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特別編集版
この冊子は『テクノロジー・ロードマップ2021-2030 全産業編』の序章を抜粋したものです。
禁無断転載

「テクノロジー・ロードマップ」の考え方と活用法
本書「テクノロジー・ロードマップ 2021-2030」
（TRM
2021版）は、今後の日本の産業界にとって重要と考えら
れる15分野（領域）の合計124テーマについて今後10年
のロードマップを描いている。
ここではTRM2021版の作成における考え方の概要と

て、その誤解を分かりやすく解説し、応用していく上で
の勘所を示す。
ここで、本書で取り上げるTRMの基本理念ともいう
べき三つのポイントを挙げる。
（1）市場の未来を起点にした技術ロードマップを作成

して、作成理念と経緯・構成を振り返り、現在日本で必

各領域/テーマでは、未来市場の仮説（ありたい/ある

要とされているロードマップの経営上の位置付けと活用

べき姿、夢、ビジョン）を先行させているのが特徴である。

方法を第 1 部で解説した後、その実際の企業における典

未来市場を構想し、そこで求められる機能から商品や

型的な実践（使用）事例を第 2 部で述べる。また近年、ロー

サービスを想定し、それを実現させるための技術を明確

ドマップの重要性が認識され、その活用が広がってきて

にしていく。

いるが、一部ではロードマップに関する誤解が散見され
る。そこで、第3部ではそのような誤解の例をパターン

（2）市場、商品、技術の 3 層を統合化
企業の経営者、事業担当者、研究開発者が、市場、商品、

化して整理し、企業や組織内で重要な内容を共有化がさ

技術の各層で活用できるようにするために、各層のロー

らに進むように示すことで、さらにテクノロジー・ロー

ドマップをひも付けしている。業界を市場、商品、技術の

ドマップ（TRM）を実践的に活用できるようにした。

各視点で眺めながら自社のロードマップと比較、統合化

その背景の第 1 として、TRMが改訂を重ねるごとに
「未来」の記載内容が見やすく改善され、対象領域が時代
の変化とともに大きく変化していることがある。また、

することで、より説得力がある未来が見えることになる。
（3）未来市場の定量化
新規事業において、マーケットはまだ存在しない場合

利用側のそれぞれのロードマップ作成能力が進化して

が多い。TRMでは可能な限りの定量化を、世界と日本の

いる中で、本来のロードマップの統一感と未来の市場視

両市場で行っている。これは技術のマーケットでの未来

点が共有化されやすくなってきており、TRMの完成度

ポテンシャルを最大限引き出すことを意図している。

が上がってきている。
第 2 に、TRMを各社で採り上げる目的が様々な範囲
に広がり、ロードマップ活用の具体的な事例が広がって
きた。実際にそのような事例を参照して、新たに活用を
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進めたいというニーズが増えてきている。

・TRMの作成経緯の概要

第 3 に、ロードマップを各企業で作成することが当たり

TRMの作成経緯と2021版の特徴

これまでのTRMの作成経緯について振り返ってみる。

前になってきた結果、より効果的に各種のマネジメント

当初の企画は、当時日本国内において市場と技術を明確

手法、特に相性の良いKPI（Key Performance Indicator）

に関連付けたロードマップが存在しないということから

マネジメントなどと関連付けて作成することが増えてき

始まった。経済産業省主導で2005年から2010年まで各

ているが、様々な勘違いや誤解例も目立ってきている。

分野を広範に網羅した技術ロードマップが継続的に作

以降、第 1 部では、TRMの作成経緯から全体的な構成、
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第 1 部：TRM の作成経緯と内容構成

成されていたが、2011年の東日本大震災によって中断さ

基本的な表記方法の意味、作成プロセスを示す。第2 部

れ、その後も統合的なものは見送られてきたという背景

では、ロードマップをイノベーション創出として活用す

がある。

ることを目指し、顧客創出を含めた組織内外とのコミュ

前述のTRM基本理念の下、現在のTRMの基となる企

ニケーションツールとして捉えた時の経営的視点での社

画を2013年1月にスタートし、2 カ月後には市場、商品、

内活用法や事例、注意事項を紹介している。第 3 部では、

技術を統合するフォーマット案を作成した。同時に現在

ロードマップに対するよくある五つの誤解を取り上げ

から10年後の未来に向けて重要になると考えられる約
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図 1 TRM 全産業編の分野数とテーマ数の変遷
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（筆者が作成）

100テーマを各資料から抽出し、執筆者の選定を行った。

図 2 「TRM」の基本構成イメージ

この流れはTRM2021版にも引き継がれている。
複数回にわたる全体と個別の調整を経て、2013年11
市場ロードマップ

月に「テクノロジー・ロードマップ 2014- 2023」
（TRM
2014版）の発刊となった。これ以降、毎年アップデート
版（改訂版）を出すことになる。これは世の中のニーズ

商品ロードマップ

が未来のロードマップの具現化と継続的な改訂版を待望
していたことにほかならない。

技術ロードマップ

・TRMの改訂経緯
TRMは、10年間のロードマップを毎年 1 年ずらしな
がら改訂版を継続的に発行している。最初の改訂版

（筆者が作成）

（TRM2015版）では、読者や有識者の評価を踏まえて、
全面的な見直し（執筆者、仕様の統一など）を行うこと

測安全」など、エネルギー分野では「人工光合成」
「有機

になった。さらに、テーマについても多くの意見を取り

系太陽電池」など、医療分野では「再生臓器」
、ロボット

入れて再検討を行い、36テーマを新規に追加（26テーマ

分野では「協働ロボット」
、情報通信分野では「量子コン

を削除）
、執筆者も1/3を入れ替えた。このような見直し

ピュータ」
「エンドポイントAI」など、材料分野では「マ

は、その後の改訂でも踏襲している（図1）
。

テリアルズインフォマティクス」
「 生分解性プラスチッ

さらに、TRMのシリーズ展開を行った。具体的には、

ク」など、マーケティング/サービス分野では「ブレイン

全分野を網羅する「全産業編」のほか、ICTと各産業の

マーケティング」など、農業・食品分野では「AgriFood

融合による価値を主軸においた「ICT融合新産業編」
、医

Tech」などが、新規テーマとなっている。

療・健康、食と農業にメインに掲げた「医療・健康・食
農編」など、社会的な話題性やニーズに合わせて投入し
ている。いずれもロードマップの基本的フォーマットや
構成は共通で同様の作り方を継承している。

1-2

TRMの全体構成イメージ

TRMの全体構成（統合化への階層）は、企業などで一
般的に使う統合ロードマップと階層の内容が若干異な
る。企業では最上位に経営・事業のロードマップが位置

・TRM2021版の改訂ポイント

するが、本書ではその代わりに市場ニーズを中心にした

今回のTRM2021版の主な改訂ポイントについて述べ

「市場レベル」を最上位に置いている。この市場レベルを

る。今回は分野数15、テーマ数124を数える。今回、新型

起点に「商品レベル」および「技術レベル」にブレークダ

コロナウイルス感染症の拡大を見据え、リモートワーク

ウンする視点は本ロードマップの特徴的な部分である。

や遠隔コミュニケーション、遠隔体験の中核となる「時

本書では基本構成イメージとして、図2に市場ロード

空/意識の超越」
（6 テーマ）を、新たに第 1 章として加え

マップ、商品ロードマップ、技術ロードマップの関連イ

た。

メージを示す。それぞれで描かれた未来が関連しながら

また、自動車分野では「パーソナルモビリティー」
「予

統合化したロードマップとなっている。
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・ロードマップの各階層とその内部構成への考え方

全体の潮流を示す。何が起こり、何が起こりそうか

各ロードマップの階層についての大きな枠組みは、基
本的に市場、商品、技術であり、それぞれの中をさらに

ということについて、各テーマにおける世の中（社
会環境）の変化を大きなくくりで示す。

細分化してある。図 3 に具体的なフレームワークを示し

・市場ニーズ：上記の全体的な潮流に関連した市場

た。各テーマの内容は、基本的に時系列で示すロードマッ

について、特に利用者（ユーザー）が期待している

プ（図）と、市場→商品→技術の流れ（シナリオ）を文章

ニーズについて示す。市場における価値の期待値（社

で解説する部分から成る。

会的価値、顧客価値）を整理してまとめる。これら

ロードマップ自体は、市場レベル、商品レベル、技術レ

の価値の実現には、後ほど出てくる商品/サービス

ベルの大きく 3 階層に分かれ、解説ではそれぞれに対応

群の実現（第 2 層）と技術の完成（第 3 層）を関連付

した流れを市場トレンド、商品トレンド、技術トレンド

ける。
・市場規模：世界または日本における各テーマに関連

の項目として立て、説明する構成となっている。
以下にロードマップの各階層（市場、商品、技術）にお

する商品/サービス群の市場規模を、具体的に定量

ける内容について、その考え方を示す。

的に示す。上記全体潮流や市場における変化を勘案

i．市場レベル（第 1 層）
：市場全体で見えてくるトレンド

している市場の数値を、フェルミ推定などで求め、

を下記 3 項目についてまとめる。各領域や商品群の項目

そのために用いた計算根拠をできるだけ求めるこ

別に未来に起こり得る変化のシナリオを作成し俯瞰し

とにした。
ii．商品レベル（第 2 層）
：世の中に流通する商品/サービ

ている。
・全体潮流：各テーマの世界（または日本）における

ス群とその顧客価値に関する期待機能の内容を時系列

図 3 今回のロードマップの基本的フレームワーク

時期（年）

全体潮流

〜2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 2027 2028 2029 2030 2031

○○○○

市場レベル

市場ニーズ

市場規模

商品レベル

期待機能

○○○○

予定製品

技術レベル

個別重要技術

○○○○

共通技術

（筆者が作成）
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技術は何かを明確にして時系列で整理したのが個

的に示す。
・期待機能：市場レベル（第 1 層）で大まかに捉えた

別重要技術である。前項の商品レベルの内容を実現

市場ニーズの具体的な期待価値を示す。この分野で

するための優先順位の高い技術を個別にピックアッ

展開されると推定される商品/サービス群の中で、

プし、どのタイミングでどのような技術が必要にな

それぞれに対する具体的なニーズとなる。

るかを時系列で示す。

・予定製品：上記の期待機能にマッチさせた具体的な

・共通技術：個別の重要技術だけではなく、長期間に

商品/サービスとその実現時期である。特に新しい

わたって蓄積する共通的な技術をここで明示する。

商品/サービスの場合には商品化のスタートと量産

1-3

時期（実用化時期）を意識したものとなる。

TRMの具体的な作成プロセス

iii．
技術レベル
（第 3 層）
：従来の一般的な
「技術ロードマッ

本書におけるTRMの作成プロセスを紹介する。これ

プ」はこの部分だけを取り上げて詳細に示したものが多

は本書を活用するときのヒントにしてさらなる展開を

い。いわゆる「技術はいつ実現するか、その進捗に合わ

していただきたいためである（各社で独自のロードマッ

せて線を引く」という発想に基づくロードマップである。

プを作成する方法論は本活用法の第 3 部と付録を参照）
。

しかし、ここでは技術起点ではなく、市場の変化やニー

各テーマでは、担当した執筆者が未来市場の仮説（あ

ズに対応した技術をどのタイミングで当てていくかと

りたい/あるべき姿、夢、ビジョン）をシナリオとして描

いう発想で、技術の変遷を捉える。

き、市場の未来を先行させているのが特徴である。商品

・個 別重要技術：ニーズに沿ったそれぞれの商品 /

の未来や技術の未来を単体で見るのではない。市場のビ

サービスを実現するためのコア技術、優先度の高い

ジョンを実現するため、そこで求められる機能から商品

図 4 今回のロードマップの全体構成イメージと階層

時期（年）

〜2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 2027 2028 2029 2030 2031

市場レベル

全体潮流

市場ニーズ

今回のロードマップの
価値が集中

市場規模

商品レベル

期待機能

予定製品

技術レベル

個別重要技術

今回のロードマップの作成範囲
（2021〜2030年）

共通技術

（筆者が作成）
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やサービスを想定していくことになる。さらに、イメー

