
システム・インテグレーション株式会社のご案内



システム・インテグレーションは、
『フィールドアライアンス』を先導します。
＊「フィールドアライアンス」「Field Alliance」はシステム・インテグレーション株式会社の登録商標です。

全ての企業は、業界や系列の規模の大小、領域の明確さにかかわらず、

それぞれの事業フィールドを持っています。護送船団方式で強くなってき

た日本は、市場を囲い込むことで優位性を維持してきました。さらに、異

業種との壁を作り、業界・系列という仕組みの中でのビジネスに固執する

ようになってしまったのです。その結果、価格競争・海外対策・少子高齢

化などさまざまな問題点が顕在化しています。



競争するのではなく、仲間を増やし、新しい関係を築く

こういった状況で競争を続ける中で感じる閉塞感。今までのやり方では通用

しないという危機感。これからは、何を頼りにすればよいのでしょうか。

このようなときだからこそ、今までの常識を捨て、古い慣習から抜け出し、

企業にとって、顧客にとって、本当の利益とは何かを考えなければなりません。

今が新しいパラダイムを創造するチャンスなのです。

閉塞感を打ち破るには、頑強で斬新なパラダイムが必要です。それには、新

しい力・新しい絆・新しい思考・新しい仲間を増やすこと、そして“競争しない”

