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序

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することか

ら始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な

実績をあげるまでになってきております。

しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジ

ア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩ

Ｃｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による

空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化な

ど将来に対する懸念が台頭してきております。

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、

今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増して

ますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫

られております。

これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこ

の力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創

的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機

械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向

を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたし

ております。

こうした背景に鑑み、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテーマの一

つとして株式会社三菱総合研究所に「機械の創造的設計法に関する調査研究」を調査

委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれ

ば幸甚です。

平成２１年３月

社団法人 日本機械工業連合会

会 長 金 井 務



はしがき

我が国の機械産業界は、機能と品質の高さ、及び優れた生産能力で世界のトップレベルを維

持してきた。しかし、近年、アジア各国の生産技術水準が向上したことや、今まで国内機械産業の

レベルを支えてきた熟練技能者の数が減少傾向にあることを受け、今まで以上に厳しい国際競

争の場に直面している。

我が国としては、このような状況に対応するために、より低コストで高付加価値な製品を短期間

で設計開発し生産していくことが、今まで以上に必要とされる。これまでの日本製品は、十分に低

コストで高付加価値であったと考えられるが、さらにそれを促進するとなると、従来の方法だけでは

限界が出てくることは間違いない。我が国の優秀な技術者の経験と知見を生かしながら、新しい

発想を促し、魅力的な製品の開発に繋げていくためには、設計開発を行う技術者をサポートする

方法が必要とされる。創造的設計法は、この観点から非常に期待される方法である。

我が国の製造業における技術者の能力は非常に高いものであるが、個人の能力には限りがあ

る。過去の知恵を利用しやすい形で貯め込み、その知恵の組み合わせから新しい発想を生み出

していこうという創造設計法の試みは、我が国技術者の高い能力との相乗効果により、大きな成

果を出すことが期待される。

本調査研究では、我が国の機械産業の発展に向けて、創造的設計法を活用するために利用

できる研究及びデータについて調査を行い、我が国産業界に適用していくための課題について

検討を行った。

本調査を実施するにあたり、財団法人 JKA 並びに社団法人日本機械工業連合会のご高配に、

心より感謝申し上げる次第である。

平成２１年３月

株式会社 三菱総合研究所

代表取締役社長 田中 將介
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1. 調査研究の概要

1.1 背景と目的

市場におけるニーズの多様化により、機械産業においてもこれまで以上に様々なニーズ

を実現することが望まれ、厳しい国際市場において我が国が競争力を維持していくために

は、より魅力ある商品を効率良く設計して製品化していくことが求められる。そのために

は、従来の設計方法だけで対応することが困難と考えられ、その対応策として創造的設計

法が注目される。創造的設計法は、機械設計にあたっての制約条件を体系的なアプローチ

でブレークスルーしようとするものである。

創造的設計法の基本は、設計対象とする機械等の機能展開にある。機械等が必要とされ

る機能とそれが持つべき属性を分解し、その最適な組み合わせを求めていくものである。

そのプロセスを効率化するために、情報技術（IT）の利用が研究されている。機能展開を

行うにあたっては、機械に関する機能を体系的に整理されたものを参照することができれ

ば効率が良いと考えられるが、ドイツ等では様々な機械機能のカタログ化が研究され、デ

ータとして整理されており、その内容は機械の創造的設計法に有効に活用可能なものと考

えられる。

我が国機械産業に創造的設計法を有効に適用するため、機械の機能展開に関する研究及

びデータについて調査を行い、それを活用するための方法について検討を行うことが必要

とされる。

我が国の機械産業の発展に向けて創造的設計法を適用していくために、創造的設計法に

必要な機械の機能展開に関する研究とデータについて調査を行い、我が国産業界に適用し

ていくための課題について検討することを目的とする。

1.2 調査研究項目

(1) 創造的設計法とは

創造的設計法について、関連文献の調査と、国内の学識経験者へのヒアリング調査をも

とに定義する。そして、設計フェーズのどの場面で、どのような創造的設計法が国内外に

存在し、どのように活用できるのかを具体的な事例を踏まえながら紹介する。また、調査

で得られた文献を再整理し、我が国機械産業で活用するうえでの利点についてまとめる。

(2) 創造的設計法の動向に関する調査

創造的設計法の動向について、関連文献の調査と、国内の学識経験者へのヒアリング調

査を行い、創造的設計法に関する研究課題と今後の動向についてまとめる。
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最近は、少品種大量生産から多品種少量生産への移行による要求、高い保守性からの要

求、リサイクル率向上に向けた要求から、製品や機械をモジュール化して設計することが

重要となってきている。これまでに示された設計支援の方法において、この設計のモジュ

ール化に対応する視点から設計プロセスについて比較検討を行い、今後の我が国機械産業

にとって望ましい設計方法についてまとめる。

(3) 提言の検討

(1)、(2)の調査結果を踏まえて、我が国の機械産業を推進する方向から、創造的設計法の

積極的利用と、それを推進するための有効な方策について、提言として作成する。
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2. 創造的な設計とは

2.1 創造的な設計の定義

製品を設計・製造する企業にとって、「機械設計を効率化するとともに技術革新を起こす

には、どうすればよいか」、「より安全に、より品質の高い製品を設計するには、どうすれ

ばよか」という課題は、尽きることはない。しかし、市場のグローバル化が進む現在、従

来の設計方法だけで課題を解決することは困難と考えられる。そこで、創造的な設計解を

発見するための創造的な設計法が注目される。

まず、「創造的な設計法」とは何かを定義する必要がある。そこで、文献調査と有識者へ

のヒアリング調査を行い、本調査では、以下のように定義した。

 ターゲットにしているマーケットにとって、「新しい」と感じさせる設計であること。

ただし、ターゲットとしているマーケット以外で、その設計が既知のものであっても

構わない。

 欲しい機能、必要な機能が含まれた魅力的な製品、満足感を与える製品を設計する方

法であること。

 既存の現実の解や蓄積したものをベースに、新たな製品を開発するといったボトムア

ップ的な考え方ではなく、現存しない機能をどのように作り出していくかというトッ

プダウン的な発想であること。

 機能の組み合わせという視点から着目し、解決解を生み出すような設計方法であるこ

と。

 発想を転換し、別の問題にすり替えて考えるアプローチが含まれていること。

また、創造的な設計を支援する方法に備えるべき機能として、川面恵司 他 著、「創造

的工学設計の方法」（2003 年）、養賢堂では、以下の 4 つの機能が挙げられており、この 4

つの点についても念頭に置いて調査することにした。

 アイデアを誘発するもの。

 広く他の知識やノウハウを動員できるもの。

 もれのない設計ができる枠組みや手法が提供できるもの。

 提案の手順で設計することで、そこそこの設計ができるもの。
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2.2 創造的な設計と設計プロセス

設計プロセスにおいて創造的な設計法が活用できるフェーズは、アイデアの誘発や、設

計の枠組みや手法を提供するという点から、図 2-1 に示した主な設計プロセスのうち「概

念設計」のフェーズで活用できると考えられる。

図 2-1 設計プロセス

概念設計におけるプロセスを、より具体的に示すと以下の 5 段階になると考えられる。

(1) 理想解の体系的拡張

「こういうモノが欲しい」、「より高性能で、安価な製品を作りたい」といった理想解だ

けでは、製品は開発できない。その製品の働きを体系的に拡張して、より広い観点で機能

を持たせるようにする必要がある。ここでは、製品全体の働きを「全体機能」として捕ら

える。

(2) 全体機能の下位機能への分解

全体機能をいくつかの個々の機能「下位機能」に分解する。このようにすることで、全

体機能を過不足無く実現するのに必要な下位機能を明確にできる。
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(3) 下位機能の実現法の検討

下位機能に対して、これらの機能を実現することのできる物理作用、化学作用、様々な

科学的原理の候補を選択する。しかしながら、下位機能と科学的原理によって得られる作

用には、ギャップが存在し、すぐに科学的原理を適用することは難しい。

(4) 下位機能と実現方法とのギャップの解消

(3)で発生したギャップを埋めて下位機能を実現するところが製品開発のポイントであ

る。これらのギャップを埋めるためには、各下位機能ごとに各種作用や原理の選択を繰り

返し行い、ギャップを埋めていくことになる。

(5) 総合解の代替案の作成と評価、最終案の決定

下位機能の実現の仕方を組み合わせ、いくつかの代替案ができあがる。それらを技術的

実現性、コストの観点から評価し、最終案を決定する。

図 2-2 理想解と現実解の間の設計プロセス
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世の中には、いくつもの設計支援の方法や改善の方法がこれまでにも提案されているが、

以上の概念設計における具体的なプロセスを実現する方法として有効な設計法の一例とし

て、図 2-2 で示したとおり、 (2)、(5)のプロセスでは、ドイツの体系的アプローチによる

工学的設計法が知られている。この設計方法は、機能構造を捕らえた問題解決の方法論の

側面から研究されている。しかし、体系的アプローチによる工学的設計法では、全体機能

を下位機能に落とし込むことは可能であるが、その下位機能をどのように実現するかとい

う具現化のプロセスまでには踏み込んでいない。そこで、(3)、(4)のプロセスでは、過去の

膨大な特許を分析して、技術問題において革新的な解決コンセプトを得るための思考過程

について体系的にまとめられ、ロシアで生まれた方法論である TRIZ が利用されている。

また、イスラエルで確立された体系的発明思考法と TRIZ のエッセンスを取り出して、再

構成したUSIT (Unified Structured Inventive Thinking)も有名である。日本においても、

生産現場の改善を目的として、体系的にまとめられた「からくり改善」というものがある。

これも(3)、(4)のプロセスで適用できるものと考えられる。

以上の手法を紹介し、それぞれの方法論の特徴や事例等を次節以降にまとめた。
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2.3 体系的アプローチによる工学的設計法

