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めオープン性は産まれてこない。このオープ
ン性の欠如が自らのマーケット拡大を妨げて
いることに気付いてる人は日本ではまだ少な
い。なぜオープン性が重要なのかというと、
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◆図1：GSMと日本のビジネスモデルの違い
オープン指向とクローズ優先の違いが明らか

オープン性こそが成功への近道、付加価値創
日本

造の第1歩だからだ。また、これがビジネスで
の「ウィン・ウィン」の本質であり、理想と

欧州

1つ1つのキャリアがプラットフォームとして保有。
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ネット対応ケータイのポータル構造が表すと
おり、日本とGSM 勢のビジネスモデルの志
◆表 1 ：ネット接続、日本のケータイはクローズ型先行モデル

向は明らかに違う。
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◆図2：ネット接続以前と以後の違い
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