模という中分類があるが、さらに理解しやすくするため

ジした商品/サービスを実現させるための技術を明確に

に小分類を設定するということになる。例えば市場規模

していくプロセスとなっている。

のところが、
「世界」と「日本」に分かれる。
同様に、商品レベルについては、中分類では期待機能

TRMでは将来の市場を起点にしたロードマップが前
提であり、市場ニーズ（社会価値、顧客価値）のあるべき

と予定製品という中での小分類、技術レベルについては、

姿を第 1 の出発点にすることが基本となっている。従来

個別重要技術、共通技術という中での、小分類を必要に

の一般的パターンである、
「 まず技術を起点に置いた技

応じて設定し、それぞれ時系列的な流れの意味を明確化

術の完成度を優先させ、その完成時期（予想）に依存し

している（図5）
。
従来の一般的なロードマップが活用されにくかった最

た商品/サービス」という順番になることを避けるため

大の問題は、それぞれが個別に作られ、相互的な調整や

である。

統合化が、あまりなされていない点にあった。また統合
・具体的に行った作業プロセスのイメージ

化されていたとしても、社内のリソースや特定業界での

まず、最上位レベルの市場のあるべき姿を記入して、

視点のものであることが多く、なかなか客観的、統一的
な視点を得ることは難しかった。

そこから商品レベル（ロードマップ）
、技術レベル（ロー

今回のTRMでは業界を市場視点で見ることができる。

ドマップ）とつなげて記入していく。特に重要なのは、
市場レベルの後半部（2026～2030年）であり、そこにロー

これをベースにさらに自社のロードマップと比較、統合

ドマップの価値が集中する（図4）
。

化することで、より説得力がある未来が見えることにな

各階層においては、各執筆者がそれぞれの判断で必要

る。また自社でロードマップを作成していない、または

に応じて項目をさらに細かく分けている。これはフォー

統合化を進めていない企業においては、TRMをたたき

マット上、市場レベルでは全体潮流、市場ニーズ、市場規

台として利用することで、この問題を解決できる。

図 5 各階層における項目の細分化イメージ

時期（年）

〜2020

市場レベル

全体潮流

◯◯◯
◯◯◯

市場ニーズ

◯◯◯
◯◯◯

商品レベル

市場規模

世界
日本

期待機能

◯◯◯
◯◯◯
◯◯◯

予定製品

◯◯◯
◯◯◯
◯◯◯

技術レベル

◯◯◯
個別重要技術 ◯◯◯
◯◯◯
共通技術

2021

2022

2023

2024

2025

2026 2027 2028 2029 2030 2031

今回のロードマップの作成範囲
（2021〜2030年）

◯◯◯
◯◯◯
◯◯◯
（筆者が作成）
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・市場レベル（第 1 層）と商品レベル（第 2 層）のつなげ方
基本的に市場トレンド 、市場ニーズを将来の商品 /
サービスのニーズと捉え、市場全体から、商品群やサー
ビス群の顧客価値に結び付けていくことで、第 2 層につ
なげる。大きなトレンドからは焦点が絞りにくいので、

第2 部：ロードマップの経営上の位置付けと活用
法
2-1 日本企業におけるイノベーション対応とロードマップ
・プロダクトライフサイクルを考える

全体潮流とは別に市場ニーズと関連付けることになる。

新しい商品を上市する時に、その商品や事業のライフ

一方では、商品レベルにおいても市場ニーズがいきな

サイクルを見ていくことで、現在と将来のポジションの

り具体的な商品にはつなげにくいので、階層をさらに期

仮説を明確化することができる。その時間軸上の俯瞰的

待機能と予定製品と二つに分けている。これは市場ニー

イメージを、図6に示す。研究開発の時期を準備期間と

ズを期待機能（顧客価値）として一度分解することで、

して考えると、新事業開始のイノベーションの時期、最

次の予定製品と具体的につなげやすくなるためである。

盛期、さらに終焉・下降期と分かれてくる。
これを人の一生に当てはめてみると分かりやすい。人

・商品レベル（第 2 層）と技術レベル（第 3 層）のつなげ方

の誕生は不連続的な出来事である。まさに新しい商品が

具体的な商品イメージとその仕様が明確になること

市場に出現した時も同様で、リスクも伴うが多くの人々

で、第3層に設定した個別の重要技術や基盤となる共通

に祝福される。その後、かわいがってくれる人が特別に

技術につなげることが可能となる。これらの技術要素が

保育してくれる。この時期に大切なのは、まだ子供を企

明確になることで、自社の技術資源や未来に調達すべき

業で働かそうと思わないで、育成や教育を経て、成熟さ

各種技術などの戦略的対応が共有可能となる。

せながら鍛えることとなる。新商品の場合も同様であり、
生まれたばかりの新商品をいきなりメジャー市場に展

・市場規模の推定（存在しない市場規模の推定）

開しようとしないことが大切である。

新規事業のロードマップ作成時点においては、市場は

経営学での考え方として、よく言われる経営パラダイ

まだ存在しない場合が多い。この場合でも将来市場の

ムの変化を「三つの世代」として捉え、それぞれの相違

（定量的）推定は必須である。この推定は算定根拠の明

を整理する。まず、既存事業や製品の範囲を躍進期とし

確（論理的）な数値を使い、特にビジネスを提案する場

て第 1 世代、定常（成熟）期を第 2 世代と捉える。さらに、

合には、ビジネスプラン（事業計画書）の最も重要な基

誕生期をイノベーション期として第 3 世代と呼ぶと以下

礎数字になる。

のようになる。

まずは市場全体の売り上げ推移予想である。これはあ
らゆる市場の可能性を抽出し、市場規模の最大値を推定
事業化の機会を検討することにより、技術シーズの市場
での可能性を最大限引き出すのがポイントとなる。

↑売り上げ

するのが手始めとなる。発想を伸ばしながら、あらゆる

図 6 経営学における世代と実際の経営対応イメージ

プロセス・イノベーション
（生産、製造）

つかみどころのない物理量を短時間で概算する方法
の一つに「フェルミ推定」と呼ぶ方法がある。この方法
は少ないデータから仮説構築を論理的に行うもので、物
理学者のEnrico Fermi氏が得意としていた。このよう
な推定法は、米国ではコンサルティング会社の入社試験

プロダクト・
イノベーション
（研究、開発、
事業化） ③MOT

①

②

MBA
年数→

で出されるものとしても知られている。日本では地頭力
を鍛える方法の一つとして有名になった。この推定法に
は絶対的な正解がなく、あくまで概算を行うものとな
る。

第1世代：場
（業界）
を選択
第2世代：個別企業の特殊性・異質性
第3世代：不確実性に着目
（筆者が作成）
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第 1 世代：成長期では経営の定石としては拡大投資が

に企業の場合は、長期経営ビジョンをベースにした作成

基本だが、場（業界）を選択し、経営資源を投下するのが

目的を経営マネジメントとして事前に議論し、大筋で合

基本となる。

意しておくことが大切である。

第 2 世代：急激な成長が止まり、成長カーブが低下に

図7に、そのイノベーション対応の場合における軸の

転ずる時である。経営の定石としては競争優位を個別企

視点とポイントをまとめた。ロードマップの作成や活用

業の特殊性/異質性に求めることになる。

に当たって、シナリオ作成の作業前に、各軸について共

第 3 世代：第 1 世代、第 2 世代から元に戻る形になる
が、さらなる成長を得たいと思った時、新しいイノベー

有化し到達地点を明確にすることで、仮説・検証サイク
ルが出来る。

ションマネジメントが重要になる。このステージでは不

ここでは、ロードマップ作成上、基本となる時間軸に

確定性に着目する理論として、偶発的成功と事前意図的

ついて述べる。ビジネスには固有の時間軸がある。この

計画を融合して経営資源配分が決まる。

時間軸を理解していないと、間違いを犯す。また、自ら
の時間軸をきちんと把握しておくことが必要となる。特

・イノベーション対応におけるロードマップの重要性と

に会社組織に属している場合には、その企業や企業が属

必要軸

していた業界固有の時間感覚が個人の常識になってい

第 3 世代のイノベーション対応の場合、ロードマップ

る可能性がある。この固有の時間軸はこれまでと違った

作成は市場と技術の不確定性を伴うので簡単ではない

新しいことを行う場合に抵抗因子となる場合が多い。

が、逆にロードマップとして威力を発揮できる状況とも

その判断基準は、
「 今考えている商品を顧客側から見

言える。ロードマップを必要とする組織の強みや強くな

た商品の開発・陳腐化速度」ということになる。さらに、

りたい姿など、上位の意志も前提として必要となる。特

ビジネスの進捗ステージを見ると、一筋縄ではいかない、

図 7 ロードマップにおける各軸の種類とそのポイント

図 8 ロードマップにおいては「ありたい / あるべき姿」を描く

軸

ポイント

時間軸（起点と出口）

連鎖的にマイルストーンを明確にする

視点軸（予測の切り口）

市場ニーズ、社会ニーズ、技術シーズなどの
切り口を明確にする

領域軸（相互関係）

目的とする事業、商品、技術などの範囲を
明確にする

あるべき姿
ありたい姿
自社が向かうべき場所の提案を明確にする
定量目標＋定性目標を描く

（筆者が作成）

期限・水準を明確にして描く
（筆者が作成）

図 9 事業展開シナリオのパターン例

B シナリオ
（中間目標値）
C シナリオ
（悲観値）
年次

（2）代替製品シナリオ

（3）他業界・分野への進出

D シナリオ

E シナリオ
F シナリオ

売り上げ

A シナリオ
（楽観値）

売り上げ

売り上げ

楽観値 / 悲観値シナリオ
（1）

G シナリオ
H シナリオ
I シナリオ

年次

年次
（筆者が作成）
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いくつかの進捗ステージがあることが分かる。顧客側の
ステージと、商品を提供する側のステージという視点で

図 10 ロードマップに展開するイノベーションと将来の成長に関わ
るビジョン
↑事業の活動度

考えてロードマップを描く、未来のシナリオ作りが大切
となる。
・シナリオの描き方とそのビジネス表現のポイント

事業の発展・成長へのロードマップ

最近の企業におけるロードマップにおいても、特に経
営側からの重要性が増大するとともに、かなりの部分に
おいて、ビジネスプラン的な発想が求められる。ここで
は、そのためのいくつかのポイントを示す。
「何をやりた

