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株式会社ロゴ 代表取締役副社長
酒井 昌昭（さかい まさあき）
ソニー株式会社で、民生用および放送局用 VTR など、商品開発プロジェクトや海外 R&D プロジェ
クトを推進。その後、事業本部の設計改革プロジェクトを担当。2003 年より現職。

前回のあらすじ
❶  欧州車は電気系統に弱い、とは日本のユーザーの評判である。
❷  ドイツ人は科学性を徹底的に追究し、理想主義を貫かなければ承知しない。そこにはある種の頑迷

さがモノづくりにも見える。製品の基本性能が優れていればすべて “よし” とする。伝統的なマイ
スター制度の階層構造も技術に影響している。

❸  1900 年開催のパリ万博に出展された電気自動車（F. ポルシェ設計）は、ハイブリッド車となっ
て 100 年後に世に出た。が、その間、ドイツではディーゼルの方が優れているなどと開発に熱心
でなかった。日本のハイブリッド車の成功を見て、対抗上から欧米車もしばらく後に市販された。

❹  科学の理想を追うドイツのモノづくりに敬服するが、設計と現場の間にある階層の壁は厚い。「す
り合わせ技術」はどうも不得手なようだ。

Point
❶  かつてのドイツは技術大国だった。伝統的な自動車産業は今も強いが、弱電メーカーは消えた。
❷  「インダストリー 4.0」（第 4 次産業革命）を国策として推進するドイツは、効率を高め、顧客ニー

ズに迅速に応え、多品種でも多量な生産を実現させる。が、国家的な技術戦略の切り札になり得る
のか？

❸  科学（サイエンス）と技術（テクノロジー）をうまく融合させる、この日本の強みを活かせるのは、
タテの階層とヨコの業際領域をつなぐ「すり合わせ技術」であろう。

［連載］
すり合わせ技術で仕事を進める「６つの道

モ ジ ュ ー ル

具」
第 2 回　ドイツから弱電メーカーは消えた！ 
—日本の「すり合わせ技術」は世界を変える—

株式会社ロゴ 上席テクノロジスト
岡田 英彦（おかだ ひでひこ）
ソニー株式会社で、ビデオレコーダー等の映像機器の開発に従事。その後、ソニー総合研究 
所で新規の商品開発と R&D の業務を長年にわたり担当。2014 年より現職。
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1．ド	イツから弱電メーカーが消えた
1987 年以降、パソコン、DVD プレーヤー・レ

コーダー、デジタルカメラ（以下デジカメ）、薄型
テレビが相次いで急激に普及した。デジタルデバ
イス（半導体を含む）が予想どおりに伸長したか
らである。

電子機器は急速にアナログからデジタルに入れ
替わった。機能も充実して安価になった。デジタ
ルの時代になったことは誰の目にも明らかだった
が、まだアナログ技術の栄光に夢を持ち続けてい
た技術者、経営者たちもいた。
「主要耐久消費財の世帯普及率の推移」1 のグラ

フを見てもらいたい。まず、パソコンが一般家庭
に 90 年代前半から徐々に普及し、97 年からは激
増している。デジカメも DVD プレーヤー・レコー
ダーもこのころから同様に激増している。注目し
たいのはデジカメと薄型テレビの普及状況であ
る。この時期にデジタル革命はすでに完了してい
る。

グラフは、内閣府統計「消費動向調査」で、日
本国内の統計ではあるが、それぞれの消費財の普
及率は、その時期や国によっては多少のズレは
あってもおおむね世界的な傾向である。

デジタル時代に乗り遅れた企業
カメラメーカーは、フィルムカメラ（アナログ）

からデジタルカメラへと脱皮するには、経営方針
の大転換が必要だった。ドイツは理想主義を追い
求めていたためか、このデジタル時代に乗り遅れ
て、結局は経営不振に陥り、売却するか倒産する
ことになった。

グラフが示すように、デジタルカメラの普及率
が 20％を超えた 2002 年の時点で、フィルムカメ
ラからデジタルカメラへの転換ができていたかど
うかの勝負はすでについていたといえる。

もっとも、1960 年代以降は一眼レフカメラの時

代になり、ドイツのカメラメーカーは衰退して
いった。日本のメーカーが確実に技術優位になっ
たからである。例えば、一眼レフカメラではク
イックリターンミラー（シャッターを押した直後
にファインダー映像が復帰する）機構を、日本メー
カーが特許を持っていたからドイツメーカーは搭
載しなかった。これが主たる要因であるが、さら
に露出計内蔵（TTL）など電気技術の搭載などで、
いよいよ決定的となった。

