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第６章 まとめ・提言  

 

［要 約］ 

本年度の本技術戦略マップのローリング作業では、「既存の技術戦略マップの利用をより

容易に」という方針の下に行われた。技術戦略マップにおける生産システム、加工、設計、

サステナブル・マニュファクチュアリングについては、それぞれより詳細な検討が行われ、

見直しが行われた。また、構想設計とサステナブル・マニュファクチュアリングについて

は WG を組織してヒアリングやケーススタディを行うことによって深掘りを行った。 

また特記すべき点は、有識者による評価を行い、また委員会に産業界からの委員を多数

参加させ、技術戦略マップの評価を産業界からの視点で行った点である。大くくりに言え

ば、本技術戦略マップは、ものづくりという広範な分野において重要な技術項目を網羅し

ているという点で評価されるが、客観性や具体性において改良の余地があることが指摘さ

れている。もちろん部分的にはそれらを実現することは可能であろうが、むしろ本技術戦

略マップの狙うところは、各企業がそれぞれの具体的な技術戦略マップを策定するために

活用されることであって、その意味ではローリングされた技術戦略マップは一つの節目と

なるもといえる。 

さて、技術戦略マップ作成を開始した時点では強く認識されなかった最近の環境条件の

変化として以下の点が挙げられる。まず第一に、政府が 2009 年 9 月の国連気候変動サミ
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ットで、2020 年までに温室効果ガスを 1990 年比で 25％削減するという中期目標を表明

した点である。さらに、リーマンショック後の製造業の回復が遅れている点や最近の自動

車の品質問題が挙げられる。 

温室効果ガスの 25％削減に関しては，本技術戦略マップが直接関与する製造分野の排出

量は相対的に小さい。その一方で製造される製品のライフサイクル全体に渡る排出量は非

常に大きいものとなる。EV などに代表される革新的製品技術による大幅な省エネ化は一

般には困難と言わざるを得ない。その意味で上記のサステナブル・マニュファクチュアリ

ングＷＧでのケーススタディでは、使用形態を変えることによって大きな削減が可能であ

ることが示されている。 

課題としては、現在の製造業の競争力は、あらゆる製品（部品含む）のシェアの低下が

挙げられる。例えば液晶 TV や携帯電話などでは、国内において複数の企業が熾烈な高機

能化競争を行い、低価格化で消耗戦を繰り返す内に、生産規模の拡大による価格競争とい

うグローバルな競争で敗退しているのである。また、そこそこの品質で低価格な製品が大

量に売れる新興国の市場にも対応することができていない。今後これらの解決を行うため

のツールとして「ものづくり技術戦略ロードマップ」をより充実させものづくりチェーン

を全体的に捉えた戦略を行うために、国として行うべき個別技術開発テーマ創出が不可欠

である。 

 

第１章 背景、目的、ローリングの考え方 

 １．１ 背景 

日本のものづくりを維持していくためには、将来的な製品製造展開等を考慮に入れ、長

期的な視点で育成すべきコア技術の明確・体系化を行い、注力すべき技術育成や開発課題

を明確にし、将来いかなる社会情勢の変化にも耐えられるものづくりのコア技術開発・育

成を行う必要性がある。 

１．２ 目的 

 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い、もって、日本の製造業の競

争力強化に資することを目的としている。 

 １．３ 調査内容（体制）・スケジュール 

 委員会体制図を記載 

 検討体制図を記載 

（１）ものづくりマップの調査・分析・ローリング（企業、有識者調査） 
これまでマップ作成に携わっていない新規の若手委員にものづくり技術戦略ロード
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マップの利用価値や存在価値の分析を行ってもらった。また、同様にマップ作成に関

