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中小企業支援	

 

	

特定ものづくり
基盤技術	

中小ものづくり高度化法による支援の必要性	



リンクされたイメージを表示できません。ファイルが移動または削除されたか、名前が変更された可能性があります。リンクに正しいファイル名と場所が指定されていることを確認してください。
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法律の概要	
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重点推進４分野	

推進４分野	

ライフサイエンス　　　　
情報通信　　　　　　　　
環境　　　　　　　　　　　

ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・材料 

 

エネルギー　　　　　　　
ものづくり技術　　　　　

社会基盤　　　　　　　　
フロンティア	

科学技術基本計画	
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ものづくり戦略重点科学技術の体系	

先端計測分析技術　　　　
精密加工技術　　　　　　　
高度シミュレーション技術
知識マネジメントシステム	

超ハイブリッド部材の製造技術　　
産業用ロボット技術　　　　　　　　　
有機物を排出しない材料製造技術	

航空機、ジェットエンジン、ロケット、人工衛星、原子力発電所など	

鋳造、鍛造、めっき、金型加工等の高度化	

基盤技術の高度化、高精度化、可視化	

ものづくり現場で使いやすいシステム	

材料技術を駆使して規制をクリア	

革新的な省エネ型ものづくり技術	

人を支援し、人と協働
できるロボット	

革新的手法による材料の高
機能化、高付加価値化	

微生物や植物等
の生物機能を活
用したバイオプロ
セス技術	

（科学技術基本計画よ
り）	

ものづくり技術	
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技　術　分　野	 高度化目標の対象事業	 技　　術　　開　　発　　　の　　　方　　　向　　　性	

組込みソフトウェア	 携帯電話、ロボット・産業機械、情報家電、自動車	 技術要素の高度化、開発技術の高度化	

金型	 自動車、情報家電、燃料電池、ロボット	 高度化、高付加価値化、IT化、環境配慮	

電子部品･デバイスの実装	 情報家電、自動車、ロボット、バイオテクノロジー、
医療	

LSIの設計技術・シミュレーション、SiP、３次元実装技術、ファインピッチ接続、
エンベッディド実装技術、MEMS実装技術、光電気実装技術、検査技術	

プラスチック成形加工	 情報家電、自動車、光学機器	 超ハイサイクル成形技術、ナノ構造を達成する技術、超薄肉形成、高速複
合化、高品質外観成形、植物由来樹脂の活用、多様な表面加工処理	

鍛造	 自動車、土木建設機械、重電機器、造船・産業機
械、航空機	

高機能化、軽量化、コスト削減、開発・生産のリードタイム短縮、品質を具備
した安定供給、環境対応型工法・製品	

動力伝達	 自動車、建設機械、ロボット	 高精度化、低騒音化、高強度化又は長寿命化、生産の効率化、測定技術
又は品質技術の向上	

部材の結合	 自動車、工作機械・建機等、情報家電・事務機器、
建物・プラント及び橋梁、ロボット	

高強度化、新素材、ねじ締め付け高度化、環境配慮、締結機能向上、ねじ
製造ライン高度化	

鋳造	 自動車、工作機械、家電	 高付加価値化、軽量化、コスト低減、環境配慮	

金属プレス加工	 自動車、情報家電、燃料電池、ロボット、医療･福
祉･バイオ	

高度化・高付加価値化、IT化、環境配慮	

位置決め	 工作機械、半導体製造装置、ロボット	 高精度化、静音化又は低振動化、低発塵化、コンパクト化又は軽量化、高
効率化、安全性又は信頼性の向上	

切削加工	 自動車、電機機器、航空機、医療機器	 高精度・微細化、高効率化、高付加価値化、環境対応	

織染加工	 情報家電、医療・福祉・安全・安心、環境・エネル
ギー、自動車、衣料・生活資材	

高機能化、高感性化、環境配慮	

高機能化学合成	 情報家電、自動車、太陽電池、印刷・情報記録	 高機能化、高性能化、効率化、環境配慮	

熱処理	 自動車、建設・工作機械、情報家電、ロボット	 高度化・高付加価値化、IT化、環境配慮	

めっき	 燃料電池、ロボット、情報家電、自動車	 ダウンサイジング、高機能化、環境配慮	

発酵	 食料品製造業、化学工業、環境対応	 発酵微生物等の多様化・改良、発酵・精製工程等の効率化・高精度化、発
酵生産物の有効利用、未利用バイオマス資源の高度利用	

真空の維持	 情報家電、ロボット、自動車	 生産性向上、生産コストの低減、生産装置の 適化	

（特定ものづくり基盤技術－17技術分野）	

　↑網掛け2件は具体例（P7、8）参照	 ↑網掛け6件は課題（P13）参照	

対象１７分野	
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＜17技術分野のうち「切削加工」の場合＞	