時間→

いか」
「ビジネスの顧客価値とその最終商品イメージ（ビ
ジョン）は何か」を考え、既存の枠組みを壊して、自分が

イノベーション実現のロードマップ

やりたいことを自由にプランニングすることが重要であ
る。

（筆者が作成）

また、ロードマップ作成の作業（ロードマッピング）に
当たっては、まず作成目的を明確化するということが大

想定し、その対策をオプションとして考えておくことが

切である。そして、そのビジョンを取り上げ、シナリオ

説得力を高める有力なツールとなる。

としての仮説構築や検証のための前提や目的を考えて

これらをロードマップへ展開するためには、時間軸を
常に考えながらスタートと到達点を仮説として明確化

いく（図8）
。

することである。まずは足下をしっかりと固めた上で、
・ロードマップにおけるシナリオパターン

将来の夢を形成するパターンをイメージする必要がある

どのような商品をイメージしているかが明確でない

（図10）
。

と、市場検証は難しい。発展性のない商品では既存市場

また、ロードマップは各企業の経営者にとって一つの

の枠内でのビジネスしかイメージできず、説得力あるビ

ガイドライン（たたき台）に過ぎない。経営者にとっては、

ジネスプランを描けない。お金を獲得するシナリオ作成

イノベーションを伴う新規事業の場合と既存事業の拡大

が必要となるが、事前の投資額を回収するのは一筋縄で

の両方の経営視点を持つことが重要である。ロードマッ

はいかない。そこを説明するために以下のような楽観論、

プによってこれらの方向性と自社の商品や技術の関係

悲観論、中間論のケースを描いておく必要がある。

性が見えてくる。

シナリオ作りのイメージを、図9に示す。未来の可能
性として通常三つは想定したほうが良い。売り上げが予
想通りいかなかった場合の代替シナリオもあらかじめ

・各部門におけるロードマップの役割
具体的には市場、商品、技術の3層の自社の新ビジネス

図 11 各部門における必要なロードマップと役割
社内部門

必要なロードマップ

経営的視点での役割と対応

経営・管理部門

経営・事業ロードマップ（BRM）＋
未来の商品、技術とのつながり

現在と未来の事業基盤の確保とギャップへの資源の再配分（最適化投資）
⇒市場とのつながりは大丈夫か、ずれていないか
⇒技術とのつながりは大丈夫か、遅れていないか

事業・生産・営業部門

商品ロードマップ（PRM）＋
経営への貢献と技術のリーディング

顧客の環境変化に対応しているか、その妥当性のアピール
⇒迅速なマーケティング、営業対応による顧客価値の把握
⇒工場における生産技術によるコスト低減、品質の向上

技術・研究開発部門

技術ロードマップ（TRM）
＋
商品を通じた事業、経営への貢献を
明確化

研究開発テーマの重要性と新規事業へのイノベーションの推進、既存事業への
貢献アピール
⇒基盤技術の持つ強みと先端技術展開による将来への発展性の明確化
（筆者が作成）
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の内容について、各部門が時系列的にベクトルを合わせ

各企業は既に何らかのロードマップを持っている場合

ることで情報を共有できるようになる。また、経営者の

が多い。そこで、既存のロードマップとTRMを比較し活

意向を反映しているロードマップを全社員で共有でき

用する考え方を中心に説明する。

る。これらのひも付けによる関連付けや比較のプロセス

図12には、TRMの利用プロセスをSTEP1からSTEP6

を続けることで、相互のコミュニケーションにより、経

までフローチャートで整理した。自社で既に作成または

営や各部門の立場の理解や納得度がお互いに深まり、

作成中のロードマップとTRMを並べて見ることが最初

ロードマップの作成自体も意義深いものになる。

の重要なステップとなる。それらの内容の差異（空間的

図11に、各部門でのロードマップの役割を経営的な視

な違い）や、タイミングのずれ（時間的な違い）を抽出し、

点でまとめた。社員には重要な各部門を横断するコミュ

ギャップを検討することで自分たちのロードマップの意

ニケーションツールとなり得る理由がそこにある。自社

味付けが行われる。このようにTRMを自社の仮想未来

や経営におけるロードマップのスタンスや目標が明確に

のベンチマーク（たたき台）として考えることがポイン

なったところで、独自に各項目での必要なひも付けを各

トとなる。

階層/部門が相互に行う。
・ひも付け作業による未来の共有化事例
2-2 自社のロードマップを TRM と比較

自社におけるロードマップのスタンスや目標が明確に

・自らのロードマップの仮説検証作業として活用

なったところで、経営・管理部門、事業部門、研究開発部
門などにおいて、各項目で必要なひも付けを相互に行う。

図 12 「テクノロジー・ロードマップ」の利用プロセス

ロードマップ作成の意図の一つである各階層・部門を
越えたコミュニケーションによる説得性、納得度の高ま

STEP1：
分野とテーマを選定
（例えばエネルギー分野、太陽光発電のテーマなど）

りにつながる。
もちろん、未来は不確定な要素がほとんどであること
から実際には作業が難航することが多い。これらのひも
付けによる関連付けや比較のプロセスを続けることで、

STEP2：

自社の内部状況を考慮した上記の分野・テーマの
ロードマップを作成
（どの階層でも良く、複数の階層を統合したロードマップ
であればなお良い）

相互のコミュニケーションにより、理解や納得度が深ま
り、ロードマップの作成自体が意義深いものとなる。最
終的には企業において機能が分かれる経営、事業、営業、
技術､ 研究開発などの各層における未来の共有化に役立
たせることを目指す。

STEP3：
本ロードマップと自社のロードマップを比較

ロードマップの統合化の全体的なイメージを図13に
示す。具体的には、次の 2 点について注意しなければな

STEP4：
自社ロードマップの中で不足している部分があれば、
本ロードマップの該当部分を追記
（実現時期など必要に応じて自社情報を基に修正可能）

らない。第 1 に、階層を越える関連付け（ひも付け）であ
る。例えば、かなり強い関連を実線、適度な関連がある
場合は点線とする。ただし、小さな関連もすべてひも付
けしようとすると、関連付けだらけの複雑な図になって

STEP5：
縦方向の矢印
（ひも付け）
を使って各階層の関連を明確化

しまう。実際は目的に応じた重要な関連付けに絞るべき
だろう。
第 2 にひも付けの矢印の方向である。この方向は両者

STEP6：

必要に応じて検証作業を各階層で行い完成度を高める
（経営、事業、市場、技術などの観点）

の因果関係を示すことから重要である。TRMのコンセ
プトは市場を起点に、商品/サービス、技術に関連付ける
ことを意図していることから、基本的には下に向いた矢

（筆者が作成）
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印になる。ただし、中には技術主導型の製品があったり、

図 13 統合ロードマップにおける各階層のつなぎ方

2021年

2024年

2027年

2030年

社会トレンドA→B

事業・市場レベル
（市場ロードマップ）

○○新時代
の到来

市場ニーズの
立ち上がり

製品①

製品④

製品・商品レベル
（製品ロードマップ）

製品②
製品③

技術㋑

技術㋺

技術要素レベル
（技術ロードマップ）

技術㋩
技術㋥

技術㋭

（筆者が作成）

技術の成熟度で採用の可否が決まる場合もあったりす

（2）自社の事業展開の妥当性

る。その場合は両向きの矢印で表現することとなる。こ

自社の得意な分野については、その一致点や相違点を

れは企業の中での統合ロードマップの作成と、解釈、共

関係者間で議論し、自社メンバー内での共有化を行う。

有化の場合に重要なポイントとなる。現実的な戦略の策
定や相互理解の意識的な表現にも大きく役立つ。

（3）研究開発や事業化スケジュールとの整合性
必要な技術トレンドを、社内で関係する事業部や営業
部、研究開発部門などの間で議論し、自社に必要なロー

2-3

経
 営部門、事業部門、技術部門のコミュニケーショ

ドマップを確立する。さらに、研究開発スケジュールに

ンツールとしての活用

おける抜け落ち部分や整合性も見ていく。

・経営、事業、技術の関係者の間で未来の共有化
ロードマップ作成の作業では、各部門間のコミュニ

・研究開発部門での活用

ケーションツールとして各階層を越えた未来の共有化が

TRMを用いた活用で最大の恩恵を受けるのは研究開

重要になる。経営の最大の仕事は不確定な未来に対して

発部門となる。ロードマップによって企業の研究開発リ

限られたリソースを的確に配分し投入することである。

ソースに対する経営者、事業関係者の視点での理解が期

具体的には新事業への展開を目的にした際はロードマッ

待される。具体的にその考え方と効果を紹介する。

プによって経営、事業、技術の関係者の間の未来の相互
の関係と時間軸の共有化を行う。

経営者から見た研究開発テーマと経営計画の整合は、
重要性が高いものの、これまでの役割分担体制では具体
的に見えないことが多かった。統合化したロードマップ

・統合ロードマップの共通認識
新ビジネス展開を目的にするとき、統合ロードマップ
によって経営幹部間の共通認識の内容は以下となる。
（1）グルーバルな市場トレンド
各分野とテーマを選び、そのトレンドをTRMの中の
市場ニーズで見いだし、自社の検討結果と比較する。

の共有化により、必要とされる技術をどのように達成す
るかが、研究開発スケジュールという形でアクションプ
ランにブレークダウンされ、経営側にも可視化できる。
統合ロードマップの中の技術ロードマップの下部に、
これによって関連する研究開発テーマのスケジュールを
同じ時系列で並べることがスタートとなる。事業や商品
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とつながった技術要素のマイルストーンを実現する研究

企業の立場だと、それらの未来のロードマップの中に

開発の内容とスケジュールが可視化され、検証が可能と

どのように自分たちがいかに関わるか、どのようにビジ

なる。各研究開発テーマと予定される成果が、それぞれ

ネスチャンスを描けるかがポイントとなる。図14にロー

の商品化の日程とつながり、理解しやすくなる。

ドマップ作成の目的（意味）を、外部とのコミュニケー

技術側から見ても、研究開発テーマと達成技術目標が

ションによるニーズの先取りという視点でまとめた。

ひも付けられた商品化のタイミングとつながることで、
経営や事業視点の目標やロードマップとのつながりを意
識したり、実施者のモチベーションの向上につながる。

・ロードマップの外部/内部組織に対する扱い方の注意
事項
ロードマップは本来、企業にとって未来の方向性を決

2-4 オープンイノベーション時代に必要なロードマップ

めるための羅針盤となる。その意味では企業秘密の中で

・外部を対象としたロードマップとは

最も重要度の高いものに相当すると言える。しかしなが

組織の外のニーズや意向を先立って知ることができ

ら、企業が望んでいる方向性や、実施する投資計画など

たら、外部環境との不適合を起こすことはない。自社や

は広く外部にも内容を知ってもらい、各組織の協力を仰

自組織にとって、大変都合の良いことになる。大学や公

がなくてはいけない場合もある。

的研究機関なども未来の姿を自ら描き、社会的価値をど

このため、ロードマップの外部への公開や提示につい

のように確保していくかということを示す明確なビジョ

ては、ある程度ルールを明確にする必要性が生じる。社

ンが必要な時代になっている。また多くの組織では、社

内書類の取り扱い規定の徹底の問題だが、あまりにも厳

会的な目標の明示が義務化されてきている。

しい扱いにしてしまうと、共有の範囲が極めて限定され

図 14 ロードマップを用いた外部組織とのコミュニケーション
ロードマップの利用目的

外部組織の分類

役割のイメージ

具体的な組織メージ

資金関係入手

金融機関、行政機関など

直接/間接資金獲得

銀行、べンチャーキャピタル、投資組合など

補助金、助成金獲得

国、外部団体、自治体など

共同事業化、共創、協創

大企業、中小・べンチャー企業など

共同研究、研究委託

大学、高専、公立研究機関など

既存顧客

信頼関係の有無が分かる顧客

新規顧客候補

基本的にこれから信頼関係を築く顧客

アライアンス、オープンイノベーション

顧客マーケティング

企業、大学、公的研究機関

各種顧客

（筆者が作成）

図 15 オープンイノベーションとロードマップの役割
種類
産産
連携

産学
連携

分類

ロードマップの役割

備考

ベンチャー

独立系、コーポレート系、
IPO系、開発連携系など

アライアンスの目標（開発、事業など）の内容と
時期の共有化、べンチャーから提案が多い

未来目標の共有化なしで、ビジネスの
アライアンス（協創）
はあり得ない

中小企業

開発系、下請け系、
転換期の中小企業など

目標とプロセスの分担の共有化、明確化、中小
からも提案があると対等となる

十分に共有、協議していないと途中で
混乱する

大企業同士

既存事業部門、新規事業部門、 特に担当部門間の事業ステージが異なるときは トップ同士のしっかりとした合意、同意、
研究開発部門など
十分なロードマップ上の位置付けが必要
協力関係がないと難しい面あり