つまり、ドイツ人の理論主義からは、シャッ
ターを押した瞬間ファインダーが真っ暗になるの
は、「カメラの本質的な問題ではない」と考えた。

「きれいに写ること」が本質であり、余計な機能の
開発は不必要だ、と。また、フィルムが撮影済み
であるかどうかを確認するにはブラックアウトし
ている方がよい、と考えたのかもしれない。

一方、日本の技術者は、ユーザーの心をつかめ
ると思ったミラーのクイックリターンは必要と考
えて開発した。これで、日本のカメラ技術は優れ
ている、との評判を世界で得ることができた。

ともかく、ドイツの技術者は、理論的に考えて
本質でないと思ったことには頓着しない。顧客の
ニーズに応える、商品性を高めることなどにはほ
とんど熱心でない。

薄型テレビへの変化
長年の技術を蓄積してきたブラウン管テレビの

時代から、薄型（液晶）テレビへの時代へと確実
に移っていったのは、2000 年ころである。ブラウ
ン管テレビは世界的に消えつつあり、液晶ディス
プレーに変わることは明白だった。しかし、ヨー
ロッパではブラウン管テレビの方がまだよく売れ
ていた。日本では一変して買い替えは大型の液晶
テレビになった。韓国、日本の技術者の努力で、
液晶技術は急速な進歩をとげ、液晶の画質は向上

1    「主要耐久消費財の世帯普及率の推移」のグラフは、本誌 2015 年 5 月号にも掲載した。その趣旨は、商品のライフサイクルが企
業のライフサイクルに影響することである。創業時の商品はやがて市場で役目が終わる（ライフサイクルの終了）。コアビジネ
スが健在である時期に新規ビジネスを立ち上げ、次世代のコアビジネスに育てなければ会社の寿命も尽きる。
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し価格も大幅に下がった。
ドイツの弱電メーカーは、デジタル化と液晶テ

レビへの変革を怠っていた。当時はまだ「テレビ
はブラウン管が優れている」との評価が根強かっ
たからである。

結果、ドイツの誇る家電メーカー・グルン
ディッヒは 2004 年に倒産した。第 2 次世界大戦
前後を通じてヨーロッパ最大のラジオメーカーで
あり、1951 年にはテレビを生産するなど、一世を
風靡した世界的企業だった。今のドイツでは、テ
レビ・ビデオなど高級電子機器を開発生産する会
社は皆無に等しい。

ここまで述べてきたように、高級カメラ、コン
パクトサイズのデジカメ、さらには放送局などの
業務用ビデオカメラも家庭用ビデオカメラも、日
本の企業が世界市場を席巻している。また、ドイ
ツの有名レンズメーカーのブランド名が付いてい

るレンズ（特殊な用途を除いて）も、大部分は日
本メーカーからの OEM 供給である。

2．		ドイツの理想主義が	
モノづくりを衰退させたか？

理想主義を追い求めた他の例も挙げてみよう。
① ディーゼル車から排出される煤

すす

の対策を求めら
れ、フランスではいち早く排出を抑えるフィル
ターを開発した。が、ドイツはそんな技術を野
暮だと卑下する。ドイツの技術者ルドルフ・
ディーゼルが発明したエンジンだからそのメン
ツにかけても、画期的なエンジンの開発に取り
組んだ。しかし、結局は 2005 年の規制には間
に合わず、フランスからフィルターを輸入して
取り付けた、という。

②  フィルム会社 Agfa-Photo（アグフア・フォト）
は 130 年の伝統を誇ったが 2005 年に倒産し
た。写真フィルムや磁気テープで有名なケミカ
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図表 1　 主要耐久消費財の世帯普及率の推移

（注）  単身世帯以外の一般世帯が対象。1957年は9月調査、58〜77年は2月調査、78年以降は3月調査。05年より調査品目変更。デジカメは05年より
カメラ付き携帯を含まず。薄型テレビはカラーテレビの一部。

