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日
ひ

陰
か げ

のプロジェクトはなぜ成功したのか
— 事例から考える仕事の正しい進め方—

株式会社 ロゴ 取締役副社長
酒井 昌昭（さかい まさあき）
1968 年ソニー株式会社入社後、主に製品開発・設計業務に従事。一般消費者用製品から業務用
製品など幅広い範囲で数多くの商品化プロジェクトを推進。海外 R&D プロジェクト支援を担当。
同社 B&P カンパニーで設計改革プロジェクトを推進、2003 年に早期退職。
同年、津曲公二らと共に（株）ロゴを立ち上げ「CCPM/6 つのモジュール ®」を開発し現在に
至る。PMAJ 会員、PMI 会員、PMI 認定 PMP。
主な著書は、『仕事の 9 割は「段取り」で決まる！』、『人生に役立つ「坂の上の雲」名言集』、『図
解 これならできるクリティカルチェーン』、ほか。

1．はじめに　成功や失敗から何を学ぶか
成功から何を学ぶか？　失敗から何を学ぶか？
うまくいった経験を、プロジェクトマネジメン

ト（以下、PM　と略す）の手法に照らし合わせて
考えると、自分の経験や行動の意義が理解できる。

ここに紹介するのは、過去に経験したプロジェ
クトの実例である。当時は有効な PM の方法論を
知り得なかった頃の話である。そのプロジェクト
で経験したことから、そのポイントを抽出して解
説する。

2．日
ひ

陰
かげ

のプロジェクトが成功した
デジタル技術は新マーケットを開いた

今でこそ当たり前のデジタル技術。しかし、当
時においてはアナログ技術からの転換は革命に近
かった。アナログ技術者が、デジタル技術者に転
換するのは一苦労だった。転換できない技術者は
一線の技術者からの脱落を意味していた。

ところが、過去の技術経験をうまく活かせた人
たちもいた。

当時、ソニー社内の業務用事業本部全体のビジ
ネスの主流は映像系の機器である。ビデオレコー
ダー、ビデオカメラ、ビデオ編集機器（画像と音
声）など。オーディオ専用の業務用機器は、いわ
ゆる日

ひ

陰
かげ

の事業部だった。中でもミキシング ･ コ
ンソールはユーザー側（放送局、学校やホール）
においても高価なデジタル機器に入れ替える意欲
は低く、予算も少ない。当然のことながらビジネ
ス的にも大きくは期待されていなかった。

（1）事例：  新市場に参入したミキシング･コンソー
ル開発プロジェクト

このプロジェクトは、放送局などで使われるミ
キシング・コンソール（音声調整卓　写真 1）の
商品開発チームのものがたりである。

アナログ時代から本格的なデジタル時代になっ

Point
❶  危機をうまく乗り切れた商品化エピソードの事例を知ると、ビジネスが成功するための条件はほと

んど共通している。
❷  専門分野は変わってもマネジメント・スキルは有効に働くので、自分の経験をうまく活かすことが

できる。
❸  ビジネス・スキルとしての「仕事の正しい進め方」は誰でも学べるよう、シンプルに体系化されて

いる。
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た頃のこと、ほとんどの音源はすでにデジタル記
録になっていた。そのタイミングで、業務用ミキ
シング ･ コンソールのマーケットに新規参入する
ことにした。

写真 1　設置されたミキシング・コンソール

出所：事例のプロジェクト主要メンバー 伊藤融孝氏 撮影

日陰チームを率いる
オーディオ系技術者のうちの何人かは、オー

ディオマニアか少なくとも自分の仕事に強いプラ
イドや執着を持っていた。そして彼らが他のメン
バーを強く牽引していた。現場の実質的なリー
ダーである。

そんな中、筆者はそれまでの映像系のマネ
ジャーからオーディオ系に異動し、この事業の責
任者に任命された。もともとはアナログ系の設計
者としての実績と経験に自信は持ってはいたが、
異なる商品分野、異なる技術分野（デジタル）、新
組織メンバーという三つのハンディーを持つこと
には少なからず不安もあった。

