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平成 29年 11月 

企業経営幹部、経営企画部門・事業部門の管理職・リーダー及び候補者の皆様 

みずほ情報総研株式会社 

（請負元 特許庁） 

 

先進事例に学ぶ グローバルイノベーション実践研修 

～ビジネスモデルとオープン＆クローズ戦略～ 

に係る受講者の募集について 
 

みずほ情報総研では、「先進事例に学ぶ グローバルイノベーション実践研修～ビジネスモデルとオ

ープン＆クローズ戦略～」と題し、オープン＆クローズ戦略の考え方を踏まえてビジネスモデルを構

築し、グローバルにイノベーションを主導できる人材を育成するための、ケース教材を用いた研修を

開催いたします。 

IoT や人工知能をはじめとする急激な技術進歩、新興国企業やベンチャー企業の台頭などに伴い、グ

ローバルな産業形成の主導権を巡る競争が激化しています。このような競争環境のもとでは、日本企

業は従来の自前主義・垂直統合、知的財産の権利化といったイノベーションのモデルだけでは競争力

を高めることはできません。ビジネスエコシステムの形成を見通した上で、他社とのオープンな協

業・標準化、知財の開放、秘匿化などを組み合わせることによって新しい市場の創出と市場シェアの

向上を両立させるオープン＆クローズ戦略にもとづくビジネスモデルの構築が不可欠となっています。 

そこで本研修では、このようなイノベーションを創出するために必要となる実践的な分析力・意志

決定力向上を図ることを目的として、企業経営幹部、経営企画部門・事業部門の管理職（候補者・リ

ーダークラス含む）の方々を主な対象とし、先進事例を題材としたケース教材を活用して、少人数グ

ループによるディスカッションを通じて学ぶケースメソッド形式を採用して実施します。本年度の研

修は、これまでの研修でニーズの高かった「ビジネスエコシステムとオープン＆クローズ戦略」「ソフ

トウェア・ICT 産業におけるオープン＆クローズ戦略と知財・標準化マネジメント」「デザイン・ドリ

ブン・イノベーション」「ビジネスモデルデザイン」「オープン・イノベーション・マネジメント」「オ

ープン・イノベーションとマルチパーティネゴシエーション」の 6つのテーマを企画しました。 

この度、ケース教材を活用した研修の受講者を募集致しますので、奮ってご応募いただきますよう

お願いいたします。なお、受講料は無料ですが、本研修はケース教材のさらなる活用促進を目的とし

ているため、受講者以外にオブザーバー（今後、ケース教材を活用する講師）が参加すること、講師

向けの動画を撮影することについて予めご了承ください。 

 

《本応募要領に関するお問い合わせ》 

 みずほ情報総研株式会社 経営・ITコンサルティング部 担当：益田、野口、稲場 

  TEL：03－5281－5291 E－mail： innovation＠mizuho－ir.co.jp 

《事業の趣旨に関するお問い合わせ》 

 特許庁 総務部 企画調査課 担当：髙木、宮川 

  TEL：03-3592-2911 
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１．応募対象者 

 本研修では、企業においてビジネスモデルや事業戦略を立案・推進している「企業経営幹部（候補

者含む）」「経営企画部門・事業部門の管理職（リーダー及び候補者を含む）」を主な対象としています。

研修テーマによって対象者の範囲が異なりますので、詳しくは「別紙 研修テーマごとの概要」をご

覧ください。 

２．受講人数 

 研修テーマごとに 15 名程度を予定しています。 

３．研修テーマの実施概要 

 本研修では 6テーマの研修を実施します。各研修テーマの概要は以下の表１の通りです。 

表 1：研修テーマ概要 

No. 研修テーマ 対象者 講師／狙い ケース教材 

1 

ビジネスエコシ
ステムとオープ
ン＆クローズ戦
略 

企業経営幹
部、経営企
画部門、事
業部門の管
理 職 な ど
（候補者、
リーダーク
ラス含む） 

糸久正人 
／法政大学社会
学部公共政策研
究科准教授 

「ビジネスエコシステムのマネジメ
ント」、「オープン＆クローズ戦略」
等の新しいタイプの経営戦略のコン
セプトについて学びます。サプライ
ヤー、完成品メーカー、顧客等と協
調しながらビジネスエコシステムを
形成・主導する戦略を学びます。 