達成すべき高度化目標(課題）	 特定研究開発等の実施方法（高度化の方向性）	 実施に当って配慮すべき事項	

①自動車 

○軽量化、強度向上、静粛性向
上　　　　・微細加工、高硬度材加工　　　　
○ハイブリッド化、燃料電池
化　　　　　　・高速・高能率化、高精度　　　　 

②電機機器 

○納期短縮、性能･寸法の再現性　　　　
･付加・除去加工の複合化　　　　　○
機能の確保・高度化、長寿命

化　　　　・非金属加工対応 

③航空機 

○燃費向上、耐熱性向
上　　　　　　　　　・薄肉・中空形状加

工、難削材　　○信頼性向
上　　　　　　　　　　　　　　　　・高精度
化、新材料加工 

④医療機器 

○生体適合性、低侵襲性、低コス
ト　　　・新材料対応、複雑形状加工　　　
○低コスト

化　　　　　　　　　　　　　　　　　・研削・
手仕上げ工程の削減 

⑤その他 

○光学・ﾊﾞｲｵ機器、半導体製造装
置　　・新材料加工、高精度化　	

①高度化、微細化に対応  
 　　　　　・面精度向上（工作機械の性

能）　　　　　　　　　　・形状精度向上（工作機械の

分解能）　　　　　　　・加工形状の微細化（極小工
具）　 

②高効率化に対応
 　　　　　　　　　　　　　　・多品種少

量・一品加工（多軸・複合加工機、ソフトウェアの
高度化）　　　　　　　　　　　　　　　　　　・加工時間
短縮（新加工方法）　　　　　　　　　　　・段取り回

数・時間の削減（多軸・複合機）　　　　・加工条件
設定の容易化（ソフトウェア高度化、機上寸法計

測、補正技術）　　　　　　　　　　　　　　　・仕上げ
工程の削減化（切削加工精度向上） 

③高付加価値化に対
応　　　　　　　　　　　　　　　　　・難削材・新素材加
工（材料に適した工具）　　　・部品の一体化（多

軸・複合加工機） 

④環境対
応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・工作
機械の小形化（工作機械要素小型化）　　・切削
液の水溶性化（切削液の高性能化）　　　　・切削

液使用量削減（ドライ加工）　　　　　　　　　・消費
エネルギー削減（工作機械要素の軽量化、モー

タの高効率化） 
	

①人材の確保・育
成　　　　　　　　　　　　・学生、熟練工
確保　　　　　　　　　　・総合的知識を

有する人材 

②資金・設備調
達　　　　　　　　　　　　　・公的機関の
設備活用　　　　　　　　・戦略的設備

導入 

③産業間のインフラ整
備　　　　　　　　　・高度なソフトウェア
導入　　　　　　　・IT環境整備 

④産学･事業者間連
携　　　　　　　　　　・公的機関コー
ディネータ活用　　　　・事業者間の

情報交換 

⑤取引慣
行　　　　　　　　　　　　　　　　　・契約
支払条件の明確化 

⑥知的財
産　　　　　　　　　　　　　　　　　・取引
先との知財権帰属 

⑦製品事故等のリスク補償　　　　　　　
・PL保険活用 
	

基盤技術高度化指針－例１	
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達成すべき高度化目標(課題）	 特定研究開発等の実施方法（高度化の方向性）	 実施に当って配慮すべき事項	

①自動車 

○高強度化、軽量化、低コスト
化　　　　　・剛性・靭性、薄肉化・軽金
属化　○複雑形状化、一体成形
化　　　　　　　　・熱伝導性、品質確保　　　　 

②工作機械 

○高強度化、高機能
化　　　　　　　　　　　・剛性・靭性、低
熱膨張　　　　　　○複雑形状化、一体

成形化　　　　　　　　・熱処理対応、コ
スト低減 

③家電 

○微細加工化、軽量
化　　　　　　　　　　　・放熱特性、薄肉
化・軽金属化　　○低コスト化、短納期
化　　　　　　　　　　・品質の確保、コス

ト低減　　　　 

④その他 

○複雑形状化、一体成形
化　　　　　　　　・振動吸収性、薄肉

化・軽金属化　○高強度化、高機能
化　　　　　　　　　　　・剛性・靭性、機

能美向上	

①高付加価値化に対応
 　　　　　　　　　　　　　　・振動減衰

性、剛性、靭性、耐磨耗性　向上　　　・耐熱性、

耐食性、低熱膨張性　向上　　　　　　　・精密鋳
造技術　活用　　　　　　　　　　　　　　　　・複雑形

状・一体成形　　　　　　　　　　　　　　　　・機能美　
向上 

②軽量化に対応
 　　　　　　　　　　　　　　・薄肉化、アルミニ

ウム・マグネシウム化　　　　　・ダイカスト技

術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・新材料　開
発 

③コスト低減に対
応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・既存の生産
活動の改善、ITの開発　　　　　　　・新たな鋳造