大学・学部

理学部、工学部、農学部、
医学部、高専など

研究開発ステージ、事業化ステージなどの共有
化と分担の明確化が必要

理学部は基本的に中長期的研究、工
学部は共同開発のステージ例が多い

大学・高専・
産学連携センター

地域共同センター、
産学連携センターなど

開発・事業化ステージの分担の明確化ととも
に、未来のビジネスの姿を含めて共有化が必
要

最新ニーズの確保、相互の人材育成
効果なども期待できる

同上であるが、
さらに研究期間のミッションのロー
ドマップにより、互いに位置を確認

共同で行う意味や本来の目的の明確
化 、コンソーシアムの設 計にロードマッ
プは必要

公的研究開発期間、 産業技術総合研究所、
その他
理化学研究所研、
自治体立産業技術センター、
TLOなど

（筆者が作成）
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図 16 ロードマップを用いて仮説をベースに顧客で検証するイメージ

技術からの可能性のある商品イメージを
時系列、重要な順に並べることで、
顧客のニーズ・ロードマップ（仮説）の
先取りが生まれる

製品④

製品①
製品・商品レベル
（製品ロードマップ）

製品②
製品③

（筆者が作成）

たロードマップになる。

分担が共有化され、明確になることが多い。

それでは、実際にどのようにしたら良いか。基本的に
マクロなトレンドを記載したロードマップは公開資料と

・企業同士のアライアンスにおけるロードマップの活用

して扱い、個別の具体案件や具体的な組織構造などを記

べンチャー企業は、ロードマップの共有化が比較的や

載しているものは社内資料として扱う。外部組織や顧客、

りやすい。一方、大企業は小回りを効かせた開発がやり

パートナーと の 取 り 扱 い に つ い て は 秘 密 保 持 契 約

にくくなっている。このため、社外のベンチャー企業と

（NDA）や覚書の内容にもよるが、基本的にある程度は

連携して、新しい事業を起こそうという機運が高まって

見てもらわないと相手の理解やコメントが得られない

いる。一番大切な作業は未来のロードマップによるすり

ことが多い。その場合にその時の判断で見せるのは構

合わせである。

わないが、できるだけ情報を残さないようにすることが
鉄則である。

大企業（発注側）が考えている未来の事業化タイミン
グ、事業規模、顧客市場などと、ベンチャー企業（受託側）
のそれらが異なっていると、最初から失敗は目に見えて

・アライアンスと産学連携におけるロードマップの重要

いる。契約条件の詰めも未来を共有化していればスムー

性

ズだが、それがないとずっと空回りとなる。この時の最

イノベーションとしての新規事業を起こす場合には、

大の武器となるのがロードマップである。双方が統合

単独のリソースだけでは、顧客価値をタイムリーに満足

ロードマップを持ち寄って議論する、または発注側が統

させることが難しくなってきている。ここでは、そのよ

合ロードマップで、ベンチャー企業側が技術ロードマッ

うな場合のロードマップの役割について述べる。

プまたは商品ロードマップを持ってすり合わせることが

まず全体を俯瞰し、オープンイノベーション、企業同
士のアライアンス、産学連携の時の立ち位置と将来の達

重要になる。
また、大企業同士のロードマップの共有化についても、

成すべき枠組み（目標）との関係をイメージする（図

同様にロードマップのすり合わせが必要である。これは

15）
。ロードマップ上に未来が描かれている場合、役割

事業部と研究開発部門、異なる企業の研究開発部門同士

テクノロジー・ロードマップ 2021-2030 ＜全産業編＞
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図 17 ロードマップによる社内 / 社外に対する効果
分類

内容

効果

社内的な効果

外部の市場・環境トレンドの把握と自社の認識の時間、空間、価値の各軸のずれの修正を行う

事業環境の把握

業界の主要顧客に対して自社の商品ロードマップを示し、現在〜未来の競合関係を明確化

競争環境の把握

個別の顧客ニーズの仮説と検証の取り込みによる（イノベーティブな）新事業、新商品を具現化

個別顧客情報の先取り

積極的な自社の技術力の公開・開示により、顧客、消費者へのブランド認知を行う

一般宣伝

自社の技術情報を公開することで、技術と部品・材料の調達を容易にする

独占的企業に多い

研究開発と技術の方向性を示し、仲間を増やすことで標準化を進め覇権を狙う

グローバル企業に多い

社外的な効果

（筆者が作成）

の連携についても同じことになる。特に、異なる企業同

製品仕様がいくら正確で詳細であっても 、顧客ベネ

士の連携では、事業化のステージが異なり、マネジメン

フィットを強く意識しないと、顧客（候補）にはあまり理

トのやり方も異なる場合が多い。この場合はロードマッ

解されないことになる。

プの提示により、どこまでのビジョンとプロセスを共有
できるかがポイントとなる。

・顧客の購入予定ロードマップを自社の開発ロードマッ
プに同期

2-5

顧
 客の未来ロードマップをくみ取ることが最大のロー
ドマップの活用

プに興味を持ってくれたら、しめたものである。その興

顧客に見せることが可能なロードマップは、自社の経

味がどこにあるのか、その本質的な興味は何か、どの程

営・事業ロードマップではなく、商品・製品ロードマッ

度なら実際に購入してくれるかを探り出さなければな

プになることが多い。顧客に提示し、顧客の未来のニー

らない。顧客自身も何を望んでいるのかが明確に分かっ

ズのマップ（購入ロードマップ）を聞き出すことが目的

ていないことが多い。これから開発し提供しようとする

となる。図16にそのイメージを示す。

側にとっては、共に顧客のニーズを作り上げていくチャ

そこでは顧客が既に自分でしっかりとした購入（仕様）

ンスとなる。

予定表（スケジュール）を持つ以前の段階で提案し、顧客

この場合、ロードマップで商品群が仮説として提示さ

の意思を固めながら顧客と対話を行うことがポイントと

れていると、どの時期のどの商品に注目するのかが見え

なる。既に顧客側で明確な将来のロードマップが描かれ

てくる場合がある。その時に顧客が嫌がらない程度に、

ていると、供給側（売り手）の立場として単なる部材/製

様々な周辺環境の状況、競合状況のヒントを提示するこ

品の供給業者、すなわち下請けの立場になってしまう。

とができれば、内容が明確になっていく確率が高まる。

・製品ロードマップを商品ロードマップへ転換

・顧客層への自社ロードマップ提示によるマーケティン

顧客も気がついていないベネフィットを時系列的に描

グ効果

き示すテクニックが必要になる。これがまさに顧客の想

顧客を含む外部とコンタクトを取る時に、適切なロー

定を超えたベネフィットをロードマップとして示してい

ドマップを準備することがいかに重要かということを

くこととなる。

示してきた。その効果をまとめてみると、未来を先取り

メーカー側が勝手に顧客が望む商品を想定してロー

24

ターゲットとする顧客（候補）が、提案したロードマッ

したほうが主導権を取りやすいことが分かる（図17）
。

ドマップを描いても、それは製品ロードマップにしかな

その際の注意事項もある。顧客に対して、供給側が顧

らない。言い方を換えれば、未来についてまだ混沌とし

客よりも主導権を握っていることをあからさまにする

た状況の中、顧客も自分たちにとって利益となる提案を

のは望ましいことではない。あくまでも顧客の意を受け

待っているのは間違いない。この時にありがちなのが、

てロードマップを作成しているという姿勢が保つこと

顧客への説明が製品説明で終始してしまうことである。

が重要である。
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第 3 部：ロードマップに関する五つの誤解とその
対応

それではスケジュールとロードマップの大きな違いは
何か。まずスケジュールが現在起点、ロードマップは未
来起点という大きな違いがある。とはいえ、先行きが連

企業向け業務としてロードマップの作成や使用につい

続的でかなりの確度でよく見えている時はどちらも大

ては15年以上サポートしてきた。また、2013年から日経

差がない。現在を起点にして行うべきことをコミットす

BP発行の「テクノロジー・ロードマップ（TRM）」で最

る工程表（リソースの再配分を得ているスケジュール）

初の企画から実際のロードマップの作成までの監修を

において、
それほど問題は生じない。一方、
未来が不確定、

行ってきた。その両方の過程では様々な誤解を見聞きし

不連続な時には、未来起点でターゲットを作るバック

ている。

キャスト型のロードマップが必要となる。

多くの企業では最終的な目的としてイノベーション、

ここではロードマップの成り立ちと有効性を考える

すなわち「新規事業」の実現が経営的な目標として挙げ

に当たって、まずは必要な知識としてロードマップはス

られ、それを目的にしてロードマップが使われるように

ケジュールとは違うという点を明確にしていく。

なった。このこと自体には全く問題はないし、ロードマッ
プは市場や技術の不確定性を乗り越えるツールとして
とても役立つものである。

・ロードマップは戦略、スケジュールは戦術
ロードマップのスケジュールとの違いを改めて述べて

一方で、経営者から大きな期待がロードマップにかけ

いく。スケジュールは戦術でありアクションプランなの

られている。例えば未来から見たマネジメントツールが

で、目先の対応重視ということに尽きる。一方のロード

欲しい、部門を越えた全社視点での俯瞰的なコミュニ

マップは実際の企業でイノベーションを起こす時には不

ケーションを行いたい、などである。イノベーションを

確定性への対応の戦略、全体を俯瞰した未来のありたい、

起こすための設定・評価が必要であり、企業経営におけ

あるべき姿を示すものとなる。現在日本だけでなく世界

る数値管理的なマネジメントの実施も必要になる。

でもイノベーションへの挑戦は重要な経営課題となって

これらを整理すると、ロードマップは「不確定な時代

いる。

の羅針盤」となることが望まれている。羅針盤自体は意

このイノベーションステージへの対応は様々な試行錯

思を持っているわけではなく、うまく使えば役立つもの

誤や経緯を経た結果、米国と日本の企業で大きな差が生

である。しかし、現実のロードマップ作成、活用現場で

じた。米国においては、その不確定性への対応はスター

は様々な理由で多くの勘違いや誤解が発生しているの

トアップと呼ばれるベンチャー企業に依存することに

も事実である。それらの誤解や勘違いについて、ここで

なった。代わりに自社内での（従来型の）研究開発部門

は五つに絞って整理していく。それらを見直しながら、

は大幅な縮小となり、多くの人がベンチャー企業に移っ

その原因と本質的な対応策を明確にしていき、TRMを
含めてロードマップのより有効な活用を図るためのも

3-1 「ロードマップはスケジュール」という誤解

売上高

のとする。

図 18 ロードマップとスケジュールの違いのイメージ

先の見えない現代において、ロードマップが現実的な
未来の可視化手法、未来起点のマネジメントツールとな
ることは、もはや周知となっている。その意味で多くの
組織で活用されてきた。ところが、ロードマップを長期
的なスケジュールと勘違いするケースが多々見られる。
ロードマップを時間軸と項目の二つの軸で表現すると、

バックキャスト：
ロードマップ

フォアキャスト：
スケジュール
年数

スケジュール表の表現と重なってくるので、そこが勘違
いの原因となっているようだ。

（筆者が作成）
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て活躍している。これはこれで経済的合理性があると言