2.3.1 機能構造による問題解決の方法論

機能構造による問題解決を考える上で、システムに着目することにする。ある役割を果

たすことを目的としたシステムに対して、その一般的な入出力の相互関係を「機能」と呼

ぶ。ドイツでは、システムの機能構造を捕らえた問題解決の方法論が活用、研究されてお

り、その要点としては以下のポイントに集約されている。

① エネルギー、物質、信号の変換

② 機能の相互関係

③ 物理的相互関係

④ 形態の相互関係

(1) エネルギー、物質、信号の変換

システムは、エネルギー、物質、信号の３要素を入力し、それをまた、エネルギー、物

質、信号の形で出力するものと考えられる。例えば、モータは、電気エネルギーを機械と

熱エネルギーに変換し、冷凍庫であれば、水（液体）を氷（固体）に換え、電話は音声信

号を電気信号に変換する。このように、システムは３要素の変化によって成り立つと考え

られる。

図 2-3 システムの入出力（エネルギ、物質、信号）

（Pahl/Beitz Konstruktionslehre[2]をもとに作成）

(2) 機能の相互関係

システムは、入力と出力の間に明確で容易に再現可能な相互関係を持っていることが望

ましく、製品を設計する上では、相互関係が仕様を満たすように、設計しなければならな
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い。設計プロセスの「役割の明確化」で、製品の役割が十分に定義され、システムへの全

ての入力と出力、要求されている特性が把握できれば、製品の全体機能を明確に記述する

ことが可能である。また、製品の全体機能は、複数の下位機能の組み合わせと考えること

ができ、全体機能は、識別可能な下位機能に分解できる。また、その逆として、下位機能

の組み合わせによって全体機能、機能構造が構築できると考えられる。

図 2-4 全体機能を下位機能の分解することによる機能構造の構築

（Pahl/Beitz Konstruktionslehre[2]をもとに作成）

(3) 物理的相互関係

機能の相互関係を把握し、機能構造を構築することによって、設計解の発見が促進され

るとともに、設計解を広く探索することが可能になる。全体機能を下位機能に分解すると、

その分解された機能は、物理的なプロセスで決定されると考えられる。物理的なプロセス

とは、物理作用に基づいており、物理量を支配する物理法則によって定量的に記述できる

ものである。例えば、てこの作用であれば、てこの法則、摩擦であれば、クーロンの法則

で記述できる。

(4) 形態の相互関係

物理原理に主要な形態設計上の特徴（表面状態、運動方式、材料）を組み合わせること
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によって、設計解の原理を作り出すことができると考えられる。面上（あるいは空間）の

配置を決定し、運動方式を選択することによって設計解は実現され、機能はこの設計解を

適用することによって達成される。

2.3.2 機能構造図

2.3.1 節の(1)～(4)を活用することで、製品の適切な機能構造を表現することが可能であ

る。

図 2-5～図 2-7 に示したのは、引張り試験機の機能構造をエネルギー、物質、信号の要

素で表した図である。図 2-5 は、引張り試験機の全体機能を示し、図 2-6 は、全体機能か

ら、本質的な主要機能に焦点を絞って、機能構造を下位機能に落とし込んだ簡単な機能構

造図である。図 2-7 は、試験片取付け機能にとって本質的な機能である物質の流れ（試験

片の交換）を詳細にし、荷重の大きさを調整する機能と、システムの出力の所で流れる間

に消失したエネルギーも明らかに設計に影響するため追加した機能構造図である。さらに、

補助機能として、計測値を増幅する機能や、目標値と実際の値とを比較するような機能も

エネルギーレベルの調整に不可欠なため追加している。

このように、全体機能を描き、次に本質的な機能を下位機能に落とし込み、補助機能を

探索するといった具合に分析していくことで、機能構造に対する設計解の概念を描くこと

ができる。特に、モジュール化されたシステムでは、機能構造とモジュールとその配置が

重要であり、機能構造と組立部品の関係は、機能上の考察だけではなく、製造上も非常に

重要な影響である。

図 2-5 引張り試験機の全体機能

（Pahl/Beitz Konstruktionslehre[2]をもとに作成）
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図 2-6 引張り試験機の主要な下位機能

（Pahl/Beitz Konstruktionslehre[2]をもとに作成）

図 2-7 引張り試験機の機能構造図

（Pahl/Beitz Konstruktionslehre[2]をもとに作成）

ポール＆バイツの「工学設計」では、エネルギー、物質、信号の３要素で描かれている

が、最近では、ソフトウェアのモデリングでは有名な統一モデリング言語である UML

(Unified Modeling Language)や、システム工学用に拡張された SysML(Systems

Modeling Language)も使用されている。SysML の特徴として、システムの「機能」「振る

舞い」「制約」をモデルとして定義するだけでなく、そのシステムに対する「要求」やその

システムの「テスト」をモデルに取り込めることにある。主要なダイアグラムの例を図 2-8

に示す。
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図 2-8 SysML の 4 つの柱

(出典：OMG SysML http://www.omgsysml.org/[10])

SysML の主要なダイアグラムは 4 種類ある。以下に、その説明を示す。

(1) 構造図 Structure

構造図では、システムの構造が描かれブロック定義図および内部ブロック図で表現され

る。

(2) 動作図 Behavior

動作図は、システム間およびシステム部品の間の相互作用を表すユースケース図、アク

ティビティ間のデータの流れとそのコントロールを表すアクティビティ図、システムの中

で協調する部品の間の相互作用を表すシーケンス図、システムやその部品がイベントに反

応して行うアクションと状態遷移を表す状態機械図で構成される。

(3) 要求図 Requirement

要求図は、要求の階層性および派生関係を表現する。履行－検証関係の表現により、モ

デラーは個々の要求について、それを履行ないし検証するモデル要素と関連づけることが

できる。要求図は、一般に使われている要求管理ツールとシステムモデルの間の橋渡しを
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する。

(4) パラメトリック図 Parametric

パラメトリック図は、パフォーマンス、信頼性、量などに関するシステムプロパティの

値に対する制約を表現し、仕様および設計モデルを工学的分析モデルと統合するための手

段となる。

図 2-9 に SysML の実例をに示す。

図 2-9 SysML 要件ダイヤグラム

（出典：@IT 情報マネジメント汎用グラフィカルモデリング言語「SysML」[11]）
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2.3.3 カタログ

ドイツでは、機能構造を捕らえた問題解決の方法論を組み合わせた様々な機械機能のカ

タログ化が研究されている。カタログ（設計カタログ）とは、設計問題について既知の設

計解を集めたものである。そこには、さまざまな種類の異なる実体化レベルのデータが含

まれており、物理作用、設計解原理、機械要素、標準部品、材料、購入部品などを対象と

している。ドイツでは、このようなデータは、教科書や便覧、企業の商品カタログ、冊子、

標準規格で見られる。

設計カタログは、以下の情報を提供してくれるものである。

 蓄積された設計解やデータをすばやく、より問題に適応して利用。

 広範囲の可能性ある設計解、最も本質的な設計解

 可能性のある異分野間の応用

 コンピュータ支援用手法のみでなく、従来の設計手順のためのデータ

例えば「力を発生する機能」、あるいは「力を増幅する機能」等が、力のタイプ（重力、

慣性力、電気力等）も含めて体系的に整理され、実現するための設計解と、考慮すべきパ

ラメータなどが一覧表として整理されている。

図 2-10 力を発生する機能に関するカタログ

（出典：Konstruieren mit Konstruktionskatalogen- BandⅠ[9]）
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設計者は、自分が設計すべき機械を実現するための機能として、最適なものを、カタロ

グを参照することで漏れなく検討することができ、「エネルギー、物質、信号の変換」、「機

能の相互関係」、「物理的相互関係」、「形態の相互関係」の 4 つの機能を実現するものとし

て利用可能である。

2.3.4 カタログの構成

設計カタログ構築はドイツ・ブラウンシュバイク工科大学の K.Roth 教授によって研究

されている。表 2-1 は、Roth により以下 4 つの要件を全て満足すると考えた設計カタロ

グの基本構造である。

 蓄積された設計解やデータをすばやく、より問題に適応して利用。

 広範囲の可能性ある設計解、最も本質的な設計解。

 可能性のある異分野間の応用。

 コンピュータ支援用手法のみでなく、従来の設計手順のためのデータ。

表 2-1 は、図 2-10 に対応しており、分類基準の横軸 1、２、3、は、「力のタイプ」、「物

理法則」、「特性」で分類されており、設計解には具体的な物理方程式や、スケッチ（フリ

ーボディーダイアグラム）、選択指針には、その設計解の特性（力を発生させるもの、次元）

などが示されている。

表 2-1 設計カタログの基本構造

分類基準 選択指標

1 2 3
設計解

1 2 3

1.1.1 1
1.1

1.1.2 2

1.2.1 3

1.2.2 4

1.2.3 5

1

1.2

1.2.4 6

2.1.1 7

2.1.2 82 2.1

2.1.3 9

レイアウト図面、

物理方程式、

スケッチなど

設計解や要素の

評価や記述
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Roth は、カタログを作成する際は、分類基準が最も重要であるとしている。分類基準は、