出所：内閣府「消費動向調査」

［連載］　すり合わせ技術で仕事を進める「６つの道具」
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ル会社である。日本での評判はよく人気も高
かった。ところが、記録媒体がフロッピーディ
スクから CD、DVD へと、さらにはフラッシュ
メモリー（半導体）に変わっていく技術革新の
時代に乗り遅れた。きれいに撮れるのは写真
フィルムであり、画素数の劣るデジカメなんて
ダメだと考えたから、デジタル時代の到来に経
営の舵を切るのが遅れた。気付いてデジカメの
設計開発を進めたがもう遅かった。旧製品の在
庫は山と残り、安売りでも売れない。ちなみに、
米コダック社も同じようにして 2012 年に倒産
した。

③ かつてはドイツの独壇場であったカメラ市場は、
いまではほぼ完全に日本メーカーが抑えてし
まった。また、カメラ（スマホを含む）に使わ
れている光学レンズ、半導体イメージセンサー

（CCD や CMOS）も日本製が使われている（OEM
提供を含む）。

（1）三現主義は欧米ではむずかしい！
ドイツ人は、理屈はどうあれ「とにかくやって

みて、それでうまくやれる方法を探す」というの
を好まないようだ。実際的・実利的な方法と、理
想主義・理論主義の方法とは相いれないからであ
ろう。

また、技術者と作業者、という二つの階層の違
いはきっちり存在している。つまりタテ組織でお
きる両者の断絶は、技術立国を危うくさせている
といわざるをえない。19、20 世紀の時代では天才
的な 1 人の人物がいればモノづくりを支えられた
が、21 世紀のモノづくりで通用することはむずか
しくなっている。設計では理屈に合っても、モノ
づくりの現場ではそう簡単にうまくいかない。

これを解決させるのは三現主義、すなわち技術
者と作業者とでタテの「すり合わせ」をすること
にある。

三現主義とは、①現場で、②現物を見ながら、
③現実的に解決する、である。

技術者は、製造現場に足を運び、現物を目の前
にして作業者と意見交換し、その上で現実的に解
決する。日本ではモノづくりの常識といわれてい
るが、ドイツでは特有の階層社会というものが存
在し、技術者と作業者との間で厚い壁となってい
る。これを打破するのはむずかしいようだ。

加えてドイツではマイスター制度の伝統を重ん
じている。過去の経験（ノウハウ）を次世代の若
手が継承して技術や技能を生かす制度は必要では
あっても、日進月歩の激しい分野（例えば電気系）
に伝統主義を過度に持ち込むと、進歩が止まって

写真　  ソニーのデジタル 4K ビデオカメラレコーダー FDR-AX100

日本のビデオカメラレコーダーは世界市場でトップシェアを確保している。
出所：ソニー株式会社提供
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しまう危険性がある。
他方、2016 年の自動車ショーに、多数のカメラ

を付けてセンサーにした衝突防止装置、さらに進
めた自動運転装置を搭載したコンセプトカーが出
展されている。これもまたドイツである。科学的
で先端的であればその技術を取り入れることを好
むのもドイツなのである。

しかし、これら先端技術を盛り込んだ商品が、
実際の製造現場で品質や信頼性を確保できるかど
うかは、別の問題となる。製品をつくり込むため
に技術者と作業者の階層の壁をいかに乗り越えら
れるか、それも「インダストリー 4.0」の目的の
ように思える。

（2）「インダストリー 4.0」はドイツを救えるか
ドイツの製造業は競争力が失われる危機感を持

ち。2011 年から産官学で力を結集し、「インダス
トリー 4.0」（第 4 次産業革命）に取り組んで、モ
ノづくりの回復を図ろうとしている。その詳細は、

『日経ビジネス』誌で紹介 2 されており、その後の
フォロー記事もあるので併せて参照してほしい。

同誌の特集では、次のように紹介されている。
「具体的には IoT 3 を核に、ロボットや 3D プリ

ンターなどドイツが強みを持つ生産技術を、社内
外でつなぎ合わせる。大量生産とほとんど変わら
ないコストでオーダーメードの商品をつくる ｢ カ
スタマイゼーション（個別大量生産）｣ の実現が
一つのゴールだ。」

また、「IoT に期待をかけるのはドイツだけでは
ない。モノづくりの下克上を目指すのが ､（中略）
インドである。先進国が経てきた進化のステップ
を一気に飛び越え、製造業の基盤が未熟な新興国
が、いきなり第 4 次産業革命の主役に躍り出るこ
ともある。それに最も近い国の一つが、ソフトウ
エア開発の人材が集まるインドだ」とも。