しかし、異動後、このチームのエンジニアたち
のレベルは高く、特に中心リーダーの K 課長のモ
チベーションは抜群であることを知った。しかし、
彼らのビジネス分野が脚光を浴びていないことは
いかんともしがたい。せめてプロジェクトとして
の成功体験を味わわせてやりたいと考えた。

新プロジェクトがスタートした懇親会の席上
で、筆者は率直な感想を述べた。｢ 君たちは優秀
だが不運だ。日陰にまかれた植物の種のようだ。
すくすくとは育っていないね。だからこそ精神的

に打たれ強い。しかも言動にはトゲがある。トゲ
の鋭いサボテンのように」。一同大爆笑だった。

納期に間に合いそうもない と分かっていた

営業と一体になって売り込みを開始した。最初
は九州の顧客。要求された納期での商品開発には
かなりの無理があった。社内で決められている新
商品の出荷判定ルールではとても間に合わない。
しかし、新しいマーケットに参入するという魅力
と、開発メンバーからはぜひやりたいとの声に動
かされて、この企画商品を正式に受注することに
した。

ふつう受注生産品は、標準化設計された数種の
モジュールを組み合わせ、カスタマイズ製品とし
て生産する。一部、顧客の個別・特殊要求に応じ
て特注対応するものもある。

商品出荷を判定する権限を持つのは、品質保証
部だ。十分な品質と動作を評価してからでないと
OK しない、と譲らない。当然のことである。筆
者は綱渡り日程でいくことに腹を決めた。社内
ルールの例外扱いにしてもらうつもりでいた。

難関はソフトウエアのでき具合

今回の商品化での難関は、ミキシング ･ コン
ソールにあらかじめ組み込むソフトウエアのでき
具合、つまり完成度である。本装置を操作するの
は納入先のミキシング・エンジニア（通称ミキサー）
と呼ばれる人たちだ。ミキサーは、全て自分の手
を動かして操作する。カンと経験が腕の見せどこ
ろの世界だ。

デジタル化の利点として、あらかじめ決めてお
いたベストなミキシング操作を組み込みソフトに
記憶させることで、本番では自動的に再現でき
る。このオートメーション機能があれば、数人の
サブミキサーが分担していた複雑な操作を、1 人
のミキサーで対応できるようになる。

ミキシング ･ コンソールの信号処理自体は、既
存のデバイスを使ってできるが、その信号処理の
命令とオートメーション機能を同時にソフトウエ
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アで処理しなくてはならない。当社にとっては初
めての応用開発商品だ。依頼主である放送局側も、
今まで実績のないデジタル機器で高額でもあり、
リスクを感じていたことだろう。

依頼主は、新社屋オープニングセレモニーに合
わせ新装置を設置してほしいとの希望だった。当
方もそれを承知で契約したが、商品開発の期間は
短く、とても間に合わない。プロジェクトリー
ダーの K 課長に心酔していた技術者たちは、無理
を承知で引き受けることを約束する。残業、休日
出勤、徹夜も覚悟の上だ。

間に合わない、を間に合うように変える

綱渡り日程で開発に着手したものの、途中で技
術的トラブルが発生し、商品化の日程が数カ月遅
れる状況になった。予定していた「不完全な量産
品」でさえ間に合わない最悪の状況になってしまっ
た。納期の数カ月前にもかかわらず「恥ずかしな
がら、約束した納期には間に合いません」と伝え
ざるを得ない羽目になってしまった。

ここで、あらかじめ依頼主との信頼関係を築い
ていたことが役立った。最重要プロジェクトとし
て扱い、要望は最優先で対応することなどを確約
していた。さらに、プロジェクトリーダーの K 課
長を顧客放送局のチーフエンジニア M 氏との窓口
にし、操作仕様に欠かせない顧客ニーズの発掘、
製品の仕様を聞き出す役としていた。いわゆる
セールスエンジニアの役割である。彼は、顧客の
M 氏とは受注初期段階からフランクな関係を築く
ことができ、二人には目標を共有する運命共同体
の意識が生まれていた。

その結果、大幅な納期遅れの対応はわれわれの
提案を 100% 受け入れてもらえた。新社屋オープ
ニングセレモニー番組では、複雑な操作はしない
こととし、急遽

きょ

設計試作品（プロトタイプ）を仮
運用することで了承してもらえた。後日、正式出
荷品（品質保証部の評価合格品）に置き換えるこ
とで合意を取り付けた。これで、セレモニー当日
を乗り切るめどがつき、「間に合わない、を間に合

