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Vol.52 2018 年３月発行 
さぼっていた腹筋とスト
レッチを再開しました。
こういうきっかけがない
と真面目にトレーニング
しない自分も情けないの
ですが…。 

厳しい寒さが和らぎ、春の息吹が感じられるこの頃、い
かがお過ごしでしょうか。株式会社アイリンクの照井清一
です。 

先⽇、健康診断で⾝⻑を測ったら、2 センチも縮んでい
ました。背って縮むんですね。私の⺟親は脊柱管狭窄のた
めに 3 回手術をしました。自分もこの頃腰が痛むので、20
年後は⺟親のようになるかとびびってます。それで、 

1. 意外と知られていない新製品開発のプロセス 〜知っておくと役に⽴つ補助⾦申請のタイミング〜 

① フェーズ 1 ひらめき 
新製品・新技術開発のきっかけの多くは以下の 3 つです。 

 顧客のニーズ 
① 取引先から「こんなものが欲しい」といわれた 

 つくりたい 
② 前々からつくりたいと思っていた 
③ 自分たちが使っていた既存の製品に不満があった 

 思いつき、偶然 
 たまたま思いついた 

 仕事中に偶然見つかった 

これはまだ製品や技術のひな形です。 
このひな形を肉付けするのが、フェーズ 2 製品構想です。 

② フェーズ 2 
【製品構想】 フェーズ 1 でのアイデアを製品にする

には具体的な形に設計しなければなりません。しかし中に
は図面まで書かなくても、有り合わせのもので形ができる
こともあります。こうしてアイデアを形にしていくと、頭
の中で考えたことが実際には実現不可能だったり、意外と
難しかったりします。それをひとつひとつ解決していく
と、具体的な大きさや構造、機能が見えてきます。さらに
販売や顧客への認知手段も考えられるようになります。 

中小企業が新製品・新技術の開発に補助金を活用しようとする場合、適切な段階で申請する必要があります。実際には早
すぎる段階で申請して不採択となる方もいます。では開発の段階とはどのようなものでしょうか？ 

ダメなら再検討 

この段階で製品の機能やコストと顧客の求めるものが
合わなければ、再度製品の構成から考え直します。「過剰
品質になっていないか」、「余分な機能はないか」、「どう
したら目標コストになるのか」検討します。 

時にはフェーズ 1 に戻って考え直すこともあります。
この段階ではいくらでもやり直しができます。満足でき
る結果が出るまで粘り強く検討し直します。 

図 1 ひらめきは生まれたばかりの雛のようなもの 

【コラム 1 ひらめきの例】 
ジェームズダイソン氏は、すぐに吸引力が低下する紙

パック式の掃除機が嫌で仕方がありませんでした。ある
⽇彼は、通りに面した製粉工場で、粉を空中に巻き上げ
て、粉と異物を分離する装置を見ました。 

「これを応用すれば、紙パックのない掃除機ができる」 
ダイソン氏はサイクロン掃除機を考えました。 

【販売】 「誰が」、「いくらなら買うのか」考えます。 
競合する製品がないかインターネットで調べたり、卸や小
売店に聞いたりします。 
すでに競合があれば、どうやって差別化できるか考えま

す。あるいは、お客様になりそうな人に「買いたいかどう
か」聞きます。もし反応が悪ければ、どこがダメかを聞き
ます。 
【顧客への認知手段】 どうやって顧客に認知しても

らうのか、方法を考えます。 
「誰にどうやって伝えるのか」 
「誰にどのチャネルで売ってもらうのか」考えます。 
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大手企業では、この段階で役員や管理者が入り、設計審査 (デザインレビュー) を行います。 
(最初のデザインレビューなので DR0 とも呼ばれます。) 

モノづくり通信 Vol.52 

画期的な新製品の場合  〜今までにない製品は顧客もどう使ってよいのかわからない〜 
ソニーがウォークマンを発売した時、人々はどう使ってよいのかわからず、マスコミの反応も冷淡でした。ソニーは、キ

