
新規事業の始め方 

 

 

１ 目的 

 

多くの製造会社は新規事業を実現したいと考えている。しかし踏み出せない会社がある。確固たる考えがない

からである。 

本稿は技術系管理者に焦点をあて、経営者とともに、技術系管理者が新規事業の開発に踏み出すための考え

方を提供する。 

 

 

２ 前提 

 

（１）新規事業とは 

新規事業とは「個人または会社の信念が技術を活用し社会に働きかけることである。外部にはそれ（新規事業）

は信念、社会、技術（三者）の融合としてその形を見せる」1。すなわち、新製品が売り出された結果を意味するの

ではない。その（失敗も含めた）継続的な活動を意味する。社外の人には結果だけしか見えないが、その推進者に

は試行錯誤の連続である。 

 

本稿は、信念のよりどころを過去の失敗に求め、社会を取引先ととらえ、技術の開発を在来技術とする。ただし、

取引先は直接の顧客だけでなくその先の女性消費者を視野にいれる。在来技術を狭く理解したのでは新規事業

を開発することは不可能であるので在来技術を生かしつつも目的を達成する方法を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 過去の失敗 

 

 新規事業は過去の失敗を土台に始める。新製品開発、脱下請け、新販路模索をしたが成功しなかったとしたら

その失敗の経験を見直すことから始める。 

 

                                                      

1 左近祥夫「日本人が新規事業を成功する教科書」スターティアラボ 2019 年刊 p.13 
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３．１ 経営者の意図 

 

 わたしが接触する経営者の全員が「新規事業をやりたい」という。本音である。 

 経営者は、新規事業を通し、他社がじゃましない独自の領域を確立したいのである。製造会社の社長はライバル

会社が参入できない新商品を開発したいし、他の会社が売り込まない販路を開拓したいのである。 

 

 経営者は、管理者にくらべて、自社を取り巻く経営環境が変化することを膚で感じる。経営者の役割は「変化に

対応すること」であるから、視線は会社内部と外部にある。管理者は会社内部の業務の効率を上げることにあるた

め視線は内部にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 管理者が内部効率の向上だけをやっていては会社の存在が危うい。社長の意図を理解しなければいけない、そ

んな時代なのである。 

 

３．２ 失敗の原因 

（１）マーケティングの失敗 

 製造会社の新規事業は、まず新製品の開発に着手するであろうが、多くの場合、マーケティングを軽視するため

失敗に終わる。すなわち「製品（の品質、使い勝手、デザインなど）は良い。売れるハズ」と思う。そんなに甘くはな

い。 

a) 事例 

 中堅段ボール会社の事例を述べる。 

 多大な開発費を投じて防炎性段ボールを開発した。そもそも段ボール会社とは、レンゴーなどごく一部の巨大会

社をのぞき、製紙会社がつくった原紙を仕入れ、上・中・下の三枚の紙を糊で貼り付け（出来上がった中間品を段

ボール・シートという）、それを箱に成形するのである。当社は原紙製造会社と協力し製紙プロセスで薬品を混ぜる

方法をとった。かくて防炎性段ボール・シートが完成した。 

 営業員は、防炎性段ボール・シートが完成したあと、需要のありそうな会社に飛び込み営業したが需要を開拓す

るには至らなかった。かくて防炎段ボール・シートは売れなく自然消滅になった。 

b) その後 

 新規事業に失敗はつきものである。問題は「次」である。この失敗を生かす反省をした。上記の事例会社は反省

を踏まえ、あらたな用途開発に取り組んだ。具体的方策の記述は避ける。 

 