うように変える」計画に修整することができた。

セレモニー当日のリスク対策
しかし、セレモニー当日のみの使用で複雑な操

作はしないとはいえ、試作品は本来の設計プロセ
スをスキップした未完成なレベルにある。当日、
致命的なトラブルが起こらないか大いに心配だっ
た。最大の心配は組み込みソフトの完成度が低い
ことだ。ごくまれにしか発生しないのだが動作が
不安定に陥る現象があった。この現象は、再現性
が極度に低く、設計者が何回やってみても再現し
なかった。

筆者は、プロジェクトリーダーと、ソフト設計
リーダーとも相談し、完成度を目一杯頑張るとし
ても、それ以外に何か対策を立てることがないか
を検討するよう指示した。同時に、ユーザー（ミ
キサー）にとって、最悪の事態は何かも検討させ
た。

すると、最悪の事態としてオートメーション機
能がフリーズする、が浮かび上がった。これには
機能を解除し、マニュアルに切り替える。そして
フリーズしたときのログ（稼働中に起こったこと
を記録したデータ）を回収して原因究明につなげ
る、という一連のアイデアが出された。現在では
ごく当たり前の対策になったが、その当時では真
剣に考えた結論だった。

筆者の役割は、セレモニーで失敗したときの謝り役

顧客の現場責任者から、セレモニーの当日は私
たちプロジェクトの技術者が立ち会うことを求め
てきた。当然のことだ。設計者とプロジェクト
リーダーの K 課長に九州の現地に出張する手配を
した。一方、基本的な設計検討には 1 日も時間を
無駄にしたくないので、ソフトエンジニアのひと
りだけを出張に同行させ、残りは東京で開発作業
を続行させることにした。

このときプロジェクトリーダーの K 課長から逆
提案。「あなたも同行し、何かあった時には事業部
責任者として頭を下げてくれ」と…。よく考える

日陰のプロジェクトはなぜ成功したのか
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と、筆者はここではエンジニアとして役立つこと
はない。一方、プロジェクト責任者の立場を考え
ると、謝り役なら役に立ちそうだとあらためて認
識した。メンバーだけにそれを押しつけるわけに
はいかないと覚悟を決めた。

品質保証部には、顧客のイベント日程に合わせ
るためにはいったん納品せざるを得ないこと、そ
してともかく設計部門の責任で出荷したいと説明
し、了解してもらった。

セレモニー当日のトラブル発生

順調に進んだリハーサル。何事もなく進んでい
たオンエア本番。しかし、生放送の 2 時間番組、
あと 20 分で無事終わりそうだ、という時点でト
ラブルが発生。組み込みソフトがフリーズし、装
置が動作しない。放送局のチーフエンジニア M 氏
がすかさず、操作をマニュアルに切り替えた。あ
たかも何事もなかったかのように、マニュアル操
作で難局を乗り切った。

終了後、トラブル発生をおわびすると共に、M
氏の瞬時の判断とマニュアル操作の見事さを称賛
した。M 氏いわく、「事前に回避策を想定してい
たので何でもないよ、それより早くバグの修正を」
と要請された。怒るでもなくむしろ笑顔の言葉に
思わずホロリとなった。

当方のソフト技術者が、記録したログを早速電
送し、東京の開発部隊に直ちに解析と対策を練る
よう依頼した。

迅速なソフト修正で信頼を得る

現地から送ったログの解析はバグの修正に極め
て効果的だった。それまで設計チームでは再現で
きなかった不具合状況が判明し、数日後には的確
な対策ができた。内部の確認テストを終え、確信
を持ってプロジェクトリーダーの K 課長を再度派
遣し、顧客先でのテストも無事にパスした。

