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［要 約］ 

「ものづくり（設計、製造、加工）技術」という極めて広い分野を対象とし、生産・設計

システム的視点から全体を眺めることで、対象技術の極端な詳細化・細分化を避け、一方、

加工技術については先端技術と従来技術とをすべて検討し、また「サステナブル・マニュ

ファクチャリング」の視点から技術を再度まとめることで、日本の製造業等に対して利用

価値の高いマップにすることを目指した「ものづくり（設計・製造・加工）技術戦略詳細

ロードマップ」を完成させた。 

第１章 調査の目的・体制・実施等 

 １．１ 目的 

平成１８年度・平成１９年度当財団が取り纏めた「ものづくり技術戦略ロードマップ（～

２０２５年）」に対する企業（大企業・中小企業）ヒアリングにおいて、現在の状況を的確

に把握し、また、横断型基幹科学技術研究団体連合（横幹連合）で纏めた「ものづくりア

カデミックロードマップ（２０２５年～２０５０年）」の両ロードマップを分析し、来るべ

きサステナブルなものづくりのあり方を検討、体系化することで、日本の企業等が目指す

べき戦略的な方向性、また、それらを支える基礎技術や融合化技術を明確にし、国の戦略

として開発推進に関する提言を行った。 

 １．２ 作業内容 

情報収集や成果報告会等企業の調査を当財団研究員が各専門分野を基に自ら行い、仮説

を組立、各分野の専門家からなる委員会やワーキンググループでその内容に関しての見直

しを行い、精度の高いものづくり技術戦略ロードを完成させるため、以下の調査・分析・

検討を行った。 

（１）ものづくりアカデミックマップの調査・分析（企業ヒアリング等） 
（２）サステナブル・マニュファクチャリングの調査・検討 
（３）ものづくり技術戦略ロードマップ、技術マップのローリング 
（４）日本を支える要素技術や企業が求める開発すべき技術課題項目の抽出 

 １．３ 体制 

 委員会耐性図を記載 

 １．４ 名簿 
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 委員会・ＷＧ委員等を記載 

 １．５ 実施内容 

 委員会・ＷＧ各開催日時を記載 

１．６ 調査の考え方 

 本ロードマップ作成作業では、サステナブル・マニュファクチャリング、生産システム、

設計システムというシステム的視点から全体を眺めることで、対象技術の極端な詳細化・

細分化を避ける。一方、加工技術については先端技術と従来技術とをすべて検討すること

で利用価値の高いマップにすることを目指した。 

 