（２）技術の失敗 

 開発者にとって画期的であっても技術の独創は瞬時にいろあせる。わたしが勤務を始めた会社は日本のすべて

の複写機製造会社と取引があったのだが富士ゼロックスが乾式コピー特許が切れた後の凋落を目にした（その後

新規事業を創造し現在に至っている）。技術は日進月歩である。 

a) 事例 

会社 

     管理者 

社長の位置 

●●●・・・● 



 監視カメラ会社の事例を述べる。 

 大企業で研究開発をしていた社員は、画期的な開発をしたが勤務先で事業化する夢を絶たれ、脱サラして小規

模な会社を作った。小さな受注はあった（例えば、国会議事堂参議院入り口）が、鳴かず飛ばずの状況が続いた。

しかし創業後３年、社会的に監視カメラの需要は急激に高まった。当社は規模を拡大し注文の消化に邁進した。 

 しかし、２０１６年ころから AI（人工知能）を搭載した監視カメラが主流になった。当社の監視カメラの価格がたた

かれた。受注量は微減であったが利益幅が急激に落ちた。 

b) その後 

 当社は元勤務会社の子会社に吸収される道を選択した。そのさい、何人かの従業員を解雇せざるを得なかった。

この経緯は本稿が主張する反省ではない。成り行きである。ただしい反省を次項３．３の事例として述べる。 

 

３．３ 反省 

 新規事業に失敗はつきものである。失敗など新規事業の阻害にならない。あきらめなければ、すなわちそのテー

マを継続することによって、やがて成功する。ただし、正しい反省をすることによってムダを省略することができる。 

 正しい反省には二つの側面がある。①問題点を解決すること、②次回にそなえた仮説を設定すること、である。

①はそのプロジェクト実施のなかで問題として認識されたことを二度としないように原因追究し再発防止することで

ある。②は、あらたなプロジェクトに成功するために、活動のレベルを上げるものである。ともすると、「理論家」は

①だけに目が向き、「夢想家」は②だけをする。正しい反省がなされない。 

      反省① 

 

 

 

 

 

 

      例：段ボール会社の場合 

         失敗 

           防炎のレベルは試験機関に認定してもらったが、販売でアッピールしなかった 

         反省 

           防炎レベルをパンフレットに表示する 

 

      反省② 

 

 

 

 

 

 

 

 

       監視カメラ会社の例 

          失敗 

基準 

現状 

基準 現状 

次回の成功 



            AI（人工知能）の技術を持たなかった 

          反省 

            次を模索するべきであった。 

               AI（人工知能）開発会社との連携 

               ネットなどを介しオープンイノベーション（５．１項）の呼びかけ 

               AI（人工知能）技術者の採用 

 

 

４ 取引先 

 

 新規事業は信念をもとに社会へ働きかけることであるが、社会とは、第一に取引先（顧客）であり、第二に取引先

の先に広がる消費者である。まず、取引先から情報を引き出す方法を述べ、次いで消費者のなかの女性について

述べる。 

 

４．１ 取引先情報 

（１）事例 

 まずわたしの経験を述べる。複写機の部品であるオゾンフィルターである。 

 会社勤務を始めたころ、品質管理課の一員として、上司（係長）とともに、取引先である FX 社を訪問した。わたし

の勤務する会社が不良を出し、その原因・対策を生産技術者に説明するとともに、「二度と同じ不良は出しません」

と謝ることが目的であった。 

 訪問の目的が終わり雑談になった。FX社の生産技術者がポツリと「うちにも直したい箇所があるのだが・・・」と言

った。何かと耳をそば立てると、「そもそもコピーとは高電圧でドラムを帯電し、ドラムに巻いた紙にトナーをふりか

け、熱圧着する原理である。複写機のなかでは空気中の酸素 O2 がオゾン O3になる。酸素に還元して室内に流さ

なければいけない。しかるに、現在の当社の還元能力は４０％程度である」と説明してくれた。 

 上司（係長）とわたしは会社に帰り、「やろう」という決心のもと、課長に話し、さらに社長に話し、開発の許可を得

た。ちなみに品質管理課が商品開発をすることに誰も異議を唱えない社風であった。 

 三年ほどを要したがオゾンフィルターは完成した。オゾンの分解率は９９％と発表した（実際には１００％であった

が、その表現は遠慮した）。FX 社を手始めに、CN 社、MT 社など日本のすべての複写機メーカーに採用され。さら

に FX社を通してアメリカにも輸出された。この経験を踏まえて以下を述べる。 

 

