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[要約] 

 

 我が国が強いと言われている材料分野では、種々の機関で多種多様な研究開発が行われ

ており、高い技術力に支えられた多くの高機能材料を生み出している。このような高機能

な材料が、今後も効率的に機械工業分野に取り込まれ、その性能を発揮していくためには、

機械工業の設計側からのニーズに応えうる開発済みの既存材料が選択されるか、ニーズに

合致した材料を新たに開発するかしかない。 

 材料研究開発に際しては、開発された材料が需要家のニーズに合って実を結ぶケースと

そうでないケースがあり、材料～部品～機械産業までの研究開発プロセスが効率的に進ん

でいるとは必ずしも言えない状況にある。従って、これまで開発されてきた先進的製品開

発に関する事例調査を行い、材料～部品～製品へと至る最適な開発手法のモデル事例を策

定することとした。 

 先進的製品開発事例はアンケートによって調査し、特に困難に直面したときにどのよう

にしてそれをブレークスルーし、成功へと至ったのかを重点的に調査した。 

 最終的な成功への過程はあまりにも複雑で、開発手法に王道はないとの結論に至った。

しかしながら、開発を加速する上で開発手法のモデルのパターン化はあるところまでは可

能であり、それを開発のキーワードとして纏めた。 

 

第１章 先進製品開発事例の探索 

 

１－１探索方法の考え方 

 

 一般に先進的製品開発成功事例は企業のノウハウに関わるところが大きく、詳細に公開

されることはほとんどないと考えてよい。公開されるものは過去のものか、特許で十分に

固めたものに限られる。そのようなことから、既に公開されているものとして企業の技報

を中心に探索することとした。その他、雑誌等も調査した。また、中小企業については創

造促進法の適用をうけた企業やものづくり大賞等に入賞した企業に焦点を当てることとし

た。 



１－２ 探索結果 

 

技報は大企業を中心に７９社の技報を選出した。基本的には図書館等で閲覧できるもの

を対象とした。業種は機械、建設、鉄鋼、電気電子機器、非鉄金属、輸送機器とした。 

雑誌は「まてりあ」、「銅と銅合金」、｢チタン｣、「伸銅技術研究会誌」を対象とした。その

他、最近の「ものづくり部品大賞」、「日経ものづくり大賞」、「中小企業研究センター賞」、

インターネットホームページから選出した。 海外の調査として NASA の材料開発事例も

調査した。 

 また、中小企業については「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」（２

００４年４月～２００５年３月）の適用を受けた中小企業は約１００００ある。この法律

の適用を受けた企業はかなりのレベルにあり、これらの企業から材料開発に関係しそうな

企業を３００社程度選び出した。これらの企業に先進的製品開発事例の有無を問い合わせ、

アンケートにご協力願える企業を選び出した。 

 

１－２ 探索結果 

 

 技報、ものづくり大賞、先端技術大賞等から約１０００件以上の論文を調査し、その内

容から先進製品開発事例に適合できそうな案件を２０３テーマ選出した。 

 中小企業を対象とした「創造活動促進法」適用会社の中から関連する企業３００社を選

出した。 

 

１－３ アンケート先テーマの選定 

 

 技報及びものづくり大賞等のテーマ２０３件からアンケートの対象とするテーマを委員

会で選出した。アンケートの有効数を大企業で２０件以上、中小企業で１０件以上の合計

３０件を目標として設定した。回答の歩留まりを大企業５０％、中小企業８０％と設定し

た。中小企業は３００社に対し、事前に電子メールでアンケートの協力を要請し、その結

果１１社から協力する意向であるとの回答があった。そのため回答率を大きくした。 

 なお、大企業のテーマの中には中小企業（資本金１億円以下または従業員３００人以下）

に相当するものが４件あったため中小企業は事前アンケートの１１件とこの４件の合計１

５件を対象とした。大企業は４０件を対象として選出した。 

 技報及びものづくり大賞等からのテーマ選出は対象とする全分野は選出することとした



が、論文の数が自動車分野、電気電子機器分野に集中しており、これらの分野からの選出

数が多くなった。 

 分野は自動車、航空機、船舶、工具、電気機器、ロボット、工作機械、その他（プラン

ト等）、素材（シーズ＝商品の構成要素として採用されていない）に分けた。 

 

第２章 アンケートの方式 

 

２－１ アンケートの基本的な考え方 

 