カタログが容易に扱えるかどうかに影響し、カタログに記述されている設計解の複雑さや

実体化の程度とレベルを決める。

概念設計のフェーズでは、分類基準としては設計解によって実現される機能を選ぶのが

適当である。これは下位機能が概念設計の基礎となるからである。選択指標は、設計解を

引き出す助けとなるような、一般に通用する機能を選ぶのが最も良い方法である。それ以

上の分類基準としては、エネルギー（機械的、電気、光学など）、物質や信号、表面状態、

運動方式、物理作用などの種類と特徴が考えられる。実態設計を意図した設計カタログの

場合は、有効な分類として材料の性質や継手、クラッチなどの特定の機械要素の特徴があ

る。

分類の基準として用いない方がよいものは、寸法や騒音などの設計解の特徴となるもの

である。これらは、カタログの使用者によって重要度が異なるため、分類基準としは相応

しくない。

分類以外では設計カタログにおける重要な要求として考えられることは、統一された明

確な定義や記号を使用することである。

8 章に、Roth が研究、整理したカタログを収録した文献 Konstruieren mit

Konstruktionskatalogen- BandⅠ（ドイツ語）のうち「力発生機能」、「力増幅機能」、

「一方向のみに軸運動する機能」、「ねじ合わせ運動」、翻訳し、再整理した。横軸には、各

機能を分類する上で代表的な基準、例えば、「力発生機能」であれば、「力のタイプ」、その

力に関する「物理法則」、「特性」を示し、その機能で具現化する上での「設計解」やイラ

ストで紹介している。そして最後に、その設計解に関する詳細な特性を「選択指標」とし

てまとめている。

このように分類することで、設計者にとって、実現したい機能の設計解を効率よく見つ

けることが可能になる。また、設計上、制約条件がある場合、選択指標を参考にすること

で各設計解の利点、欠点が明らかになり、意志決定のスピードも向上すると考えられる。
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2.3.5 カタログの実例

本調査で調査の対象としたカタログが収載されている文献を表 2-2 に示す。書籍として

は、表 2-2 の１、５、６、７のような一般書籍の他に、２～４のように VDI（Verein

Deutscher Ingenieure：ドイツ技術者連合）規格として発行されているものも含まれてい

る。

表 2-2 カタログが収載されている文献

No. English Title
Band I
Band II

Blatt 1
Catalogues for machine design;
mechanisms for motiontransfer;
fundamentals

Blatt 2

Catalogues for machine design;
mechanisms for motion transfer;
converting unidirectional rotation into
rectilinear alternate motion

Blatt 3

Catalogues for machine design -
Mechanisms for motion transfer -
Converting unidirectional rotation into
intermittent rotation

Blatt 4

Catalogues for machine design -
Mechanisms for motion transfer -
Converting unidirectional rotation into
oscillating motion

Blatt 5

Catalogues for machine design -
Mechanisms for motion transfer -
Converting unidirectional rotation into
non-uniform unidirectional motion

Blatt 1
Methodic development of solution
principles

Blatt 2
Design engineering methodics; setting
up and use of design catalogues

4
--

5
--

6 --

7 --

Design with construction catalogs

Konstruktionslehre fur den
Maschinenbau

1

2

3

Lösungssammlungen für das
methodische Konstruieren

Welle - Nabe - Verbindungen.

原題

VDI2740

Konstruieren mit
Konstruktionskatalogen.
VDI 2727

VDI 2222

本調査では、表 2-2 の中から、他の文献でも多く引用されている以下の文献について入

手し調査した。

 Konstruieren mit Konstruktionskatalogen（BandⅠ、Ⅱ）

 VDI2222（Blatt１、２）

 F & M Feinwerktechnik & Messtechnik
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(1) Konstruieren mit Konstruktionskatalogen

本文献の邦題は「構造カタログを用いた設計」である。本文献は、BandⅠ「構造（設計）

の教え」、BandⅡ「構造（設計）カタログ」から構成されており、BandⅠでは構造カタロ

グに限らず、構造設計を行う際に考慮すべきこと、考え方を概説している。これに対し、

BandⅡでは構造カタログを提示しながら、構造カタログについて概説している。

本文献の目次を翻訳した結果、工学的設計に関するカタログが記載されている箇所とし

て BandⅡの 11 章が該当することがわかった。11 章の目次は次の通りである。

11 構造（設計）カタログコレクション

11.1 役割の定式化フェーズにおける構造（設計）カタログ

11.2 力の変換、誘導・制約運動

11.3 歯車の論理表現

11.4 力とそのパラメータ変換の誘導

11.5 連結チェーン、機構と伝達

11.6 構造の種類

11.7 均一的な変換伝達

11.8 強固な単結合

11.9 流動的な結合

11.10 枠組みと形状における選択の種類

11.11 リフォームの手順

11.12 棒

11.13 耐性質量

11.14 設計での解のコレクションと構造（設計）カタログの使用方法

(2) VDI2222

本文献は、Blatt1「解の原理の系統的発展」、Blatt2「構造カタログ（construction

catalogs）の準備と利用」から構成されている。Blatt1 では設計解についての、概説を述

べている。これに対し、Blatt2 では構造カタログを採り上げ、構造カタログとは何か、ど

のような構成で作られているか等、構造カタログの概説を述べている。以下に Blatt2 の目

次を示す。以下の目次から第 5 章において代表的なカタログが記載されていることがわか

った。
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1 序章と目的設定

1.1 構造方法論の行動計画の枠組みのためのカタログ

1.2 カタログとチェックリストの使用に関する観点

1.3 ガイドラインの目的

2 方法論的構造のカタログの発展のための基礎

2.1 構造カタログの要求事項

2.2 重要なカタログタイプの区別

2.3 構造プロセスのためのカタログの分類

3 構造カタログの形成

3.1 カタログ項目の選択

3.2 構造カタログを作る作業

3.3 カタログの構成に関する提案

4 構造カタログの利用

4.1 解決手段カタログの利用

4.2 オブジェクトカタログの利用

4.3 動作カタログの利用

5 構造カタログのための事例

5.1 力を発生させる機能のための解決手段カタログ

5.2 「力増幅」機能のための解決手段カタログ

5.3 「一方向にのみ軸運動する」機能のための解決手段カタログ

5.4 「ネジの組合せから自由に再形成する機構」機能のための解決手段カタログ

5.5 「平歯車から自由に再形成する機構」機能のための解決手段カタログ

5.6 「最大 4 つリブによる不規則なキネマティックメカニズム」オブジェクトカタログ

5.7 「恒常的な並進運動関係による機械的メカニズム」オブジェクトカタログ

5.8 形のバリエーションのための動作カタログ

6 利用できるカタログの構成、チェックリストと表形式の解決手段コレクション
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(3) F & M Feinwerktechnik & Messtechnik

ドイツのエンジニアリング雑誌 F & M Feinwerktechnik & Messtechnik（良い作業技

術と測定技術）94 号に、モータのスペックを設計カタログの形式で示されている。

図 2-11 F & M Feinwerktechnik & Messtechnik
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2.4 TRIZ

2.4.1 TRIZ の概要

TRIZ とは、旧ソ連の海軍特許局で勤務していたアルツシューラーが、過去の膨大な特

許から、問題解決の法則性を調べ上げ、技術問題において革新的な解決コンセプトを得る

ための思考過程について体系的にまとめた方法論である。膨大な特許を分析したアルツシ

ューラーは以下の傾向を見つけ、TRIZ の様々な手法を生み出した。

 工業・科学の各分野で、同じような問題とその解決案が繰り返されている。

→TRIZ のプリンシプル

 工業・科学の各分野で、同じパターンの技術革新が繰り返されている。

→TRIZ のプレディクション

 技術革新はその分野以外の科学的効果を使って行われている。

→イフェクト

TRIZ は、日本で発明的問題解決論と訳され、「発明が容易にできる」など発明のための

アイデアを出すのを手助けのための方法論として注目されてきたが、技術開発や技術的問

題を科学的、体系的、合理的にガイドとして捕らえることの方が相応しいと考えられる。

2.4.2 TRIZ の原理

(1) プリンシプル

プリンシプルとは、特許を分析し、矛盾する二つの特性を一覧にした矛盾マトリクスと、

そこから解決の原理をひけるようにした 40 の発明原理である。矛盾マトリクスとは、解

決すべき課題（特性）を 39 のパラメータ（表 2-3）にして、「改善する特性」と、ある課

題を改善することで起こる課題、技術的矛盾を「悪化する特性」としてマトリックス状に

したものである。なお、アルツシューラーが取りまとめた 40 の矛盾マトリクスの技術パ

ラメータでは、現在の技術にそぐわないという意見もあり、Darrell Mann が 2003 年に新

版として、新たに矛盾マトリックスの技術パラメータ（表 2-4）を作成した。
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表 2-3 39 の技術パラメータ

移動物体の重量 出力

静止物体の重量 エネルギー損失

移動物体の長さ/角度 物質損失

静止物体の長さ/角度 情報損失

移動物体の面積 時間損失

静止物体の面積 物質の量

移動物体の体積 信頼性/ロバスト性

静止物体の体積 測定精度

速度 製造精度

力（強さ） 物質が受ける有害要因

応力/圧力 物体が発する有害要因

形状 製造の容易性

物体の組成の安定性 操作の容易性

強度 修理の容易性

移動物体の動作時間 適応性/汎用性

静止物体の動作時間 装置の複雑度

温度 検知と測定の困難度

照度 自動化の範囲

移動物体のエネルギー消費 生産性

静止物体のエネルギー消費
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表 2-4 Darrell Mann が提唱した技術パラメータ

移動物体の重量 物質損失

静止物体の重量 時間損失

移動物体の長さ/角度 エネルギー損失

静止物体の長さ/角度 情報損失

移動物体の面積 ＊雑音 [ノイズ]

静止物体の面積 ＊有害なものの放出

移動物体の体積 物体が発する有害要因

静止物体の体積 物質が受ける有害要因

形状 ＊両立性/接続性

物質の量 操作の容易性

＊情報の量 信頼性/ロバスト性

移動物体の動作時間 修理の容易性

静止物体の動作時間 ＊セキュリティ

速度 ＊安全性/脆弱性

力（強さ） ＊美しさ/見かけ

移動物体のエネルギー消費 適応性/汎用性

静止物体のエネルギー消費 製造の容易性

出力 製造精度

応力/圧力 自動化の範囲

強度 生産性

物体の組成の安定性 装置の複雑度

温度 ＊制御の複雑さ

照度 検知と測定の困難度

＊機能の効率 測定精度

＊印は、新版で新しく増えたパラメータ
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表 2-5 40 の発明原理