（２）顧客の分類 

 製造会社の顧客には製造会社と販売会社とがある。機械・自動車・化学の分野は前者である。長いサプライチェ

ーンのなかに位置付けられる。食品・日用品・工具の分野は後者である。自ら販売することもあるが、多くの場合、

販売会社に卸す。 

 

 

 

 

（３）顧客が製造会社の場合 

 顧客が製造会社である場合、その製造会社の困りごとを受け止める。どのような会社であっても、困りごとはあ

るものである。、経常的な取引のある場合が多いので、普段のコミュニケーションのなかから把握する。 

顧 客 

製造会社 

販売会社 



a) 営業員 

 営業員の役割は注文をとることではない。顧客を理解することである。新製品を宣伝し注文を受け、あるいは顧

客クレームを受けるが、それらの手段を通して顧客の困りごとを聞き出すことが役割である。 

b) 品質保証員 

 品質保証員が訪問する主たる目的はクレームへの対応である。購買担当、生産技術担当などの声をじっと聴い

てみよう。あなたの会社の問題を責めているが、その奥に顧客の困りごとを推察することができる。何度かの訪問

を経た後、「そこのところ、うちの会社は解決できます」と提案する。 

c) 保守員 

 保守員は、現場に入り込み、作業の状況を直接的に観察することのできる立場にある。製造会社の作業員が置

かれた状況を観察し、当社の納品した品物および職場全体を見て、質問することができる。顧客の状況に課題が

あることをキャッチできるだろう。 

 

（４）顧客が販売会社の場合 

 あなたの会社の経営者、営業員、製造員は顧客の商品保管庫、陳列されている売り場、廃棄物が集められるヤ

ードを見ることができるだろう。 

 商品保管庫をのぞこう。業者ごとのトラックが、または混載されたトラックが横付けされ、パレットに積まれた商品

が運ばれ、段ボールが開けられ、狭い棚に整然と格納される。売り場に回ろう。商品棚の上部・中部・下部に、ま

たは平置きされて、置かれている。最後に裏手のヤードをのぞこう。段ボールや廃棄物が積まれている。 

 これらを見学し、段ボールに入った商品は取り出しやすいだろうか、棚に並べられた商品は消費者の目につくだ

ろうか、あなたがターゲットと考える消費者が手にとってくれただろうか、現場で気づくことができる。あわせてライ

バル会社の商品を勉強することもできる。 

 

４．２ 信念 

 

 あなたは顧客の困りごとを知るだろう。しかし、いまだ信念にまではなっていない。「この問題はこの会社、このお

店だけに特有ではないだろうか」という疑問が生じる。この顧客一社だけのために上司、経営者に話すことはでき

ない。相当の量の需要を確認する必要がある。 

 同じような困りごとがあると推定される会社を営業員といっしょに訪問し、あなたの会社は「このような製品があっ

た場合、御社は使うか」を調査する。多くの需要を確認すると、あなたの考えは信念になるであろうし、そのとき、上

司に「やりましょう」と提案できる。 

 

（３）製造会社の顧客としての女性 

 現代社会における購買の主導権が女性にあるといわれるが、さて、製造会社はどう考えればいいのだろうか。 

a) 検討会社 

一般論で論じると焦点がボケる可能性があるため、ここでは、電動工具を製造・販売する実在の会社をもとに事

例として検討したい。 

 当社の概要は下記のとおりである。 

   所在地   東京 

   取扱製品 電動工具 

   用 途   仏像彫りなど主に男性の趣味 

   規 模   従業員３５人 
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   工 程   設計、製造、販売の全プロセスを 

