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【特集】製造技術  

MANUFUTURE―欧州製造業 2020 年の展望 

  
MANUFUTURE 2020 は欧州委員会が中心となり、研究機関、産業界のハイレベル･グルー

プによる EU 製造業の将来的な共通ビジョンへの提言をまとめたレポートである。本レポート

は下記Web サイトに公開されている。 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/pdf/manufuture_vision_en.pdf 

ここでは本レポートの概要を紹介する。 
 
欧州の製造業は EU 経済の一部として大きな可能性を持つが、その成功は製品･製法のたゆ

まぬ革新次第であり、民間企業の努力に加え、欧州委員会の取り組みを EU 加盟国、加盟候補

各国の取り組みと統合する必要がある。 
欧州では近年、製造業生産活動の低賃金経済への移行が進み、生産的雇用の損失が懸念され

ている。製造業部門の活性化は雇用機会を増やすだけでなく、産業変革を促進し、世界クラス

の製品やサービスが欧州内で調達可能になると考えられる。アイルランドやスペインの経済的

成功が主に製造業の急成長によるものとの認識から、製造業の活性化が重要課題となってきて

いる。 
 
MANUFUTURE イニシアチブの基盤となるのは、2000 年 3 月リスボン欧州理事会で提示

された「リスボン戦略」である。この戦略はEU を世界でも最強の知識集約型経済にすること

を目標に、経済･社会政策についての包括的な方向性を示している。｢リスボン戦略｣の目標を

達成するためには、一層複雑化する世界経済環境の中で、欧州産業の競争力を維持する必要が

あり、製造基盤の近代化や研究･技術革新の緊密な連携が重要となる。 
MANUFUTURE の使命は、研究と革新に基づく戦略を提案することである。現在主流であ

る資源集約型製造業の産業変革を促進し、高付加価値雇用を安定させ、世界的製造業生産高で

大きなシェアを占めることが可能になるような戦略が検討され、EU 全体での協調的な取り組

みを統率する戦略的な共通ビジョンが MANUFUTURE 2020 で提示された。 
 

MANUFUTURE のビジョンは、一つの視点、あるいは高度に専門化したアプローチではな

く、多くの人材や投資家を含めた知識コミュニティを統合し、製造業界の利益以外の環境や社

会的な目標を含めた多様な観点を組み合わせたアプローチ( multi-perspective approach )を採

用し、製造業の持続可能性と知識集約型労働文化を反映する新しいパラダイムを構築すること

が可能となる。新しいパラダイムで展開するビジネス･モデルに必要な点を次にまとめる。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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・需要側と供給側の緊密な協働関係 
・新技術の効率的な製品化 
・知識共有の一般化 
・中小企業のネットワーク化 
・最大限に効率化された作業手順と仕様の標準化 
・意思決定における社会･環境･経済的配慮 
・持続可能性を促進するサービス供給 
 