この素早い対応に顧客の M 氏は大変感激したよ
うである。その後、同氏は九州地区の技術報告会
などであたかも宣伝マンのように他局へ紹介され

ていたと聞いた。そのおかげで他の放送局からも
受注できた。

もちろん、正式版の装置は 3 カ月後に入れ替え
納品を完了、無事に一件落着となった。

写真 2　事例コンソールの出荷

出所：筆者

（2）  事例から学んだこと 
～仕事の正しい進め方の視点から

この事例から学べるビジネス成功の条件を、こ
こでは三つ取り上げてみる。
1． 依頼主と受注側で、そのビジネスの背景、目的、

最終的な成果物などを共有した。同時に、商
品開発プロジェクトメンバー間でも情報を共
有した。…関係者間での的確な情報共有

2． 開発途中の段階で正直に遅れ情報を顧客に入
れ、リスク回避対応策などを共同で検討でき
た。…両者の率直な情報開示

3． 現場でのトラブルの発生情報を全て開示しても
らい、それをいち早く分析し、依頼主の予想
以上に速やかに対策案を提示した。…お互い
にタイムリーで迅速な行動

スケジュール計画を作成する段階で、

「できないを、できるに変える」

ここでは特に、2 番目の開発途中で遅れを依頼
者側に報告した点を考えてみる。

当初から無理な日程を認識していたのに、無理
を承知で、精神力でカバーしようとしたところは
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反省点である。計画で無理なものは、実行段階で
も無理なのだ。精神力だけで解決することはでき
ない。最初の時点で、チームの実力を盛り込んだ
上で「できないを、できるに変える」方策を検討
しておくべきだったのだ。このことを、スケ
ジュール計画を作成する段階で織り込み、あらか
じめ先方と合意しておけばお互いに、あわてず、
あせらず、ムダなストレスを感じない。集中して
完成に向けて専念できたはずである。
「なんだ、それなら誰でも気がつくこと、でき

ること」、…確かに結果的にはコロンブスの卵であ
る。でも現実にはやっていないことが多い。当時
の筆者が、まさにやっていなかったサンプルその
ものだった。全てのことをぎりぎりのタイミング
でひねり出したのだからストレスも多く、ムダな
作業も多かった。チームのメンバーが K 課長を中
心にまとまっていたからこそ結果がついてきたの
だと思っている。

今なら体系化されたビジネス・スキルがある

上に述べたように、「できないを、できるに変え
る」は行き当たりばったりで何とかなった感が強
い。当時と違い、今ならもっと的確なやり方があ
る。つまり、体系化されたビジネス・スキルを学
べばよい。仕事のはじまり（見積もり段階）から
完了納品するまでの道すじを、「こうすれば必ずで
きる」ということを図で示し、関係者で共有させ
ることがマネジャーとしての筆者の役割だったの
である。現在のやり方で、筆者たちはこれを「サ
クセスマップ」（成功への全体図）と名づけている。
難しくても先が見えるので、だれもがムダなスト
レスがなくなり、仕事は楽しくなる。ここで説明
した成功への道筋を共有するサクセスマップは体
系の一部にすぎない。全体は後で述べる。その前
に経験をうまく活かすとは、どういうことかを説
明する。ビジネス・スキルを高めていくには欠か
せないポイントだからである。

図表 1　サクセスマップサンプル
アルマーダ社 国際ビジネスショー出展

プロジェクト活動

事業計画

サクセスマップ

ビジネスショー
計画書

翻訳デバイス
応用計画書

翻訳デバイス
成果物 将来の

成果

パンフレット
説明要員

ベースになる
スマートフォン

スマートフォン
の実機

話題になる
ブース 新規事業

売上貢献
成長する
営業課員

技術提携
の計画書

新規ビジネス
提案書

市場調査
の情報

パートナー
企業のリスト

出所：筆者作成

経験をうまく活かす

何かを「体験」してもそれがすぐに経験になる
わけではない。体験を経験にするには、それなり
の手間がかかる。成功したことも、失敗したこと
も、それぞれに要因があるはずだ。それらの要因
を、ビジネス・スキルの手法にあてはめてみると
よい。手法は多くの実例を普遍化した一般論であ
り、経験は個々の実例そのものである。自分の体
験した実例を、一般論にあてはめて理解できれば、
それはさらに幅が広がり応用がきく経験になる。