          当社内で行う 

当社の特徴は次のとおりである。 

   商 品   木材を削る・彫ることはできるが、人体に危害を加えない。人体にあてるどモーターが止まる。 

          特許取得済み 

   展示会  日本国内はもちろんアメリカ、アジアなど世界的に出品。顧客は、特約店・個人であり、輸出もして

いる 

 昨今、趣味としての仏像彫りが盛んになっている。カルチャーセンターのなかに仏像彫り教室がある。指導員の

ていねいな指導によって素人の受講者が高さ２０ｃｍ程度の仏像を彫ることができるまでに成長する。ただし、受講

者は男性が圧倒的に多い。 

 当社の電動工具は男性の趣味に支えられている。多くの礼状が作品写真とともに送られてきており、当社の会

議室に入ると、その壁面は礼状と写真で埋め尽くされている。２０年前は鮭を口ですくう熊の木彫りが多かったが、

昨今は、阿弥陀仏をはじめとする仏像が多い。 

b) 男性性・女性性 

 彫刻は、現在、男性の客が多いのだが、男性に限ったことではないだろう。女性だって木彫りをするであろうから

マーケットを女性に広げることは可能である。 

 どうしたらいいだろうか 

 第一に商品を変える必要がある。 

 女性は「電動工具」を使わない。「電動工具」ではダメ。 

たとえば、ペン形状の電動工具などいかがであろうか。 

口紅容器を想定するデザインで、軽くて、操作性が容易 

な、かつ安全なものである。 

 第二に、女性にとどく販売ルートを工夫する必要がある。 

無印商品、東急ハンズ、DIY専門店など昨今のライトな商 

品が売られているお店に置かせてもらう。ビレッジ・バン・ 

ガードなどもいいであろう。 

ちなみに、無印商品の客は９０％が女性であり。ビレッジ・ 

バン・ガードは男性と女性が各５０％であるが、女性に購買 

決定権のあることがお店のなかを観察するとわかる。 

 第三に、何を彫るかといえば、あらたな対象物を見つけ出し提示する必要がある。そもそも女性は仏像など彫ら

ない。仏像に理想像を求めるのは男性である。女性は現実を見つめる。たとえば、女性自身を美しく見せる装身具、

部屋をきらびやかに飾る装飾品に興味がある。これらを女性の前に見せる工夫が必要である。 

 

 

５ 管理技術の援用 

 

 どのような新規事業であろうとも在来の技術の延長線上にある。そもそも人はまったく関係ない技術を操作する

ことはできないのである。社外からみると革新的に見える技術も、それを担当した人には、「発展させた」技術であ

る。 

 発展させるには①他人の力を借りるか、②目的を達成する別の手段をとるか、である。他人の力を借りる方法と

してオープンイノベーションを紹介する。目的を達成する別の手段をとる方法としてブレイクスルー思考を紹介する。 

 



 

５．１ オープンイノベーション 

 

（１）意味 

 オープンイノベーションとは、自社だけでなく、他社、大学など異業種がもつ技術やアイデア、知識などを組み合

わせ革新的な新規事業を開発することである。 

 

（２）事例 

 わたしたちが複写機のオゾンフィルターを開発したさい、わたしたちにオゾン O3 を酸素 O2 に分解するための技

術はなかった。FX社から教えていただき、大学の研究者からも教えていただいた。試行錯誤の連続であった。 

 技術は次のとおりである。 

オゾンを活性炭の細孔に吸い込み、銀 Ag と反応させることによってオゾンを酸素を還元する 

この技術を次のように開発した。 

活性炭は商社の知恵を借り、ヤシガラから作った活性炭が適切であることを調べた。銀は貴金属会社の知恵を

借り、その会社で微粉末を作る技術開発をしていただいた。容器は、最初は、プラスチック成形会社にメッシュ状プ

ラスチック製を作っていただいた。やがて貴金属会社外注会社において銀を混入した活性炭を特殊溶液に溶かし

発砲ウレタンフォームにしみこませる方法をとった。 

 わたしたちはコーディネーターであった。貴金属会社の部長・課長とは毎週２回ほど顔を合わせて打ち合わせを

した。従業員の方々とも仲良くなった。商社員とも頻繁に打ち合わせをした。 

 