与していない学識経験者等有識者に一読してもらい、近視眼的な内容となっていない

か、誤り等修正の必要の有り無し、不足情報等考え方に関する分析を行ってもらい、

昨年度までにまとめた内容の見直し（ローリング）を行った。 
（２）ものづくり構想設計ＷＧ 

設計を通じ、さらなる低コスト化、高品質化はもちろん、製品の付加価値向上が重

要であり、構想設計から生産設計までを一貫する次世代の製品開発システムが必要と

考えた。次世代の製品開発システムを実現するために必要な要件を、「構想設計」とし

て検討を行った。 

（３）サステナブル・マニュファクチャリングの調査・検討 
新たに設定された 90年比CO2排出量 25%減を満足するためのシナリオ等を中心に

将来の日本のものづくりのあるべき姿から、解決すべき技術項目の優先性を明らかに

し、現状の技術を求める技術レベルまで育成発展させるための方法や新たな技術融合

領域の実現への取組等につき体系的な見直し、整理を行った。 
 

（４）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 
日本のものづくりの戦略的な展開を考慮しつつ、的確な社会情勢の変化を捉え、人

手・熟練者不足対策、魅力あるものづくりを再構築するため、上述①、②および、技

術戦略マップ 2009（経済産業省）への展開を考慮した、特にシナリオの展開を考慮し

た融合的なものづくり技術戦略マップのローリングを行う。 

 １．４ 成果（概略） 

本技術戦略マップは、ものづくりという広範な分野において重要な技術項目を網羅して

いるという点で評価されるが，客観性や具体性において改良の余地があることが指摘され

て、むしろ本技術戦略マップの狙うところとして、各企業がそれぞれの具体的な技術戦略

マップを策定するために活用されることであって、その意味ではローリングされた技術戦

略マップは一つの節目となるもといえる。 

そのため、日本がとるべき方向性として、現技術戦略マップに加えるべき２点が重要で

あると考えられ、来年度以降の技術戦略マップ事業の中で検討課題となるもとの考え提言

を行った。 

 

第２章 今年度のローリング検討内容 

２．１ 今年度のローリングポイント 

専門家によるロードマップのレビューを実施するとともに、「１７項目の重要技術課題」

について、産業界へのアンケート調査を行い、企業の立場からの評価を得た。 

平成２１年８月には、「平成２０年度ものづくり技術戦略マップ実現のための技術開発項目

等調査」の報告会を行い、参加者へのアンケート調査を実施した。 
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２．２ 専門家によるロードマップのレビュー 

平成２０年度ものづくり技術戦略マップに対する専門家によるロードマップのレビュー

は、３名の専門家に依頼した。本報告書では、レビュー結果を、それぞれ、専門家レビュ

ー１、専門家レビュー２、および専門家レビュー３として記載する。 

 

２．３ 産業界によるロードマップの評価 

 昨年度纏めたものづくり技術重要項目１７項目を中心に若手新規委員へのアンケートを

行いその結果を集計した（集計結果を記載） 

 

２．４ 成果報告会アンケート結果 

平成２１年８月５日（水） ＵＤＸギャラリー（秋葉原）にて、日本のものづくり技術

戦略マップ成果報告会 ～ものづくり技術戦略ロードマップ検討委員会報告～ を開催し、

会場ほぼ満員の１６３名の参加を得て、盛況理に終了。「ものづくり立国」を標榜するわが

国が、世界的な技術開発競争の中で勝ち残り、輸出競争力を維持し続けるためには、わが

国自らが、新しいコンセプトを創生し、独創的な技術開発を行い、製品化していくことが

求められ、本ロードマップの策定では、ものづくり技術について、①生産システム、②加

工、③設計、④サステナブルマニュファクチャリングの４つの観点から俯瞰して、シナリ

オ、技術マップ、ロードマップを示しております。そして、それらの技術開発課題の中か

ら、わが国の将来に重要となる１７項目の「最重点技術要素」を提案した。（アンケート集

計結果を記載） 

 

２．５ まとめ 

我が国の技術開発がオリジナリティに基づく新技術の開発という面では遅れているとい

う指摘が従来よりなされているが、これらの現状を挽回し、新たなイノベーションの創出

を画するために重要技術課題の設定のみならず、社会的なものづくりの価値観の向上や技

術関係者の社会的地位の向上等々の問題について、政策的な取組みが必要であると思われ

る。１７項目の重要技術課題についての産業界によるアンケート調査では、「高効率多品種

変量生産技術」や「グローバルネットワーク化」といった課題を重要技術とする回答が多

く、製品輸出を重要視する我が国産業界の意向が、あらためて確認できた。 

 

