財
産権等を従来以上に社外で活用する。

この中で，大学等との共同研究，社外の知的財産権導入，
標準化活動などは，従来からも行われている。横河電機
ではオープンイノベーション室の前身となる組織を６年
前に設置し，主に Inbound 活動，Outbound 活動を実行
するための外部とのインターフェースの設計を開始した。
我々はこれを連携スキームと呼んでいる。グローバルに
最適な連携相手をどのように探索し，どのように連携す
るか，そのための仕組みである連携スキームの構築を進
めてきた。従来の連携は，例えば大学との産学連携の場
合，研究者の出身大学の恩師など，既に構築された人的
ネットワークを活用する傾向が強かった。このような連
携は，最適な連携相手であるとは限らないし，またその
評価も難しい。これに対し，組織設置後は，従来からの
人的，組織的ネットワークの外側に存在する最適な連携
先を，如何にコミュニケーションコストを最小にし，必
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要に応じて匿名性を担保しながら探索するかを考慮して，
その仕組みである連携スキームを構築し活用している。
また，連携スキームの構築と並行して，連携スキームの
評価を進めてきた。

さらに，社内での課題・技術ニーズを，その性質や特
性によって，どのような連携スキームを使えば良いのか，
また，どのように組み合わせれば良いのか，その検討・
企画・実践も進めてきた。

最終的には，連携スキームの活用により，Inbound 活動，
Outbound 活動をバリューチェーンに有機的に組み込み，
価値創造に繋げることを目指している。

3. 横河電機のオープンイノベーション活動

3.1 実施している連携スキーム
図 2 に， 横 河 電 機 が 実 施 し て い る Inbound 活 動 と

Outbound 活動の代表的な連携スキームを示す。

図 2 連携スキーム

Inbound 活動の場合，連携組織の探索の地域を国内に
限定するか，グローバルまで広げるかで連携スキームが
異なる。また探索する範囲が不特定多数の複数組織か，
１つの組織内の最適な研究者かの違いにより，２つのタ
イプに分類される。投網型は，我々の従来のネットワー
クの外側に存在する不特定多数の組織に対して，課題・
技術ニーズを発信して，解決策を募集する。組織連携型
は特定の研究機関や大学の産学官連携組織と協力して，
最適な研究者を探索し連携を進めるものである。

Outbound 活動における社内の休眠知的財産権の活用
という技術シーズ先行の場合は，課題・技術ニーズ先行
に比較して探索の成功確率，すなわちマッチングの確率
が低く，また，マッチングまでの時間がかかる傾向にあ
る点が，Inbound 活動と異なる。例えば Web への公開
は，個別企業の他，支援サービス会社や公的機関でも実
施しているが，課題・技術ニーズ保有組織からのコンタ
クトを待たなければならず，短期間での結果が必要な場
合は，注目を集めるような工夫が必要となる。その意味で，
Passive 型と分類している。一方，コンサル系のオープン
イノベーション支援サービスを活用する場合は，ニーズ
を保有すると推定される組織への訪問調査や他社製品の
知的財産権の抵触の推定などが実施されるので，Active
型の連携スキームに分類している。

3.2 Inbound 活動の連携スキーム
Inbound 活動においては，国内型かグローバル型か，

投網型か組織連携型か以外に，課題・技術ニーズと共に
企業名を公開するか匿名にするかも，オープンイノベ
ーションを進める上で重要な判断となる。また，課題・
技術ニーズが具体的か否かの抽象度により，活用する
Inbound 活動の最適な連携スキームが異なる。図 3 には，
横軸に社名の公開の有無，縦軸には課題・技術ニーズの
抽象度を採り，対応する連携スキームを示している。

Inbound活動の連携スキーム 

Outbound活動の連携スキーム  

図 1 オープンイノベーション活動
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図 3 連携スキームの使い分け

オープンイノベーション支援サービス（O-I 支援サー
ビス）も仲介を主とするものから，提案候補者によるデ
ィスカッションを含むものまで，支援サービス会社によ
り異なるサービスが提供されている。課題・技術ニーズ
の抽象度も含めた特性に応じて，最適な連携スキームを
使い分けることが重要である。社名の公開は，企業活動
においては，むしろ例外的な活動である。

社名公開型の代表的な連携スキームが，マッチングイ
ベントである。社名公開型であっても，連携組織が決定
した後の共同研究などは，契約により秘密を保持して進
めることになる。

一般に企業の持つ課題・技術ニーズは，その企業の将来
に向けた戦略と関係が深く，企業名の公開は難しい。オー
プンイノベーション室では，定期的に社内の部署を訪問し，
課題・技術ニーズを調査している。その中の約１割程度は，
材料，加工技術が中心で戦略が見え難く，社名とともに開
示可能であったので，約３年前からマッチングイベントに
参画し，課題・技術ニーズを公開している。