ドイツの取り組みには限界のあることを指摘す
る専門家もいる。「コスト削減やリスク対策に注目
が集まっており、ビジネス全体にもたらす影響を
描き切ったコンセプトではない」。つまり、ビジネ
スのパラダイムチェンジに対応していない、との
指摘である。例えば、過去の失敗に対しての新し
い提案を「インダストリー 4.0」からは見いだせ
ないから、という。つまり、必要条件ではあるが、
十分条件ではない、という意味であろう。

3．		「すり合わせ技術」は次世代モノづくりの	
キーワード

それでは、今後に注目すべきことは何か。新し
いモノ（サービスを含む）の開発であり、それら
の中から次世代のコアビジネスを立ち上げること
であろう。そのとき必要となる大きな一つは、「す
り合わせ技術」であると考えている。

もともと、モノづくりにおける技術開発と製造
が同じ場所でおこなわれないと、タテのすり合わ
せ技術は育ちにくい、といえる。同時に、ヨコの
すり合わせも、異分野間の研究開発で意図して連
携しなければ実行はむずかしいが、さらにむずか
しいのは、具体的にどのように「すり合わせ」を
マネジメントするかの技術である。

「すり合わせ」とは
「すり合わせ技術」で世界に一石を投じたのがハ

イブリッド車だ。しかし、電気自動車の商品化で
は中国やアメリカが先行しているかのようにいわ
れ、猛追がある。これに対しては日本も危機感を
持った。この猛追に日本では、NEDO（国立研究
開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）
が、平成 24 年度から平成 28 年度（2016 年度）
までの事業期間で行う、蓄電池「リチウムイオン
電池応用・実用化先端技術開発事業」の共同プロ

2  「NIKKEI BUSINESS 2015.01.05 NO.1773 の特集 日本を脅かす 第 4 次産業革命 米独印、次の勝者は誰だ」
3    IoT：Internet of Thingsの略。あらゆるモノをインターネットにつないで、例えば、自動車の位置情報を集めて渋滞情報を配信する、

電力の使用量メーターを通信してスマートメーターを働かせる、大型の機械にセンサーと通信機能を内蔵して稼働状況や故障箇
所、交換が必要な部品などをリアルタイムに製造元が把握する、などが可能となる。

［連載］　すり合わせ技術で仕事を進める「６つの道具」
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ジェクト（図表 2）で国際競争力を強化させる「す
り合わせ」を行っている。電池メーカー、自動車
メーカー、大学などの研究機関の三者で、自動車
用二次電池で世界的な地位を確保するために、開
発のスピードアップを図ろうとしている。

技術者集団で「すり合わせ」を発揮する
専門家が寄り集まるプロジェクトの成功は、統

括するマネジャーのスキルで成果が決まる。
日本のモノづくり企業文化は「すり合わせ」が

国民性に合っており、もともと得意である。
この得意をうまく生かし、技術者集団をうまく

マネジメントすれば、よい成果が挙げられる。近
年、「学際領域」（ヨコのすり合わせ）が重要となっ
ているように、ビジネスの「業際領域」が重要と
なっている。業際領域をマネジメントするのは、
メンバー個々人の技量に加えて、リーダーの存在
は不可欠である。

モノづくりで成功している日本の企業は、大企
業であれ中小企業であれ、そこには優れたリー

ダーの存在がある。日本人の強みである「すり合
わせ」が生かされている。これを活用すれば世界
のトップレベルを必ずや確保することができる。

余談ながら、近年の不祥事や事故の発生を見る
と、日本にタテ（階層間）もヨコ（部門間）も壁
ができているようで不安を感じる。
「失敗したら責任を取らされるから、余計なこ

とはしない」「言われたことは一生懸命するが、言
われなかったことはやらない」「言わなかったのは
上司の責任」と割り切る。

これらの発言や気持ちは、若手社員だけではな
さそうだ。

以上
次回の予定；
『連載　
すり合わせ技術で仕事を進める「6 つの道

モジュール

具」
第 3 回　“サクセスマップ” をつくると
全体像が共有できる』

NEDO：リチウムイオン電池開発の
産官学共同プロジェクト

すり合わせ技術

大学等
研究機関

車載用
二次電池

車載用
二次電池

・安全
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・高性能
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図表 2　「すり合わせ」のイメージ図

出所：図は（株）ロゴが独自に作成
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