第３章 ものづくり構想設計ＷＧ 
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３．１ 構想設計ＷＧの概要 

日本の製造業の競争力は製造現場にあると言われてきた。生産技術力を生かし、安く、

高品質な製品を供給することで成長し、今日の地位を築いている。しかし、中国などの台

頭により、「安く」が揺らいでいる。これから、日本の製造業はどこに注力するべきなのか？

この点に着目して、さらなる低コスト化、高品質化はもちろん、製品の付加価値向上が重

要であり、構想設計から生産設計までを一貫する次世代の製品開発システムが必要と考え

た。 

 

３．２ 製造業の実情 

３．２．１ 造船業界 

設計支援システムのポイントは「どこまで人が介在するか」ということだろう。人の介

在がなくなった時点で技術の進歩はストップする。そうなると設計屋は残るが、設計者は

いなくなってしまう。『設計者が介在しながら擬似的な実験を何回まわせるか』ということ

がキーになると考える。 

３．２．２ 自動車業界における構想設計 

開発過程で課題解決に行き詰まり、情報を収集しても、検討をくりかえしても行き先が

見えない時、関係者や専門家や知識人とのコミュニケーションの中からヒントを得ること

はしばしば経験した。人に聞くこととは「あいまい検索」の理想形のように思える。これ

を目指したツールの開発もされているが、まだ実用的とは思えない。人に聞くように検索

できるツールがあれば、ということも一つの夢である。 

３．２．３ 家電業界における構想設計 

音のデザインは、心を豊かにするものづくりの事例と言うには程遠いが、このようなチャ

レンジの積み重ねが必要と考える。先行き不透明なものづくりを打破するキーワードとし

て、“心を豊かにするものづくり”を実践するまさにそのときを迎えていると考える。この

ためには、ひとを中心としたものづくりの原点に立ち返り、その上で設計技術をものづく

りに織り込んでいくことが重要である。 

３．３ 構想設計に求められるツール 

構想設計に求められるツールに共通していることは、設計者自身が容易に使えることで

ある。設計者がすべてのツールを使いこなすことは、効率化が図られるだけでなく、それ

ぞれの作業から生まれるノウハウが設計者自身へフィードバックされ蓄積されることに大

きな効果があると考えられる。 
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３．４ まとめと今後の方向性 

造船業界の場合は、ほとんどが受注型で船主から建造実績のある船の仕様違いの発注（顧

客要求仕様）が多く、過去の設計データをうまく活用して、構想段階での手間と仕様に対

する確度を向上させたいと考えている。 

自動車業界や家電業界の場合は、顧客ニーズを元に製品を企画する。この結果が既存技

術で実現できるもの（既存製品の改良）と経験のない新規開発製品に分かれる。 

既存製品の改良では造船業界とほぼ同じ要求となる。 

一方、新規開発製品の場合は、ボトルネックとなる機構や技術を抽出し、実現の可否を

判断しなければならない。 

このような違いはあるが、構想設計に必要なシステム技術は 3.3 で記した技術やニーズ

の情報に関する技術、形状作成技術、解析技術の 3 技術項目に集約される。 

 

第４章 サステナブル・マニュファクチャリングＷＧ  

４．１ はじめに 

世の中の情勢の変化を受けての我が国の温暖化対策の中期目標、すなわち 2020 年に温

暖化ガス排出量を 1990 年比で 25%削減するという目標、に対して、設計・製造・加工分

野が果たしうる貢献の可能性を明確にし、その中で温暖化対策の中期目標実現という視点

から重要となる技術課題の抽出を行うことを目的に活動を行った。 

 