分割・細分化 高速実行

分離・抽出 有害を有益に変える

性質の局所化 フィードバック

非対称化 仲介

組み合わせる セルフサービス

機能の多重化 コピーの利用

入れ子構造 使い捨て

カウンターウェート
機械システムを他のシステム

へ

事前の反作用対策 空圧または液圧の利用

作用の事前準備 柔軟なフィルムや薄膜の利用

事前の保護対策 多孔質材の利用

等ポテンシャルの原理 色の偏向

発想の逆転 均質性（同質材料の使用）

直線から曲線へ 部品の除去と再利用

動きを与える パラメーター変更の原理

大ざっぱな利用 相転移

多の次元への移行 熱膨張

機械的振動 強力な酸化作用の利用

周期的作用 不活性環境

有用な作用の持続 複合材料の利用
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表 2-6 矛盾マトリックス

悪化する特性

移動物体の体積 力（強さ） エネルギー損失

移動物体の重量

移動物体の長さ 7,17,4,35

応力または圧力

改
善
す
る
特
性

また、矛盾マトリクスの中には、矛盾の解決に成功した発

の発明原理は、各発明原理には、具体的な用法を、一つまた

している。

(2) プレディクション

プレディションとは、技術が進化して行くにはパターンが

同じパターンで技術進化が起こっているという発見をもとに

の展開方法をパターン化させたものである。以下に、その例

 新しい物質の導入

新しい物質を付加し、二つの物体間の作用を改善する。事

属ディスクを組み込むことにより、パンクの際にもタイヤが

安全性が向上する。金属チェーンや特殊バンドを車輪に取り

リップの防止になり、走行できるなどが挙げられる。

 線構造の幾何学的進化

線構造の製品は、長さを増加させて機能の強化を図りたい

れることがある。この問題を解決するには、線を単一平面上

げる方法が考えられる。この事例として、蛍光灯を U 字型、

げられる。
矛盾の解決に成功
明の原理が示されている。こ

は複数のサブ原理として紹介

あり、あらゆる分野において

、技術を進化させていく思考

をいくつか示す。

例としては、タイヤ内部に金

外れず、車の動きが安定し、

付けることで、雪道などでス

一方、コンパクト性が求めら

で曲げられ、次に立体的に曲

螺旋状に曲げた電球の例が挙

した発明の原理
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(3) イフェクト

イフェクトとは、今まで知られている科学法則や原理（効果、工学的効果と呼ぶ）を積

極的に利用して、ある機能を実現する科学的効果・工学的効果を参照して問題解決を目指

す考え方である。つまり、必要な「機能」から、それを実現する「効果」をひく、機能の

逆引き事典のようなものである。

2.4.3 TRIZ の実例

(1) 小型ガスセンサのドリフト解消

この事例は、第 3 回日本 IM ユーザグループミーティングでアンリツ株式会社が発表し

た資料を引用した。

半導体レーザを光源に用いたレーザ吸収分光方式の小型ガスセンサの受光器から出力さ

れる信号のドリフトを、TRIZ を用いて解消した事例である。

＜問題背景＞

小型化のため従来の筒状容器を球形容器に変更した。球形容器では、レーザ光の反射回

数が増えるのでレーザ光の可干渉性によって、レベル変動（干渉ノイズ）が生じやすく、

長期の安定した測定を実現するためには、測定光学系に反射防止対策を施すなどの配慮が

必要と考えられていた。

＜手順＞

1) 機能を分析し、問題点を明らかにする。

図 2-12 機能分析

（出典：アンリツにおける TRIZ 活動と適用事例[14]）
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2) 問題の原因を特定

ドリフトの原因は、「温度変化等により、光源、受光器、容器の相対位置が変化し、スペ

ックルパターンがゆっくりと動く」と気づく

3) イフェクトを利用して対策を決定する。

図 2-13 イフェクトの活用

（出典：アンリツにおける TRIZ 活動と適用事例[14]）

4) 解決策の提示

図 2-14 解決策

（出典：アンリツにおける TRIZ 活動と適用事例[14]）

(2) 新型電子黒板の開発事例紹介

この事例は、第 4 回日本 IM ユーザグループミーティングでパナソニック コミュニケ

ーションズ株式会社が発表した資料を引用した。
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電子黒板は便利さを体感すると必ず喜んでもらえる商品であるが、梱包サイズも

大きいので営業デモ活動及び販売・設置に多大な労力を必要とする。スクリーン部分のサ

イズを小さくすることなく、梱包サイズを小さくし、営業車で持ち運びできる商品とする。

また、梱包サイズを小さくすることで、運送・保管費の削減を図る。

＜問題点＞

普通紙電子黒板の梱包サイズは 1500× 1000 ×330mm である。これを運ぶにはトラッ

クが必要である。梱包状態でバンにより運べるサイズにする。従来体積比で 1/2 にする。

図 2-15 新型電子黒板開発の背景と問題点

（出典：パナソニック コミュニケーションズにおける TRIZ 手法導入情況と商品開発への活用事例[15]）

2) 機能構造図を作成

図 2-16 プロダクト分析

（出典：パナソニック コミュニケーションズにおける TRIZ 手法導入情況と商品開発への活用事例[15]）
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3) 工学的矛盾抽出と Principles の活用

図 2-17 矛盾マトリクスを使った原理の発見

（出典：パナソニック コミュニケーションズにおける TRIZ 手法導入情況と商品開発への活用事例[15]）

4) 解決策の提示

図 2-18 新型電子黒板

（出典：パナソニック コミュニケーションズにおける TRIZ 手法導入情況と商品開発への活用事例[15]）
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2.5 USIT

USIT は、イスラエルで確立された体系的発明思考法と TRIZ のエッセンスを取り出し

て、再構成したものであり、技術的問題を創造的に解決するための思考プロセスを提供す

る方法論である。図 2-19 に USIT の問題解決プロセスを示す。

図 2-19 USIT 法のフローチャート

2.5.1 問題定義

解くべき問題を明確にする「問題定義」の過程を重要視する。USIT では、「問題の構造」

を的確に捉え、物理的メカニズムの理解のベースにして、その中で重要なこと、攻めるべ

きことを明確にする。問題設定が解決策のほとんどを決定してしまうほど重要である。

2.5.2 問題分析

USIT では、オブジェクト、属性、機能の 3 つの基本概念を一貫して用い、これを基に、

閉世界法または、Particles 法によって問題を分析する。

 オブジェクト

物体、それ自体で存在し、空間を占め、他のオブジェクトと作用して属性を変化する。

例：ボール、水、電子
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 属性

オブジェクトの性質のカテゴリーのことである。

例：色、重さ、温度（赤色、10kg とは、属性の値となり、属性そのものではない。）

 機能

オブジェクト間の相互作用を表し、オブジェクトの属性を変化させる。

例：色を変える。加速する。

(1) 閉世界法

閉世界法とは、システム本来の設計意図を機能分析により明確にして、オブジェクトと

機能の関係を考えていく方法である。閉世界法のフローチャートを図 2-20 に示す。

図 2-20 閉世界法のフローチャート 図 2-21 閉世界ダイアグラムの例（電球）
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まず以下のルールに従って閉世界ダイアグラムを記述する。

 オブジェクト群の記述

・問題定義によって得た「最小のオブジェクト群」だけを扱う。

・このシステムで最も重要なオブジェクト（最上位のオブジェクト）を決め、その次に、

その他のオブジェクトを、上下関係を意識して描く。

 機能の記述

・直接な上下関係にあるオブジェクト間に、代表する機能を一つだけ記入する。

次に、オブジェクトの属性を列挙し、定性変化グラフの形式で関与する属性を分類する。

定性変化グラフとは、列挙されたそれぞれの属性を順にチェックし、オブジェクト間で生

じるその効果に対して関与するもの、相関関係にあるものを明らかにする。TRIZ でいう

矛盾マトリックスに相当する。

図 2-22 定性変化グラフ

(2) Particles 法

理想解をまず考えて、それに対して現状を認識し、問題解決の姿勢を構想させる方法で

ある。Particles とは何かと言うと「任意の性質を持ち、任意の行動ができる魔法の物質/

魔法の場」のことである。ここで「場」とは、力、相互作用、場所、エネルギーなどを総

称して言う。そして、この Particles によって、どんな行動をしてもらうとよいか、どん

な性質を持てばよいのかを考えてもらうのである。そして、Particles に託した行動を

AND/OR ツリーで表現し、持つとよい性質の候補を書き込む。
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2.5.3 解決策生成