新パラダイムでは、「製造( manufacturing )」という言葉の広義の意味は、創造･生産･流通･

廃棄製品の処理といった全体的なサイクルを含む統合システムとなり、消費者･ユーザーが主

体となる革新的なシステムが実現する。従来の、研究―開発―デザイン―製造―組み立てとい

う直線的アプローチではなく、グローバルな需要を満たし、製品化までに要する時間を短縮で

きるような、あらゆる分野での同時的な活動となる。ネットワーク化された知識集約型企業の

発展には、特に情報通信技術(ICT)が重要となる。 
 

MANUFUTURE 2020 の提言は、産業変革の促進、雇用の安定化と付加価値化、世界的な

製造業生産高の可能な限りのシェアを確実にするためには、研究と革新に基づいた欧州製造業

戦略の構築と実施が必要であると強調している。主要な結論は以下の 4 点に集約される。 
 
(1) サービス産業依存型経済は長期的に生き残れない 
 製造業の直接雇用の損失は、サービス関連製造業および一般的サービス産業の雇用増加によ

って補填され、サービス産業への経済的依存が顕著となってきている。しかし、競争力のある

製造業が無くては、顧客の期待に応えるサービスの品質向上は達成されず、サービス産業に対

する信用を維持できない。 
 
(2) 産業的変革は絶対必要 
グローバル競争に勝ち抜くために、また環境･社会の問題に対応するためにも、各国の協調

的な取り組みによって、欧州製造業を資源集約型から知識集約型へ、世界市場での技術的･生

産量のリーダーシップを達成･維持できる革新的な産業部門への転換が必要となる。 
 
(3) 製造業の新しいアプローチ(革新的生産)が必要 
製造業の伝統的構造は、土地･労働力･資本を基礎に成り立っている。今後は、知識と資本に

基づく「革新的生産」構造に移行する必要がある。構造変革には、知識の獲得･配置･保護･蓄

積へ持続的な姿勢が必要となる。 
 

(4) 競争力のある研究開発システムは複数要因によって作られる 
知識主導型経済には、競争力のある研究開発システム、知識生成･革新の新アプローチ、教
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育･訓練の基本構想の調整、アクセスしやすい研究技術開発･革新基盤(インフラ)の整備、新し

い社会的ニーズと高齢化社会の需要に対応する解決策確立等が必要となる。 
 

 MANUFUTURE 2020 では、まず今日の欧州製造業界の長所･短所を総括し産業変革の必要

性を説明、引き続き MANUFUTURE のアプローチによって製造業界が経験する変化、産業変

革推進に向けての戦略について説明されている。以下、その内容を紹介する。 
 
1. 欧州製造業の現在 

 
EU には 2600 万の企業が存在し、その中で製造業は約 10%の 250 万社、その 99%が中小企

業である。製造業は EU の GNP の約 22%を占めている。 
欧州は多くの部門で主導的な立場にあるが、現在、２つの課題に直面している。まず、特に

ハイテク部門で他の先進国と競合関係にあること、次に、伝統的な製造業においては、低賃金

経済圏の台頭が著しいことである。 
  
欧州の長所と短所を以下にまとめる。 

長所 
・産業の多くの分野が近代的で競争力がある。 
・最先端の研究が加盟国どこからでも利用可能。科学分野で優れている。 
・ビジネスの 99%は中小企業で、柔軟性･敏捷性･革新的精神･企業家精神に優れている。 
・持続可能性を考慮した環境保護、クリーン技術、環境に配慮した生産プロセスへの多額な投

資が製造業と消費の新パラダイムになっている。 
・加盟国間の歴史的･文化的相違が視点と技術の多様性となり、協調することで新しい解決策

を生み出せる。 
短所 
・近年、生産性において米国よりも低いレベルとなっている。情報通信技術分野、新技術分野

への投資が少なく生産性向上に至っていない。 
・革新活動が弱すぎる。新しいアイデアは豊富だが、それらの新製品･新製法への転換がうま

く行われていない。産業分析によれば、欧州で展開する製造業者のフレームワーク条件が原

因であると指摘されている。 
 

以上のような欧州の長所を活かし短所を克服して、成長のチャンスとするために必要なこと

は、1) 研究と革新への持続的投資、2) 労働コストの問題をクリアするための、工場のオート

メーション化と生産性の向上、3) 知的財産の保護、4) 革新･企業家精神を刺激するフレームワ

ーク条件の確立、5) 高付加価値製品による市場戦略への移行を支援する革新的技術の向上、等

である。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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2. MANUFUTURE のアプローチ 

 
予測される製造業界の劇的な変化に対応するために、MANUFUTURE は研究指向的戦略を

推進する。研究指向的戦略は、製造業の科学･技術を基盤とした成長を推奨し、グローバルな

競争力の発展、持続可能な成長、高付加価値雇用をサポートする。 
製造業は地域的ニーズに応える段階から、グローバルな需要に柔軟に対応できる生産パター

ンの段階に進んでいる。この流れに沿って、生産概念と開発のタイムスケールが長期から短期

へと移行し、最終的にはリアル･タイムに近い対応となりつつある。 
また、製造業はより一層サービス集約型になる可能性がある。サービス指向と高まる消費者

の期待が、サービス要素自体と同様に、競争力のある生産組織、価値連鎖管理、顧客関係にと

って重要な要因となるだろう。 
 

Figure 1: MANUFUTURE のシナリオ 

新しい市場 

 

現在の市場 

 

新しい製品 

 

現在の製品 

 

① 集権的生産、現地生産 

② 分散生産、グローバル市場 

③ 新技術でのリーダーシップ 

④ 戦略的革新のための 

      新ビジネスモデルと新技術 

 