法の構築　　　　　　　　　　　　　　　　・省エネル
ギー技術 

④環境対
応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・鉄合

金の不純物元素の除去・無害化　　　　　　・アル
ミニウム合金の不純物除去　　　　　　　　　・銅合
金鋳物のリサイクル　　　　　　　　　　　　　　・砂型

造型技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・天然
特殊砂の人工砂への代替技術　　　　　　　・ラ

ピットプロトタイピング技術の高度化　　　　	

①取引慣
行　　　　　　　　　　　　　　・重量
取引等の改善　　　　　　　・技術

評価等の反映 

②人材の確保・育
成　　　　　　　　　・作業環境の
改善　　　　　　　　・ITの活用に

配慮 

③積極的な経営戦
略　　　　　　　　・技術の高度化、
差別化　　　　・成長市場での利
益確保 

④知的財
産　　　　　　　　　　　　　　・知的

財産権の帰属　　　　　　　・使用
範囲等の取決め	

基盤技術高度化指針－例２	

＜17技術分野のうち「鋳造」の場合＞	
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支援体系	



10 新産業創造戦略2005の骨格　（2005年6月策定）	

新産業創造戦略	
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グローバル中小企業戦略	
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都市名 会社名
資本金
（百万円） 業種 都市名 会社名

資本金
（百万円） 業種

下妻市 新光電子 50 高精度力センサ 諏訪市 小松精機工作所 97 精密プレス部品

常総市 日本エクシード 85 超精密研磨技術 諏訪市 ミクロ発條 50 超微細ばね

つくば市 三和ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 200 精密マイクロシャフト 諏訪市 高島産業 24 ナノ研削・研磨

日立市 ｽﾀｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 30 高精度ICタグ 上伊那市 ミカドテクノス 12 真空プレス機

ひたちなか市 タンゲ製作所 5 タップ・プレス同時加工 大阪市 五鈴精工硝子 76 高精度レンズアレイ

大田区 上島熱処理工業所 10 金属熱処理 大阪市 ヴイストン 49 二足歩行ロボット

ヱビナ電化工業 10 難めっき 大阪市 東海バネ工業 96 受注生産ばね

北島絞製作所 16 ヘラ絞り 大阪市 フジキン 96 精密バルブ

小松ばね工業 132 超精密スプリング 岸和田市 北海鉄工所 286 圧力容器用鏡板

東日製作所 300 トルクレンチ 堺市 中野鉄工所 60 自動車用エアハブ

同和鍛造 36 大物自由鍛造 堺市 中村超硬 40 精密部品・工具

トキワ精機 20 油圧接手 高槻市 サンユレック 75 電子部品保護樹脂

並木金型 10 高精度金型 東大阪市 アイテック・ツリタニ 42 電子部品リード線

南武 58 特殊シリンダ 東大阪市 アテクト 333 LSI保護テープ

日本物理探鉱 60 磁気探査 東大阪市 エヌエシィ 30 ダイカスト部品

橋本鋳造所 12 低膨張精密鋳物 東大阪市 木ノ本伸線 18 特殊鋼シャフト

冨士ダイス 96 耐磨耗工具 東大阪市 ｸﾗｽﾀｰﾃｸﾉﾛｼﾞ^- 459 ナノ加工

ミクロン 11 歯石除去器 東大阪市 太平工業 32 歯間ブラシ

三津海製作所 10 無給油真空ポンプ 東大阪市 竹中製作所 46 特殊ねじ

明王化成 30 フープインサート 東大阪市 棚澤八光社 200 エッチング

墨田区 岡野工業 10 金属加工・深絞り 東大阪市 三津江金型 43 超精密ガラス用金型

港区 石川ガスケット 200 ガスケット 東大阪市 ﾐﾚﾆｱﾑｹﾞｰﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 499 メッキ処理

ｻｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 110 プリント基板検査装置 東大阪市 ヤマナカゴーキン 80 精密冷間鋳造金型

新潟市 ナミックス 75 高純度電子部品材料 東大阪市 山本光学 176 スポーツ用ゴーグル

小千谷市 第一測範製作所 1020 ナノ精度ゲージ 東大阪市 ユタカ 10 極小球体外径検査機

長岡市 ｸﾘｰﾝ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 50 ｶﾗｰﾌｨﾙﾀ製造装置 枚方市 ｻﾜｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 243 精密洗浄