第２章 ものづくり生産システム分野 

 ２．１ はじめに 

今後１０年を見据えた生産システムの概念を構想し、ものづくりに反映するために、昨

年度の検討において、生産活動を「製品ならびにサービスを通じて、ユーザに新たな価値

（バリュー）を提供し、その見返りとして利益（キャッシュ）を得るもの」と位置づけ、

生産システムは産業基盤に支えられながら狭義の「もの（製品）」のみならず「サービス」

をも生み出すものと規定し、製造技術として、従来にないものを考えだし、具現化するた

めの活動である設計、設計情報をもとに現実の製品にするための仕組みである生産システ

ム、具体的な製造処理である加工、の３領域があるが、設計、生産システム、加工の役割

を、各々「バリューの創造」「バリューの提供」「バリューの実現」とした。またサステナ

ブルは、そうした活動全体を包括し社会、ユーザに安全・安心を与えるとともに、持続可

能な社会を実現するための基盤となる活動である前提で生産システムとして考えている。。 

 ２．２ 全体構成 

昨年度までに技術マップを作成した際、関連項目を大分類、中分類、小分類と分別したが、

その中でも重要技術項目として洗い出した生産システム関連の項目が下記のＰ１からＰ５

であった。今年度は、Ｐ６としてグローバルネットワーク化が新たな項目として加わった。

その他のＰ１からＰ５のテーマについて変更はない。 

    Ｐ１： バーチャルマニュファクチャリング 

    Ｐ２： 人・ロボット協調生産 

    Ｐ３： 動脈・静脈一体生産 

    Ｐ４： トータルトレーサビリティ 

    Ｐ５： ゼロエミッション工場 

    Ｐ６： グローバルネットワーク化 
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２．３ 技術の分類 

生産活動は、「もの」と「情報」が巧妙に組み合わされた製品技術と、「人」と「情報」

が仕組みを提供するビジネスモデル構築の２つに集約されることを述べたが、それらを支

援するものが「ものづくりシステム」と「サービス創出システム」であると結論付けた。

このシステムを実現するために、生産システムワーキンググループは今後の技術マップを

考えるためのカテゴリーとして、「産業基盤の整備」、「既存産業の高度化」、「ニュービジネ

スの創出」を大分類事項におき、それぞれに関して１０年後、２０年後を目標に技術マッ

プを展開するとともに、時間軸を設定してロードマップを作成した。 

２．４ 重要技術課題 

以下に示す生産システムのカテゴリーの中で示された重要技術課題に関して、それぞれ

のシナリオと技術マップ（重要技術）、技術ロードマップを記述した。 

 Ｐ１：バーチャルマニュファクチャリング 

 Ｐ２：人・ロボット協調生産 

 Ｐ３：動脈・静脈一体生産システム 

 Ｐ４：トータルトレーサビリティ 

 Ｐ５：ゼロエミッション工場 

 Ｐ６：グローバルネットワーク化 

２．５ 電気自動車を事例にした価値あるものづくり 

今後のものづくりのあり方を、電気自動車を例にあげ、価値を生む仕組みとその実現の

ためにバーチャルマニュファクチャリングが欠かせないことに言及する。価値を生む仕組

みによって、個人の生活の満足度を高め、豊かさを感じるようにする必要がある。そのた

め、今まで２年間かけて新車を出していたものを、個人が希望する車を１０年後は２か月

で、さらに２０年後は２週間で入手できるような仕組みとはどうしたらよいのか、を３年

間の活動の一つの事例として紹介する。 

２．６ まとめ・技術課題（結論と今後の提言） 

生産システムにとって、今後１０年、１５年間はバーチャルマニュファクチャリングが

最重要技術項目になると思われる。バーチャルマニュファクチャリング自体は人口に膾炙

した言葉ではあるが、真の実現は今からであり、それに向かっていっそうの基礎研究、応

用開発が求められる。 

 

第３章 ものづくり設計分野 

３．１ はじめに 
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日本の製造業の強さを表現するときよく使われる言葉が「あうんの呼吸」「すり合わせ」

などであり、「トヨタ生産方式」に代表される生産技術力の高さも強さの根源だった。 

 現在、製品開発の現場にも CAD をはじめとする IT が進展し、デジタル情報の伝達で製

品開発を進めようとしている。これによって、日本の強さが発揮しにくくなっている。 

 また、新規性ある製品の開発が少なくなっているという指摘もある。これらを打開する

ためにも新たな次世代製品開発システムの実現性と現状の製品開発システムの分析を進め

た。 

 ３．２ 全体構成 

製品開発の工程を大まかに「構想設計」「詳細設計」「生産設計」の三つに分けて分析し、

製造業の環境はご承知のように韓国、中国、東南アジアの工業成長によって大きく様変わ

りしている。「安く、品質の良い製品を提供」ということで成長を続けてきた日本にとって

大いなる脅威である。一世代前に日本が欧米を追いかけていた状況と同じように、日本が

追いかけられているのである。2025 年まで今の強さを維持できる保障はない。次世代製品

開発システムが実現するまでの過程が日本の製造業の強みを加速し、弱みを補うものでな

ければならない。そこで、日本の製造業の強みと弱み、本当に困っている工程、業務を再

分析し、どこから手をつけていくかを検証した。 

３．３ 技術の分類 

以下に示す設計システムのカテゴリーの中で示された重要技術課題に関して、それぞれ

のシナリオと技術マップ（重要技術）、技術ロードマップを記述した。 

Ｄ１：モデリング技術 

Ｄ２：現物融合技術 

 Ｄ３：ナレッジ管理運用技術 

Ｄ４：ＣＡＥ、シミュレーション技術 

Ｄ５：基盤情報技術 

３．４ 重要技術課題 

日本の製造業が世界で強さを維持するためには、構想設計と生産設計に改革のメスを入

れる第一ステップとこれを基に一貫システムを構築する第二ステップと順次実現していく

必要がある。要素技術として特に重要となるものを抜粋した。これらの技術は業種、製品

にかかわらず、共通して必要最低限の機能となる。 

３．５ まとめ・技術課題（結論と今後の提言） 

構想設計と金型設計に関する技術課題が解決できれば、一貫システム実現への基礎は固

まるといえる。すなわち、自由度の高いモデリング技術が完成し、フレキシブルな解析シ



 8

ステムとの連動、様々な技術情報との連携、現物融合によりトレーサビリティ確保の基礎

は出来上がっている。 

 この基礎を発展させ、より高度なモデリング技術、設計途上のデータ共有、データ共有

時のセキュリティ、バーチャル試作技術を実現すればよい。簡単ではないが、十分に実現

可能と思われる。 

 