グリーンテクノ
２１～オープン
戦略で商流を構
築する～ 

2 

ソフトウェア・
ICT 産業におけ
るオープン＆ク
ローズ戦略と知
財・標準化マネ
ジメント 

加藤 浩一郎 
／金沢工業大学
大学院 イノベ
ーションマネジ
メ ン ト 研 究 科 
教授 

ソフトウェア・ICT 産業における事
業戦略の特徴を踏まえた上で、ソフ
トウェア産業の事例、ハードウェア
と融合した産業の事例の各類型にお
けるビジネスモデルと知財・標準化
マネジメントを考察します。 

アドビシステム
ズのソフトウェ
アビジネス、デ
ジタルカメラの
オープン＆クロ
ーズ戦略 

3 
デザイン・ドリ
ブン・イノベー
ション 

杉光 一成 
／金沢工業大学
大学院 イノベ
ーションマネジ
メ ン ト 研 究 科 
教授 

市場創出のための「デザインドリブ
ンイノベーション」という新しいデ
ザイン戦略を学びます。とくにデザ
インとイノベーションの関係性、デ
ザイン志向の実現のための組織や開
発プロセスの課題について理解を深
めます。 

ソニーのデザイ
ン志向～VAIO と
First Flight～ 

4 
ビジネスモデル
デザイン ～入
門編～ 

妹尾 堅一郎 
／産学連携推進
機構 理事長、
一橋大学大学院
商 学 研 究 科
(MBA)客員教授 

産業生態系の変容とイノベーション
の動向を概観した上で、製造業のサ
ービス化をはじめとするビジネスモ
デル群とそれを支える知財マネジメ
ントについて、その基礎を学びま
す。 
特に今回は、「本体メンテナンスモ
デル」の進化と多様化について３事
例を通じて気づき・学び・考えま
す。 

本体・メンテナ
ンスモデルの基
本、 
三浦工業の小型
ボイラー事業、 
栗田工業の超純
水供給事業、 
月島機械の下水
道処理設備事業 

5 
オープン・イノ
ベーション・マ
ネジメント 

清水 洋 
／一橋大学  イ
ノベーション研
究センター  教
授 

オープン・イノベーションの基本に
ついて戦略と組織という 2 つの観点
から学びます。オープン・イノベー
ションを活用して競争をマネジメン
トしていく重要性、「オープン」の
意味について学びます。 

オープン・イノ
ベーションのた
め の 組 織 と 戦
略：GEの事例 

6 

オープン・イノ
ベーションとマ
ルチパーティネ
ゴシエーション 

二又 俊文 
／東京大学政策
ビジョン研究セ
ンター 客員研
究員 

オープン・イノベーションを実現す
るために近年重要性が増している多
数当事者交渉をテーマとして、多
数・異業種プレイヤーが登場する
M&A 交渉、フォーラム標準化交渉な
どの難易度の高い交渉を模擬交渉に
よって実践的に学びます。 

インドにおける
医療機器事業の
M&A 交渉、ビデ
オソフトの標準
化 

（次ページへ続く）  
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 開催日時・場所など各研修の開催概要は表 2の通りです。 

 研修テーマは１テーマから申し込むことができます。 

 申し込む研修テーマはお間違えないようご注意ください。 

 