飯田市 多摩川精機 100 自動車用角度センサ 八尾市 帝国チャック 158 特殊チャック

岡谷市 ダイヤ精機製作所 40 極細深穴加工 八尾市 冨士電子工業 80 高周波誘電焼入

岡谷市 中村製作所 75 プレス金属 八尾市 レザック 50 抜型製造用加工機

塩尻市 ｻｲﾍﾞｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 80 特殊金型 三島郡 ナルックス 80 プラスチックレンズ

元気なモノ作り中小企業300社	

目に触れにくいが重要な役割を果たしているモノ作り中小企業の姿を、広く国民に対して具体的な姿でわかりやすく示すことにより、こ
れら中小企業のやる気を一層引き出すとともに、若年者を中心にモノ作り分野に対する関心を持つきっかけとなるよう、全国の元気な
モノ作り中小企業を300社選定しとりまとめたものが、2006年経済産業省により公表された。同様に2007年、2008年、それぞれ300社

が追加選定されている。 （参考までに、この2006年-300社のうち、当社営業所所在の都府県関連のものをリストアップ）	
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課　題	

位置決め技術	 製造業の国際競争力強化のために、工作機械、半導体製造装置、ロボットにおいてリニアモータを採用
した高速の加減速、高精度の位置決め技術が重要な要素となっている	

部材の結合	 新しい事業の展開のためには、自動車産業、建設機械等における高強度、新素材のねじ、ロボットにお
ける軽量化、省スペース、情報家電における薄板・微細部品の特殊ねじ、マイクロねじなど新しい技術を
活用した締結方式の開発が必要となっている	

めっき	 近年脚光を浴びている燃料電池では電極などの主要構成部材、ロボット、情報家電などにおいて、耐食
性、エネルギー効率向上、電気伝導性向上など、自動車には耐磨耗性、防錆、耐焼つき性などで技術
高度化の要求が強い	

熱処理	 熱処理技術の高度化は自動車部品、建設機械、工作機械、情報家電、ロボットなど広い産業分野で強
度・耐久性向上に寄与するものとして歪み抑制、工程短縮、新材料の適用などに強いニーズがある	

高機能化学合成	 新産業創造に向けた化学合成技術としては、情報家電における次世代半導体技術、自動車の塗装部
材・電子部品、新型太陽電池、印刷業界のインク・情報記録などの用途が考えられる	

織染加工	 製品中に使用される織染製品としては、家電の液晶ディスプレイ、医療での包帯・ガーゼ・手術用縫合糸
といった衛生製品の抗ウィルス加工や人工骨・人工血管等の生体代替材料、消防服などの耐熱繊維等
広範囲にわたる用途開発が進んでいる	

（高度化指針の17分野から抜粋）	
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キーワード	

知的財産権	 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解
明）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活
動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権な

どがある　　	

川上・川下産業	 「川上産業」とは、加工サービスや部品の供給などを行い、「モノ作りの基盤技術」を持ち、「高品質・高精度
の製品の生産を可能とする」産業のこと（例、部品加工業）。「川下産業」とは、「川上産業」に対して 終製品
を製造・販売する産業のこと（例、自動車産業、家電産業）	

中小企業	 中小企業基本法によると：製造業、運輸業、建設業では資本金3億円以下・従業員300人以下、卸売業では1
億円以下・100人以下、サービス業では5000万円以下・100人以下、販売業では5000万円以下・50人以下	

中小企業基本法	 中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定め、中小企業に関
する施策を総合的に推進し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的として、1963年に
施行された法律	

科学技術基本法	 日本が「科学技術創造立国」を目指して科学技術の振興を強力に推進していく上でのバックボーンとして
1995年11月に施行された。この法律は日本科学技術政策の基本的な枠組を与えるもの。これによる科学技
術政策の企画、立案、総合調整を行う総合科学技術会議が内閣府に設置された。これに基づいて科学技術

基本計画（第1期1996～、第2期2001～、第3期2006～）が策定されている	
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参考図18-1　科学技術基本計画のなかで推進４分野のうちの１つ「ものづくり技術」の注力ポイント	

ものづくり戦略重点科学技術の体系	
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１．　中小ものづくり高度化法の解説　中小企業庁編　2006.9.25　（財）経済産業調査会 

２．　中小企業白書＆ものづくり白書　経済産業省ほか、各年 

３．　科学技術白書、文部科学省、各年 

４．　時の動き　（月刊）各号　内閣府 

５．　官庁のHP 　　	

参考資料	