４．２ 基本設定 

我が国の温暖化対策の中期目標である、2020年に1990年比25%削減を達成するためには、

再生可能資源の活用、エネルギー源の低炭素化だけでは不足である。常に標榜されている

ように大量生産・大量消費・大量廃棄から脱却し、必要な価値の実現手段の変革、ものづ

くりの方法の変革、および、人工物の使い方の変革、使い終わった人工物の再利用の高度

化が必要不可欠である。これら、人工物と人工物群のライフサイクルにまつわる全ての活

動を広義の「サステナブル・マニュファクチャリング」と呼ぶ。 

４．３ ケース・スタディ 

本 WG では、３つのシナリオを検討した。本 WG の狙いは、要素技術とその技術の使

われ方の場を合わせて考えるニーズ指向のサステナブル・マニュファクチャリングシナリ

オを作成することであり、その場のことを「メゾレベル」と呼んでいる。本 WG では特に、

適量高付加価値リデュース化によるライフサイクル全般にわたる「ムダレス化」が、技術

開発によるシーズ主導によって実現できる（例えば、省エネ技術の開発）だけでなく、技
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術や製品の使われ方を変えることによっても進展させることができることを示すことにあ

る。後者のムダレス化には、ムダレス化を推進させるシステム化技術、マネジメント技術

が必要であり、また、ムダレス化を実現可能とする要素技術の開発を促進する。このよう

に、本節ではケース・スタディを通じて、使われ方の変革、ムダレス化による潜在的効果

と、ニーズ主導で必要な技術開発課題を明らかにすることをケース/スタディの目的とする。

ここでは、人工物が使われる場としての社会的メゾレベル、および、その人工物を設計、

生産する場としての生産システムのメゾレベルの二つの場でシナリオ検討を行った。 

 

４．４ 技術マップの評価と技術戦略マップの更新 

第４．３節で行ったシナリオ検討を一般化し、４．２節で整理したサステナブル・マニ

ュファクチャリングの効果の視点、1)工業製品の使い方の変革によるリデュース、ムダレ

ス化、2)設計、部品生産、製品製造工程のリデュース、ムダレス化、3)工業製品の生産物

量の削減、4)使用済み製品のリユース、リサイクルの高度化による資源活用）から、2009

年度までに作成した技術マップ[1][13]に対して、2020 年までの温暖化ガス削減中期目標へ

の貢献度に対して再度重み付けを行った。 

 

４．５ サステナブル・マニュファクチャリングにおけるムダレス化の効果の試算 

本サステナブル・マニュファクチャリング WG が本年度継続的に活動した背景は、ただ

ロードマップのローリングを行うのみでなく、技術を取り巻く背景が大きく変わったこと

に対して何らかの対応をしたいという意図による。背景とは、2020 年度の中期目標におけ

る日本の温暖化ガス排出量削減量の表明である。 

 

４．６ まとめ 

検討の結果、本章で提唱したコンセプトである、「適量高付加価値リデュース型ものづく

りによるムダレス化」により、設計・製造・価値の提供形態の変革を促進することにより、

製品や製造工程のムダレス化及びムダレス化によるエネルギー生産、素材生産などの川上

産業に対する波及効果を合わせて、温暖化ガス排出量の 8％削減の潜在的可能性があるこ

とを明らかにした。さらに、「ムダレス化」の具体例として三つのケース・スタディを取り

上げ、その潜在的効果を試算した。この三つのケース・スタディだけでも温暖化ガス排出

量の 2％削減の潜在的可能性があることを示すことができた。これらの基づき、中期目標

達成という視点から「適量高付加価値リデュース型ものづくりによるムダレス化」を実現

する重要技術課題の抽出を行った。 
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第５章 ものづくり技術戦略ロードマップローリング 

５．１ 生産システム 

ものづくり技術戦略をまとめる際、生産システムを、「価値の創造」、「価値の提供」、「価

値の実現」を目指すものと位置付け、その中の価値の提供を顕在化するものとの考えに立

って作成した。さらに、この概念に、「安全安心」と「豊かさ」を加え、１０年、２０年後

のシナリオを描き、普遍性をもつように位置付けた。 

 

５．２ 加工技術 

加工技術には、高品位化、微細化、高速・高能率化、高精度化、複合化、新素材対

応、テーラーメード化、省エネルギー化、省資源化など、常に新しく幅広いスペクト

ルの要求が存在する。こうした要求に柔軟にかつ高レベルで対応するため、時代をリ

ードする加工技術を大括り化し、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、ならびに、マルチスケール・マルチフィジックス加