様と誤解されてしまう。

える。

ロードマップで何を描き、どのようにスケジュールに

一方、日本企業（特に製造業）においてはかなり様相

落とし込んでいくかというプロセスのイメージを図18

が異なる。大多数の高度成長期から成熟期までを経て成

に示した。まずは経営陣の期待する未来ビジョンをロー

功体験は戦略よりは戦術、すなわちプロセス重視として

ドマップで示す。実行者はリソースの配分を受けてアク

スケジュールが用いられ、それで成果が出ていた。

ションプランとしてのそれをスケジュール化し、足元の

日本のこれまでの対応は基本的にはイノベーションを

マイルストーン、次に最終目標まで至る。

起こすには非効率と言われてきたが、結果として良い面

確実性の高い既存事業のライフサイクルのピークの部

もあることも分かった。米国とは違って、企業内で組織

分をきちんと管理しながら、いわゆるイノベーションの

的に研究開発部門を温存していたために、各種の基盤技

不確定性の高いところをマネジメントし、両者をつなぐ

術とそれを支える人材が社内に囲い込めたことである。

羅針盤（未来マップ、意図的計画）がロードマップという

これは考え方を換えると必要に応じていつでも自社で

ことになる。

のイノベーション経営への舵が切れる状態にあり、そこ
を乗り越えるツールがロードマップの活用ということに

・バックキャスト型のロードマップとフォアキャスト型
のスケジュール

なる。
それでは、どのようにすればロードマップを上手く作

ロードマップの作成に当たっては、
「ありたい/あるべ

り、使えるものにできるか。ロードマップの作り方は、

き姿」をビジョンとして描いて、そこからバックキャス

時間軸を考えながら「始点と到達点」を仮説として明確

トし活用することが大切である。なぜバックキャストが

化することに始まる。また、バックキャスト型と言いつ

大切かについて改めて述べていく。

つ、現実的には将来の夢を語りながら、まずは足元をしっ

未来は一般的に不確定性が高く、予測することはほと

かりと固めるというパターンをイメージする必要があ

んど不可能とされる。とはいえ、その場合に何も手を打

る。すなわち、ロードマップで全体像を未来から見なが

たないと、その場での環境条件に大きく作用されてしま

ら、あるところ（未来が見通せるマイルストーン）までは

い、あやふやな展開となる。企業や組織体ではそれでは

スケジュールで処理していくということになる。ここを

一貫した経営がなされていない場当たり的な状態と言

区別しないで考えるとスケジュールとロードマップは同

える。

図 19 バックキャストとフォアキャストの違い

現在

将来（途中）

未来（最終ゴール）

バックキャスト型
ロードマップ
（RM）

何を
すべきか

トライアンド
エラー

途中目標達成：マイルストーン
（KPI：プロセスKPI）

ビジョンKGI
（KFI）

現在における
未来とのギャップを
埋めるべく提案
（手段）

組織の
全体の目標

すでにリソースの
配分を受けている
ところまでコミットが
必要
（目的）

フォアキャスト型
スケジュール
（アクション
プラン）

現在の
役割分担

部門
ミッション

成果目標
（成果KPI）

（筆者が作成）
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例えば、新規事業やイノベーションを伴うような未来

図 20 未来の捉え方の分類とその確度イメージ

への挑戦の場合には、ありたい/あるべき姿を先に描い

分類

未来の内容

未来の可能性

て現在に戻すバックキャスト型の発想が、その時々の状

イ

未来を精度よく予測する

×：描けない

況でぶれない一つの戦略的なマネジメントツールとな

ロ

未来の潮流を理解する
（メガトレンド）

△：ある程度描ける

ハ

未来を自分で描く
（ロードマップ）

〇：意思/意図があると描ける

る。もちろん、先行きが定型的で見えやすい場合には、
最初から（長期）スケジュールを作って対処すれば良い。
これは現在から未来を見通すもので、フォアキャスト型

（筆者が作成）

と呼ばれる。いわゆるバックキャストとはまったく逆の
視点のアクションプランで十分となる（図19）
。

なポイントとなる。

ロードマップの価値はまさに、この未来が見通せない

未来はどこまで予測できるか、何が予測できるか、を

ときの未来仮説（ビジョン）からのバックキャスト型と

現状の技術レベルで概観する。技術の進歩（特にコンピュ

なっているところにある。スケジュールとは補完関係に

ータ）の著しい進展の下 、かつて「 未来学」なるもの

あり 、スケジュールはロードマップの途中のマイルス

が、一世を風靡していたことがあった。現在も人工知能

トーンまでのアクションプランとなる。

3-2 「ロードマップは未来予測」という誤解

（AI）全盛の時代として、過去のデータを広く深く読み
込むことで未来予測が可能になるのではという期待も
ある。これからはディープラーニングとクラウドコン

いまだに企業経営者や戦略立案担当者の中にも多く

ピュータを最大限活用すると、連続的でデータ蓄積があ

ある誤解が、
「ロードマップで未来を予測する」という見

る事象は、ある程度予測可能と言われる。実際に中長期

方である。その視点でロードマップを作ると「良いロー

的な未来予測の可能性が高いものとして、各国の人口動

ドマップとは未来を正確、精密に予測していること」に

態がある。

なって、予言が当たるか当たらないかという評価が判断
基準になってしまう。

一方ではビジネス面の予測では、ミクロ（短期的）の
予測はできるとしてもマクロ（長期的）の経済予測は難

仮にそのような未来予測をベースにしてバックキャス

しい。例えば、不連続な出来事であるリーマンショック

ト型のコミュニケ―ションをとろうとすると、
「信じる、

は予測することができない。各社の近未来の事業予測に

信じない」という神がかりの判断基準が出来てしまうと

ついても、そう簡単ではない。あえて一般化すると、既

いう悲劇が起こる。日経BP発行のTRMについても同様

存事業については比較的短期であれば予測しやすい。既

だが、ロードマップで示すのは未来の予測ではなく「こ

存事業以外から派生する事業は、当たったり外れたりと

うありたい、あるべき」という意思/意図である。

いう感じとなる。その会社にとってのイノベーション、

ここではその原点に戻って、ロードマップは未来予測
ではないことを明確化する。次にロードマップを意思/

新規事業についてはかなり難しく、そもそも予測は困難
と言っても良い（図20）
。

意図を示すものとして作った場合に何が起こるかを解

このことから、未来について議論をする際、特に5～

説していく。特にロードマップを上手く使うと、世の中

10年という比較的長いスパンにおいてはロードマップ

の様々な（特に市場や技術の）目利きとなることができ

ベースと考えたほうが良い。それでは、ロードマップを

るということを示していく。

考えると、描ける未来は下記の二つになる。社会価値の
観点から公的機関や自治体にとっては① のあるべき姿、

・ロードマップは未来の意思/意図を示すもの

企業の場合には② の顧客や自分らが喜ぶことが一番で

ロードマップは未来を予測して描く、いわゆる未来予

ありたい姿、その背後には顧客価値の観点が存在する。

測という発想がまだ根強く残っているのも事実である。

① あるべき姿の追求（社会価値の実現）
：未来の社会の

実はロードマップは意思/意図を表す道筋とすると、そ

可能性を検討・追求

れは誰の意思/意図かということになる。ロードマップ

② ありたい姿の追求（顧客価値の実現）
：未来の顧客の

は何のために作り、誰が使いこなすかということが重要

喜ぶ可能性を検討・追求
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各企業では経営的な目標となる「未来のありたい/あ

・技術ロードマップだけでは何も始まらない

るべき姿」を、自ら経営理念やビジョンとして既に持っ

過去に技術だけのロードマップが重要だと認められ

ている場合がほとんどである。ロードマップで仮説を作

るきっかけを作ったのが、半導体関連のロードマップ

成する時は、これらを参考にしていくのが普通であり、

「 ITRS（International Technology Roadmap for

その検証作業によって仕上げることとなる。
一方で、現実的にその作業は、そう簡単にはいかない。

Semiconductors）」である。このロードマップは米Intel
社の設立者の一人であるGordon Moore氏が示した「半

世間的に見て大筋が合っているかどうかが気になるか

導体の集積度が18カ月で 2 倍になる」という半導体の技

らだ。本当の意味でメガトレンド（大きな潮流）をつか

術進化の経験則に基づく。これは技術だけのロードマッ

んでいれば、他の細かいところはあまり気にしなくても

プだったが、その背後には、微細化に伴う確固とした顧

良いが、やはり似たようなロードマップと比較し検証し

客価値、ビジネス価値があった。

てみたいという気持ちも理解できる。
この場合、外部で公表されたロードマップの活用が重

このロードマップにより、半導体デバイスを製造する
ための個別技術のマイルストーンが明確化された。それ

要となるが、そこが未来予測と誤解される原因の一つと

まで難しいとされた先端的な技術が次々と開発された。

なる。学界や業界団体が作るロードマップは、意思/意図

個別の技術目標値は、多くの技術開発型ベンチャー企業

よりは、
「あるべき姿として」作成する場合が多いからで

の絶好の開発目標となったのである。

ある。こうして多くの企業では、外部のロードマップを

このロードマップの特徴は、技術の未来を予測したわ

参照しベンチマーク的な競合比較を入れたがるが、あく

けではなく、半導体デバイスの未来の姿を先行して計算

まで参考程度にとどめるべきである。

し、その数字をマイルストーンとして描いたことだ。ま

3-3 「技術だけのロードマップで十分」という誤解

さにGordon Moore氏のありたい姿が市場のあるべき姿
と重なり、バックキャストとなって個別技術のマイルス

ロードマップを作り、使う場合に改めて認識しておく

トーンが明確化された。自信のあるまたは野心のある技

べきことがある。かつて企業の縦割り組織は、その成長

術者やベンチャー企業の格好のターゲットとなり、次々

に極めて有効に機能していた。それは大きな目的が企業

と実現していくのである。

設立と同時に共有化されていたからである。その前提で

このITRSの成功により、技術者だけでなく世の中の

はことさら企業のビジョンとか、方向性（ベクトル）とか、

論調が、未来は「技術ロードマップを描くことで切り開

ゴールなどは言う必要がなかった。その時代は、技術だ

ける」と考えた人が多く発生した。経営者にとっても大

けのロードマップで十分だった。

きな期待を持たせたが、技術ロードマップがすべてとい

会社名を見ても、
「××製鉄」
「××造船」
「××化学」な

う勘違いももたらした。

ど、企業目標（ビジョン）が明確に表れていた。このよう

このITRSでは、最初に技術ではなく、半導体デバイス

な場合、各部門の未来を考えてロードマップを単体で扱

の未来の姿（集積度）の価値の機能を描きバックキャス

うことは当たり前であり、部門ごとに明確なミッション

ティングしている。それに必要な技術を詳細に分類、検

があり、他の部門や顧客のことをあまり考えなくても十

討して要素技術に細かく分解し、それぞれの数値を目標

分成り立っていた。

化したものである。決して技術が先にあるというもので

ところが未来が定まっていない不確定な時代には、複

はないのだ。

数のロードマップを統合化しないと、全社の各部門の共
通の意思決定ができない、イノベーションは起きないと

28

・各部門のロードマップは大切だが統合化が必要

いうことになる。過去において最適化（細分化）された

役に立つ技術を含む研究開発テーマの議論をする時

縦割りの組織で各部門が自分たちだけのロードマップに

に先立って大切なのは、その結果としての顧客価値の見

対応するのでは立ち行かなくなっていった。全体を知る

え方に対する期待である。この時、事業や製品/商品、技

ための統合ロードマップを共有化する必要性が高まっ

術の未来像のイメージが関係者で一致していることだ。

た。

実際にこれを活用するには、いかに「技術の価値」が「市
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図 21 各部門における必要なロードマップと統合化の役割と効果
社内部門

必要なロードマップ

統合ロードマップにおける経営的視点での役割と対応、効果

経営・
管理部門

経営・事業ロードマップ（BRM）＋
未来の商品、技術とのつながり

現在と未来の事業基盤の確保とギャップへの資源の再配分（最適化投資）
が明確になる
⇒市場とのつながりは大丈夫か、ずれていないか
⇒技術とのつながりは大丈夫か、遅れていないか