アンケートの内容を構築するに当たり、企業の技術開発において何が重要で、何を求め

ているかを過去に弊財団法人が調査した結果をもとに列記すると 

（１）部外、社外シーズ（大学等）の活用 

（２）ニーズとシーズのマッチングが重要 

（３）公的資金の活用の希望 

（４）国の施策への提言 

 等である。これらの意見が引き出させ、どこに問題があるかを明確にする。 

 また、技術開発を行う上で最大のポイントは難題に直面したときにいかにしてそれを

ブレークスルーしたかである。材料開発からそれを応用した商品化までには①基礎研究

開発フェーズ②製造技術開発のフェーズ③商品化のフェーズに大きく分けることがで

きる。これらの各フェーズにおけるブレークスルーポイントを問うこととする。 

 さらには回答率を上げるため、極力択一方式とし、統計的手法を取り入れた集計を考

慮に入れて作成する。 

 

２－２ アンケートの内容 

 

 アンケートの内容は 

(1)調査対象の確認；材料名、製品名 

(2)分野；（①自動車 ②航空機③船舶④工具⑤電気機器⑥ロボット⑦工作機械⑧シーズ(素

材)⑨その他（     ））  

(3)各開発フェーズでの期間；・材料の研究期間（研究室レベルでの取組み）・材料の製造

技術開発期間（実機レベルでの取組み）・製品の商品化期間（製品化から事業化まで） 

(4)テーマ選定；・テーマの性格（ニーズ型？シーズ型？）・テーマの発案者・テーマの選



定権限者・共同研究者の有無 

(5)市場性；・市場の有無・先発か後発か?・市場規模・市場のシェア 

(6)材料開発の背景；・事業戦略上の位置付け・研究開始時の事業環境 

(7)材料開発の目標；・目標の明確さ・目標の方向性 

(8)技術評価；・競合他社製品に対する技術的優位性 ・技術の新規性 ・特許出願件数 

(9)開発環境；・担当研究者数・全社研究者数・研究進捗管理 

(10)公的資金；・研究開発費の総額・公的支援の有無（研究開発費に占める公的資金の割

合） 

(11)産学連携について；・産学連携名・資金支援の有無・人的支援の有無 

(12)苦労した点；ⅰ)研究期間中に苦労した点  ⅱ)製造技術開発期間中に苦労した点 

ⅲ)商品化期間中に苦労した点 

(13)いかにしてブレークスルーしたか；・ブレークスルーを必要としたフェーズ ・ブレ

ークスルーを必要とした技術・ブレークスルーができたきっかけ(各フェーズ毎) 

(14)今後材料開発を加速する上で公的機関に望むこと； 

・公的機関に実施して欲しい支援策 

(15)今後材料開発を加速する上で望まれるシステム 

・データベース ・シミュレーションモデル ・その他 

(16)成功者からのメッセージ   

 成功体験を踏まえて、材料開発に携わっている個人・団体への応援メッセージ 

２－３ 案内文 

  

 弊財団の専務理事名で社団法人日本機械工業連合会からの委託を受けてのアンケートで

あることを明記し、郵送または電子メールで案内を出した。 

 アンケートの調査の趣旨、記入方法を明記した。 

 

第３章 調査結果の解析 

 

 ３－１ 調査の実施方法 

 

アンケート調査は、材料開発の成功事例として事務局がリストアップした２００テーマ

の中から先進製品開発事例調査研究委員会において４７テーマを選定し実施した。その中

には中小企業が４社含まれていた。またそれ以外に中小企業庁の「中小企業創造活動促進



法」の適用を受けた製造業の中から１１テーマを加えた。 

 調査は、アンケート票を送付し、回収する方式で実施した。その結果４１件について回

答があった。内訳は以下のとおりであった。 

 ・委員会選定テーマ ４３件中２８件 ・中小企業     １５件中１３件 

 

３－２ 集計結果 

 