 

                  ＋           ＋             ＝ 

 

 

（３）実践 

 オープンイノベーションは異業種との接触によって新しい技術を実現するものであるが、実践において、次が課

題になる。 

a) 新技術創造 

 自社が保有しない技術を大学・他社に求めても、相手にも、ほとんどの場合、ぴったりした技術はない。相手も新

技術の開発が必要となる場合が多い。 

 相手が乗ってくれるためには、その課題が相手にとって①技術的に面白い領域であり、②費用対効果を満たす

と推定される場合だけである。したがって、相談に行く前に、相手会社の技術動向を理解し、当方の希望すること

を整理しておく必要がある。 

b) 成果配分 

 貢献度に応じた成果配分をすることは、一見、当然の考えに見えるが、成功した後で貢献度を決めることはほぼ

不可能である。 

 着手する前に、金額として、または比率として、決めておく。その額または率は、新規事業に占める技術の重要

性を見積ることによって決める。 

c) 機密保持 

 機密保持の期間、転用または販売の制限などを契約書で明確にしておく。 

 

貴金属会社

＝銀 Ag 

商社＝やし

がら活性炭 

容器＝射出成

型会社 

オゾンフィル

ター 



５．２ ブレイクスルー思考 

 

（１）意味 

 ブレイクスルー思考とは思考の方法である。1959 年、ジェラルド・ナドラーによってワーク・デザイン法が発表され

た。ワークとは対象物でありデザインとはゼロベースからの創造の意味である。 

 日比野省三がナドラーの研究に加わり対象が「コト」に広がった。現在、ブレイクスルーと言われる。トイレで手を

すすいだ後の水切り（三菱電機）の開発などで使われた。 

 

（１） 内容 

ブレイクスルー思考の内容を簡単な例をつけて説明する。 

a) 問題 

 あなたの前にある問題は次のなかの一つである。本稿の課題は、主に下記②および③であるが、②③だけでな

くブレイクスルー思考は①にも適用できる。 

① システムや状況に不具合がある 

緊急性を要する問題である。少しづつ改善し、あるいは基本の設計からやり直す必要がある。 

② もっとよくしたい 

現在の状況は順調であり、システムはうまく運用されているが、さらに良いものにしたい。 

③ まだ存在していない 

未来にむけて最適な状況をゼロから造り出したい 

 

 例：金属部品 A と金属部品 Bを溶接したい 

 

 

 

 

 

 

b) 手順 

① 目的を明確にする 

 解決しようとする問題の目的は直接的なものから究極的なものまで数多くあるだろう。与えられたままの問題に

取り掛かるのではなく、まず目的をあげる。 

   例：上司から言われた 

     接合したアッセンブリー品を機械に組み込む 

     自分の仕事だから 

     ストッパーとして使うから 

② 目的を段階や系列に並べる 

あげられた目的は、段階や系列があると考え、その下位から上位に並べる 

 

 

 

 

 

A 

B 



   例：次のようになる 

 

 

                                  上位 

                                  その目的は？ 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選ばれた着眼目的を達成する理想案（理想システム）を数多く出す 

    例：次のようになる 

目  的 着眼目的 理想案（理想システム） 

正確な位置で止める   

ストッパーとして使う 〇 一体物で挽く。接着剤で接合する。部品 A を直接機械に取り

付ける。（機械式でなく）電気センサーにする。 

機械に組み込む   

自分の仕事だから   

上司から言われた   

 

④ 現実案を作る 

 目的を達する案のなかで、費用などを考慮し、現実案を決める 

    例：（当初の溶接ではなく）部品 Aを機械にビス止めする 

⑤ 実施する 

      実施し、さらに上位目的にあうための継続的改善をする 

 

 

以上 

ストッパーとして使う 

機械に組み込む 

自分の仕事だから 

上司から言われた 

正確な位置で止める 


