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The Autonomous Transportation ARM (Academic Road Map) Research Working Group formed inside of the
Technology Road map Committee. The purpose of the Working Group is the trial of collaboration activity between
many divisions of JSME. The activity is concentrated in forming the two dimensional Academic Road Map named
2D-ARM.
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1. 緒

言

自動運転 ARM 研究会ワーキンググループは, 日本機械学会の部門横断活動を強化するために 2014 年 10 月に技
術ロードマップ委員会内に発足した. 活動期間は, 2015 年 3 月までの 6 か月間である. 近年企業会員の減少が問
題視されており, 企業と日本機械学会との価値観のかい離の原因として, 自動車のような複雑なシステム製品の
機能・性能への日本機械学会の対応に弱点があることが指摘された. そこで, 30 年後の自動運転製品開発プロジ
ェクトを試行することにより, 企業の視点に基づいた部門横断活動を開始した. 委員は全部門から募集し 6 部門
1 専門会議から 30 名の参加を得た. 幹事部門は, 交通・物流部門である. 活動の重点は, ２次元の技術ロードマ
ップ（2D-ARM）の作成である. 製品開発プロジェクトでは, 最初に製品企画を実施するが, 企画のために品質機
能展開（QFD）等を用いて, 製品とその関連技術全体を俯瞰し, 製品競争力において必須な技術のフィージビリテ
ィスタディを行うことが企画の成否を決定する重要な作業である. 本稿では, 2D-ARM により自動運転製品の関連
技術全体を俯瞰する試みについて述べる.
自動運転については, 日米欧の３極において活発な開発競争が繰り広げられており, 日本では 2014 年度から国
家プロジェクト SIP の課題の一つとして自動車の自動運転の研究開発が開始されている. 日本の学会の取り組み
では自動車技術会が先行しており, カー・ロボティクス調査研究委員会等多数の部門委員会が個別に取り組んで
いる. 先行事例から見る通り, 自動運転の技術は, 従来の枠組みでは収まらない大規模な技術的な広がりを持っ
ているので, 部門横断活動のテーマとして最適であると判断した.
横断的活動の難しいところは, 様々な分野・産官学の人々が互いに相手を理解しつつ共同作業を実施すること
である. 本稿では, 出来る限りわかりやすく自動運転 ARM 研究会ワーキンググループ活動について記述したい.
2. 自動運転 ARM 研究会ワーキンググループ発足の背景
日本機械学会の会員数減少, 特に企業会員数の減少について危機感を持っていたところ, 2014 年の年次大会に
おいて「自動車を基軸として見た機械工学全体の将来展望」(1)
正員, 東京理科大学（〒125-8585 東京都葛飾区新宿 6-3-1）
E-mail: hiroshi-takata@sb3.so-net.ne.jp