 アンケートでの質問内容とその回答結果を示す。 

(1)製品分野 

 アンケート対象となった開発成功事例の材料・製品が適用される分野を示す。各分野を

満遍なく網羅していることがわかる。その他として、燃料電池、光－熱変換等のエネルギ

ー関連分野、建材・構造材、医療機器、スポーツ用品、精密機器、鉄道車両、半導体、計

測機器、観察装置等が挙げられた。特に中小企業でその他の回答比率が高かった。 

(2)開発のフェーズ 

 本調査では研究開始から商品化に至るまでの技術開発期間を、材料に関する研究室レベ

ルでの取り組み段階の研究期間、材料或いはそれを用いた製品の実機レベルでの取り組み

段階である製造技術開発期間、製品化から事業化までに至る商品化期間の３フェーズに分

けて質問をした。 

①研究期間 

  中小企業で７年以上の回答が１件あったが、それを除くと開発成功事例は５年以内に

研究期間が終了している。 

②製造技術開発期間 

  研究期間同様中小企業で７年以上の回答が１件あったが、それを除くと開発成功事例

は５年以内に終了している。 

③商品化期間 

  商品化期間になると５年以上要したテーマが全体の６％あり、さらに未実施のものも

９％存在する。 

(3)テーマの選定 

 ①テーマの性格；テーマをシーズ型とニーズ型に分けいずれに該当するかを質問した。

その結果、４５％対５５％であった。 

②テーマの発案者；テーマの発案者は社内が最も多いが、中小企業では他社からの発案

も大きな比率を占めている。 



③テーマの選定権限；発案されたテーマを選定する権限は、大企業は中間管理職レベル

が主体なのに対し、中小企業はトップダウンで取り組まれていることがわかる。また

その他として、“ボトムアップの提案を企画会議で判断する”があった。 

④共同研究者の有無；大企業は共同研究者なしが最も多く、中小企業は学・官が多かっ

た。これは中小企業の調査対象が、中小企業庁の「中小企業創造活動促進法」の適用

を受けた企業から選定された影響が現れているためと考えられる。 

(4)市場性 

①市場の有無；新規に市場開拓した製品が４４％存在した。 

②先発か後発か；先発または同時で約７０％ 

③市場規模；市場規模は１０～１００億円／年が最も多く、不明がそれに続いている。 

④市場のシェア；不明を除くとシェア４０％以上という回答が最も多かった。 

(5)材料開発の背景 

  研究開発テーマの発案時の事業戦略との関連及び当時の事業環境について質問した。 

①事業戦略上の位置づけ；大企業より中小企業の方が当該研究開発の事業に対する重み

が大きいことがわかった。 

②研究開始時の事業環境；厳しい事業環境の中で研究開発が開始されたことがわかった。

これは、所要開発期間を勘案するとバブル崩壊後にスタートしたテーマが多かったた

めと推測される。 

(6)材料開発の目標 

 材料開発開始にあたって目標がどのように定められたか質問した。 

①目標の明確さ；大企業では数値目標が明確に定められているものが多く、中小企業は

明確にされていない場合が多い。 

②目標の方向性；開発目標の多くが性能向上に向けられている。 

(7)技術評価 

 開発技術に関する自己評価と特許出願件数について質問した。 

①競合他社製品に対する技術的優位性；大多数が競合他社製品に対して技術的に優位で

あると認識している。 

②技術の新規性；大多数が技術的に新規性があると認識している。 

③特許出願件数；特許出願は１０件未満が最も多い。 

(8)開発環境 

 開発を遂行していくための研究体制や管理体制について質問した。 

①研究開発体制 



  a.研究担当者数；研究担当者数は５人未満が最も多い。大企業においてもほとんどの

研究チームが５人未満であった。 

b.全研究者数 

   研究担当者数と全研究者数を比較すると、大部分の中小企業では１研究テーマに研

究者全員を投入していることがわかった。 

②研究推進体制 

   研究の進捗管理は、研究者と管理者の話し合いで進めているケースが最も多い。中

小企業では、管理者のトップダウンで進められている割合も高くなっている。 

(9)公的資金 

 調査対象テーマの研究開発に要した費用と公的支援の有無について質問した。 

①研究開発費の総額 

   大企業においても８４％が５億円以下であった。一方中小企業において研究開発費に

１億円以上掛けているテーマが３３％存在した。 

②公的支援 

中小企業で公的支援ありの回答が多い。これは中小企業の調査対象が、中小企業庁の

「中小企業創造活動促進法」の適用を受けた企業から選定された影響が現れているた

めと考えられる。 

 (11)産学連携 

  産学連携によって実施されたテーマから以下の情報が得られた。 

