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[要 約]

本調査は、我が国の機械産業の競争力を維持していくための対応策として創造的設計法

に着目し、2 章では、機能という側面からアプローチする創造的設計法として、体系的ア

プローチによる工学的設計法、TRIZ、USIT、からくり改善について実例を挙げ紹介した。

また 3 章では、創造的設計法とアーキテクチャーの類似性を考察し、もの造りのアーキテ

クチャーであるモジュール化と、モジュール産業の例、創造的設計法のプロセスとの類似

性を考察した。4 章で創造的設計法から見た我が国機械産業の課題、推進すべき創造的設

計法を提案し、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ことを示唆した。

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



3

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。

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。

2. 創造的な設計とは

2.1 創造的な設計の定義

本調査における「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。

(1) 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。

(2) 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
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法であること。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

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、「概念設計」のフェーズで活用できると考えら

れる。また、概念設計における、より具体的なプロセスは以下の 5 段階になると考えられ

る。

(1) 理想解の体系的拡張

(2) 全体機能の下位機能への分解

(3) 下位機能の実現法の検討

(4) 下位機能と実現方法とギャップの解消

(5) 総合解の代替案の作成と評価、最終案の決定

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、

(2)、(5)のプロセスでは、ドイツでは体系的アプローチによる工学的設計法、(3)、(4)の

プロセスでは、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 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と考えられる。

2.3 体系的アプローチによる工学的設計法

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、研究されてい

る。また、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
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グ化についても研究されている。

2.4 TRIZ

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。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。

2.5 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。

2.6 からくり改善

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、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。

2.7 創造的設計法における共通的な思考プロセス

創造的設計法における共通的な思考プロセスは、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。

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

創造的設計プロセスにおいて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
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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。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。公理的設計の理

論をもとに考えると、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

モジュール化の例として、コンピュータ、自動車、鉄道を取り上げ、モジュール化の背

景、意義について簡単に解説する。

(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 に IBM が発表した System360 が始まり

とされている。

(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。
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(3) 鉄道

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。

3.4 モジュール化の利点

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。モジュール化の利点としてカーリス・Y・ボールドウィンによると、

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である。

(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。

(3) モジュール化は不確実性に適応する。

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

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、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、融合が可能になり、別の価値のものが生まれることも考
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えられる。そして、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

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で

あると考えられ、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。

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以下のように示した。

＜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と考えられる。

(2) 市場の要求

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。

(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、
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設計を取り扱っている文献も少ない。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。

＜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。

(2) 教育

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。

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。そのため、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）とを対比を試みたが、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

ドイツの文献で紹介されているカタログを翻訳、再整理したものを付録として添付した。

7. 参考文献

参考文献を示した。

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/