問題定義、問題分析を踏まえて解決策を生成する段階である。ここで、4 種類の解決策

生成法と解決策の一般化の技法を繰り返して用いて、解決策を広げ、深めていく。

(1) 属性次元法

オブジェクトの属性に注目する方法である。例えば、可動属性を固定属性に変換したり、

空間属性を時間属性に変換したりして考える方法である。

(2) オブジェクト複数化法

システム中の一つ一つのオブジェクトに注目し、オブジェクトを多数、または分割した

り、オブジェクトの数をゼロから無限大までとし、両極端にして考える方法である。

(3) 機能配置法

システム内の諸機能（とくに閉世界ダイアグラムにあらわれる機能）に着目し、機能を

オブジェクト間で再配置を考えたり、機能の切り替えや変更、重ね合わせ、分離、複合な

どを考える方法である。

(4) 機能連結法

一つの機能にもう一つの機能をシーケンシャルにリンクする方法であり、実現手段を複

数組み合わせて効果を発揮させる方法である。

これら 4 つの技法を利用し、解決策を示すと同時に、一般化した言葉で表現することが

勧められている。その理由として、具体的で詳細な解決策よりも、一般性がある概念レベ

ルで示すことで、創造的な解決策を出すことができ、他の分野にも応用することができる

という狙いである。
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2.6 からくり改善

2.6.1 からくり改善の概要

からくり改善とは、TPM 活動の中で生まれた「お金をかけずに、オペレーターが知恵

を出して、創造性のある改善のことである。これを、日本プラントメンテナンス協会が様々

な改善事例を調査、収集し、体系化し「からくり改善大辞典」として出版している。から

くり改善の条件とは、「現場オペレーターが知恵を出して」「手作りで」製作し、その結果

は「楽しい作業改善事例」を基本として、以下の項目を満たすものである。そして、工場

のオペレーターにとって、力のいる仕事、注意しなければならない仕事を改善する際に、

新しいエネルギーは使用しないで、現在ある動力と力の伝達機能を複数組み合わせて利用

し、大きな効果を目指すものである。

 「ひとつの動きで多くの動き」をさせる

 「メカニズムは単純・シンプル」で、故障・トラブル時の対応がやりやすい

 「お金をかけない」改善である。（少額の材料費と、少ない動力で構成されている。

 現場における 3 ム（ムリ、ムラ、ムダ）を退治した「作業改善事例」である。

2.6.2 からくり改善の必要性

現代の市場や生産現場にとって、からくり改善の必要性として特に以下の 2 点が考えら

れる。

(1) 多品種少量生産時代への対応

多品種少量生産は品種が特定できないため、大幅な設備投資を避けながら、フレキシブ

ルなラインを構築しなければならない。そのためには、大規模なお金をかけずにシンプル

な構造で行える、からくり改善が望ましい。

(2) シンプルな生産システム構築のため

大規模な投資が可能であっても、システムが高度化、複雑化が考えられる。この場合、

故障が起きた際に、保全マンしか対応できない。そのためにも、オペレーターが使いこな

せるシンプルなシステムを構築するためにからくり改善は有効である。
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2.6.3 からくり改善の原理

からくり改善の原理は、「動力源」と「力の伝達機能」をいかに利用するかである。

表 2-7 からくり改善の原理

（「からくり改善大辞典」[4]をもとに作成）

動力源 力の伝達機能

モノの重力 テンビン・テコ

水銀の重心移動 歯車・滑車

弾性力 カム機構

他力（設備の動き） リンク機構

圧力 突出レバー、ガイドレール

人力 光、音、振動

浮力 糸、ひも、棒、木材、鉄

磁力 ねじ（らせん）

推力 コロ、ローラー、階段

電力 シューター

摩擦力 こま、風車

静電気 真空、水位の差

表面張力 温度上下の差

膨張・収縮力 液体の渦巻き

その他 分離、付着

その他

2.6.4 からくり改善の事例

からくり改善の事例として、横山匠編著「からくり改善大辞典」から事例を引用する。

(1) エア吸引で紙一枚の取り出し

＜問題点＞

防錆紙を 1 枚 1 枚箱の中から取り出すのが難しく、箱から取るとき 2 枚以上余分に取って
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しまうことがある。

＜改善のヒント＞

地下鉄の吹き上げ口の上にいるマリリンモンローの姿から、風圧によって 1 枚だけ浮き上

がらせ機能が必要ではないかと考えた。

図 2-23 問題点の概要図

（出典：「からくり改善大辞典」[4]）

＜改善内容＞

防錆紙をエアによって箱の中で浮かせる。浮き上がった防錆紙をエアバキュームで吸い

上げ、1 枚だけも打ち上げる。

図 2-24 機能部分の機構図

（出典：「からくり改善大辞典」[4]）

以上の機能を実現することによって、作業性の向上と余分な防錆紙の梱包防止につなが

った。
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2.7 創造的設計法における共通的な思考プロセス

体系的アプローチによる工学的設計の方法や発明的問題解決の方法（TRIZ や USIT）で

は、共通となる思考プロセスの基本形式が存在する。これを図に示すと図 2-25 のように

なる。このプロセスは、具体的な問題から具体的な設計解を求めるのではなく、問題を抽

象化し、一般化領域にて問題解決を行うことにより創造的な設計解を得ようとするもので

ある。体系的アプローチによる工学的設計では、下位機能を表現するにあたり、「動詞」＋

「名詞」にて表現することを推奨している。これは、できるだけ一般化領域にて，問題解

決をすることを暗黙的に望んでいるからと考えられる。

図 2-25 創造的設計法における共通的な思考プロセス

（出典：Creativity as an Exact Science[13]）
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3. 創造的設計法の動向に関する調査

3.1 創造的設計プロセスとモジュール化

2.2 節「創造的設計と設計プロセス」で示したように全体機能を下位機能に分解し、そ

れぞれの下位機能の実現法を決定していく過程を、一般的には「機能設計」と言う。一方

で、各部品の基本形式や、部品の位置関係のレイアウト図を描いたり、各部品の結合部分

（インターフェース）の設計や、外見の形状などをきめることを、構造設計と言う。つま

り、機能を実際の製品として具現化するには、機能設計によって定義した機能を構造設計

によって定義した部品に振り替えていくことが必要になる。このように、機能と部品とを

対応させていく、マッピングさせ、各部品の結合、インターフェースを構想することを「ア

ーキテクチャー」と言う。

図 3-1 機能設計と構造設計

（「日本のもの造り哲学」[5]をもとに作成）

アーキテクチャーのタイプとして代表的な考え方として、「モジュール型（組み合わせ

型）」と「インテグラル型（擦り合わせ型）」がある。

モジュール型とは、「いくつかの部品的機能を集め、まとまりのある機能を持った部品、

機能的にまとまった部分」などと定義されており、機能と部品の関係が限りなく一対一に

近い、形になっているようなアーキテクチャーである。つまり、「機能的に独立した部品」

へと分割が可能であり、「部品相互が標準化されたインターフェースで結合できる」という

特徴をもっている。
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インテグラル型とは、機能と部品との対応関係が非常に錯綜した関係にあるアーキテク

チャーである。一つの下位機能を実現するために、たくさんの部品で構成されている。そ

の概要図を下に示す。

図 3-2 機能と部品の概要図

（「日本のもの造り哲学」[5]をもとに作成）

以上のように、創造的設計における全体機能を下位機能に分解し、その下位機能の実現

方法を考えるといった、下位機能と実現方法の一対一関係が、モジュール型における機能

設計と構造設計、機能を部品とをマッピングしていくという考えた方と類似していると考

えられる。このような観点から、モジュール化は創造的設計との関係しており、モジュー

ル化の発想は創造的設計を製品にする際の具現化の結果だと考えることができる。

3.2 モジュール化と公理的設計

公理的設計とは、マサチューセッツ工科大学の Nam Suh 教授によって提唱された考え

方で、設計される対象の固有技術的な違いを超えて、あらゆる人工物に共通して見られる

一般的な設計プロセスを抽象的に定式化しようとする試みのことである。製品の使用者（消

費者）が要求する諸機能を表すベクトル FR（functional requirement）と、製品の物理的

な構成要素群（部品，材料等）の設計パラメータを示すベクトル DP（design parameter）

の関係を式(1)のように定式化できる。

    DPAFR  （1）
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次に、モジュール型とインテグラル型のアーキテクチャーの区別を、行列 A の特性の違

いとして規定することにすると以下の式(2)、式(3)のように表される。ただし、 [AIDP]はモ

ジュール型に対するマトリックス、[AIDP]はインテグラル型に対するマトリックスである。

モジュール型・・・    DPAFR IDP （2）

インテグラル型・・・    }{DPAFR CDP （3）
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図 3-3 モジュール型とインテグラル型の定式化

（出典：設計プロセスのシミュレーション分析 に関する試論[16]）

したがって、モジュール化、つまり設計変数間の独立性を保つためには、式（1）の設計

マトリックス[A]を対角もしくは三角行列になるように試行錯誤し，制約条件に対する矛盾

を解決していく必要がある。そこで、設計変数 DP を式（4）のように，独立設計変数（モ

ジュール型変数）IDP（要求機能に対して設計変数，すなわち部品が１対１の関係）と連

成設計変数（インテグラル型変数）CDP（要求機能に対して設計変数、すなわち部品が１

対多，多対多の関係）にて構成されると定義すると、式（5）、（6）のように分解できる。

   CDPIDPDP , （4）
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    IDPAFR IDP （5）

    }{CDPAFR CDP （6）

これを式（1）に代入して、まとめると式（7）のようになり、式（8）のように整理で

きる。

       }{CDPAIDPAFR CDPIDP 
（7）
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A
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IDP

（8）

この式（8）は，式（1）の独立公理を満たしている状態であり、この式が意味すること

は、「インテグラル型」の解も、何らかのモジュール化をすることで独立公理を満たす設計

解が成立できることであり、インテグラル型の製品もモジュール化することが可能である

ことを示唆している。

3.3 モジュール化の例

3.3.1 コンピュータ

コンピュータ業界におけるモジュール化は、1964 年に IBM が発表した System360 が

始まりとされている。System360 以前のメインフレーム・コンピュータは、モデルごとの

独自設計で固有の OS、プロセッサ、周辺機器、アプリケーションを設計、構築していた

ため新モデルの導入のたびに、新たなソフト開発、部品開発が必要だったため旧モデルか

らのデータの移行などに大きなコストとリスクが生じた。System360 では、一連のコンピ

ュータを 25 個の共通「モジュール」に切り分け、プログラムを含め、ファミリー内で互

換性を達成し、メインフレーム市場で圧倒的な競争力を獲得した。
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図 3-4 IBM System360

図 3-5 IBM System360 のモジュール

（「デザイン・ルール」[6]をもとに作成）

3.3.2 自動車

自動車は日本ではインテグラル型の代表であったが、徐々にモジュール化が進んでいる。

自動車のモジュール化は、ドイツから始まった自動車不況において，構造的な高コスト体

質によるコスト競争力の低下を補うために，数種の自動車部品の組立を一括してサプライ

ヤに委託することにより、サブ組立化によるライン工程数の削減、アウトソーシング化に

よるコスト低減、複数部品の集約化による管理低減を狙って進められた。また、ヨーロッ
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パでモジュール化を始めたのは、作業者が無理な姿勢で組み付ける負担を軽減することで

