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システム・インテグレーション株式会社 代表取締役社長
日経BP『リアル開発会議』 プロデューサー
大学在学中の1970年､開発設計の受注を契機に創業。1988 年システム･インテグレーション株式会
社を設立し､代表取締役に就任。新事業開発のプランナーとして、事業の枠組みから製品の具体
的仕様、販売計画に至るまで、これまでおよそ1000 社（グループ、関連会社を含む）に及ぶ企業
と顧問契約を結び、3000件以上の開発テーマを創出してその支援に携わり、現在も 40 社以上の
技術顧問を務める。
連載：
「開発原理」
「リアル言えない大事」「思考回路」
（日経 xTECH（クロステック）
）
、
「ＢＰ通信」など多数
著書：
『新事業創出のための“言えない大事”』
『ものづくり 無敵の法則』
『価格競争なきものづくり』
（日経 BP）
、
『開放特許で儲ける法』
（日本実業出版社）
、
『超利益の材料は足元にある』
（ダイヤモンド社） ほか

経歴
■1970年〜
防災バルブを発明
日本耐震自動遮断装置連絡協議会を設立
木材搬送機器を設計・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を設立
刃物メーカー／技術顧問
家具メーカー／技術顧問
消臭材メーカー／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を設立
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〜
化学品メーカー／技術顧問（再任）
繊維関連機器メーカー／技術顧問

開発プランナー／事業開発から商品の具体的開発まで
情報セキュリティー会社／技術顧問
総合エンジニアリング企業／技術顧問
大手総合商社／技術顧問
特殊化成品メーカー／技術顧問
特殊移送装置メーカー／技術顧問
住設資材メーカー／技術顧問
IR情報配信企業／技術顧問
海上輸送関連機器メーカー／技術顧問
パワーデバイス・イネーブリング協会を設立
大手電機メーカー／技術顧問
大手炭鉱事業の関連会社／技術顧問
カメラメーカー／マーケティングアドバイザー
木製家具メーカー／技術顧問
リテール研究会を設立
総合法律事務所／顧問
大手食品加工メーカー／技術顧問
自動車部品加工企業／技術顧問
ゴム・プラスチック部品メーカー／技術顧問
文具メーカー／技術顧問
ペット用品情報サイト運営企業／顧問
日本知的財産戦略協議会を設立
総合物流機器メーカー／技術顧問
大手アパレルメーカー／技術顧問
隠岐の島ものづくり学校を設立
物流商社／技術顧問
耐火物メーカー／技術顧問
廃棄物処理システム企業／技術顧問
自動車関連メーカー／技術顧問
ホテル・旅館、
レジャー関連企業／顧問
総合学習塾／顧問
塗装メーカー／技術顧問
保険代理企業／顧問
■2005年〜
石炭製品メーカー／技術顧問
自動車部品メーカー／技術顧問
大手金融／顧問
酒造メーカー／技術顧問
経済産業省産業クラスター研究会／委員
土木コンサル企業／技術顧問
搬送ベルトメーカー／技術顧問
メカトロニクスメーカー／技術顧問
大手流通・小売業者／顧問
外食企業／技術顧問
海上運送事業者／顧問
日本トレーサビリティ協会を設立
食品メーカー／技術顧問
医療機器メーカー／技術顧問
自動車部品メーカー／技術顧問
工業所有権審議会 法制部会 知的財産専門
整体治療院／顧問
中古車取扱業者／顧問
サービス小委員会（知的財産WG（TLO））／委員 世田谷ものづくり学校を設立
粉体加工メーカー／技術顧問
リース会社／技術顧問
食品加工メーカー／技術顧問
道路標示材メーカー／技術顧問
メンテナンス清掃企業／技術顧問
製造設備メーカー／技術顧問
ゴム部品メーカー／技術顧問
九州大学／客員教授
化学品メーカー／アドバイザー
化学品メーカー／技術顧問
プレート印刷加工企業／技術顧問
医療サービス企業／顧問
環境保全材研究会を設立
電機・巻き線機メーカー／技術顧問
がん哲学外来を設立
寝具メーカー／技術顧問
スポーツ用品・資材メーカー／技術顧問
塗料販売会社／顧問
開放特許活用例集作成委員会／委員
葬祭業者／技術顧問
山口大学・地域共同研究センター／客員研究員 三条市リアル開発ラボ事業製品開発補助金制度／
自動車部品メーカー／技術顧問
評価委員
スチール・環境整備企業／技術顧問
精密電子部品メーカー／技術顧問
三条ものづくり学校を設立
機能性食品開発・販売業者／顧問
インキメーカー／技術顧問
■2015年〜
光学分析機器メーカー／技術顧問
大手コンピューターメーカー／技術顧問
プラントメーカー／技術顧問
危機管理教育研究所を設立
土木建設業者／技術顧問
金沢大学／客員教授
防災機器検査協会を設立
重電エンジニアリングメーカー／技術顧問 金沢大学イノベーション創成センター／研究員 特殊印刷会社／顧問
食品関連企業／技術顧問
電子部品機器メーカー／技術顧問
IT関連会社／顧問
地方銀行／法人アドバイザー
環境浄化材料メーカー／技術顧問
試験運営コンサルティング会社／顧問
給排水機材メーカー／技術顧問
経済産業省／アドバイザー
運動器具会社／技術顧問
特装車メーカー／技術顧問
日本特許情報機構／理事
園芸会社／顧問
プラスチックメーカー／技術顧問
産業振興機構／アドバイザー
汚水処理業会社／顧問
TBSラジオ
『脳みそのお値段』／コメンテーター 百貨店／アドバイザー
道路構造物メーカー／顧問
■2000年〜
妖怪神社の建立を発案
自動車整備会社／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
事務機器商社／技術顧問
自動車機器メーカー／技術顧問
電機部品メーカー／アドバイザー
BSフジ
『知恵の輪ニッポン』／メイン解説者
大手商社／技術顧問
金沢工業大学／客員教授
水産物加工企業／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）
を設立

TOHOKUものづくりコリドー産業クラスター／
アドバイザリーボード
コンテンツ制作企業／顧問
農業関連機器メーカー／顧問
電力制御装置製造メーカー／技術顧問
食品表示検定協会を設立
陶磁器製タイルメーカー／技術顧問
一般貨物自動車運送企業／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
介護支援事業者／アドバイザー
福島県自然素材活用協議会を設立
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

監視・計測機器メーカー／顧問
樹脂製品成型加工業／顧問
石油・化学品商社／顧問
耐震補強工事会社／顧問
エネルギー供給会社／顧問
事業開発経営協会を設立
総合IT機器メーカー／顧問
障害攻略課を設立
自動車メーカー／顧問
オンライン診療システム
「リモケア」
サービス開始
電子部品機器メーカー／顧問
自動車部品メーカー／顧問
機械加工部品メーカー／顧問
人材派遣会社／顧問
情報セキュリティー機器メーカー／顧問
オートバイメーカー子会社／顧問
■現在の主な役職

■2010年〜
発砲工法協会を設立
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を設立
電力会社総合研究所／技術顧問

東北大学産学連携機構／特任教授（客員）
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・事務局長
知財金融協会／理事・事務局長
オーシャンライフ協会／理事
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