新しい関係を築くことが大切です。

企業は、今までに培った『事業の場』＝『フィールド』を持っています。長

年培ってきた『フィールド』は、ブランドも定着し、顧客からの信頼も確固た

るものになっています。『フィールドアライアンス』とは、この『場』を共有

し、誰にも侵入できない、より大きな『ビジネスフィールド』を構築すること

です。既存の商品やサービスも、フィールドを替えることで、相互に気付かな

かったニーズ／シーズの共有ができるのです。このようなきっかけから、新た

な事業や商品が展開され、事業機会の飛躍的な拡大が進みます。

これが私たちの提唱する『フィールドアライアンス』です。



人の輪が広がることで、自然にさまざまな分野へのネットワークが広

がります。知的財産やノウハウといった知恵を互いに活用することで、

新たな事業フィールドも広がります。結果としてそれは、研究開発投資

の低減にもつながります。そして、事業フィールドを共有することで、

自社のビジネスを他のフィールドに展開したり、他のフィールドで自社

のビジネスを展開したりすることが可能になります。知恵の輪・技術の

輪を広げることで互いが持つ経営資源（フィールド）が融合し、新しい

事業が起こるのです。

人の輪を広げる

知恵の輪を広げる

事業領域を共有する

これが新しい事業を創造していく



IoT時代に適応した製品・サービス・ビジネスモデルも

フィールドアライアンスで創出

技術の輪を広げた企業が業際や系列を越えることで新しい市場・ビジネスが創造され、

顧客や企業自身に新しい感覚を生み出します。顧客は、フィールドアライアンスの中で

生まれた新しい商品・サービスに喜び、新しい価値観に目覚めます。さらに、顧客が本

当に必要とするものを提案・提供することで、顧客の新たなニーズを掘り起こすことも

できるのです。

また、IoTで異分野の製品がつながるようになる時代は、まさに、私たちが提唱してき

たフィールドアライアンスが現実になる時代です。だからこそ、フィールドアライアン

スに根差した関係づくりが、これからはより重要になっていくのです。



システム・インテグレーションは、
このように開発を提案・支援します。

■1970年～ 防災バルブ発明／《各種バルブ・防災機器等の企画・設計に参加》／日本耐震自動遮断装置連絡協議会 設立／材木用運搬等の設計・製作／産業機器メーカー 技術顧問／自動車部品メーカー 技術顧問／自動機・ロ
ボットメーカー 技術顧問／デザインオフィス アドバイザー／機械商社 技術アドバイザー／電子部品（センサー）メーカー 技術顧問／特許調査オフィス スタッフ／精密機械メーカー 技術顧問／新技術研究開発会社 コーディネー
ター／化学薬品メーカー 技術顧問／産業機器メーカー 技術顧問／ゴム・プラスチックメーカー 技術顧問／経営コンサルタントオフィス システムブレーン／医療器具・衛生用品メーカー 技術顧問／プラスチック成型メーカー 技
術顧問／■1988年～ システム・インテグレーション株式会社設立／刃物メーカー技術顧問／家具メーカー技術顧問／脱臭材メーカー技術顧問／食品メーカー技術顧問／セラミックスメーカー技術顧問／総合資材メーカー技
術アドバイザー／工作機械メーカー技術顧問／金属加工メーカー技術顧問／機械部品商社技術顧問／■1990年～ 精密部品加工メーカー技術顧問／家庭用品メーカー技術顧問／自動車メーカー技術顧問／二輪車メーカー技術
顧問／エンジニアリングメーカー 技術顧問／事務機器メーカー 技術顧問／ビルメンテナンス会社 技術顧問／環境安全機器協議会 設立／建設工具メーカー 技術顧問／アルミニウムメーカー 技術顧問／サニタリーメーカー 技術顧
問／精密プレスメーカー 技術顧問／計測器メーカー 技術顧問／電気計測器メーカー 技術顧問／ガラスメーカー 技術顧問／コンピューター・システム・ファーム 技術顧問／空調機器メーカー 技術顧問／土木資材メーカー アドバ
イザー／精密電子部品メーカー 技術顧問／仏具メーカー 技術顧問／キャビネットメーカー 技術顧問／プレス加工メーカー 技術顧問／大手精密電子部品メーカー 技術顧問／電気部品メーカー 技術顧問／印刷会社 技術顧問／金属
加工メーカー技術顧問／農業機械メーカー技術顧問／■1995年～ 化学薬品メーカー技術顧問／繊維関連機器メーカー技術顧問／大手総合商社技術顧問／住設資材技術顧問／海上輸送関連機器メーカー技術顧問／大手探鉱事
業関連企業 技術顧問／木製家具メーカー 技術顧問／大手食品加工メーカー 技術顧問／ステーショナリーメーカー 技術顧問／総合ロジスティックス機器メーカー 技術顧問／物流商社 技術顧問／自動車関連メーカー 技術顧問／塗
装メーカー 技術顧問／石炭製品製造業 技術顧問／酒造メーカー 技術顧問／搬送用ベルト製造業 技術顧問／外食業 技術顧問／食品メーカー 技術顧問／工業所有権審議会知的財産専門サービス-／ -小委員会（知的財産WG
（TLO）） 委員／リース業 技術顧問／メンテナンス清掃業 技術顧問／九州大学 客員教授／プレート印刷加工業 技術顧問／電機、巻線機製造メーカー 技術顧問／スポーツ用品資材製造販売業 技術顧問／葬祭業 技術顧問／自動車
部品メーカー 技術顧問／精密電子部品メーカー 技術顧問／インキメーカー 技術顧問／大手コンピューター・メーカー・システム 技術顧問／土木建設業 技術顧問／重電エンジニアリングメーカー 技術顧問／食品( ケータリン
グ）業 技術顧問／地銀 法人アドバイザー／給排水機材メーカー 技術顧問／特装車メーカー 技術顧問／プラスチックメーカー 技術顧問／TBSラジオ『脳みそのお値段』/コメンテーター／■2000年～ 妖怪神社（島根県） 建立発
案／自動車メンテナンスサービス業技術顧問／電力会社知財アドバイザー／製菓メーカー技術顧問／宇宙航空研究開発機構（JAXA）／ 知財アドバイザー／住宅資材メーカー技術顧問／コンピューターメーカー技術顧問／立
教大学大学院講師／事務用品販売技術顧問／車両用機器メーカー技術顧問／電機部品メーカー技術顧問／BS フジ『知恵の輪ニッポン』メイン解説者／大手ガス販売技術顧問／金沢工業大学客員教授／水産物加工業技術顧問／
エネルギー研究機関 技術顧問／大手重工機械メーカー 技術顧問／大手研究機関 技術顧問／表面処理メーカー 技術顧問／金型メーカー アドバイザー／緑化資材メーカー 技術顧問／知的財産教育協会（知財検定） 設立／情報セ
キュリティ会社 技術顧問／化学メーカー 技術顧問／IR情報配信業 技術顧問／大手電気メーカー 技術顧問／リテール研究会 設立／自動車部品加工メーカー 技術顧問／日本知的財産戦略協議会 設立（理事長）／大手アパレルメー
カー技術顧問／耐火物製造業技術顧問／ホテル・旅館、レジャー関連業顧問／■2005年～ 大手金融業顧問／土木コンサルティング業技術顧問／大手流通・小売業顧問／日本トレーサビリティ協会設立／自動車部品メーカー
技術顧問／中古車取扱業顧問／世田谷ものづくり学校設立／道路標示材業技術顧問／ゴム部品メーカー技術顧問／ケミカル製品メーカー技術顧問／環境保全材研究会設立／寝具メーカー技術顧問／開放特許活用例集作成委員