3.2.1 マッチングイベント
マッチングイベントとは，一般に，技術シーズや解決

手段を有する組織や研究者等に参加を求め，課題・技術
ニーズを有する組織が，その内容をプレゼンテーション
することにより，課題・技術ニーズと解決策・技術シー
ズを結びつける仕組みである（図 4）。マッチングイベン
トに参加する解決策・技術シーズの保有者は，イベント
を主催する組織により異なる。経済産業省系機関，地方
自治体（第３セクターを含む），金融機関等の主催するマ
ッチングイベントでは，中小企業が多数を占める一方，
文部科学省系機関が主催するマッチングイベントの場合
は，大学の教員やコーディネーターが中心になる。さらに，
近年は，ベンチャー企業と大手企業のマッチングのイベ
ントも開催されるようになっている。横河電機は，2012
年以降，約 10 回のマッチングイベントに参加している。
初めて参加した時は，ビジネス関連のテレビ番組で，活
動が紹介された i。

図 4 マッチングイベント風景

3.2.2 マッチングイベントにおける課題と対策
マッチングイベントによるオープンイノベーション活

動を進めた結果，課題も顕在化した。
① ニーズの開示情報の具体性が不十分な場合，提案が我々

のニーズにマッチする確率が低い。
② 提案企業（解決策・技術シーズ保有者）からの提案内

容の詳細度の差が大きい。
③ マッチングイベント毎にそれぞれの主催者が策定して

いる，面談等を含めた提案者との情報の遣り取りのル
ールや提案シートの様式・項目が異なるため，同一課
題に対する提案内容の比較が容易ではない。

④ 提案ではなく，企業アピールや売り込みも多い。
特にマッチングイベントにおいては，ニーズ保有組織，

シーズ保有組織が，お互いに相手に充分な情報を開示す
る事を躊躇する傾向がある。所謂，情報のパラドックス
の問題である。最適な連携候補を探索するためには，こ
の対策が必要である。情報のパラドックスへの対策，マ
ッチング確率の向上，それらを含めた提案企業とのコミ
ュニケーションコスト低減を目的に，我々は複数の提案
組織の中から最終的な連携組織の選出までの，提案企業
とのコミュニケーション手順を標準化した。その仕組み
を「戦略的マッチング・プロセス」と呼んでいる。

マッチングイベントでのプレゼンテーションでは課題・
技術ニーズの概要を開示し，マッチングイベントへの参
加企業に一次情報を提供し，その結果，解決の可能性が
高いと判断された参加企業には，秘密保持の約束をお願
いした後に，課題・技術ニーズの詳細情報を文書で提供
している。これにより，課題・技術ニーズの一人歩きの
防止と提案企業とのマッチング確率の向上を図っている。
マッチングイベント主催者に対しては，「戦略的マッチン
グ・プロセス」の採用を可能な限りご了解頂いている。
その結果，提案のマッチングの確率が導入前の 10% から
57% に向上し，ミスマッチの企業との面談等によるコミ
ュニケーションコストを低減することができた。

3.2.3  オープンイノベーション支援サービス
図 3 に示した通り，課題・技術ニーズの中には，オー
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プンイノベーション支援サービスの活用に適したものも
ある。匿名性を担保したい場合や，解決策・技術シーズ
保有者が国内のみでなく，グローバルに分布すると推定
される場合，ニーズが解決した場合に我々が得られる便
益との比較，所謂費用対効果が見込まれるもの，また，
その技術レベルが適度の難易度を有するものが，この連
携スキームには適する。図 5 に，オープンイノベーショ
ン支援サービスを活用し，技術シーズをグローバルで公
募した時の，提案組織の所在国の分布の一例を示す。16
ヶ国の 32 機関から提案を頂き，連携組織の絞り込みを
行い，共同研究を進めた結果，現行製品より１桁以上の
高性能の技術が得られ，製品化に繋がっている。

図 5 提案組織の所在国の分布

4. オープン＆クローズ戦略

4.1  オープンイノベーションにおけるオープン＆クロー
ズ戦略

次に，オープンイノベーションを進める上での戦略の
一つであるオープン＆クローズ戦略について述べる (1)。
知的財産権戦略と標準化戦略において，ビジネスモデル
におけるオープン領域とクローズ領域の明確化の重要性
は，従来から論じられている。近年，さらに高度な戦略
であるオープン＆クローズ戦略が注目されている。