事業・生産・
営業部門

商品ロードマップ（PRM）＋
経営への貢献と技術へのリーディング

顧客の環境変化に対応しているか、その妥当性をアピールできる
⇒迅速なマーケティング、営業対応による顧客価値の把握
⇒工場における生産技術によるコスト低減、品質の向上

技術・
研究開発部門

技術ロードマップ（TRM）＋
商品を通じた事業、経営への貢献明確化

研究開発テーマの重要性と新規事業へのイノベーションの推進、
既存事業への貢献をアピー
ルできる
⇒基盤技術の持つ強みと先端技術展開による将来への発展性の明確化
（筆者が作成）

場の価値」を通して、自社の「事業戦略（ロードマップ）」

どのように展開していくかの判断が下されていくので、

と結び付け、可視化できるかがポイントとなる。これは

そう簡単には進展しない。ロードマップを作っただけで

必要な技術を機能軸に置き換えたり、市場ニーズを技術

はイノベーション実現の第一歩に過ぎず、多くのステッ

ロードマップに置き換えたりする統合化ということにな

プを踏む必要がある。

る。
具体的には統合化により市場、商品、技術の三つの層

イノベーションは不確定だけでなく、非連続な出来事
でもある。上手くいったとしても、既存の製品や組織、

の自社の新ビジネスの内容を、各部門が時系列的にベク

概念を大なり小なり破壊してしまうことになる。このよ

トルを合わせて情報を共有できるようになる。このこと

うなことからロードマップを上手く使う（マネジメント

は技術部門だけでなく、どの部門、または事業経営にお

する）必要がある。ここでは、
「 ロードマップを作ってし

いても共通して重要なことである。特に経営者の意向を

まえばイノベーションが起こる」という誤解を解き、上

反映させたロードマップを全社員の視点、各部門の視点

手く活用するための評価手法とその展開について、実際

で共有するために必要だ。これらの関連付け（ひも付け）

のケースを交えて紹介していく。

のプロセスが可能となることで、相互のコミュニケー
ションができる。そこで、経営者や各部門間の理解、納

・研究開発部門のコミュニケーションツールとしての活

得性が互いに深まり、ロードマップの作成自体が意義深

用

いものとなる。

ロードマップは、あくまでイノベーション展開のため

図21に各部門でのロードマップの役割を経営的な視

の手段（ツール）であって、そのものがイノベーションを

点でまとめた。社員には重要な各部門を横断する（社内

起こすわけではない。研究開発テーマが世の中や企業の

マーケティングとしての）コミュニケーションツールと

未来に役立つためには、経営・事業、市場・技術との整

なる理由がそこにある。自社や経営における統合化した

合性の可視化が必要ということをこれまで紹介してきた。

ロードマップのスタンスや目標が明確になったところ

多くの企業の中の役割分担体制では、事業部門と研究

で、各項目での必要な関連付けを各階層・各部門が相互

開発テーマ、投資判断がつながっていないことが多い。

に行う。

統合化したロードマップの中では、新しい顧客価値と、

3-4 「
 ロードマップを作ればイノベーションが起こる」
と
いう誤解

そこで必要とされる技術をうまくつなげることが重要
だが、実際にはその道のりが長い。アクションプランと
しての研究開発スケジュールという形でブレークダウン

ロードマップが最も役立つのは、イノベーションを支

し、経営者がその進捗を評価してさらなる展開を図るこ

える研究開発部門や新規事業部門に対してである。特に、

とが必要だからだ。前提として市場価値があるかどうか

ロードマップによって研究開発テーマの可能性を経営

が真っ先に問われるが、ロードマップが存在することで

者、事業関係者の視点で理解し、活用されることが期待

評価への可視化ができるのである。

される。しかし実際には、その進捗の評価がされながら、

イノベーションの可能性のある研究開発のテーマの妥
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当性を考えてみる。統合化ロードマップにおいて、技術

技術者側から見ても、研究開発テーマと達成技術目標

ロードマップの下部に関連する研究開発テーマのスケ

がひも付けられた製品/商品の創出タイミングとつなが

ジュールを同じ時系列の軸で並べることがスタートとな

ることで、仕事の価値が自覚できる。また、技術の目利

る。もちろん並べたから良いという単純な話ではなく、

きとして経営や事業視点の目標とのつながりをアピー

そこからイノベーション展開の実践が始まる。まずは研

ルでき、実施者の評価の向上とともにモチベーションの

究開発テーマの探索、設定、絞り込み評価について社内

向上にもつながることになる。

でのコミュニケーションに使える。
事業や商品とつながった技術要素のマイルストーンを
明確化することで研究開発のテーマの予定される成果

3-5 「
 数値目標はロードマップで設定しやすい」という
誤解

がそれぞれの商品化とつながっており、理解しやすくな

最近では、戦略的目標、戦術的目標として数値目標化

る。このことで、実現する研究開発内容とスケジュール

が求められている。これらは一部の企業や官庁ではKPI

が可視化され、展開していくことになる。

マネジメント、またはKGI（Key Goal Indicator）＋KPI
マネジメントという形で未来の数値目標設定が語られ

・経営・事業にリンクしたロードマップによる展開と評
価が必要
ここで「ロードマップを作ればイノベーションが起こ

る。
このような中、ロードマップの設定や活用の時に、数
値的な目標設定方法としてのKGIやKPIを上手く使うと

る」という誤解を解くために、何を考えてどう評価した

大変役立つものになる。しかし、安易にその内容や定義、

ら良いかについて言及していく。以前から研究開発部門

相互関係が無理解で行われると現場は混乱することが

では技術ロードマップと呼ばれる単体のロードマップが

ある。実践的、現場的にはこの言葉自体の意味や内容を

あった。かつてはそれだけでも効果的に活用できた。イ

まずは共有化して使うことが大切になってくる。ここで

ノベーションにつながる研究開発テーマでは、ロード

はKPIやKGIに関わる種々の用語の再確認とともにロー

マップの統合化により、技術を経営や事業、製品/商品の

ドマップ作成や利用への応用プロセスまでを具体的に

ロードマップとつなぎ合わせて展開し、それを評価する

紹介する。

ことが必要となる。
このように、経営者から見た研究開発テーマとスケ
ジュールの整合性についての評価は、部門を越えたコ

KGI、KPIの捉え方とそれぞれの関係（ヒエラルキー）

ミュニケーションが欠かせない。これまでの役割分担体

の基本について述べていく。ポイントはロードマップを

制では未来の事業の進捗評価と研究開発テーマや投資

使う場合にはKGIを忘れてはいけないということであ

内容がどのようにつながっているか、具体的に見えない

る。なぜならば、上手く活用するためには、すべての関

ことが多かった。イノベーションを起こそうとする場合、

係者がまずはロードマップに関わる用語（ビジョン 、

各種の視点や要素を統合したロードマップの中で必要

KGI、KPI）の意味や役割を理解し、共有化することが大

とされる技術をどのように達成するか、達成してきてい

切となる。それぞれの関係を明確にし、主題であるイノ

るかが大切で、その評価を明確化することで経営者もさ

ベーションを目的とする不確定性の中での活用方法を

らなる展開への重要性が見えてくる。

検討する。

イノベーション実現のポイントは、他人よりも早くそ

30

・KGI/KPIマネジメントの内容とロードマップ

まずビジョンだが、これは未来において「ありたい/あ

の価値の兆しを見つけることである。いわゆる「目利き」

るべきの姿」の最終形となる。いわゆる全体の組織やプ

の世界となるが、これが経営者側から見ると統合ロード

ロジェクトなどにおける戦略的なターゲットと言っても

マップに示される研究開発の評価の可視化が判断を急

良い。次にKGIは、戦略（重要）目標数値としてビジョン

ぐために重要となる。全体のつながりがシンプルに明示

を数値化したものである。企業などではこの数値は予め

されるので、各研究開発のテーマと予定成果が、それぞ

財務数値に置き換わっている場合も多く、この場合には

れの商品化日程とつながって評価しやすくなる。

KFI（Key Financial Indicator）と呼ばれることもある。
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図 22 新事業（イノベーション）型と既存事業型の KGI、KPI の位置付けの違い
戦略目標（KGI）

ビジョン
新規事業
（イノベーション）型

KGI
（KFI）

最終達成指標として
共有化が必要

戦術目標（KPI）

アクションプラン

KPI①
（KGIを達成するためのマイルストーン）

プロジェクト①の
スケジュール

KPI②
（KGIを達成するためのマイルストーン）

プロジェクト②の
スケジュール

KPI③
（KGIを達成するためのマイルストーン）

プロジェクト③の
スケジュール

（ここは手段/途中目標となる）

経営目標・部門
達成目標として既知
既存事業型
部門ごとの割当数値が
これに相当する

KPI①
（①の部門目標）

組織①における
スケジュール

KPI②
（②の部門目標）

組織②における
スケジュール

KPI③
（③の部門目標）

組織③における
スケジュール

（ここは手段/途中目標となる）
（筆者が作成）

とりあえずの目標値としての売上高だったり、限界利益

ため、部門業績や成果の可視化、数値化による管理手法

だったりする。

としてのKPIだけで、成果目標（数値指標）として有用と

KGI（KFI）の下部的概念としてKPI、すなわち戦術的
な数値目標という、途中での検証可能な定量的指標があ

なる。
しかし、新事業（イノベーション）型と既存事業型の

ることが重要となる。このKPIは途中成果目標とも呼び、

KGI、KPIの位置付けは異なる（図22）
。新事業（イノベー

ロードマップに関わるマイルストーンと言える。関係者

ション）型としてのロードマップ活動として不確定、不

が理解、協議して決定、共有化すべきものである。

連続な研究開発や事業実行の時のKGI、KPIは、まずビ
ジョンやKGIの十分な共有化と可視化が必要となる。ビ

・KGI/KPIマネジメントとイノベーションとの相性
既存組織の中での定常業務としてKGI/KPIなどの目
標設定は、ロードマップとの関わりというよりも、現実

ジョンからのバックキャスト型のロードマップを作成す
る時にKGI、KPIを上手く使い分け、活用することで、効
率の良いロードマップが作成できる。

的な行先が明確な既存事業、生産の短期的なスケジュー

さらに、アクションプランのための数値目標として

ルで設定されることが多い。これは限定されたマネジメ

KPIを捉え、スケジュールの目標として取り込んでいく

ントとして効果的な数値管理となるが、適用範囲が既存

ことが可能となる。これらは目的と成果が可視化、明確

事業に限られるという根本的な問題を内包している。

化されるのでマネジメント上、重要になってくる。

実は大企業などの役割分担された組織の中では、今さ
らビジョンやKGIといった上位概念を述べたり周知する

3-6

正しいロードマップ活用で時代を乗り越える

必要性はなく、既にミッションとして共有化されている

ここまで、ロードマップは誤解されやすいものだとい

ものとしてKPIが先行する場合が多い。この場合は注意

うことを、実例とともに示してきた。企業などの組織人

が必要である。既存事業を対象としている部門や組織の

として社会人生活を送っていると、まずはアクションプ

ゴール（中長期目標としてのKGI）は明確化されている

ランが大切で優先度が高いと認識してしまう。とりあえ
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ずのスケジュールを描き、目先の目標を優先し、それを