あったといわれている。エアコンのコントロールパネルを組み付けるには、ボディフレー

ムのなかに体を突っ込んで、腰を曲げた状態で作業を行わなければならなかったが、サブ

ラインでセンターパネル（またはインストルメントパネル）としてモジュール化し、治具

を用いて本体に組み付ければ、楽な姿勢のまま作業できるという話もある。

図 3-6 自動車におけるモジュールの例

（出典：日経メカニカル （現：日経ものづくり）を引用した「広島地域の自動車産業におけるモジュー

ル化の動向」の論文より利用[17]）

3.3.3 鉄道

(1) Modtarin プロジェクト概要

2004 年 2 月から 2008 年 4 月にかけて、ヨーロッパの鉄道事業者、鉄道関連メーカ、研

究機関、認証機関が協力し、Modtrain プロジェクトを推進してきた。Modtrain プロジェ

クトとは、EU における鉄道市場の自由化と域内統一、インターオペラビリティ（域内の

相互直通運転）を実現するために戦略的鉄道技術開発の課題として取り組まれたもので、

インターオペラビリティ用のモジュール車両を研究、開発しようというものである。この

プロジェクトは、単にインターオペラビリティを実現するだけではなく、主要アセンブリ

のモジュール化とインターフェースの標準化を図り、鉄道関連メーカにとっては、メンテ

ナンスが容易になることや、ヨーロッパ内でより車両の標準化が進むことで、部品生産の

効率化が向上できるといったメリットがあり、鉄道事業者にとってはモジュール化された



40

車両によって価格が安くなり、調達コストが低減できるというメリットがある。つまり、

両者に利益をもたらすことを狙ったものでもある。

(2) モジュール化の手法

車両をモジュール化するにあたって、従来の車両を見直し、FBS(Functional Breakdown

Structure)を行い、各部品の機能の重複を回避し、部品点数の減少、インターフェースの

単純化、標準化を具現化して、それを基に、設計、製品、検証、試験を行いモジュール概

念の有効性を実証するとともに、それを基に、モジュール化の概念と手法を EN 規格化し

ようとしている。

図 3-7 電車の電気系統における機能構造図

(出典：MODPOWER[18])

3.4 モジュール化の利点

モジュール化の例のように、近年、少品種大量生産から多品種少量生産への移行による

要求、高い保守性からの要求、リサイクル率向上に向けた要求から、製品や機械をモジュ
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ール化して設計することが重要となってきている。モジュール化が進んでいるのは、当然

利点があるからだと考えられる。モジュール化の利点としてカーリス・Y・ボールドウィ

ン[6]によると、以下 3 点が示されている。

① モジュール化は、要素またはタスク間の相互作用の範囲を限定し、設計または製造

プロセスで生じる循環の量と範囲を減らすことが可能。

→要素またはタスク間の相互作用、つまり機能を明確化することで、部品点数が削

減され、組み立て時間が低減される。組み立て時間が低減される、生産コストの

低減につながる。また、部品点数が減ることで組み立て工程での不良件数が減少

するなど品質面で向上する。

② モジュール化は、大規模設計において異なる部分が同時に作業することを可能にす

る。

→機能的に独立した部品が、標準化されたインターフェースで結合されているため、

部品間の擦り合わせに要する時間が減り、異なる部品を同時並行で設計、製造で

きる。つまり設計の時間が低減し、コストの低減につながる。

③ モジュール化は不確実性に適応する。

→モジュールの特徴として、可視の部分と隠れた部分に分けられる。可視な部分と

は、標準化されたインターフェースで結合など、他の設計にも影響する変更が不

可能な範囲である。一方、隠れた部分とは、他の設計から分離され、変更可能な

部分である。つまり、モジュール化された個々の部品は、インターフェースと機

能さえ実現できれば良く、部品内部の設計は、設計者の裁量で決定でき、その方

法はブラックボックス化可能である。そして、その機能を実現するための新たな

解決策が発見できたら、他の部品を変更せずに、改良することも可能である。
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4. 我が国で創造的設計法を推進するにあたっての提言

4.1 我が国で推進すべき創造的設計法

1 章から 3 章を踏まえ、推進すべき創造的設計法のあり方を図 4-1 に示す。

図 4-1 推進すべき創造的設計法のあり方
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従来の設計法では、現物、現実解から新たな製品、機能を開発しようとすると、他分野

との境界を意識したりして、発想に限界が生じる。そこで、創造的設計では、具体的な問

題や解をいったん上位の概念に一般化することで、その限界を取り除くことを目指す。そ

のためには全体機能を下位機能に落とし込み、機能同士の入力と出力を、エネルギー、物

質、信号のような単純な形のモデルで一般化し、機能構造図として表すことが必要である。

そして下位機能を設計解のカタログをデーターベース化し、IT を利用し組み合わせること

で、新たな機能を持つ組み合わせを生み出すことができると考えられる。さらに組み合わ

せの中で、同じ機能を実現しながらも、いままでとは違った原理を見つけ出すこともでき

る。例えば、図 4-1 の下図のように今まで複数の部品で成り立っていたコンポーネントレ

ベルの下位機能を、支援ツールなどを活用することによって、一つの部品で機能が実現で

きる状態に進化させることができる可能性がある。その結果、その部品の形体が小型にな

り、今まで制約上実現できなかった機能の組み合わせが可能になり、別の価値のものが生

まれることも考えられる。例えば、カメラ付き携帯電話などは、携帯電話とデジタルカメ

ラという異分野を組み合わせた例と言えるだろう。そして、図 4-1 の上図のように、融合

と進化の繰り返しによって、欲しい機能、必要な機能が含まれた製品が開発され、ターゲ

ットとしているマーケットに新しいと感じさせることができると考えられる。このように、

進化の連続と具体的な問題と一般化の往復が統合された設計法が、我が国において推進す

べき創造的設計法のあり方だと考えられる。

4.2 創造的設計法から見た我が国機械産業の課題

アーキテクチャーから見た日本のもの造りは、インテグラル型（擦り合わせ型）であり、

日本の現場が得意としてきた「絶妙に呼吸の合った連携」によって成り立っている。実際、

インテグラル型産業の代表である自動車産業や素材、家電で、日本は、競争力を維持して

いる。欧米では、パソコンや携帯電話など、モジュール型産業で競争力を維持し、標準化

戦略で成功を収めている。この背景として考えられることは、体系的アプローチによる工

学的設計法や TRIZ といった設計法のように、全体機能を下位機能に分解し、その下位機

能を、如何にして実現するか、といった設計プロセスが確立しているからだと考えられる。

つまり、下位機能に分解した機能をどのように実現するか、どのような部品で実現するか

という、機能と部品の一対一のモジュールの発想が根底にあるからである。そして、設計

プロセスを実現するために、様々な設計カタログや、TRIZ のイフェクトなどの材料が体

系的に整理されてきた。このような設計方法やそれを実現するための材料が整備されて、

それらが社内や業界で共有されてきたことによってインターフェースの標準化が進んだと
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考えられる。つまり、欧米では、常に行われている設計方法を具現化したアーキテクチャ

ーがモジュール化だと言える。

以上の観点から日本の産業でモジュール化や標準化戦略が弱いと言われる背景には、設

計法、設計プロセスによる発想の違いに影響していると考えられる。

表 4-1 に、文献や有識者へのヒアリングを基に設計方法と、アーキテクチャーの関係を

まとめた。

表 4-1 設計法とアーキテクチャーの関係

（「モジュール化が家電業界に与えるインパクト」[7]をもとに加筆）

モジュール型 トップダウン 創造的設計 機能からの視点

インテグラル型 ボトムアップ 従来型設計 従来の設計解の積み上げ

モジュール型 明文化されたルール 創造的設計 機能構造図

インテグラル型 事後調整（擦り合わせ） 従来型設計 チューニング

モジュール型 形式知 創造的設計 カタログ（設計解の一覧）

インテグラル型 暗黙知 従来型設計 積み上げ型の勘

設計法

ナレッジの形体

アーキテクチャー

思考スタイル

インターフェース

設計法とアーキテクチャーを、思考スタイル、インターフェース、ナレッジ形体の視点

から比較すると、思考スタイルに関しては、創造的設計法では、全体機能を下位機能に分

解し、その下位機能の実現方法を検討する点からトップダウン思考であるが、従来型設計

は、従来の設計解の積み上げ、つまりボトムアップ型であると考えられる。モジュール型

は、製品の詳細設計に入る前にトップダウンでアーキテクチャーを設計する必要があるが、

インテグラル型は、機能と部品の関係が一対一に対応していないため、複数の部品で機能

を作り上げるという積み上げ型、ボトムアップ型と考えられる。インターフェースに関し

ても、創造的設計において機能構造図を描く際、ポール＆バイツの設計工学では、エネル

ギー、物質、信号と３要素でシステムを結ぶといったルールがあるように、モジュール型

のアーキテクチャーではインターフェースを明文化する必要がある。一方、従来型の設計

方法では、チューニングで事後調整を行うことが多いためインテグラル型と考え方が類似

していると考えられる。また、ナレッジの形体も創造的設計は様々な手法が文献で紹介さ

れており、モジュール型でもインターフェースのルールが明文化されているため形式知に

なるが、インテグラル型では、問題に応じて事後調整が可能なため、暗黙知のままでも対
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処できると考えられる。このように、設計法とアーキテクチャーには関係性があると言え