3．		体系化されたビジネス・スキル	
……「仕事の正しい進め方」

スキルとは
スキルとは知識を持ち行動に移せる能力のこと

である。そして、誰でも訓練すればその能力を身
につけられる。クルマの運転免許が良い例だ。自
動車学校はスキル習得に必要なことを体系的に訓
練するシステムだ。2 週間で取れる人もあれば、
もっと時間がかかる人もある。かかった時間の長短
はどうであれ、クルマを運転して公共交通へ参加
するスキルレベルは国家資格としては同じだ。もち
ろん、若葉マークやゴールド免許があるように、経
験を積むに従いスキルのレベルはさまざまだ。経
験の差がものをいうのは仕事の場合も同じだ。

仕事の場合、自動車学校のようにスキルを体系
的に訓練するシステムが欠けているのが問題だ。
職場で教わる機会はあっても体系的になっていな

日陰のプロジェクトはなぜ成功したのか
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いので困る。その仕事に就いて数年たつのに基本
的なことが身についていなかったりする。

本稿で述べた筆者の事例と対比しながら解説す
る。

6 つのモジュールによる仕事の正しい進め方
体系化された仕事の進め方として普及している

のはプロジェクトマネジメント（PM）だ。
だが、従来の PM は「帯に短かしタスキに長

し」、でどうもしっくりこなかった。そこで、シン
プルに 6 つのモジュールに体系化したものを開発
した。「CCPM/6 つのモジュール ®」である。モ
ジュール（module）とは、「ひとまとまりの機能
を持った部品」という意味で、この 6 つのうちの
どれを取り出しても組み合わせてもそのまま使え
る優れものだ。6 つのモジュールについて、目的、
本稿の事例との対比などを説明する。（M はモ
ジュールの意味）。

　M1：ボタンの掛け違いや的外れの仕事を防ぐ

  　事例では自分たちの技術シーズを売り込ん
だ。ぴったりのニーズを持つ顧客が依頼主と
なったので、M1 についてはほとんど問題がな
かった。通常の仕事で発生する問題の 80％はこ
こに原因がある。仕事の大小・軽重に関係なく、
押さえておきたい重要なモジュールだ。

　M2：  環境変化に揺るがないスケジュールを立てる

  　最初からできないと分かっているスケジュー
ルは落第だ。ここでは、シンプルだが本質を押
さえた 2 点見積もり法やバッファーのついたス
ケジュールを学ぶ。

　M3：  プロジェクトや仕事の進捗を安全にコント

ロールする

  　世の中のほとんどの進ちょく会議は、遅れた
ことの責任追及会議だ。これでは建設的な結論
は期待できない。上司も部下も、関係者全てが
ストレスフリーになるやり方で仕事をうまく進
ちょくさせることができる。

　M4：  限られた時間で組織として最大のアウトプッ

トを出す

  　仕事のできる人ほど掛け持ちの仕事が多い。
仕事が集中するのは信頼できる人だからでそれ
自体は悪いことではない。ただ、アウトプット
が最大になっているかは疑問。人が足りないと
言うマネジャーはまずこれを学ぶべきだ。

　M5：実現可能な複数案から選択する

  　事例のポイントはまさにここにあった。正式
出荷品が間に合わないと分かったとき、試作品
で仮運用した。絶対に無理と思えることも複数
案を考えることで解消できた。筆者たちはそれ
を土壇場で対応したが、ここにはそのことが整
理されて使えるようになっている。

　M6：リスクを上手に見つける

  　事例ではセレモニー当日のリスク対策として
紹介した。どんな仕事であれ、致命的な結果を
引き起こすトラブルには事前の対策が必須。手
を広げすぎると何もできなくなるので重点的に
取り組むのがコツ。

ひと言
裁量労働やホワイトカラー・エグゼンプション

などが取りざたされる背景には、ホワイトカラー
の生産性が低過ぎることがある。原因はホワイト
カラーだけでなく、その上司や経営層の仕事の進
め方にも原因がありそうだ。機会があれば解決策
などを述べたいと思っている。

6 つのモジュール全体の具体的な手法の解説は
別な機会に譲ることとするが、（株）ロゴでは毎月
公開セミナーを企業研究会（BRI）と共催で開催
し、ご好評をいただいている。

ぜひご参加いただき、その有効性を体感・実感
して実務に活かすスキルとしていただきたい。

セミナー名称：「仕事の 9 割は段取りで決まる」
シリーズ

マネジメント