まとめとして、ロードマップを作成し活用していくこと

達成することに全力を傾ける場合が多い。仕事の内容も

は以下に集約される。

正確かつデータに基づいて正解を出すことに注力する
のが当たり前だと思いがちである。

となる（自分の関心を仮置きすることで感度が向上）

その意識で見ると、
「怪しい未来」を描くことがロード

（2）バックキャスト型により、未来起点から現在をマネ

マップの目的だとする見方も少なくない。ロードマップ

ジメントするツール→ぶれない意思決定ができる（現在

に関する誤解の多くは、勘違いや単純な思い違いがほと

から踏み出して右往左往するのではなく、未来からの視

んどである。不確定な時代に対応し、新しい未来を切り

点、一貫性の確保）

開くための唯一の方法論がロードマップを描くことと言
える。
ここまで、ロードマップの誤解を解き、上手く活用す
ることで何ができるのか、五つの視点で検討してみた。

32

（1）不確定（非連続）な未来を仮定するツール→目利き
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（3）統合化による未来の共有化による新しい価値への創
出ツール→縦割り組織での円滑なコミュニケーション
（多くの視点を併せ持つ総合的判断へのバックデータの
確保）

（参考資料１）ロードマップ作成の基礎

図 A ロードマップとビジョンの位置付け
20AZ年

ロードマップは、現実そのもののモデルではなく、現
実をどう認識するか、その捉え方を可視化した概念モデ

ビジョン
（ターゲット）

ルとみなすことができる。ロードマップも、正しいかど
一方で 、適切であるかどうかは 、判断する側の見
方、能力によって変化する。いかにうまく使いこなすか、

Y

軸︵因子︶

うかでなく、適切であるかどうかが大切になる。

自社に合った形に適正化（修正）するかが、大切な能力

現状
（ポジショニング）

となる。これがロードマップの主な役割ということにな

ギャップ

ロードマップ

シーズ視点とニーズ視点
による展開と検証

20XY年

る。

X 軸（時間）

（1）未来像をどのように描くか
未来像をどのように見るか、様々な考え方がある。こ

（筆者が作成）

こでは、先が見えなくて不安な場合には、いかに可能性
のある希望の未来にするかという視点が欠かせない。
まずは、現在の市場での位置付けを理解した上で、未
来の市場や顧客の価値、ニーズのあるべき姿の世界を作
ること、つまり仮説構築による新しい世界作りが重要と
なる。

ジョンを描いた「経営ロードマップ（戦略）」もある。い
ずれも統合化して、未来をいかに各方向から共通して可
視化するかがポイントとなる。
特に、先行きが不確定な時に、俯瞰したシナリオを
持つロードマップは、マネジメント（経営者）層にとって

シーズ重視か、ニーズ重視かという違いはあるが、ま

将来を見通す魔法のツールに見えることがある。これ

ずは市場ニーズ仮説であり、そこに対して技術的に何が

が、様々なロードマップが作られ、統合化される理由と

必要かという視点が必須である。このような未来作りに

なる。

は、シナリオプランニング法が活用できる。
どのような組織でも、様々な役割があるため、異なる

（3）ありたい姿とギャップを共有化

見方が混在する。未来に対する目標と方向性を経営者、

ロードマップの議論をする際に大切なのは、未来の行

事業担当者、技術開発者が共有することが大切である。

き先に対する期待が一致していることである。事業や商

これを実現する手段が、ロードマップの作成とそのプロ

品/ サービス、技術などのロードマップにおけるビジョ

セスになる。

ン・イメージが関係者で一致しているか。実際には共有

ロードマップの目的は、かつては技術開発計画を完成

化がなされなかったり、人によって意思疎通が難しく

させることにあった。今や、経営側から研究開発成果を

なったりすることが多い。共有化は、ロードマップを作

新事業として生かしていく際に全体を俯瞰するための

る担当者やその利用者、または各種のロードマップ作り

ツールとして、その役割は大きく変わってきている。

を指示するマネジメント層ともに、最も注意すべき点と
なる。

（2）ロードマップは未来の意思の可視化

図Aにビジョンとロードマップの位置付けのイメージ

不確定な未来に対応して、世の中や企業の組織の中に

を示す。現状の位置を決めた後 、将来のあるべき姿

は様々な意思を持ったロードマップが存在する。例えば、

（ビジョン）の明確化が必要となる。基本的には未来か

技術シーズの動きをベースに表した「 技術ロードマッ

ら現在への道を示していくことがスタートとなる。その

プ」
、市場ニーズの変化を示した「 市場ロードマップ」
、

両者間のギャップをそれぞれの立場で共有化し、ギャッ

商品・サービスの未来を示した「 商品ロードマップ」、

プを埋める努力と方向性を一致させる努力が大切であ

会社の事業を見据えた「事業ロードマップ」
、経営のビ

る。
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図 B ロードマップ作成プロセス

STEP2、3、4

STEP1

STEP5

行き先をどう創る
（ビジョン、
ターゲット）

行き方をどう創る
（シナリオメーキング）

（2〜3通りを作成）

（3〜5通りを作成）

ロードマップとしての検証作業
（共有化、統合化、関係者との調整）

（筆者が作成）

（4）未来への道を作り出すロードマッピング

のイメージである。最初に「行き先をどう創る（ビジョ

ロードマップを描く作業を「ロードマッピング」と言

ン、ターゲット）」を 2～3 通り作成する。次に「行き方

う。その作成プロセス、ロードマッピングの基本的な流

をどう創る（シナリオメーキング）」を 3～5 通り作成し、

れを説明する。まずコンセプト立案（事業構想）から始

最後に「ロードマップとしての検証作業（共有化、統合

まり、多くのロードマップをベースにして、一つのロー

化、関係者との調整）」となる。

ドマップにしていく。例えば、市場ニーズを技術シーズ
に関連付けながらロードマップを仕上げていく。

（6）ロードマップの統合化とその意味

現実には、既存の組織の中では、いくつもの中期計画

ロードマップを実践的に使う時に何が必要か。それは

や経営戦略としての「ロードマップ」が、様々な立場です

経営から研究開発（技術）まで、どの立場でも未来を把

でに作られている場合が多い。ここを調整するのもロー

握する、またはあるべき姿を見据えるために目的とする

ドマッピングの重要な役割と言える。

ロードマップと自分が持っているロードマップがつな
がっていることである。その前提条件として最終的な目

（5）一般的なロードマップ作成プロセス

的地（最終ターゲット）が明確になっていることが必要

図Bは、これらの具体的なロードマップ作成プロセス

である。ところが、方向性さえ決まっていない場合が多
いのも事実である。そのような場合でも、統合化するこ

図 C 一般の統合ロードマップにおける層構造

とで、行き先が見えてくることがある。
一般的に、企業における統合化されたロードマップは、
経営と事業、技術の融合という方向性を考慮している。
経営や事業というのは、究極的には技術と市場をつなげ

事業ロードマップ
（BPM）

る方法とも言える。このためには、技術レベルだけでは
なく、製品レベル、事業レベルでの統合化とマッチング
が必要となる。
これをイメージにすると、図Cに示したような 3 層の

製品ロードマップ
（PRM）

階層構造を持つ関係となる。それぞれの階層のロード
マップの相互の関連をひも付けして明確化することが
前提となる。

技術ロードマップ
（TRM）

（筆者が作成）
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（参考資料 2）市場規模の定量的推定について
ロードマップにおいて必要なのは、売上高の数字より

何らかの指標としての測定値が共通数字となる（図F）
。
ロードマップにおける市場規模から売り上げ、利益の算出

●

も、マーケット全体の規模感である。これがないと、新規

ここでは、ロードマッピングにおいて必要なレベルの

事業の展開に対して経営的な判断ができなくなる。まず

市場と売り上げの計算方法を示す（図G）
。実際のフェル

はマーケット全体の規模感をつかむことを検討する。新

ミ推定を行う時の注意すべきポイントをまとめると下

商品・新事業のマーケットは存在しないことが多いが、こ

記の三つになる。

の場合でも将来マーケットの（定量的）推定は必須である。
つかみどころのない物理量を短時間で概算する方法

（1）初
 期に使うデータベースはキチンとしたものを使う
（引用できる数字を使用する）

の一つに「フェルミ推定」と呼ぶ方法がある（図D）
。こ

（2）推定の根拠を明確にする（論理構成をしっかりする）

の推定には算定根拠が明確（論理的）なことが必要とな

（3）2 ケタ以上の数値は無意味（結果として、プラスマイ

り、ロードマップだけでなく、特にビジネスを提案する

ナス 1 ケタ以内の精度で良い）

場合に、ビジネスプラン（事業計画書）の最も重要な売り
上げ採算などの計算をする際の基礎数字になる。市場推

図 E フェルミ推定法の基本ステップ

定の場合には、対象となる人口や動向など限られた情報

（1）アプローチ設定

推定の目的と推定する対象、切り口を明確化する

を基に推定していくことになり、その基本的な考え方は、

（2）モデル分解

推定するための切り口のモデル化を行い、
その内容を2階層程度数式化する

仮説検証を繰り返すことである。

（3）計算実行

計算を実行するが、その論理（計算過程）
は
きっちりと保存する

（4）検証作業

モデル分解の時の様々な仮定事項を現場で検証する

●

市場規模のフェルミ推定を行う実際のプロセス

（筆者が作成）

市場規模を未来の立ち上げ時期と拡大時期に分けて
推定する。まずはマーケット全体、カテゴリーごとの売
り上げ推移予想を行う。これはあらゆる市場の可能性を

図 F マーケットのサイジング問題におけるフェルミ推定のポイント
ポイント

解説

抽出し、市場サイズの最大値を推定するのが手始めであ

① 正解は存在しない

特に将来見通しの場合

る。予想（期待）顧客先、業界（会社名、部署）を具体的に

② 仮説がすべて

仮定は必要に応じて行う
（論理はきちんと構成する）

③ 計算論理が大切

計算式は論理構成を表すので、記録して明確にする

書き出し、マーケットの持つ課題としてキャズム理論（初
期市場とメインストリーム市場の間に越えがたい溝が

④ ケタ数概算で良い

計算過程は切り上げ/切り捨てで良い

⑤ 高説得性を目指す

自分の検証＋世の中のトレンド

あるとする理論）を適用すると、時系列的なマーケット

（筆者が作成）

数値が見えてくる（図E）
。
また、マーケット・サイジング問題としての分類と、取
り組む推定の方法と考え方をまとめる。問題のタイプと
しては大きく、国や地域ベースに分類すると考えやすい。
一般の人が納得する個体数（人口など）
、距離・面積など、
図 D フェルミ推定の基本的な考え方

（1）
各地域の人口分布、総計数値の
今後の動向を仮定
（2）
市場の普及度、今後の動向や
飽和の可能性を推定
（3）
製品寿命のどこかを仮定し、
今後のライフサイクルを推定

計算実施＋
仮定条件の
検証作業
→繰り返す

（筆者が作成）

図 G フェルミ推定による市場規模、売り上げ、利益などの算出
フロー

①市場全体

商品イメージの確定→できるだけたくさん
（複数）
出す→マーケット総数の推定
（フェルミ推定）

②年度別
市場

それぞれのライフサイクルの推定
→年度別マーケットに割り振り

③売り上げ

シェアの算定
（強み、競合などから）
→売り上げの算定

④利益

強みのあるものから利益の算定

（筆者が作成）
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（参考資料 3）企業での TRM の活用事例