る。

4.2.1 創造的設計法の利用により期待される効果

創造的な設計を用いることで期待される効果を以下に示す。

(1) 作業効率の向上

 体系化されたカタログなど機能に着目した創造的設計を活用することで、設計者は、

ある機能を実現するための設計解を一覧から探すことが可能になり、設計時間の短縮

を図ることができる。

 体系的で理論的な思考は、機能構造を構築する作業、分類表を作成する作業、システ

ムとプロセスを分析する作業および要素を組み合わせる作業に役立つ。

(2) 設計作業の容易性の向上

 体系的アプローチによる工学設計法に従えば、技術系の初心者であっても、ある程度

の設計が可能である。

(3) 時間稼働率の向上

 「設計手順指向の支援システム」、「設計行為の支援システム」により情報の欠落ある

いは偏向に起因する余分な時間を費やすような誤りを回避することが大いに期待でき

る。

 創造的設計を活用し製品のモジュール化が行われた場合、部品点数が削減され、組み

立て時間が低減され、製造の時間も短縮できるといった効果が考えられる。したがっ

て、設計時間と組み立て時間が低減されることで、製品のコストの低減につながると

考えられる。

(4) 競争力強化

 創造的設計を活用し製品のモジュール化が進むことで部品点数が減ることで組み立て

工程での不良件数が減少するなど品質面の向上が図られると考えられる。

(5) 情報の共有化

 体系化されたカタログを作成し、社内で共有することで、技術の伝承が容易になると
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考えられる。

(6) 製品の進化

 創造的設計法を活用することで、コンポーネントレベルを部品レベルに進化させ、今

まで複数の下位機能の部品の組み合わせで全体機能が成り立っていたものが、一つの

部品で全体機能を実現することが可能になると考えられる。

 全体機能を上位の概念に一般化することで、別の分野であった製品でも組み合わせる

ことが可能になり、今までの制約条件では実現できなかった新しい機能、欲しい機能

が含まれた製品の開発が可能になると考えられる。

4.3 推進するための課題と方策

創造的な設計を推進していくための課題と方策を示す。

4.3.1 課題

(1) 準備にかかる時間・コスト

カタログを作成したり、製品のモジュール化を図るには、社内の技術の体系的分類、設

計解の整理を行う必要があり、設計の原則を社内で整備することになる。そのためには準

備に時間とコストがかかる。

(2) 市場の要求

モジュール化の例として採り上げた自動車や鉄道にしても、市場環境（景気、政策）か

らの要求や、アセンブリメーカとサプライヤ、事業者とメーカの双方にメリットが無けれ

ばモジュール化する原動力につながらない。また、モジュールにとっての顧客（最終顧客

や組立メーカー）のニーズは研究開発や企画・設計とつながっていなければ、企業はいか

なるモジュールを作ればよいか決定することは難しく、結果、完成したモジュールの評価

も困難となるからである。

(3) 設計という行為を研究、評価する場

日本で、設計という行為に対する研究が進まないのは、研究しても、認めてくれる場や

評価できる人が存在しないからと考えられる。その結果、日本で設計カタログを作るにし

ても、設計者の頭の中には存在するかもしれないが、それを、カタログのような形にする

動機付けがない。
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(4) 教育の場

現在、大学の工学系学科で、設計ということに焦点を当てて教えているところは少なく、

設計を取り扱っている文献も少ない。機械工学科でも、材料力学や流体力学、製図等は教

えているが、設計工学という科目があっても実際は、ネジや歯車といった機械要素に関し

て教えているところが多いようである。実際、日本技術者教育認定機構(JABEE)が技術者

教育の実質的同等性を相互承認するための国際協定であるワシントン協定への加盟審査の

時に、「日本はエンジニアリング・デザイン教育が弱いのではないか」との指摘を受けたこ

ともある。

4.3.2 方策

(1) IT との融合

創造的な設計方法をより効果的に活用するためには、IT との融合が考えられる。特にデ

ーターベースを構築することで、各企業がこれまでに蓄えてきた独自の知識を入れること

によって、企業内における知識共有の仕組みに利用することができる。情報の整理の仕方

は、創造的な設計で何度も触れてきたように、機能による分類が望ましいと考えられる。

つまり、自分が欲しいと思う機能を手がかりにして探すと、その機能を実現してくれる、

科学的原理から、その原理を実践した事例を参照することができるようにすることである。

この結果、企業が有する固有の知識をメンバーの利用しやすい形で共有できる。また、企

業固有の知識だけではなく、世界中の特許情報や論文などもデーターベースに取り込むこ

とも可能である。

(2) 教育

JABEE がワシントン協定への加盟審査の際に、ワシントン協定側審査チームに指摘さ

れたエンジニアリング・デザイン教育の必要性が国内の工学系大学に求められている。ワ

シントン協定では、エンジニアリング・デザインは以下の通り定義されている。

エンジニアリング・デザインとは、数学、基礎科学、エンジニアリング・サイエン

ス（数学と基礎科学の上に築かれた応用のための科学とテクノロジーの知識体系）

および人文社会科学等の学習成果を集約し、経済的、環境的、社会的、倫理的、健

康と安全、製造可能性、持続可能性などの現実的な条件の範囲内で、ニーズに合っ

たシステム、エレメント（コンポーネント）、方法を開発する創造的で、たびたび

反復的で、オープンエンドなプロセスである。
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実際、アメリカではエンジニアリング・デザイン系の実践経験科目では、学生を 4、5 名

のチームに分け、チームごとに教員側のテクニカル・アドバザーが付き、社会的ニーズに

合った（人類のために役に立つ）方法、デバイス、システムなど（ハードウエアやソフト

ウエアを含む）の開発・実現が求められる複合的な課題について、定められた期間内に、

現実的な制約条件を満たす複数の解決策を創造的に考え出し、具体的に解決する（目的の

ものを開発・実現する）ことを創造的に、たびたび反復的に行うオープンエンドなプロセ

スを学習経験させるものとしている。この結果、コミュニケーション能力（効果的に報告

書が書け、説明書をデザインでき、プレゼンテーションできる能力等）の増強に役立って

いる。

従って、大学の低学年時に設計の理論とそれを実際に利用してみる実習を行うことは、

創造的設計を体験するだけでなく、将来、製造業を目指す大学生にとって有益になると考

えられる。
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5. まとめ

産業がグローバル化している現在、厳しい国際市場において我が国が競争力を維持して

いくためには、より魅力ある商品を効率良く設計して製品化していくことが求められる。

そのためにも、機械設計にあたっての制約条件を体系的なアプローチでブレークスルーす

る創造的な設計法が必要とされている。しかし、日本のもの造りは、擦り合わせ型を得意

としているため、チューニング技術が優れている。今までの製品を改善することに注力す

る傾向にあり、新たなコンセプトや標準を生み出すことに遅れをとりがちだった。

本調査では、設計方法（従来型設計法と創造的設計法）と、製品設計のアーキテクチャ

ー（インテグラル型とモジュール型）との対比を試みたが、モジュール化の考え方は、新

たに作り出されたアーキテクチャーではなく、設計カタログのように、元々設計する際に

使われてきた考え方を、製品として具現化した結果だと考えることができる。今後、擦り

合わせ型の産業の競争力も維持しながら、モジュール化が必要な産業では、創造的な設計

法を参考にして、日本的な創造的な設計を生み出していくことが必要であろう。

今回の調査が、日本における機械産業の競争力向上に、多少なりとも貢献すること

ができれば幸いである。
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6. 付録

表 6-1 力発生機能 重量･慣性力 1/2

設計解

力の
タイプ

物
理
法
則

特性 配置例
力の影響するも

の
力を発生させる

場の強さ

定常的にエネル
ギーを与える必
要があるか

万有引力

重力

浮力
質点＋周囲は
液体

加速度

遠心力

コリオリ力

ジェット流のよど
み点圧力

反作用

対流加速度

選択指標

重
力

慣
性
力

分類基準

2質点

固体または液
体

固体と流体

重
力
の
法
則

ニ

ュ
ー

ト
ン
の
法
則

重力

速さ

質量流量
（速さ）

Yes

Yes
（摩擦）

No
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表 6-2 力発生機能 重量･慣性力 2/2

発生する力の
大きさ

発生可能な力
の大きさ

力の発生の幾
何的条件

力の発生の運
動学的条件

典型例
（アプリケーショ

ン等）

平均的 質点の位置 衛星

高さ（落下距離） はかり

深さ 船

-
系に作用する加
速度

加速度計

支点からの距離
r

回転 遠心分離機

-
回転系の軸速
度

フーコーの振り
子

ジェット流

とても大きい - ロケット

大きい
境界断面積比

A2<A1
- 噴射気化器

-

物質と流体の相
対速度

Yes

選択指標

大きい

Yes

系に関連する質
点のみに直接

作用
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表 6-3 力発生機能 電気力･磁気力 1/2

設計解

力の
タイプ

物
理
法
則

特性 配置例
力の影響するも

の
力を発生させる

場の強さ

定常的にエネル
ギーを与える必
要があるか

クーロン力 電場の強さ

コンデンサー効
果

ゼーベック効果 電流と半導体
Yes

(最終的な境界
抵抗)

不均質誘電体 誘電体 電場の強さ

永久磁石 磁場の強さ

電磁石
磁場の強さ
（電圧）

Yes
(ジュール熱)

ローレンツ力 電子
磁場の強さと速
さ

誘導作用 電流
磁場の強さと電
流

トムソン効果 電流と鉄磁石 電流

選択指標

ク
ー

ロ
ン
の
法
則

マ
ク
ス
ウ

ェ
ル
の
法
則

分類基準

電
気
力

磁
気
力

電場の強さ
（電圧）

安定電荷

鉄磁石

Yes

No

No
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表 6-4 力発生機能 電気力･磁気力 2/2

発生する力の
大きさ

発生可能な力
の大きさ

力の発生の幾
何的条件

力の発生の運
動学的条件

典型例
（アプリケーショ

ン等）

とても小さい 電子の質量
陰極線オシロス
コープ

平均的 微小幅 ｌ 張力計

大きい 幅（≒0）

とても小さい 不均質場

平均的 ドアキャッチ

大きい 継電器

小さい 比較的小さい 相対速度 渦電流ブレーキ

大きい
場における限界

角度
電気モータ

Yes
（一時的）

大きい 対称配置
磁気誘導加速
器

-

-

選択指標

比較的短い距
離 ｌ

Yes

Yes
（微小）

Yes
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表 6-5 力発生機能 分子間力・放射線力・弾性力 1/2