ャンペーンガールにウォークマンをつけて渋谷や原宿を歩いてもらい認知を広めました。そして発売 2 か月後から、爆発的
に売れました。 

こういった製品は、認知されるまでに大金がかかるので大企業向きの製品です。金融機関の理解も得られないので資金調
達も苦労します。それでも熱意と執念があれば不可能ではありません。 

③ フェーズ 3 機能試作 
計画した性能を出せるか機能試作を行い、テストし

ます。まだ外観は問題ではないので、お金をかけずに
寄せ集めの材料で作ります。(「バラックでつくる」と
いいます。) 

数多くの試作が必要なことも 
この段階では性能を満足するためには何度も作らなけ

ればならないため、お金をかけてはいけません。前述の
ジェームズダイソン氏は、満足できる掃除機ができるま
でに 5 年の歳月と 5,126 個もの試作をつくりました。 

基本原理に無理がないか確認 
大切なのは「本当に必要な性能が出るのか」、「想定外

の問題はないか」入念に評価することです。基本的な動
作原理に無理があれば、その後いくら改良しても根本的
には治りません。クレームや品質トラブルを抱えて事業
を続けることになります。開発している当人は、どうし
ても評価が甘くなります。そこで第三者に厳しく評価し
てもらいます。 

投資⾦額の試算には広告宣伝費を盛り込む 
この段階で、販売や広告宣伝の費用、生産に必要な費

用など投資金額を試算し、事業の収益性を評価します。
生産に多額の投資が必要だったり、広告宣伝に多額の費
用がかかる場合は事業を見直します。自社製品の経験の
ない企業には、販売にかかる費用を計画に全く入れてい
ないことがあります。しかし例えインターネットで販売
するとしても広告宣伝をかけなければ売れません。必ず
販売費用を見積もっておきます。 

図 2 ミドリムシ 
Euglena, collected in Wakefield, Quebec. 
(by Wikipedia) 

【コラム 2 ミドリムシが世界を変える】 

株式会社ユーグレナを創設した出雲氏は、学生時代に訪れた新興国で多く
の栄養不足の子供達を見ました。そして豊富なたんぱく質を含むミドリムシ
で世界の食糧問題を解決しようと決意しました。その後、研究を続けミドリ
ムシの大量培養に成功しました。そして企業に売込みに行きましたが、どこ
も相手にしてくれませんでした。499 社に断られ、資金も尽きようとしたと
き、500 社目の会社が関心を示し、ようやく事業化できました。現在同社は
売上高 138 億円の企業に成⻑しました。 

④ フェーズ 4 試作とフィールドテスト 
販売する製品と同じ試作品をつくりフィールドテスト

を行います。バラックでは限られた条件での評価ですが、
実際には様々な条件で使われます。思ってもみなかった
使い方をする顧客もいます。それでも問題がないか、  
事故にならないかテストします。あるいは誰かにモニタ
ーになってもらい、試作品を貸与して⻑期間使用しても
らい問題を見つけます。 

補助⾦の活⽤はフェーズ 4 に入る前がベスト 

この段階でやっと補助金が活用できます。対象顧客や
競合の調査、コストや価格など事業計画の材料はあるの
で申請書は容易に書けます。フェーズ 2 での実験データ
を添付すれば実現可能性も高いと判断されます。フェー
ズ 4 では評価のために何台も必要になりますが、まだ量
産できないため、1 個あたりのコストは高くなります。 
そこで補助金を活用すれば資金を節約できます。 

あるいはテスト販売を行って顧客の反応を調べたり、
モニターになってもらうための費用に補助金を充てま
す。 

この段階で事業として成功の見込みが低ければ、最初に戻
ります。バラックの評価がうまくいき、成功の見通しが立
てば、次のフェーズに移ります。大企業は、ここで次のデ
ザインレビュー (DR1) を行います。 

フィールドテストやモニター販売の結果、製品は問題な
く、顧客の評価も良ければ、本格的な量産に入るかどうか
を決定します。大企業はこの段階でデザインレビュー 
(DR2) を行います。しかし大企業でも量産後に大失敗す
ることもあります。 
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製品開発のフェーズ 1 から 4 までを改めて図 4 に示します。 