初めに，「オープン」「クローズ」という言葉が，「オー
プンイノベーション」と「クローズドイノベーション」，

そして「オープン＆クローズ戦略」に使用されており，
混乱を招きやすいので整理してみたい。事業化プロセス，
企業の境界線，Inbound 活動，Outbound 活動は図１で
説明した。オープン＆クローズ戦略は，図 6 に示す通り，
①クローズにする自社のコア領域，②オープン領域，③
標準化と知財権でオープン領域をコントロールするため
の結合領域，により構成される (2)。ここで，クローズ領
域でのクローズは，自社のコア技術を他社に真似されな
いように知的財産権やノウハウを保護する意味である。
そのコア技術を用いて事業化，製品化する。もちろんコ
ア領域を強化するために，オープンイノベーションの観
点から，Inbound 活動で外部から技術導入することは重
要である。一方，結合領域はパートナー企業にライセン
シングし，併せて標準化を行う Outbound 活動である。

従来からも，オープン領域とクローズ領域の区分けは
行われており，それぞれの領域での開発は独立に進めら
れてきた。オープン＆クローズを戦略としてより特徴付
けられるのは，オープン領域とクローズ領域の組み合わ
せに加え，特に契約も含めた結合領域の戦略であると考
えられる。

4.2 オープン＆クローズ戦略の取り組み例
オープン＆クローズ戦略の一例として，無線フィール

ド機器について紹介する。横河電機の主力ビジネスであ
る石油，化学などのプラント工場のオートメーション（プ
ロセスオートメーション）では，工場全体を制御する生
産制御システムと，現場に設置されたフィールド機器と
呼ばれるセンサー等との間の接続にはケーブルが使用さ
れ，ネットワークを構成している。フィールド機器は，
大規模なプラントでは何千，何万台と設置されるため，
ケーブルの敷設のコストも莫大になる。そこで，無線通
信を行うことにより，この問題を解決するのである。

従来は，クローズ領域とオープン領域での開発を独立
に進めていた（図７左）。フィールド機器の一つである圧
力を測るセンサーの例を述べる。MEMS 技術で，シリコ
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図 6 オープン＆クローズ戦略
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ンの板の中に微小な振動子を製作し，そのシリコン板に
加わる圧力により，その振動子の共振周波数が変化する
原理を利用している。世界中の MEMS 技術者の注目を集
めたコア技術である。

図 7 オープン＆クローズ戦略の取り組み例

一方オープン領域では，フィールド機器を接続するネ
ットワークの標準化が代表的である。近年では，国際標
準化の重要性は広く認識されているが，横河電機が本格
的に国際標準化に取り組みだしたのは，1990 年代初期
で，それも経営トップの指示で標準化組織を設置して進
めた。当時はまだ WTO（世界貿易機構）も発足する前で，
所謂 TBT 協定もない。日本企業の中では，比較的早い時
期に本格的に国際標準化に取り組んだと言える。

以上は，オープン領域とクローズ領域を独立に進めた
例である。

図７右に，無線フィールド機器を実現するための無線
通信モジュールを示す (3)。プロセスオートメーションの
世界では，温度，流量，圧力，分析計など様々な種類の
センサーが必要となる。お客様の要望は多種多様で，す
べてを横河電機だけで対応することはできない。主要な
センサーは自社で開発するが，それ以外の特殊なセンサ

ーは，パートナー企業の協力が必要である。そこで，セ
ンサー側はオープン領域として開放し，インターフェー
スを標準化している。一方，無線通信モジュールには，
多くのセンサーの専業メーカーが今まで経験したことが
なかった無線関連技術，例えば高周波回路技術や無線機
器の構造，さらには各国の電波法の認証取得，そして高
信頼性通信技術などのコア技術を集約して，クローズ領
域としている。なお，センサーの出力も，その測定対象
や測定原理により，出力信号が異なるので，信号の変換
モジュールも併せて提供し，接続性を確保している。

5. おわりに

オープンイノベーションで解決を図ろうとする課題・
技術ニーズに応じて，最適な連携組織を選択するために，
まずその探索手段として，課題・技術ニーズの特性を考
慮した最適な連携スキームの構築および活用を行ってい
る。ノウハウを蓄積して連携スキームを進化させていく
ことと，外部のオープンイノベーション支援サービスを
活用する場合は，ツールとしての連携スキームを使いこ
なしていくことが重要である。オープンイノベーション
は，企業のグローバル競争力強化の強力なツールと言わ
れて久しい。横河電機は，オープンイノベーションを活
用し，開発のスピードアップ，コスト低減を図り，経営
の効率化を行うとともに新しい価値づくりへの変革を進
める。今後いっそう，お客様，大学，研究機関，ベンチ
ャー企業などとの連携を進めていく。
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