設計解

力の
タイプ

物
理
法
則

特性 配置例
力の影響するも

の
力を発生させる

場の強さ

定常的にエネル
ギーを与える必
要があるか

固体と流体 濃度勾配

毛管効果 固体と流体

接着

音圧

弾性変形 変形

電気ひずみ 電場の強さ

磁気ひずみ 磁場の強さ
Yes

(損失）

熱膨張 熱
Yes

（冷却）

等温等圧変化

断熱圧縮

固体または気
体

剛体

固体と流体

分類基準 選択指標

No

Yes

No

瞬間的であれ
ばNo、

その他の場合
は冷却と漏れ損

失

放
射
線
力

弾
性
力

フ

ァ
ン
デ
ル
ワ
ー

ル
ス
力

ニ

ュ
ー

ト
ン

フ

ッ
ク
の
法
則

ボ
イ
ル
の
法
則

分
子
間
力

分子磁場

粒子放射線

体積
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表 6-6 力発生機能 分子間力・放射線力・弾性力 2/2

発生する力の
大きさ

発生可能な力
の大きさ

力の発生の幾
何的条件

力の発生の運
動学的条件

典型例
（アプリケーショ

ン等）

Yes 平均的 -
生体系における
物質移動

微小な表面積
表面張力の測
定

微小距離 相対運動なし

マイク

装飾用回転灯

Yes 大きい
限られた移動方

法
バネのバランス

バイメタルスィッ
チ

空気入り緩衝材

ガソリンエンジ
ンの圧縮クロッ
ク

Yes
（小さい）

Yes
（小さい）

Yes

選択指標

大きい

小さい

とても小さい

小さい

-

物体表面での
断面速度

静止または運
動

＜音速

-

有限な力方向
の長さ

有限な流量と表
面積
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表 6-7 力発生機能 摩擦力・慣性力・弾性力 1/2

設計解

力の
タイプ

物
理
法
則

特性 配置例
力の影響するも

の
力を発生させる

場の強さ

定常的にエネル
ギーを与える必
要があるか

ク
ー

ロ
ン

すべり摩擦 固体 力と速度

層流電流抵抗

乱流電流抵抗

抗力

揚力

マグヌス効果 速度と角速度

弾性衝突 2つの弾性体 速度 No

ラヴァルノズル 固体と流体 質量流 Yes

固体と流体

選択指標分類基準

Yes

摩
擦
力

摩
擦
力
と
慣
性
力

弾
性
力
と

慣
性
力

ニ

ュ
ー

ト
ン

レ
イ
ノ
ー

ル
ズ

マ

ッ
ハ

速度
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表 6-8 摩擦力・慣性力・弾性力 2/2

発生する力の
大きさ

発生可能な力
の大きさ

力の発生の幾
何的条件

力の発生の運
動学的条件

典型例
（アプリケーショ

ン等）

垂直抗力と摩擦
面

相対速度 摩擦アセンブリ

有限な断面積 吸収作用

有限な力の方
向の長さ

管状抵抗

平行力と速度 エアブレーキ

翼

フレットナーの
回転子

Yes
（一時的）

- タイプハンマー

Yes
有限な流出断

面
衝動タービン

Yes

選択指標

小さい

平均的

大きい 相対速度

固体と流れの相
対速度

垂直力と速度
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表 6-9 力増幅機能 1/2

選択指標

設計
段階

効果 力の向き
原理

（スケッチ）
例

力増幅の
条件

Itself cutting
分解

parallel
並列、平行

l1>l2

分解

並列 F2>0

圧力
伝達

任意 A2>A1

摩擦 垂線、垂直 μ<1

様々な軽硬
質

分解 c1<<c2

インパルス
伝達

単線 Δt2<Δt1

反跳
効果

任意

分類基準 設計解

エネルギー
の移動系（主
要で変換す
るもの）

力の分解
（分力）

力の合成
（合力）

エネルギー
結合力系

エネルギー
蓄積系



59

表 6-10 力増幅機能 2/2

力の増幅を制限
する量

動作による増大の制
限

動作および力
の伝達の種

類

力による変化と運動
のアレンジ（方向感

覚）
例

伝達機能の次元
（ウェッジの長さ)

動きの強さと方向
くさび、屈曲レバー
（elbow lever）、ネ
ジ、歯車

伝達機能の次元(例え
ばレバーの長さ)
ギア伝達装置では無
制限

動作感覚 てこ、レバー

支点の摩擦、ロープの
柔軟性

動きの強さと方向 Cord course

機能部の次元（例：滑
車部分に対するロー
プの十分性）

動作感覚 滑車

媒体の圧縮率、漏
出、摩擦、個々の
部品の硬さ

機能部の次元（例：ピ
ストンのストローク）

力覚の方向（動きの
強さと方向も含む）

水圧ジャッキ

摩擦：個々の部品
の硬さ

突然 力の方向 開き戸

個々の部品の硬
さ

連続的なパ
ワーの伝達

力の方向
チャック、引っ張って
いるもの(張力)

個々の部品の硬
さ伸縮性、可塑性

突然 力覚の方向 ハンマー

媒体の圧縮率、漏
出、摩擦、個々の
部品の硬さ

機能部の次元 連続 動きの強さと方向

選択指標

摩擦：個々の部分
の硬さ

連続

-
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表 6-11 一方向にのみ軸運動する機能 1/2

設計解 選択指標

固定力の発
生

送り運動と戻り運動の
違い発生

可能な配置
→S 固定方向

固定位置の数と種
類

無限に可変，厳密
には固定位置が決

まらない

分類基準

垂直力の拡大

接線力（摩
擦）

垂直力の違い

2分力への分解

くさび（カム）

クランク（偏心）

モーメントの
偶力への分解

てこ（プーリ装置）

無限に可変，厳密
には固定位置が決

まらない

有効摩擦係数の違い

2分力への分解

接線力（摩
擦）

垂直力の違い

2分力への分解

くさび（カム）

クランク（偏心）

モーメントの
偶力への分解

てこ（プーリ装置）

垂直力の違い

無限に可変，厳密
には固定位置が決

まらない

有効摩擦係数の違い

2分力への分解

（ラチェット，ボルト）

接線力（摩
擦）

垂直力
限られた数の
離散的な位置

垂直および
接線力

分力への分解 くさび，カム，クランク 無限に可変

垂直力の違い

（ラチェット，ボルト）
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表 6-12 一方向にのみ軸運動する機能 2/2

軸受にかかる力
固定力のばねへの依

存
双方向クランプ／

固定可能性
特徴的な長さ

荷重がかかる
固定面の数

動作部品数

選択指標

無 3＋1 （ばね）

大きい
クランプ領域において

のみ有

ガイドの長さ 4

3

小さい 無 5

ガイドの長さ 6 3

5 4

小さい 無 6 3

非常に小さい β≧0のとき無 ガイドの長さ
2×固定位置の数＋

2

小さい 有 無 ガイドとくさびの長さ 4

3＋1 （ばね）

無 3＋1 （ばね）

ガイドとてこの長さ

有 ガイドとてこの長さ

大きい

大きい
クランプ領域において

のみ有

クランプ領域において
のみ有
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表 6-13 ねじ合わせ機能 1/4

原理 実現方法

1対1 軸方向と径方向
水圧ナット

ハーフナット

通常のナット

軸方向

ダブルナット

2つの通常のナット

分類基準

ねじ合わせの種類
伝達要素数 可動方向 ナットまたは軸の形状

2対1

軸方向
ダブルナット

弾性変形物質

水圧

径方向
スリットナット

握力

ばね
径方向

1対1

ノーマルナット

部分ごとに1対1

軸方向

2対1
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表 6-14 ねじ合わせ機能 2/4

図 名称

水圧軸（ナット）
システム

圧力による摩擦

水圧ストラットダブルナット

弾性ストラットダブルナット

弾性傾斜ダブルナット

弾性ストラット縦割りナット

弾性ハーフナット

弾性ナット状ピン

弾性径方向ナット

弾性軸方向ナット

ばねつき放射状スリットナット

縦方向スリットナット

横方向スリットナット

2つの弾性変形ナット

2つの通常のばねつきナット 小さい

備考可動部の強度

選択指標

解

設計解

大

大きい

平均

できる限り簡易な方
法による方向調節用

ナットは除く

激しい摩耗

平均
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表 6-15 ねじ合わせ機能 3/4

原理 実現方法

弾性変形物質
径方向

通常の軸

スペーサ

接着 剛体 1対1 軸方向と径方向
ノーマルナット

伝達要素数 可動方向 ナットまたは軸の形状

軸方向

握力

分類基準

ダブルナット

1対1
通常のナット

弾性変形軸

ねじ合わせの種類

軸方向

部分ごとに1対1

閉鎖
調整と固定

スリットナット

径方向

2対1
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表 6-16 ねじ合わせ機能 4/4

図 名称

通常のばねつきナット

弾性スピンドル 小さい 激しいねじれ

スピンドル上の弾性ピン

スリット調整ナット

縦方向スリット調節ナット

2つの放射状調節ハーフナット

反発傾斜ナット

回転固定式ナット

自動調節ダブルナット

スペーサ付きダブルナット

ねじ山つき剛体 平均 接着剤と同様

可動部の強度 備考
解

設計解 選択指標

大きい
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