問題点や課題の解決が独自の強みとなる 
大切なことはフェーズ 2 から 4 の間に起きる多くの問題点や

課題を一つずつ解決して、完全な製品をつくることです。その
過程で他社にはできない独自の製品や強みが生まれます。特許
を取る場合もこの過程で生まれたノウハウを入れて出願しま
す。フェーズ 1 のアイデアだけの特許は他社に容易に回避され
ます。むしろ開発の過程で発見したノウハウや技術はそれを使
わないと製品化できない要となる特許の可能性が高いのです。 

私自⾝、18 年間開発をしてきましたが、フェーズ 1 でひらめ
いたアイデアをフェーズ 2 で具現化するのは大変でした。「絶
対にこれを実現する」という執念でひとつひとつの障害をクリ
ヤする方法を考えました。 

補助⾦の活⽤はフェーズ 4 で 
補助金を活用する場合、フェーズ 1 から 3 で申請する方がい

ますが、実現可能性が低いとして採択されません。フェーズ 3
までは、自己資金、又は借入で進めておく必要があります。  
また申請書を書く場合、フェーズ 4 の段階であることが審査者
に伝わるように書く必要があります。 

今から 77 年前に東京−下関間を 9 時間、さらに下関から韓国まで海
底トンネルを掘り、北京まで直行列車を走らせる計画があったと聞いた
ら、あなたは「単なる夢物語」と思うでしょうか。しかし昭和 15 年 9
月鉄道省は「東京・下関間新幹線建設基準」を制定し、同年に帝国議会
で「広軌幹線鉄道計画」が承認、用地買収・工事が開始されました。 

この計画では、最高時速 150km の電気機関車(一部は蒸気機関車)を
走らせ、東京大阪間を 4 時間 50 分で結ぶ予定でした。停車駅は、東京、
横浜、小⽥原、沼津、静岡、浜松、豊橋、名古屋、京都、大阪、神⼾、
姫路、岡山、尾道、広島、徳山、小郡、下関でした。これは現在の東海
道・山陽新幹線とほぼ同じです。 

【コラム 3 量産に入った後、⼤失敗したアップル】 

アップルは 1992 年 1 月世界初の個人用携帯情報端末 (PDA) ニュートン
を発表しました。スケジュール管理、手書き認識機能を備えた先進的な製品
で、発売後大変な話題になりました。 

しかし、パソコンが広く普及していなかった当時、スケジュールの管理に
コンピューターを使う人は限られていました。手書き認識システムの認識率
も低く、商業的には大失敗に終わりました。一方その後 Palm 社がよりコン
パクトな「Palm Pilot」を発売し、PDA 市場は大きく広がりました。 

その後、当時ニュートンを開発したアップルのスタッフの一部は iPod の
開発に参画しました。 

図 3 iPhone よりふた回り以上大きかった 
ニュートン 

Two Apple mobile devices based on ARM 
processors. 162MHz on the Newton, 
412MHz on the iPhone.(by Wikipedia) 

図 4 製品開発プロセスのまとめ 

「⽇本でいちばん大切にしたい会社」の著者で法政大学教授の坂本光司氏は、売れない商品に共通する 11 の特徴として、
1.商品そのもの、2.価格、3.品質、4.デザイン、5.売り方、6.売る市場、7.売る企業、8.売る人、9.接客・サービス、10.広告・
宣伝、11.売る時期(タイミング)などに共通する問題があると言います。そして何か一つだけが問題ではないそうです。量産
に入るまでに、この 11 の点について、勝算のある状態にする必要があります。 

2. ものづくり温故知新 「東京発、北京⾏ 弾丸列⾞に賭けた夢」 

図 5 77 年前の列車風景 
国鉄 D51 形蒸気機関車 545 号機と 
890 号機の重連（後補機）肥薩線大畑〜⽮岳間 
(by Wikipedia) 