リオとロードマップは、ビジョンやターゲットに至る方
向性とその目標値（マイルストーン）を明確にするため

（1）研
 究開発、新事業テーマの各種評価とロードマップ
の活用

の両輪となる。図Ｉは、この両者を比較しながら相互の
関係を含めた全体イメージである。

研究開発のテーマ評価の意義と重要性

これらのロードマッピング作業によっていくつかの経

●

研究開発テーマ評価と経営・事業戦略との関係につ
いて、図Hにその意義と重要性を示す。技術と市場から

営・事業ロードマップと研究開発との関係が明確になっ
てくる。

だけでなく、事業の見通しや位置付けを経た評価、すな
わち統合ロードマップでの位置付けからの評価が重要

（2）個別テーマのステージ法による評価とロードマップ
途中評価としてのステージゲート法について

となる。

●

下記に示した三つの切り口による分類が主体となる。

ここでは事業性評価としてロードマップ、ロードマッ

（1）技術評価と知財評価

ピングと密接に関わる「ステージゲート法」を用いた評

（2）定量評価と定性評価

価について述べる。全体のフローイメージを図Jに示す。

（3）戦略性評価と経済性評価

この方法の特徴としては以下のポイントがあり、技術
ロードマップとも相性が良い。注意事項として、研究開

経営側から見たテーマの評価とロードマップのシナリ

発者が技術だけでなくマーケットに対しても自立/自律

オ

的な発想が必要なだけでなく、マネジメント側にもマー

特に研究開発テーマの事業性からの相対的な絞り込

ケットベースの判断能力が要求されることがある。

●

みについて検討してみる。単独のロードマップを並べる

ステージゲート法は研究開発の事業化を目指す時に

よりは将来のポートフォリオを用いたほうが比較しやす

よく使われる手法だが、下記のような特徴を持つ。使い

く、可視化され、戦略的な判断をしやすい。ポートフォ

途を間違えなければ大変有用な方法だが、特にゲート

図 H 研究開発のテーマ評価は経営・事業戦略を通過しての評価

技術

ロードマップ作成により
経営戦略へ反映
①事業機会の把握

評価

②競合情報の把握

事業

③研究開発投資の最適化

市場

（筆者が作成）

図 I ポートフォリオ・マネジメントの研究開発への適用

ロードマップ表示による戦略的
（時系列的）位置付けによる可視化
マイルストーンによる
ステージゲート、
Go/Stop の決定
ゲートキーパーの役割

事業戦略
製品戦略
技術戦略
研究開発戦略

ポートフォリオ表示による
戦略的（空間的）位置の可視化
優先順位
バランス
配分

相互チェックによる見直し
個別テーマ別の進捗評価

全体テーマの未来時点での相対評価
（筆者が作成）
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ティーがすべてを決めていく。

キーパーのイノベーションに関する考え方や資質を共有

• マーケットから見たマイルストーンとして明確な目標

できるかどうかが活用のポイントとなる。
（利点）

が必要。

• 多くのシーズがあり、判断が難しい場合に多産多死の
発想で、
ステージごとに選別して絞っていくことが可能。

（3）複
 数テーマによるロードマップを用いたポートフォ
リオ評価法

• 最初のテーマ提案は自由度があり、技術、マーケット

ロードマップを使った未来のポートフォリオ分析

が不確定な時に素早くスタート可能で、研究開発者の

●

満足度も高い。

テーマをどう選ぶかについては、未来の可能性から

• ゲートの設定の仕方が各社・業界の実態に基づき、考

バックキャスティングするのが最も効率の良い方法であ

えやすい。

る。実際には軸の選択とポジショニングなどをどう選ぶ

（欠点）

かも大事な選択肢となってくる。一般に技術や事業のた

• 商品開発テーマ用なので、基盤的、要素的、基礎的テー

めの分析・評価法にはポートフォリオ法と呼ばれる相対

マへの適用はできない。

的な表示方法がよく用いられる。

• テーマを絞るゲートキーパーのセンスとフレキシビリ

過去から現在の位置付け（ポジション）を明確にする

図 J ステージゲート法の概念（一例）
（アイデア）

（探索）

研究

ステージ 0

GATE1

開発

事業化

産業化

適応性と差異性
技術シーズの確定性、
マーケットトレンド
ステージ 1

GATE2

製品化の可能性、
マーケットの仕様確定
ステージ 2

GATE3

商品化の可能性、
ベネフィット
ステージ 3

GATE4
凍結・ストック
（捨てない）
…ゲートキーパーがしっかりしていますか？

事業収益性、
量的ポイント
ステージ 4

（筆者が作成）

図 K ポートフォリオとロードマップの比較
位置付け

方法の例

ロードマップとポートフォリオの融合

ポートフォリオ

多数のテーマの現在時点の相対的な分布が可視化
できる

PPM、SWOT分析など

ロードマップ

個々のテーマの未来のビジョンやマイルストーンまでの
時系列的な進展のシナリオを描く

経営ロードマップ、事業ロードマップ、
商品ロードマップ、技術ロードマップなど

未来ポートフォリオの作成によって、
ある年代の未来の各種のテーマを
横並びに比較することができる
⇒事業戦略マップ（TIG法）

（筆者が作成）
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図 L 研究開発テーマの未来から見たポートフォリオでの可視化
ポートフォリオ分析
の手法は同じ
（現在のテーマ / 事業）

＋

統合ロードマップの未来
（5 年後など）
でのデータを加える

＝

未来の各研究開発
（事業化）
テーマのポートフォリオとなる

（筆者が作成）

ためのマップとしては、以前からPPM（プロダクトポー

る。例えば、技術の新規性、成熟度、市場の成熟度、自社

トフォリオマネジメント）
、SWOT（強み、弱み、機会、脅

の強み、技術力、市場力（マーケットシェア）など、様々

威）分析など、多くの評価・分析法がある。ここでは未

な因子が軸として考えられる。

来をベースにしたポートフォリオについて、分析・評価
の現状を述べるとともに、ロードマップとの関わりを解
説する。

時間軸の変化

●

同じポートフォリオで違う時間の未来を重ねるとダイ

図Kにポートフォリオとロードマップの位置付けと方

ナミックな動きが理解しやすくなる。これにより、現在

法の例をまとめた。一般的なポートフォリオだけでは未

と将来の位置付けが俯瞰できる。うまく使うことで、多

来を比較することはできないが、ロードマップの描く未

数のロードマップをある時間で輪切りにした相対比較を

来を入れ込むことで、未来の事業ポートフォリオに研究

示すことが可能となる。事業ロードマップを技術ロード

開発テーマをつなげることが可能となる。

マップ（ステージに関連した）に統合化し、マイルストー
ンの構築と検証（時間軸）を行う時と同じようなロード

（4）軸の取り方と時間軸の重要制

マップのポートフォリオへの移行になる。このような未

ここでは経営や事業化の際に使われるポートフォリ
オを用いた分析について、事例とともに紹介する。ポー
トフォリオの分析で最も注意すべきところは、軸の取り
方と時間軸である。以下にそのポイントをまとめる。

来のポートフォリオが充実していくと、企業の戦略的な
事業に関する研究開発テーマを明確化できる（図L）
。
実践的な技術経営（MOT）における事業化の進捗と
マーケットのキャズム理論を利用して、事業化戦略の可
視化に役立てるためのマネジメントツール（ポートフォ

軸のとり方

リオ評価・分析手法）が、筆者が新たに開発した「TIG法」

軸にどのような意味を入れるかで読み方が全く変わ

である。ここではこの方法論とロードマップに関係する

●

いくつかの実践例を紹介する。
図 M 事業戦略マップ（TIG 法）のフレームワーク（概要）

事業化を目指した開発テーマの評価の実施について
は、研究テーマと違って格段の予算と労力を割く作業と

Ｔ
ＩＧ法のコンセプト：研究（製品）開発項目
（テーマ）別に
事業化への進捗軸と市場の成熟度軸で相対位置により
優先度を評価

なる。このため、共有化できるロードマップによる事前
評価が必要となる。どのテーマに集中すれば良いかとい
う選択の問題を、優先順位を明確にしていかないと、
並列化、人員の肥大化、希薄化を招く。その対策として、

事業への軸（技術的完成度を含む）
：
研究・開発・事業化・産業化ステージ

テーマの戦略的整理と経営側にもコミットさせる未来の

市場への軸（キャズム理論との対応を含む）
：
潜在、萌芽、初期、
顕在ステージ

マーケティングによりマーケットの広がりの推定と
その中の商品のシェアを推定
競合との比較による強みと弱みを客観的に比較

（筆者が作成）
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ポートフォリオによる可視化、共有化がある。
（5）事業化戦略マップ（TIG法）の活用による事業性評価
TIG法の概要を図Mに示す。研究、開発アイテムや商
品の開発プロジェクトを、ロードマップをベースに戦略
的に整理するものである。事業化のテーマとして見た時
に想定する、未来時点での市場規模などの経営指標を基

に絞り込む手法であり、技術軸を一義的に使わない。戦
略的に整理するとは、経営上の資源の優先順位付け、再
配置などを未来事業ベースで検討可能なように可視化
することと言える。
この手法により、経営層が技術の詳細について判断が
できなくても、事業の将来をにらんだ軸で戦略議論が可
能となる。結果として、経営者、マーケッター、技術者が
同じ土俵でロードマップとポートフォリオ上の事業的ポ

図 N TIG 法の活用ポイントと特徴例
全体の
ポイント

研究（製品）開発項目別に事業化への 経営判断用の可視化
進捗軸と市場の成熟度軸で経営優先
度を評価

事業軸

事業への軸（技術完成度を含む）
：研究・ 技術を語らないのが
開発・事業化・産業化ステージ
ポイント

市場軸

市場への軸（キャズム理論との対 応を マーケッ
トの立ち上が
含む）
：潜在、萌芽、初期、顕在ステージ りの把握がポイント

効果の ポジショニングとマーケッ
ト・売り上げの 経 営・事 業・技 術・営
イメージ 推定による、戦略的な対応
業・資 金関 係 者が共
有できるのがポイント
（筆者が作成）

ジショニングを共有化できる。図Nにその特徴をまとめ
た。

図 O TIG 法によるテーマのポジショニング事例

具体的に使用する軸については「事業化への進捗軸」

このため、参加者全員で将来の事業イメージを共有する

TIG法を用いた未来マップによる戦略的可視化事例

89

B
1000 億円以上

35

C
100 億円以上
D10 億円以上

8

15

E 10 億円以下

3

45

産業化

●

8

早期事業化
4
検討領域 A
（研究開発主導） 20

A
5000 億円以上

57

9
3

24

事業化

ことが可能となる。

凡例

開発

業への軸」
（MOT ステージとの対応）を採用している。

事業の進捗性︵大︶

そのために「市場への軸」
（キャズム理論との対応）
、
「事

（マップ A）
研究

「市場の成熟度軸」で相対位置により優先度を評価する。

7
34 早期事業化

検討領域 B

初期に入っているものは
（マーケティング主導）
B マップ作成可能

この実際の事例を図Oに示す。この図では、研究開発

現有
（顕在）

テーマ別に現時点での事業化の軸とマーケットの軸で
位置付けられる。各テーマの円の大きさは10年後の市場

初期

萌芽

潜在

マーケットの確実性

規模を示している。例えば、現時点で事業、市場ともに
実現性が大きいテーマ番号は「34」
「45」となる。また、

（筆者が作成）

10年後の市場の大きさでいえば「24」
「57」となる。これ
らから経営指針に基づいた研究開発テーマの優先順位
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図 P 事業戦略マップの使用実績の例
MOTマーケティング
による効果
研究開発
テーマ評価

事業化
テーマ評価

研究開発テーマの事業性評価

経営、事業、技術、営業などの関係者が一緒に議論、可視化

研究開発テーマのリソース配分

可能性と事業化覚悟の明確化（マイルストーン可視化）

新規研究開発テーマの事前評価

将来視点での1次評価

既存開発試作製品の新規・
既存マーケットへの適用戦略検討

新マーケットの開拓とビジネスプランの立案確定
（機会、食品メーカーなど）
：A、B、Cマップ活用

特殊技術製品の商品・事業展開検討

（中堅部品企業）
：A、
Cマップ活用

各テーマの
ロードマップの検証

市場・売り上げなどの
定量的推定の検証

先端技術による新規製品の中・長期開発戦略検討 （装置メーカー）
：Bマップ活用
異分野事業化領域への展開戦略

（技術志向メーカーなどの横展開）
：Cマップ活用
（筆者が作成）
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