表 2：開催概要 

No

. 
研修テーマ 日程(平成 28年) 会場 お申し込み締め切り 

1 
ビジネスエコシステムとオープ

ン＆クローズ戦略 

1月 26日（金）18時 30分～21

時 30分 
東京 1月 19日（金）17時 

2 

ソフトウェア・ICT 産業におけ

るオープン＆クローズ戦略と知

財・標準化マネジメント 

12月 22日（金）14時～17時 東京 12月 18日（月）17時 

3 
デザイン・ドリブン・イノベー

ション 

1月 21日（日）13時 30分～16

時 30分 
大阪 1月 15日（月）17時 

4 
ビジネスモデルデザイン ～入

門編～ 
2月 3日（土）11時～18時 東京 1月 12日（金）17時 

5 
オープン・イノベーション・マ

ネジメント 

１月 31 日（水）18 時 30 分～

21時 30分 
東京 1月 24日（水）17時 

6 
オープン・イノベーションとマ

ルチパーティネゴシエーション 

第 1 回：1 月 17 日（水）18 時

30分～21時 30分 

第 2 回：1 月 24 日（水）18 時

30分～21時 30分 

東京 1月 11日（木）17時 

※日程、会場、研修内容等は事情により変更となる場合があります。終了時刻は予定であり、若干延長する可能性があ

ります。 

※No.6の第１回および第２回の研修内容は異なります。両回とも受講いただくことが前提となります。 

 

 会場は以下の通りです。 

 

会場 

東京会場：金沢工業大学虎ノ門大学院（予定） 

（東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル） 

大阪会場：大阪工業大学梅田キャンパス（予定） 

（大阪市北区茶屋町 1番 45号 OIT梅田タワー） 

 

 

４．研修の特徴 

①ケースメソッドによる実践的な分析力・意思決定力の向上 

 本研修は、先進的なイノベーションマネジメントのケース教材を用いたケースメソッド形式により

行います。ケース教材の読み込みによる事前準備、研修当日の少人数制のグループワーク・クラス討

議を特徴としています。 

②eラーニングによる基礎知識の習得 

 研修前に基礎知識を学習するため、事前学習としてインターネットによる e ラーニング（30～60 分

程度）を視聴していただきます。 

（次ページへ続く）  
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③イノベーション・ビジネスモデルと知的財産・標準化に精通した講師陣によるクラス運営 

 本研修は、グローバル経営戦略・ビジネスモデルと、知的財産・標準化の両面に精通した講師陣に

より実施されます。 

 

（ご参考）これまでの受講者の感想 

・オープン＆クローズ戦略を具体例でしっかりと内容を理解することができました。また、個人での

考えが、グループ討議で、より広い考え方に気付くことができました。 

・ケース教材に業界の背景や時代の状況をよく説明してあって良かったです。実際の交渉事例にもと

づいていて内容がリアルであり、興味が湧きました。 

・自社とは異なる業界について学びましたが、非常に刺激になりました。深く考えられた戦略に基づ

く経営を行っていることに感心しました。 

・単なる座学ではなく、グループディスカッションであったこと、参加者のレベルが e ラーニングに

よりある程度合っていたこと、講師の知識量が圧倒的で思考を深めることができたこと、により満

足度が高いです。 

・ネゴシエーションのトライアルで他のチームがどのようにするのかを見て、経験できたのが良かっ

たです。 

 

５．受講料 

 本研修の受講料は無料です。研修参加に係る交通費、宿泊費、食事代等はご負担願います。 

６．受講条件 

①クラスへの貢献 

 本研修の形式はケースメソッドのため、受講者には研修事前の eラーニングの視聴、ケース教材の読

み込み、研修当日のグループワークおよびクラス討議での積極的な発言等、クラス全体の学習に対す

る主体的な貢献が求められます。なお、特別な理由がない限り、原則として欠席は認められませんの

で、スケジュールをご確認いただいた上で、本研修の受講をご検討ください。 

②事業への協力 

 本研修では人材育成効果を検証するため、研修受講前後に受講者を対象としたアンケート調査、イ

ンタビュー調査を随時実施しますので、ご協力をよろしくお願い致します。 

 また、本事業はイノベーション人材の育成を担う講師人材によるケース教材の活用の促進を目的と

しております。そのため、受講者以外に講師人材がオブザーバとして参加すること、講師向けの動画

（※）を撮影することについて予めご了承ください。ただし、受講者の所属組織名や個人名は公開さ

れません。 

※講師向けの動画は、ケース教材の利用希望者に限定した形式で、特許庁の公式 Youtubeチャンネルに

て配信を行うことを予定しています。動画の受講者の顔には編集を加え、本人を特定されない状態

で配信いたします。 

※ただし、「No.4 ビジネスモデルデザイン～入門編～」は講師向け動画の効果を高めるため、動画にお

いて受講者の顔には編集を加えずに配信させていただきます。本テーマのみ動画における顔の公開

を前提としてお申し込みください。                    （次ページに続く）  
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７．申し込み方法 