③ 

 
② 

 

① 

 

④ 

 

  
新しい状況への適応方法は、Figure 1.のように、4 つの方向( シナリオ )がある。シナリオ 1

は、企業がマス･カスタマイゼーション、高品質、短期間での商品化によって競争上の優位性

を獲得しようと努力している現状を表す。しかし、短期間の優位性にのみ集中していると、長

期的な競争力を失うことになる。研究集約型企業でない場合は、明らかにシナリオ 2 に進む必

要がある。シナリオ 2 では、生産がグローバル化した市場で多くの選択肢を享受する消費者の

需要と適合する。これは、すき間産業にも大量の顧客基盤を持つ産業にも適用できる。 
研究集約型組織は、既に、新しい製品を刷新する手段として、技術的リーダーシップ( シナ

リオ 3 )に向けて動き出している。しかし、革新技術から最大限の利益を得るためには、技術的

アプローチと新しい市場状況への適応を組み合わせる必要がある。シナリオ 4 は長期的･ハイ

リスクの投資が必要となるため、特に中小企業にとってはチャレンジとなる。しかし、短期主

義( short-termism )やいつも通りの仕事( business as usual )を続けていては、リスクはもっと

高くなる。 
 

EU 各国の出発点は同じではない。異なる要求事項に中期的に対応するためには、断続的な

進歩を目指す研究活動と、画期的な技術革新を目的とする研究活動とのバランスを保つことが
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重要である。長期的には、共同研究への支援の比重を革新的進展の達成を目標とするイニシア

チブに移行しなくてはならない。EU 製造業部門が生き残り、今後 20 年間繁栄するためには、

組織は従来のやり方に劇的、破壊的な変化をもたらす新しいシナリオに順応しなくてはならな

い。 
 
製造業界が経験するであろう変化は、次の 6 点にまとめることができる。 

 
(1) 資源に基づく製造業から知識に基づく製造業へ 
 生産コストだけの競争を避けるために、欧州製造業は高付加価値製品と技術に一層集中する

必要がある。高付加価値製品や技術は、世界的な顧客のニーズ、製品満足度だけでなく、環境

や社会的期待を満たす幅広いサービスを提供できる。知識集約型製造は材料とエネルギーの経

済的な使用を可能にする。また、顧客の本当のニーズに応えるサービスを盛り込んだインテリ

ジェント･デバイスの生産が可能となる。未来の消費者は、車を買うのではなく機動性を、ボ

イラーではなく家の快適性を購入するのである。 
 
 持続する競争力を確かなものにするために、生産調査は製造の基本的プロセスの革新的転換

に焦点を合わせ、プロセスが順応型、デジタル化、ネットワーク化、知識集約型となる必要が

ある。 
 
順応型とは、操作環境での変化に自動的に対応可能なこと。現存する限界を革新的なプロセ

スの統合で乗り越え、全く新しい製造関連方法への転換が必要となる。 
 
デジタル化は、幅広いプランニング･ツール、ソフトウェア、情報通信技術を活用し、新し

い技術を製造プロセスの設計と運用に統合することである。複雑な生産のモデリングやプレゼ

ンテーション･ツールを使って、全建築物、資源、機械類、システム類、設備等を含めた全工

場の仮想「デジタル工場」を作成すれば、必要な情報をシミュレーションで獲得でき、新しい

施設導入の時間とコストを劇的に削減することができる。 
 

 ネットワーク化は企業や国を超えた操業を可能にする。また、生産プロセスを動的な協同製

造と付加価値的なネットワークに統合できる。製造過程で必要な識別･認証方法の決定と、必

要なプロセスと情報通信技術システムの特定が課題である。 
 
 知識集約型とは、特定の生産資源とプロセスを最適化するために知識を利用するだけでなく、

知識プラットフォーム( knowledge platform )と能力ネットワーク( competence network )を
使って獲得した知識を他分野へ移転できること。企業間ネットワークの新しい可能性を実現す

る方法、あるいは、変化の多い環境での迅速な対応を可能にする唯一の方法は、製造に関わる

あらゆる分野からの知識が統合され、製造ネットワークから製造システムの個々の構成要素を

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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連結することである。 
 