ビジネスモデルを築く経営資源を診る 課題解決のご提案

―リソース・ノウハウ・
知的財産の掘り起こし―

―新事業・新商品開発、
知的財産戦略―

―“モノからコトへ”、
業際を越える―

自社の強みが何であるかは、

自らではなかなか気付かな

いものです。特許も、出せ

ばいいというものではあり

ません。自社の強みを知り、

戦略を持って知的財産網を

構築する必要があります。

これまで多くの市場・企

業・知的財産を見てきた経

験を基に、現在の状況を多

角的に診ていきます。

新事業・商品を生み出す際

には「開発をどう進める

か」「知的財産をいかに活

用するか」などと考えます

が、現在持っている技術に

何かを少し加えるだけでい

い場合もあります。そのと

きに必要なのは、ニーズを

見いだす“目利き役”です。そ

のための人材育成をはじめ、

進むべき道を一緒に切り開

いていきます。

具体的な新事業・新商品の

あるべき姿を決めたら、次

はビジネスモデルを創造し

ていきます。技術開発にお

いては、このビジネスモデ

ルを考えることが必要にな

ります。“モノからコトへ”と

業際を越えればモノ・コト

の価値が変わるだけでなく、

新しい発見もあります。そ

れが、新たな付加価値を生

むのです。



フィー アライアンスフィールドアライアンス
を進める

事業化・製品化、
知的財産の活用

「新規事業をどう進めるか」「売れ
る販路を開拓するには」「知的財産
を効果的に活用したい」……。新事
業・新商品開発、知的財産戦略など
におけるさまざまな課題を解決する
ために、講演・講座・メディアを通
して、「フィールドアライアンス」
というビジネスコンセプトの提唱を
柱に、ビジネスのあるべき姿をご提
案しています。
■講座
『ビジネスプロデューサー養成講座』
『新ビジネス創出講座「ビズラボ」』
■連載
日経テクノロジーオンライン
『開発原理』
■著書
日経BP
『新事業創出のための“言えない大事”』

など

―事業領域を
共有する―

―価格競争なき
ものづくり―

理念の提唱と
情報の発信

大量生産・大量消費の時代

は終焉を迎えました。そし

て今は “知恵の経営”が求め

られる時代です。そのため

に、安全・環境・コンプラ

イアンスを根幹に据え、

フィールドアライアンスと

ともに新たな競争力の源泉

となる知的財産を重視した、

“価格競争なきものづくり”を

実現していきます。

ユーザーが増えなくても、

ニーズはなくなりません。

同じ商品・サービスでも、

違うユーザーには新鮮に映

ります。今までの常識を捨

てて、新しいパラダイムを

創造しましょう。競争では

なく、仲間を増やし新しい

関係を築いていきましょう。

何百社もの企業とのネット

ワークを持つ私たちが、適

切な企業をご紹介します。

会 委員／山口大学・地域共同研究センター 客員研究員／スチール・環境整備業 技術顧問／機能性食品開発・販売事業者 顧問／光学分析機器メー
カー技術顧問／プラントメーカー技術顧問／金沢大学客員教授／金沢大学イノベーション創成センター研究員／電子部品機器メーカー技術顧問
／環境浄化材料メーカー技術顧問／経済産業省アドバイザー／日本特許情報機構理事／産業振興機構アドバイザー／
百貨店アドバイザー／TOHOKUものづくりコリドー産業クラスターPJ-／ - アドバイザリーボード専門家／コンテンツ加工業顧問／農業関連事業
者顧問／電力制御装置等製造メーカー技術顧問／食品表示検定協会設立／陶磁器製タイルメーカー技術顧問／一般貨物自動車運送業技術顧問／
プラント装置メーカー技術顧問／始動器メーカー技術顧問／FA機器メーカー技術顧問／電線メーカー技術顧問／生活支援事業社アドバイザー／
福島県自然素材活用協議会 設立／計測機器メーカー 技術顧問／九州工業大学 客員教授／発電装置メーカー 技術顧問／■2010年～ 発砲工法協会
設立／大手化学品メーカー 技術顧問／大手家庭用品メーカー 技術顧問／プラスチックメーカー 技術顧問／パワーデバイス研究会 設立／電力会社
総合研究所 技術顧問／総合エンジニアリング会社 技術顧問／特殊移送装置メーカー 技術顧問／パワーデバイスイネーブリング協会 設立／カメラ
メーカー マーケティングアドバイザー／総合法律事務所 顧問／ゴム・プラスチック部品メーカー 技術顧問／ペット用品情報サイト 顧問／隠岐の
島ものづくり学校設立／廃棄物処理システム技術顧問／総合学習塾顧問／保険代理業顧問／自動車部品メーカー技術顧問／経済産業省産業クラ
スター研究会 委員／メカトロ事業メーカー 技術顧問／海上運送業 顧問／医療機器製造業 技術顧問／整体治療院 顧問／粉体加工メーカー 技術顧
問／食品加工メーカー技術顧問／製造設備メーカー技術顧問／化学品メーカー技術顧問／医療サービス会社顧問／がん哲学外来設立／塗料販売
会社 顧問／三条リアルラボ事業製品開発補助金評価委員／三条ものづくり学校 設立／■2015年～ 危機管理教育研究所 設立／防災機器検査協会
設立／特殊印刷会社顧問／IT関連会社顧問／試験運営コンサルティング会社顧問／運動器具会社技術顧問／園芸会社顧問／汚水処理業会社顧問
／道路構造物メーカー顧問／計測機器メーカー顧問／樹脂製品成型加工業顧問／石油製品・化学製品商社顧問／耐震工事会社顧問／総合建設業
顧問／エネルギー供給会社 顧問／事務機器メーカー 顧問／事業開発経営協会 設立／総合IT機器メーカー 顧問／障害攻略課 設立／ 現在の主な公
職、役職など／東北大学 客員教授／日経BP・リアル開発会議 プロデューサー／ものづくり学校 取締役会長／パワーデバイス・イネーブリング協
会理事／がん哲学外来理事・事務局長／危機管理教育研究所理事／事業開発経営協会理事
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