 

第４章 ものづくり加工分野 

４．１ はじめに 

加工技術は、一般に、部品の品質ならびに性能と密接な関係にあり、製品の付加価値を

下支えするだけでなく、高付加価値を与えるための核となる技術が少なくない。加工技術

の多様性を確保しながら、核となる先進技術（以下、先進的コア加工技術と呼ぶ）を強化

することが、我が国のものづくり強化に欠かせない。核となる加工技術は、従来技術であ

ったり、新技術であったりするが、タイムリーにものづくりに活かす環境づくりが不可欠

である。しかし常に利用するとは限らない、コア技術の多くを各企業で維持強化すること

は非効率であり、却って企業の国際競争力の低下を招きかねない。加工技術バンクのよう

な組織により、企業間の競争を歪めないように配慮しながら、先進的コア加工技術の強化

維持を図ることができれば理想的である。 

４．２ 全体構成 

加工技術を横断型として４種類、縦割型として１１種類、計１５種類に分類した後、加

工技術を総合的、戦略的に俯瞰するため、技術の革新と高度化の視点にたって、それぞれ

の技術解説と技術マップ、ロードマップを作成した。分類されたそれぞれの技術を具体的

にあげると、 

横断型：先進的コア加工技術、資源・エネルギーミニマル加工技術、オンデマンド加工

技術、マルチスケール・マルチフィジックス（MC／MP）加工技術 

縦割型：鋳造、金属成形加工、溶接・接合・切断、機械加工（切削加工，加工計測）、機

械加工（研削加工、研磨加工）、機械加工（多軸工作機械および加工システム）、

電気化学加工、金型、プラスチック成形、熱処理、新技術加工 

となる。 

 ４．３ 技術の分類 

以下に示す加工システムのカテゴリーの中で示された重要技術課題に関して、それぞ

れのシナリオと技術マップ（重要技術）、技術ロードマップを記述した。 
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Ｍ１：先進的コア加工技術 

Ｍ２：資源・エネルギーミニマル加工 

Ｍ３：オンデマンド加工技術 

Ｍ４：マルチスケール・マルチフィジックス加工技術 

Ｍ５：鋳造 

Ｍ６：金属成形加工 

Ｍ７：溶接・接合・切断 

Ｍ８：機械加工Ⅰ（切削加工、切削工具、加工計測） 

Ｍ９：機械加工Ⅱ（研削加工、研磨加工） 

Ｍ１０：機械加工Ⅲ（多軸工作機械および加工システム） 

Ｍ１１：電気加工 

Ｍ１２：金型 

Ｍ１３：プラスチック成形 

Ｍ１４：熱処理技術分野 

Ｍ１５：新技術加工（ビーム加工・横断的加工） 

４．４ 重要技術課題 

以下に示す加工システムとしての重要開発テーマを記述した。 

  （１）デジタル成形プロセスイノベーション 

  （２）FRP 加工技術（資源・エネルギーミニマル加工技術） 

（３）スローマニュファクチャリング 

（４）ホリスティックナノ加工技術基盤創出と機能性インターフェース創 

（５）次世代固体レーザー及び次世代レーザー加工システム開発 

（６）マイクロ成型金型技術開発 

４．５ まとめ 

従来の縦割型と横断型加工技術よりマトリクスを構成し、今後の社会的なニーズに対応

した技術の体系化がより明確にできた。従来型の加工技術の枠組みからいくつかの新しい

加工技術の枠組みを抜き出し、また、統合化、複合化、あるいは、収斂化技術により新し

い加工技術を創出しようとする際には、横断型加工技術の技術要素・技術課題は、縦割型

加工技術にない、よりよい指標となり、より望ましい加工技術の開発に繋がると期待され

る。縦割型及び横断型加工技術の中から、さらに最も重要な技術を抽出し、表にまとめた。 

４．６ 横断的なものづくり技術の具体例（電気自動車） 

技術マップやロードマップの利用がどのように有効なのかの１つの事例として、夢のあ
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る製品を対象とし、どのような技術が必要かの検討を行った。今回、インホイールモータ

ー電気自動車の必要技術等の応用事例を纏めてみた。 

 