(2) 直線性から複雑性へ 
 予見される製造プロセスの変化に適応するために、企業は組織的構造を再検討する必要があ

る。生産とプロセス更新という従来の直線的アプローチではなく、相互に関連する全局面に同

時に取り組む「生産工学」の戦略へ転換しなくてはならない。 
欧州にとって、伝統的な製造業分野での専門性を維持し、伝統的製造方法についての知識に

投資することも重要である。新技術は伝統技術の強力な知識を基礎にしてこそ発展できるから

である。しかし、知識集約型製造業への円滑で効率的な転換への取り組みは依然必要である。

例えばアジアのような低賃金、低コスト生産との競合関係の中で欧州の製造業の基盤はどのよ

うに変貌できるのか明確に理解する必要もある。 
 規模の経済から利益を得る単一大量生産工場へのこれ以上の投資は意味がない。知識集約型

製造業への転換には、供給側の並列ネットワークを活用し、変化する需要にタイムリーに対応

する製品を的確に製造する技術を集約可能な、柔軟性のある企業が必要である。 
 ｢製造｣への統合的アプローチは、設計、生産、物流、サービスに同時に価値を付加するという

新しい概念であり、水平的な実現技術に裏打ちされた新しい知識を全ての製造段階に組み込むも

のである。その結果、欧州内での付加価値を高め、雇用機会を増やすことになる。この新しい概

念を理解し、実施することは産業にとって非常に重要である。 
 
(3) 個人競争から組織的競争へ 
会社がそれぞれ単独で動いても、根本的な変革を必要とする大きな課題に対応することはできな

い。また、国家レベルで見ても、必要な人材や財源に問題を抱えることになるために、協力が絶対

不可欠なのである。研究成果の排他的所有権をめぐる個人間の争いは感心しない。製造システム全

体での知識の共有とネットワーク化が、公正な知的財産権規定と共に、欧州全体として競争力を獲

得するための合理的な方法なのである。 
 今後のビジネスの成功に必要となるのは、1) 地域センターや分散型仮想機関を活用するマル

チスケールネットワークでの研究開発への集中、2) 技術･品質･持続可能性のグローバル･スタ

ンダードとの協調、3) 標準的な情報通信技術インターフェイスの適用、4) 新しいビジネスモ

デルを採用しているヴァーチャル・エンジニアリングやヴァーチャル・製造パートナーが構築

するオープンネットワークへの参加である。 
 
(4) 単一分野から複合分野へ 
一つの技術を中心とする技術革新過程は多専門分野に渡る技術革新に取って代わられるだ

ろう。中期的に見ると、3 つの最も革新的な産業分野、マイクロエレクトロニクス、ナノテク

ノロジー、バイオテクノロジーの収斂が主に付加価値を作ることになる。 
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(5) マクロからマイクロ、さらにナノスケールへ 
 エレクトロニクスとバイオテクノロジー産業は、材料設計と生産プロセスにおける巧みな操