*1

[No.15-1] 日本機械学会 2015 年度年次大会講演論文集 〔2015.9.13－16, 札幌〕

のタイトルの講演を技術ロードマップ委員会よ

り依頼された.
著者は, 自動車の完成車メーカーにおいて開発効率向上技術を研究していたが, 完成車メーカーでは日本機械
学会への興味が無くなるという傾向にある. この現象を理解するため, 日本機械学会と自動車技術会が 2006 年以
降 10 年間に作成・発表してきた技術ロードマップを調査し分類を行った. 自動車工学はマトリクス構造になって
いて, 組織もそれに対応したマトリクス組織になっている. 日本の自動車会社の強みは, 機能・性能への強い拘り
があることであると考えているので, 図１のマトリクスの縦軸（機能・性能）を和魂技術と呼び, 横軸（部品・装
置）
を洋才技術と呼んで分類した. 技術ロードマップを和魂と洋才に分類した結果を図２に示す. 日本機械学会の
力点は, 機械システム製品の性能・機能（システム）にはなく, 部品・装置（システムの要素技術）の仕掛けに偏
重している事実が明らかになった. 一方, 自動車技術会は和魂と洋才のバランスが取れており, これが完成車メ
ーカーの支持が高い所以であると考える. 図３に部品・装置のサプライチェーンを重ねて示すが, 特に完成車メー
カーにおける日本機械学会への興味が失われつつあると考える.
機械工学便覧の機械工学総論には, 機械の機は仕掛けのこと, 械は何かをさせるものとの記述があり, 機械に
は２つの独立した軸があると記述されている. これが和魂と洋才の２つの軸である. 日本機械学会の現状は, 和
魂が弱く日本機学会としか呼べない学会になっている. この状態を改善するために部門横断活動を恒常的に実施
できるような活動への取り組みを技術ロードマップ委員会において提案したところ, 各部門から来ている委員全
員の賛同を得て自動運転 ARM 研究会ワーキンググループの発足が決定された.
3. 自動運転 ARM 研究会ワーキンググループの活動
30 年後の自動運転製品開発プロジェクトを試行することにより, 企業の視点に基づいた部門横断活動の活発
化を図ることが活動の最大の目的であり, 日本機械学会らしく学術の立場から SIP への提案・貢献をすることも
考えている. また, 未来へ向けて重要な目標としては, 用途の考察などを通じてイノベーションを生み出す方法
を見出すことである. 最終的には少子高齢化社会を見据えた横断的な活動を目指している. 産学官の横断的な活
動は, 特に欧州に比較して日本は遅れているため, 実現は容易ではないと考えており将来的な課題としている.
4. 2D-ARM
製品開発プロジェクトでは, 図４の製品開発プロセスに示す通り, 最初に製品企画を実施する. 品質機能展開
（QFD）
等を用いて, 製品とその関連技術全体を俯瞰し, 製品競争力において必須な技術のフィージビリティスタ
ディを行うことが企画の成否を決定する重要作業である. QFD は, 製品開発の基本となる重要な技術であり, 製
品企画と密接に結びついているので社外秘情報であり, 会社の外にはまったく漏れてこない. QFD には種々の使
われ方があるが, 本活動では, 図１に示したマトリクス構造に対応した QFD とした. すなわち, QFD を使用して
和魂と洋才を展開していく作業として, 以下に示す３ステップを実施した.

図１ 自動車工学のマトリクス構造―和魂洋才

図２ 技術ロードマップの和魂洋才への分類

図３ 学会の扱う範囲

図４ 製品開発プロセス

１．市場の要求品質を収集
２．要求品質を抽出

KJ 法, 親和図法

３．要求品質展開表
市場の要求品質の収集については, エクセルファイルを用いてメールにて収集作業を行った. 図５に収集し
た自動運転の要求品質のリストの例を示す.
次に KJ 法を用いて要求品質を抽出する. これは, 図５の要求品質をカード化して, 似た言葉を括りタイトルを
付けていく作業である. KJ 法を用いた要求品質の抽出例を図６に示す.
最後に図 7 に示す要求品質展開表を完成する. 和魂項目と洋才項目には技術ロードマップを関連付ける. この
表は、自動運転に関連するすべての技術ロードマップにハイパーリンクによってアクセス可能であり, 2D-ARM と
呼ぶ新しい構造化された 2 次元技術ロードマップである. 図 8 - 図１０に技術ロードマップの例を示す.

図５ 自動運転の要求品質の収集例

図６ KJ 法による要求品質の抽出例

図７ 2D-ARM

図９ 洋才技術ロードマップの一例

図８ 和魂技術ロードマップの一例

図１０ 洋才技術ロードマップの一例

結

5.

語

自動運転 ARM 研究会ワーキンググループの後継活動として 2015 年 4 月に発足した P-SCC14「自動運転に関す
る分野横断型分科会」
（活動期間 2 年間 部門協議会直属）が発足している. この分野横断型分科会は, 7 部門 1
専門会議が参加し, 委員数は 35 名である. 幹事部門は, 同じく交通・物流部門である. この活動については別の機
会に紹介していきたい.
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