 応募用紙に必須事項を記入の上、各研修の申込期限までに（表 2 を参照）、みずほ情報総研株式会社

のホームページからお申し込みください。 

 申し込みホームページは以下の通りです。 

 

  みずほ情報総研 先進事例に学ぶ グローバルイノベーション実践研修 

～ビジネスモデルとオープン＆クローズ戦略～ 

   URL：https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2018/chizai/index.html 

 

 受講者応募者が多数の場合は、事務局および各テーマの講師が受講者の選考を実施いたします。 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修テーマごとの概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 目 次 》 

No.1 ビジネスエコシステムとオープン＆クローズ戦略 ······························ 2 

No.2 ソフトウェア・ICT産業におけるオープン＆クローズ戦略と知財・標準化マネジメント 3 

No.3 デザイン・ドリブン・イノベーション ········································ 4 

No.4 ビジネスモデルデザイン ～入門編～ ········································· 5 

No.5 オープン・イノベーション・マネジメント ···································· 6 

No.6 オープン・イノベーションとマルチパーティネゴシエーション ·················· 7 

 

 

 

  

先進事例に学ぶ グローバルイノベーション実践研修 

～ビジネスモデルとオープン＆クローズ戦略～ 

受講者応募要領 別紙 



 

2 

 

 

研修 No. No.1 

研修テーマ名称 ビジネスエコシステムとオープン＆クローズ戦略 

講師 糸久正人（法政大学社会学部公共政策研究科准教授） 

講師プロフィール 

東京大学経済学部、同大学院博士課程、東京大学ものづくり経営研究セン

ター（MMRC）特任助教を経て、2013年 4月から現職。専門は技術とイノ

ベーションのマネジメント。 

狙い 

「ビジネスエコシステムのマネジメント」、「オープン＆クローズ戦略」等

の新しいタイプの経営戦略のコンセプトについて学びます。サプライヤ

ー、完成品メーカー、顧客等と協調しながらビジネスエコシステムを形

成・主導する戦略を学びます。 

ケース教材 ・グリーンテクノ２１～オープン戦略で商流を構築する～ 

受講対象者 
・企業経営幹部、経営企画部門、事業部門の管理職（候補者・リーダーク

ラス含む） 

日程 1月 26日（金）18時 30分～21時 30分 

場所 
東京会場：金沢工業大学虎ノ門大学院（予定） 

（東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル） 

定員 15名程度 

受講料 無料 

*日程、会場、研修内容等は事情により変更となる場合があります。 
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研修 No. No.2 

研修テーマ名称 
ソフトウェア・ICT産業におけるオープン＆クローズ戦略と知財・標準化

マネジメント 

講師 
加藤 浩一郎（金沢工業大学大学院 イノベーションマネジメント研究科 

教授） 

講師プロフィール 

東北大学大学院工学研究科博士後期課程修了。慶應義塾大学法学部卒業。

上智大学大学院修了後、日本 IBMにおいてシステムエンジニア、知的財産

部門主任弁理士、課長を経て現職。 

狙い 

ソフトウェア・ICT産業における事業戦略の特徴を踏まえた上で、ソフト

ウェア産業の事例、ハードウェアと融合した産業の事例の各類型における

ビジネスモデルと知財・標準化マネジメントを考察します。 

ケース教材 

・知的財産と標準化を活用したソフトウェアビジネス～アドビシステムズ

のアクロバットと PDF～ 

・競争領域を残した標準化戦略～デジタルカメラのオープン＆クローズ戦

略～ 

受講対象者 

・企業経営幹部、経営企画部門、事業部門の管理職（候補者・リーダーク

ラス含む） 

・ソフトウェア・ICT産業でなくても、ソフトウェア・ICTが関係する産

業であれば対象となります。 

日程 12月 22日（金）14時～17時 

場所 
東京会場：金沢工業大学虎ノ門大学院（予定） 

（東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋ビル） 

定員 15名程度 

受講料 無料 

*日程、会場、研修内容等は事情により変更となる場合があります。 
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研修 No. No.3 