作で既に前進している。装置サイズの縮小化は、知識集約型材料によって提供される付加機能

と共に、資源の節約となる。しかし、この縮小化がナノスケールに近づくと、従来の技術では

物理的限界に達しようとしている。次の段階に進むためには、画期的な研究が必要である。 
 
(6) トップダウン生産からボトムアップ生産へ 
恐らく、20~50 年以上もの長期的なタイムスケールで考えると、自然を再現する問題が解決

され、今日のトップダウン方法から、原子や分子一つ一つのボトムアップ操作への移行が可能

になるだろうと期待されている。 
これまでにない知的多機能を有するハイブリッド有機物・無機物の組み合わせによって、ナ

ノスケールの構造化に依存する特性をもつ材料の全く新しい活用方法が見つかるだろう。例え

ば、色の変化や電気抵抗の変化によって、疲労や過重積載を自己診断する合金が建造物に使用

されると、予防保守の必要性を削減することができるようになる。 
 
産業の革新的変換は長期的に取り組まなくてはならないが、成熟した製造業分野での欧州各

国の競争力を維持することも保証する必要がある。成熟した製造業分野では、劇的な技術革新

や新しい特許等がもはや牽引役とはならず、むしろ持続的成長と新技術の漸進的適用が重要と

なり、無駄のない管理方法や、熟知されているが十分に活用されていない原理を使って競争力

を確保することが必要となる。 
 
3. 成功のための環境作り 

 
競争力のある持続可能な製造業への変革は、成功する環境を整備する必要がある。以下にそ

のポイントをまとめる。 
 

革新の奨励 
適切な財政奨励や支援がなくては、投資回収が不明確な長期的イニシアチブのリスクを負う

ことに伝統的な産業は躊躇するため、強力な統率が必要となる。政治指導者たちは、個人や企

業のモチベーションとなるフレームワークの条件を率先して確立しなくてはならない。欧州、

国家、地域、民間の各レベルで、特に、知的財産権、規格の調整、意欲のある企業への資金調

達に関して、法的、規制的環境の合理化･簡素化の視点を持ち、協調的で統合的な取り組みが

重要となる。コミュニティ・リサーチに産業パートナーが関与することも持続的な成功の要因

であり、新規事業と技術移転センターが飛躍的進歩や伝統的製造業イメージの変化に貢献する

ことになる。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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社会問題への取り組み 

2015~2020 年の製造業界は、新しい社会的ニーズや高齢化社会の需要に対する解決策を提供

する責任を問われる。労働力供給に関しては、製造と研究部門の現役層の引退と全く新しい技

術を持つ労働力の必要性が問題となるだろう。 
持続可能な経済の創生には、倫理、健康、安全に関する問題が優先事項となる。例えば、遺

伝子組み換え食品や幹細胞研究に関する最近の議論では、科学と新技術の活用には倫理的な懸

念に配慮する必要性が強調されている。 
環境・安全規制の強化は明らかに製造業の変化につながり、省エネルギー、資源保全、クリ

ーン技術適用を促進することになる。研究の役割は、競争力の優位性を失わずに新しい要求事

項を満たすことができる材料、製法、技術を提供することである。 
様々な取り組みは、「リスボン戦略」に合わせて、欧州製造業の重要性に対する一般の意識

を高めるものとなるべきである。自主規制の中で、洗練された豊かなライフスタイルを享受す

るような持続可能な消費パターンに適合するよう、一般市民を教育することで技術のエコロジ

カルな使用が可能になる。 
 
知識生成の促進 
革新に価値を置くアプローチは知識生成を促進し、製造部門に知識による利益をもたらし、

大学、研究センター、知識集約型中小企業、製造企業など、産学コミュニティ間での緊密な協

力が相互の利益になることを、明確に認識する必要がある。新しいアプローチは、関係者間の

障壁を崩し、個々の研究者の専門性を適材適所に活用できる流動性を与えることで、相互作用

と並列的な革新を促進するものでなくてはならない。 
知識は「製品」として、特に知識集約型中小企業にとっては、より一層重要となる。研究成

果を共有する場合には、知的財産権を保護する新しいアプローチが必要となる。 
 
 知識集約型中小企業の機敏性と柔軟な構造は、製造企業との関係を保ち、研究開発機関のた

めの時間と資源を省くことができると同時に、国や国際的なプロジェクトの競合前研究の仕事

を請け負うことを可能にする。製造企業にとっては、いわゆる「知識」や「教育」工場である

大学や研究開発センターに直接関わる中小企業に専門的な仕事を任せ、自らは製造業の中核的

活動に専念することができる。また、知識集約型中小企業の持つ広範囲なネットワークは、最

先端の知識と革新的サービスを求める製造企業にとっても価値がある。そして、知識集約型中

小企業は個人の成長や創造的な才能が強く刺激される肥沃な土壌を形成することにもなる。 
 知識集約型ではない多くの中小企業にも知識が利益となるように、製造業全体への知識の浸

透を促進する国や地域レベルでの対策も重要となる。 
 
教育とトレーニングの調整 
教育機関は、次世代「知識労働者」に必要な技術育成の教育とトレーニングを提供しなくて
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はならない。知識労働者は技術的専門性と企業家精神を持ち合わせる必要がある。 
 教育カリキュラムの開発は、複雑化する産業・経済に追いつかず、新技術の急速な進歩にさ