①実施テーマ数：８件 ②資金の支援があったもの：４件 ③大学からの人的支援のあ

ったもの：２件 

(12)苦労した点 

 研究期間、製造技術開発期間、商品化期間それぞれで苦労した点を技術面、資金面、人

材面、スケジュール管理、実施組織・体制の５項目について、困難度合いを数値化した。 

(13)いかにしてブレイクスルーしたか 

 ①ブレイクスルーを必要とした期間 

  大企業では研究期間が最もブレイクスルーを必要とし、中小企業では研究期間と同じ

く製造技術開発期間にも多くのブレイクスルーが必要であった。 

②ブレイクスルーを必要とした技術 

  大企業では要素技術が最もブレイクスルーを必要とし、中小企業では要素技術と同じ

く生産技術にも多くのブレイクスルーが必要であった。 

③ブレイクスルーができたきっかけ 



  ブレイクスルーがどうやってできたのか、そのきっかけについて研究期間、製造技術

開発期間、商品化期間それぞれ選択項目を設定し複数選択してもらった。 

a.研究期間 

  第３者のアドバイスが最も多く、続いて試行錯誤、ブレインストーミング・ディスカ

ッション、ひらめきがきっかけとなってブレイクスルーできたことがわかった。 

 また、アドバイスを受けた第３者として大企業は社内の人材が多かったが、中小企業で

は外部からのアドバイスの比重が大きいことがわかった。 

b. 製造技術開発期間 

 傾向は研究期間と同様である。また、大企業ではアドバイスを受けた第３者には学・官

有識者が全くいなかったのが注目される。 

c.商品化期間 

 傾向は製造技術開発期間と同様であるが、新しい知見の比率が高くなっている。また、

この段階で国の支援がブレイクスルーのきっかけに入ってこなくなったのが注目され

る。 

(14)今後材料開発を加速する上で公的機関に望むこと 

 公的機関に対して望んでいる支援策について質問した結果、一部の大企業から自社内で

全て賄えるため、支援不要との回答があったものの、概ね支援の希望が出された。その結

果、大企業では技術的支援が最も多かったが、中小企業では経済的支援が最も多く、企業

規模による違いがはっきりと現れた。 

(15) 今後材料開発を加速する上で望まれるシステム 

 今後材料開発を加速する上で公的機関に整備して欲しいシステムについてデータベース、

シミュレーションモデル、その他に分けて質問した。 

①データベース；材料物性、公的評価・分析機関、機械特性に関するデータベース整備

の希望が多かった。 

②シミュレーションモデル；材料物性、機械特性、合金設計に関するシミュレーション

モデル整備の希望が多かった。 

③その他；その他として設計・分析・評価機器・解析ソフト等の貸し出しとニーズ・シ

ーズのマッチングシステムの希望が多かった。 

 

第４章 分野別技術開発動向 

 

 各分野での有識者で構成される委員の技術開発動向の考えを紹介した。 



第５章 技術開発を加速する手段の提案 

 

 本調査では最終的には技術開発の手法をパターン化することであったが、アンケートの

ブレークスルーポイントからわかるようにブレークスルーできた理由のうち、第３者の力

（第３者のアドバイス、国の支援、ブレーンストーミング等）を得て達成できたものが約 

半分である。これは技術開発の手法をパターン化する上で貴重な情報であるが、一方、残

りの半分はひらめき、試行錯誤、新しいソフトハードの開発等、パターン化できない要素

も多く含んでいる。当然のことながらパターン化できるものは極力パターン化すべきであ

るが、本調査で改めて確認できたことは技術開発に「王道はない」と言うことであろう。

また、これが企業間の競争力であり、奇抜なアイデアと地道な努力によってのみ達成され

る開発者利益につながっていく。 

しかし、アンケートの調査結果から、ある程度パターン化できることも事実であり、そ

れをここでは「開発のキーワード」として纏め上げることとした。 

過去に弊財団法人が調査した結果と重複するところもあるが新たな知見も数多く見受

けられた。 

 今回、本アンケート調査結果から得られた貴重な意見を参考に委員会で専門的な観点か

らこの「開発のキーワード」に関し、評価、検討を行った。 

 「開発のキーワード」 

（１）問題に直面したときは第三者に相談する。 

 （２）ニーズ、シーズのマッチングは最終的には両者が仲良くなること 

 （３）材料分野のデータベースを充実する。 

 （４）シミュレーションを利用する。 

 （５）公設機関のリストアップ 

  

  

 

 

 

                                      この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

 



 

 