研修テーマ名称 デザイン・ドリブン・イノベーション 

講師 

講師：杉光 一成（金沢工業大学大学院 イノベーションマネジメント研

究科 教授) 

協力講師：川上 智子（早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授） 

講師プロフィール 

東京大学大学院（法学）修士課程修了、東北大学大学院（工学）博士後期

課程修了。博士（工学）。株式会社東芝・知的財産部、特許事務所を経

て、現職。 

狙い 

市場創出のための「デザイン・ドリブン・イノベーション」という新しい

デザイン戦略を学びます。とくにデザインとイノベーションの関係性、デ

ザイン志向の実現のための組織や開発プロセスの課題について理解を深め

ます。 

ケース教材 ソニーのデザイン志向～VAIOと First Flightの事例～ 

受講対象者 
・企業経営幹部、経営企画部門、事業部門、デザイン部門の管理職（候補

者・リーダークラス含む） 

日程 1月 21日（日）13時 30分～16時 30分 

場所 
大阪会場：大阪工業大学梅田キャンパス（予定） 

（大阪市北区茶屋町 1番 45号 OIT梅田タワー） 

定員 15名程度 

受講料 無料 

*日程、会場、研修内容等は事情により変更となる場合があります。 
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研修 No. No.4 

研修テーマ名称 ビジネスモデルデザイン ～入門編～ 

講師 

講師：妹尾堅一郎（産学連携推進機構 理事長、一橋大学大学院商学研究

科(MBA)客員教授） 

協力講師：伊澤 久美（産学連携推進機構 主席研究員）、他 

協力助手：（氏名 50音順） 

上野 洋和（産学連携推進機構 特任研究員） 

大沼 妙子 （産学連携推進機構 特任研究員） 

関本 奈菜子 （産学連携推進機構 特任研究員） 

丸島 和也 （産学連携推進機構 特任研究員） 

宮本 聡治 （産学連携推進機構 主任研究員） 

講師プロフィール 

慶應義塾大学経済学部卒業後、富士写真フイルム株式会社勤務を経て、英

国国立ランカスター大学経営大学院博士課程満期退学。産能大学助教授、

慶應義塾大学大学院教授、東京大学先端科学技術研究センター特任教授、

等を歴任して現職。専門は、産業生態系論、イノベーション論、ビジネス

モデルと知財マネジメント、他。『技術力で勝る日本が、なぜ事業で負け

るのか』（ダイヤモンド社、2009年）等著書多数 。 

狙い 

IoT、ビッグデータとアナリティクス、人工知能、ロボットあるいはバ

イオサイエンス等、先端技術の加速度的進展を背景に、インダストリー

4.0（ドイツ政府）、インダストリアル・インターネット（GE）、コグニテ

ィブ（IBM）等の産業世界観・産業歴史観が提案され、イノベーションを

軸とした産業生態系の大変革も加速度的に進んでいます。特に、「製造業

のサービス化」や「プラットフォーム化」をはじめとして、ビジネスモデ

ルとそれを支える知財マネジメントも次々に進化・開発されています。本

状況を鑑み、本研修ではビジネスモデルとそれを支える知財マネジメント

に焦点を合わせ、基本的なビジネスモデルの類型や概念群を整理・習得す

ると共に、その先の具体的考察ができるような素地を培います。 

特に今回は、「本体メンテナンスモデル」の進化と多様化について３事

例を通じて気づき・学び・考えます。 

ケース教材等 

(e-learning教材：約 70分程度) ※事前学習必須 

「産業生態系の加速度的変容がビジネスと知財マネジメントのモデルを

多様化させる」 

(ケース教材) ※事前学習・レポート提出必須 

「本体・メンテナンスモデルの基本」  

「三浦工業の小型ボイラー事業」 

「栗田工業の超純水供給事業」 

「月島機械の下水道処理設備事業」 

受講対象者 

企業経営幹部、経営企画部門、事業部門の管理職（候補者・リーダークラ