第５章 ものづくりサステナブルマニュファクチャリング分野 

 ５．１ 2008 年度における技術戦略マップのローリング作業について 

検討においては、「高付加価値化」、「ライフサイクル思考」、「最小化」、「技術の伝承」の

４つのベクトル（技術の目的と呼ぶ）を定めて、どのようなアプローチでサステナビリテ

ィの向上に資するかの観点から 9 つの技術分類にした。2008 年度は、昨年度作成した技

術戦略マップを基礎として、完成度を高めることとなった。その際に検討しなくてはなら

ない課題として以下が挙げられた。 

（１）技術課題の適切な評価と重要課題の抽出の再検討 

（２）要素技術の網羅性の確保 

（３）2025 年シナリオのブラッシュアップとイラスト化 

（４）技術ロードマップの構造化 

（５）重要技術の抽出とプロジェクト提案の可能性の検討 

 ５．２ サステナブル技術のロジックツリー 

本ＷＧでは、フォルトツリー解析（Fault Tree Analysis、以下 FTA）に着目した。FTA

とは、故障・事故の分析手法であり、発生頻度の分析のために、原因の潜在危険を論理的

にたどり、それぞれの発生確率を加算するものである。 

“サステナブルな社会の実現”からトップダウンで様々な政策、国際関係、技術、人の行

動・意識、企業戦略とそれらに関係する要素技術との関係を明らかにすることによって、

環境問題解決に必要な多岐に渡る要素技術を多少なりとも明らかにすることができると考

えたものである。 

５．３ 2025 年サステナブル・マニュファクチャリングシナリオ 

サステナブルな社会の実現のためには、持続可能なものづくりを通じて、地球環境問題

からの制約、社会問題、グローバルな競争力などの分野における様々な課題を克服する必

要があると考えた。そのため、ロジックツリーの第２階層は、「地球環境問題の解決」、「グ

ローバル市場での競争力向上」、「社会変化への対応」となっている。シナリオの作成にあ

たっても、この項目分けに沿い、３大項目に対して 2025 年のシナリオを構想した。 

５．４ 重要技術の抽出 

以下に示すサステナブルマニュファクチャリングのカテゴリーの中で示された重要技術

課題に関して、それぞれのシナリオと技術マップ（重要技術）、技術ロードマップを記述し
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た。 

 Ｓ１：持続可能社会評価技術 

 Ｓ２：高効率多品種変量生産技術 

 Ｓ３：順逆一体生産システム 

５．５ 横断的課題への貢献 

－ホイールインモータ電気自動車に資する要素技術－ 

 （インホイールモータ）電気自動車に必要なサステナブル・マニュファクチャリング技

術としては以下の技術（群）があげられる。 

(1) 持続可能社会シミュレータ 

(2) 順逆一体型生産システム 

 

第６章 まとめと今後の課題 

６．１ ものづくり技術の推進 

総合科学技術会議のまとめた H20 年度の科学技術関係の予算のうち「政策課題対応型研

究開発（重点８分野）の予算を見るに，ものづくり技術予算は 356 億円，2.0%でしかない．

第 2 期での８大分野，そして，第 3 期においても重要な分野と位置づけられているのにも

かかわらず，この割合は極めて低い．日本経済の根幹であり、かつまた、競争力の源であ

るものづくり技術に対してこの額の投資では将来はおぼつかない。 

６．２ ものづくり技術強化策 

波及効果、競争力強化、安心・安全化、持続性社会構築と上記基準をより詳細化している。

ものづくり技術分野での「重要な研究開発課題」としては、次の課題が挙げられている。 

(1) ＩＴを駆使したものづくり基盤技術の強化 

(2) ものづくりのニーズに応える新しい計測分析技術・機器開発、精密加工技術 

(3) 中小企業のものづくり基盤技術の高度化 

(4) 巨大な機械システム構築に貢献するものづくり技術 

(5) 世界をリードする高付加価値材料を生み出すものづくり技術 

(6) 人口減少社会に適応する、ロボット等を使ったものづくりの革新 

(7) バイオテクノロジーを活用したものづくりの革新 

(8) ものづくりプロセスの省エネルギー化 

(9) 資源を有効利用し、環境に配慮したものづくり技術 

  下線は、本ものづくり技術ロードマップ委員会が選択した技術要素に関係の深い課

題を示す。技術ロードマップであるので、企業サイズ、あるいは製品については限定
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していない。また、バイオ技術は今回対象としなかった。 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  