フェーズ1 《ひらめき》

フェーズ2

《アイデアの具現化》
・製品構想
・競合調査
・販売・顧客への認知手段

フェーズ3
《機能試作》
・性能評価
・生産・販売の事業計画

フェーズ4
《フィールドテスト》
・使用条件での評価
・テスト販売

実現できるのか？

ちゃんと動くのか？

商品として使えるのか？

量産
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4．編集後記 
 

3 月より下記の住所に移転しました。打合せ等のスペースもありますので、お気軽にお立ち寄りください。今後も分かり
やすく、役に立つ情報をお届けするように努力します。感想がありましたらぜひお聞かせください。 

本ニュースレターが不要な方はお手数ですが  下記通信欄に、お名前又は社名と｢不要｣とご記入の上、FAX して頂くか、
メールにて不要とお知らせください。 

戦争による輸送の増加 
どうしてこのような計画が生まれたのか、それは切迫する⽇本と中

国大陸との輸送事情にありました。⽇中戦争が始まり、⽇本と朝鮮や
中国大陸との輸送は増加し東海道線の輸送力は限界に達していまし
た。当時自動車は故障が多く輸送能力も低く、人や貨物輸送の主力は
鉄道でした。中国大陸での戦争は激しさを増し、⽇本から武器や食料
などの軍需物資の輸送は急増していました。一方満州では満鉄が最高
時速 130km のパシナ型機関車を開発し、特急あじあ号は大連−新京間
701km は 8 時間 30 分で走り、当時の最速を誇っていました。 

異例のスピードで計画 
昭和 14 年に鉄道大⾂を会⻑とする鉄道幹線調査会が設立され、3 か

月に 12 回の委員会が開かれ、異例のスピードで計画は審議されまし
た。当時幹線調査課にいた竹内氏は「とにかく飯を食う暇がないので
すから。…中略…仕方なく、昼食は牛乳に食パンをちぎってドロドロ
にする。それを片手で飲みながらもう一方の手で資料を書いた。…中
略…でもこんなに少ない人数でこんな大きな仕事をよくやったと思い
ます。」というほどの激務で、人口の増加や輸送量の変化、超高速鉄道
の技術などをまとめ、計画を立案しました。 

着工したものの戦争により中断 
そして昭和 15 年 9 月に計画が承認され、着工されました。そして将

来は、下関から釜山まで海底トンネルを掘り、北京まで直通列車を走
らせることも考えられていました。しかし戦争の激化により、弾丸列
車は幻となりました。 

今後の経営を考えるには、取引先や業界の動向と自社に対する影響は非常に重要です。そこで経営者や支援者が技術、  
ものづくりや経営に関して考える場として「未来戦略ワークショップ」を毎月開催しています。参加費 500 円、前⽇までに
連絡すれば誰でも参加できます。次回は 4 月 15 ⽇に「仮想通貨時代の経済学 その 2 マネタリズムから仮想通貨へ」仮想通
貨時代の経済の変化を理解するために、産業の発展と経済学の進歩について、2 回に分けて行います。4 月はその 2 として革
命から現在主流のマネタリズムから、仮想通貨の影響まで考えます。 
「未来戦略ワークショップ」の詳細は、右の URL を参照願います。 http://ilink-corp.co.jp/1669.html 

３．未来戦略ワークショップ「仮想通貨時代の経済学 その 2 マネタリズムから仮想通貨へ」 
 

図 6 南満洲鉄道のシンボル、特急あじあ 

⻘函トンネル開通の 48 年前にこのようなス
ケールの大きなことを考えていた⽇本人が
いたのは驚きです。 

甦った弾丸列⾞ 
戦後、新幹線となって弾丸列車は甦りまし

た。東海道新幹線がわずか 5 年半で完成した
のは、実は弾丸列車のためにすでに用地買収
が終わっていたからでした。今東京から新幹
線に乗るとき、77 年前に弾丸列車の実現の
ためにがむしゃらに取り組んだ多くの鉄道
人のことを思い出さずにはいられません。 