ス含む） 

企画部門や新規事業・新製品開発等の部門も含みます。 

なお、知財関係者は原則として対象外であること、ご海容ください。 

※応募者多数の場合は、申込フォームの「申込理由・期待」および「紹介

元」に記載いただいた内容をもとに、本研修の目的に沿う方を、講師・事

務局にて選定させていただきます。何卒ご承知おきください。 

日程 2月 3日（土）11時～18時 

場所 
金沢工業大学大学院虎ノ門キャンパス（東京都港区愛宕 1-3-4 愛宕東洋

ビル 12階）（予定） 

定員 15名程度 

受講料 無料 

*日程、会場、研修内容等は事情により変更となる場合があります。  
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研修 No. No.5 

研修テーマ名称 オープン・イノベーション・マネジメント 

講師 清水 洋（一橋大学 イノベーション研究センター 教授） 

講師プロフィール 
2007年ロンドン大学ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスより Ph.D.

（経済史）。2008年一橋大学イノベーション研究センター。 

狙い 

オープン・イノベーションの基本について戦略と組織という 2つの観点か

ら学びます。オープン・イノベーションを活用して競争をマネジメントし

ていく重要性、「オープン」の意味について学びます。 

ケース教材 オープン・イノベーションのための組織と戦略：GE の事例 

受講対象者 
・企業経営幹部、経営企画部門、事業部門、研究開発部門の管理職（候補

者・リーダークラス含む） 

日程 １月 31日（水）18時 30分～21時 30分 

場所 
東京会場 金沢工業大学大学院虎ノ門キャンパス（東京都港区愛宕 1-3-4 

愛宕東洋ビル）（予定） 

定員 15名程度 

受講料 無料 

*日程、会場、研修内容等は事情により変更となる場合があります。 
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研修 No. No.6 

研修テーマ名称 オープン・イノベーションとマルチパーティネゴシエーション 

講師 

講師：二又俊文（東京大学 政策ビジョン研究センター 客員研究員） 

協力講師： 

木村晋朗（インフォート国際特許事務所 弁理士） 

山西隆志（ソニー株式会社 スタンダード＆パートナーシップ部 統括

部長） 

講師プロフィール 

パナソニックで海外事業・海外駐在（ドイツ、シンガポール）後、2001

年パナソニックモバイル社知財センターで海外知財交渉責任者(CLS)。そ

の後欧州知財管理会社 Sisvelの日本法人代表取締役。退任後 2013年より

現職。東大戦略タスクフォースリーダー養成講座講師他。IAM300（世界の

知財ストラテジスト 300）2015/2016年選出。 

狙い 

オープン・イノベーションを実現するために近年重要性が増している多数

当事者交渉をテーマとして、多数・異業種プレイヤーが登場する M&A交

渉、フォーラム標準化交渉などの難易度の高い交渉を模擬交渉によって実

践的に学びます。 

ケース教材 
・インドにおける医療機器事業の M&A交渉 

・ビデオソフトの標準化～標準化における仲間作りの戦略～ 

受講対象者 
・海外パートナーとの交渉に携わる事業部門、研究開発部門、新規事業開

発部門、知財・法務部門の管理職（候補者含む）、リーダークラス 

日程 
第 1回：1月 17日（水）18時 30分～21時 30分 

第 2回：1月 24日（水）18時 30分～21時 30分 

場所 
東京会場 金沢工業大学大学院虎ノ門キャンパス（東京都港区愛宕 1-3-4 

愛宕東洋ビル）（予定） 

定員 15名程度 

受講料 無料 

*日程、会場、研修内容等は事情により変更となる場合があります。 

 

 

 

 