え遅れをとっている。製造は大学の教室の中だけで取り扱えるテーマではない。教育を製造業

の現状に合わせることが欧州製造業教育の戦略的課題となる。そのためには、工場環境と教室

の統合が最良の方法だと考えられる。 
 研究者やエンジニアの流動性を促進することも重要である。高齢化社会などを考慮すると、

生涯教育も強調されるべきであり、産業と教育組織が戦略的に提携することが必要となる。労

働力の継続的トレーニングの確保は企業自身のためだけでなく、個人も自分の技術レベルを向

上させる機会として活用しなければならない。欧州製造業全体にこのトレーニングの枠組みが

整備されれば、EU 労働者の技術と能力が格段に向上することになる。 
 
インフラ整備 
 産業界、特に中小企業が新しい技術と組織的実践を迅速に、手頃なコストで展開するために

は、ネットワーク化したアクセス容易な研究技術開発革新( RTDI )基盤の開発を支援する必要

がある。 
 第 6 次フレームワーク計画は、拡張ネットワーキングを奨励するエクセレンス・ネットワー

ク( Network of Excellence )と統合プロジェクト( Integrated Projects )を通じて必要な資金を

提供し、幅広い協力を後押ししている。第 6 次フレームワーク計画の成果に基づき今後第 7 次

フレームワーク計画が策定される。第 6 次フレームワーク計画は、欧州産業繁栄のために最適

な環境を定義する貴重なアドバイスとしてMANUFUTURE の検討に貢献するだろう。 
 
4. MANUFUTURE の戦略 

 
このレポートで説明されている対策を実施すれば、欧州は世界クラスの研究を通して知識基

盤を拡大し、人生を豊かにする新製品と製品関連サービスの開発に研究成果を最大限に活用で

きる。2020 年までに、EU は製造における効率性、品質、持続可能性のグローバル・スタンダ

ードを設定することになるだろう。EU は地域内に最新の生産施設を整備すると共に、技術と

知的財産の所有権は維持しつつ、最先端の製法と資源を世界各地に輸出することになる。 
 
 MANUFUTURE の最終目標は、共通の理解を形成し、欧州製造業の未来のために最優先の

研究テーマを特定し、このテーマを EU の研究フレームワーク計画、ユーレカ計画のような欧

州イニシアチブ、および国家、地域プログラムに含めることである。 
 このような活動は、「MANUFUTURE プラットフォーム」の創設によって円滑になる。こ

のプラットフォームは、全ての投資家とそのニーズを統合し、製造業全体の問題に取り組む水

平的な特徴を持たなくてはならない。その主要な役割は、欧州製造業を 2 つのレベルで変革す

ることを目的とした研究技術開発・革新(RTDI)の取り組みを統率することである。2 つのレベ

ルとは MANUFUTURE ビジョンの確立とリスボン戦略の推進を目標とする政策レベルと、科

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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学技術統合による相乗効果を最大限に活用する技術的アプローチを用いた業務計画レベルで

ある。技術的アプローチは、実施中、あるいは策定中の分野別プラットフォームが現在直面し

ている共通の問題や障害に注意を向けることから始めるべきである。 
 
 EU 全体を見ると、製造活動が多様であり、様々な関係者が関与し、国・地域毎にニーズに

大きな違いがあるため、一つの普遍的な解決策では問題は解決できない。よって、本レポート

に添付されている MANUFUTURE 戦略的研究アジェンダ(現在 EU サイトで準備中)は、以下

に基づく多様な観点を持つアプローチを想定している。 
・産学間で緊密に連携した知識共有型コミュニティの創造 
・ワールドクラスの研究開発インフラ構築 
・新しいビジネス･モデル、組織コンセプト、作業方法の採用 
・研究投資と企業家精神を奨励する良好な状態の経済･規制環境の確立 
・次世代知識労働者の生涯教育の必要性を反映した教育と訓練の再構築 
・科学の価値、知識集約型製造業で作られる働きがいのある就業機会、持続可能な生産･消費

パターンの重要性、等に対する市民意識の向上 
 

 戦略的研究アジェンダの目的は、投資家に情報を提供し、議論を奨励、合意見解に導くこと

である。また、MANUFUTURE のビジョンは長期的なものであるが、実施の延期を正当化す

るものではない。数々の実施計画が戦略的研究アジェンダの段階的な発展と一致し、最適レベ

ルでの投資家と資源の動員を目的とするよう、今後、数々の実施計画が策定されることになる

だろう。 
以上 

 (出所) 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/manufuture/documents_en.html 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/pdf/manufuture_vision_en.pdf  