工技術の４つの横断的加工技術を、重点的な分野として取り上げることとした。これ

については今年度も変更はない。しかし従来型の加工原理基準の分類から新しい横断

型の分類に変更したことにより、技術の方向性を絞りすぎる傾向がみられたので、よ

り包括的な視点を一部に取り入れ見直しを加えている。 

 

５．３ 設計分野 

現在まで、検討不足があると思われるのがナレッジ管理運用技術である。この技術に関

しては詳細設計以降の工程（3 次元モデルができてから）を中心に分析してきた。今後の

日本製造業の復活には、決まったものを「どのように作るか」だけでなく、「何を作るのか」

つまり製品構想段階がポイントになると考えられる。 

 

 

５．４ サステナブル・マニュファクチャリングロードマップのローリング 

 これまでロードマップの策定の基本方針は、2020－2030 年頃までは大きな社会変革が

起きない、という前提で検討するものであった。しかし、昨年来の温室効果ガス削減の野

心的な中期目標の提案に伴い、特にサステナブル・マニュファクチャリングＷＧにおいて

は、状況の変化に応じて、以下の方針で今年度のローリングを行うこととした。 

(1) シナリオの更新 
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冒頭に記した温室効果ガス排出削減中期目標に対応して、シナリオの目標年を 2020 年

とする。例題としていくつかのトピックを抽出し、それらの実現による削減量の推定、関

連する要素技術の提示を行った。 

(2) 抽出した重要課題評価と見直し 

2009 年度版技術戦略マップの重要課題として、幾つかのトピックについてのサブロード

マップを作るという、ものづくり技術戦略ロードマップ検討委員会の方針に従い、 

Ｓ１．持続可能社会評価技術 

Ｓ２．高効率的多品種変量生産技術 

Ｓ３．動脈・静脈一体型生産システム（環境面） 

についてサブロードマップを作成した。 

 

５．５ 具体的製品事例に関して（電気自動車（ＥＶ）） 

設計・製造・加工分野（ものづくり関連）の産業は多岐にわたり、技術内容も基礎技術か

ら最先端応用技術、大物加工組立から微細ナノ加工等幅広いジャンル・技術を網羅してい

るため、どの技術が製品製造としてどのように利用され、また、新たな製品開発・製品化

を行う上でどのような技術を利用したらよいかが分かりづらいのも現状である。 

 ここでは、化石エネルギー枯渇の観点や環境問題解決の一つであり、近い将来必ず導入

される電気自動車（EV）を代表的な製品事例とし、かつ、現段階でも様々な技術的な課題

がある各車輪にモーターが内蔵されそれぞれのモーターが各車輪を駆動するインホイール

モーター（IWM）電気自動車をターゲットに、本技術戦略マップの製品製造技術への展開

を模索する。 

 

第６章 まとめ・提言  

本年度の技術戦略マップのローリング作業では、「既存の技術戦略マップの利用をより容

易に」という方針の下に行われた。技術戦略マップにおける生産システム、加工、設計、

サステナブル・マニュファクチュアリングについては、それぞれより詳細な検討が行われ、

見直しが行われた。また、構想設計とサステナブル・マニュファクチュアリングについて

は WG を組織してヒアリングやケーススタディを行うことによって深掘りを行った。 

また特記すべき点は、有識者による評価を行い、また委員会に産業界からの委員を多数

参加させ、技術戦略マップの評価を産業界からの視点で行った点である。大くくりに言え

ば、本技術戦略マップは、ものづくりという広範な分野において重要な技術項目を網羅し

ているという点で評価されるが、客観性や具体性において改良の余地があることが指摘さ
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れている。もちろん部分的にはそれらを実現することは可能であろうが、むしろ本技術戦

略マップの狙うところは、各企業がそれぞれの具体的な技術戦略マップを策定するために

活用されることであって、その意味ではローリングされた技術戦略マップは一つの節目と

なるもといえる。 

 

  

       この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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