
2016.6　経営センサー
3535

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（第２回）のあらすじ
❶  技術大国ドイツから弱電メーカーが消えている。テレビ、カメラ、カメラフィルムなどのメーカー

が消えたのは、デジタル化と液晶テレビへの変革を怠っていたからである。
❷  その根底には、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技術者の「理想主義・理論

主義」があるのではないか。それは、「理屈はどうあれやってみよう」や「三現主義」など日本の
実際的・実利的なやり方とは相容れないようである。

❸  世界的な大ヒット商品となったハイブリッド車は日本のすり合わせ技術の成果だった。「すり合わ
せ」は、わが国の次世代モノづくりのキーとなる。ドイツは国策として推進するインダストリー
4.0 で製造業の復権を狙う。

Point
❶  モノづくりの考え方には「すり合わせ」と「組み合わせ」がある。欧米は「組み合わせ」が、日本

は「すり合わせ」が得意である。
❷  「すり合わせ」を基調とした日本のモノづくりの考えは海外の有識者から注目されている。わが国

の持ち味・強みを認識し、活かすことで世界のモノづくりに貢献できる。
❸  「すり合わせ」は新しいモノづくりの創出に欠かせない。さまざまな人が協同し、すり合わせをう

まく進めるための「６つのモジュール」を紹介する。

［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　わが国の強み「すり合わせ」を活かす 
—「サクセスマップ」を描けば全体像がわかる—

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．		モノづくりの考え方…	
「すり合わせ」と「組み合わせ」

藤本隆宏氏（東京大学ものづくり経営研究セン
ター長）は、「日本のもの造り哲学 1」）の著書の
中で、モノづくりの考え方の違いによって、製品
やサービスを次の二つに区分している。

①「すり合わせ型」（インテグラル）
②「組み合わせ型」（モジュラー）
この区分は、モノづくりの本質を考える上で画

期的で極めて有用な概念である。
藤本氏は同書でこれら二つの区分は米国の経営

学者が唱えたものであり、インテグラルについて
「すり合わせ」という訳語をつくったと記述されて
いる。わが国に存在する実体をこれほど的確に表
現する言葉はないのではないか。名訳の域をこえ
Suriawase という独自の概念で、Kaizen と同様に
普及していくと思われる。

ところで、筆者たちは「すり合わせ」について
次のように考えている。

大量生産を前提にして言えば、開発や試作段階
で最高の機能が発揮できるように協同してつくり
上げることである。生産段階での現場カイゼンも
典型的なすり合わせになる。

一方で、「組み合わせ」とは、すでに設計された
ものを組みあわせれば比較的容易に生産でき、人
の協同作業が不要なものをいう。

（1）ドイツ製造業の背景にあるもの
ドイツはモノづくり大国である。しかし近年、

前回までに述べたとおり、カメラ、電子機器類の
弱電メーカーが世界市場から脱落するなどモノづ
くりのほころびが目立つようになった。

インダストリー 4.0

そこでドイツは国策として、「インダストリー
4.0」に力を入れている。目指しているのは、モノ
づくりの復権でありドイツ方式を世界の標準にす

ることにある。IoT（モノのインターネット）で
工場と工場をつなぎ、企業間で情報を連携するシ
ステムを独自に標準化しようとしている。自国の
産業の活性化と共に、世界に向けてその存在感を
高める周到な戦略だといえる。

日本も無策のままだと大きな危機を迎える可能
性がある。
（この対応については、機会があればあらため

て別稿で述べたいと考えている。）

（2）欧米に「すり合わせ」はない
欧米のすり合わせ（インテグラル）は、ここで

いうわが国のすり合わせとは似て非なるものであ
る。

本連載第 1 回「欧州車は電気系に弱い？」で「ド
イツ車が、彼らにとっては本質的ではないトラブ
ルに見舞われるのは、生産現場での現実的な対応
が十分ではないことを示しているような気がして
ならない」と述べた。つまり、生産現場において
技術者と現場作業者が協同して問題解決に取り組
む文化がないのではないかということである。続
けて「現に、ヨーロッパやアメリカの工場に赴任
したことのある日本人技術者によると、技術者と
現場作業者の役割は契約やマニュアルによって明
確に決められており、他者の問題に口出しするこ
とは許されないケースが多くある。」とも書いた。

本稿で筆者たちは、すり合わせには協同作業が
必須なものであり、わが国の現場カイゼンも典型
的なすり合わせであるという見解を述べた。

・  欧米においては技術者と現場作業者の協同し
た取り組みが十分ではなく、活動を妨げる契
約などがある

・  わが国の現場カイゼンは典型的なすり合わせ
であるが、欧米にはない（海外の日系企業に
はある）

これらを考え合わせると、筆者たちは「欧米に
すり合わせはない」と考えざるをえないのである。

1  『日本のもの造り哲学』藤本隆宏著、日本経済新聞社、2004
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システムとルールで稼ぐ欧米

米国ではマイクロソフト社が Windows OS を市
場に提供し、それを世界の標準にしてしまう。欧
州では、同じ趣旨で ISO 認証制度をビジネス化し
ている。どちらも自分で考えたルールを世界標準
とし、他国を巻き込むビジネスにする。つまり自
分でつくった土俵に相手を引き込み、有利に戦お
うとする。わが国はいつも追随を余儀なくされて
しまう。こうしたビジネスモデルをつくりあげる
戦略は徹底している。

われわれ日本人からすると、すり合わせのよう
な面倒なことにエネルギーを費やすことなく、自
分たちの戦略を活かすことだけを考えているよう
にみえる。

2．日本の「すり合わせ」を活かす
（1）米国で見直される日本のよさ

『ハーバードで一番人気の国・日本』2 で次のよ
うに紹介されている。

・  日本では、現場からボトムアップで生まれて
くる提案が企業戦略になることがある。

・  トップから降りてくる戦略の外に、現場のニー
ズから出てくる戦略があり、それを柔軟に企
業戦略として取り入れることがある。時には
偶発的な出来事さえもチャンスにしてしまう。

・  頭だけで考えるのではなく、現場から得られ
る新たな発見を戦略に取り込むことが行われ
ている。この背景になるのが、階級のない日
本の社会環境であろうことも示唆している。

・  また、多くのハーバード大の教授が指摘した、
日本の強みの要となるのは「人的資本」である、
とも記している。

・  それは高い教育水準、人を大切にするマイン
ドと改善の精神や、人の役に立ちたいという
社会意識などが突出しているからである。

・  今後は世界のお手本になりうる。とも書かれ
ている。

写真 1　江ノ島・富士山

出所：筆者作成

欧米の人たちから見ると、日本で現場から有効
な提案がごく自然に出てくるのは驚きと映るらし
い。彼らには、現場から経営戦略につながる提案
や技術的アイデアが出ることなど想像できないこ
とである。これはわれわれからすれば、ごく当た
り前のことである。さほど特別な努力を要するこ
とでもない。社会環境やカルチャーとして溶け込
んでいるからだろう。

この本からわれわれが参考にすべきことは、彼
らの驚く日本の特長をもっと工夫してビジネスに
活かすことであろう。カルチャーとして定着して
いることの価値は当事者には案外分からない。本
稿の冒頭で述べた「すり合わせ」がそれである。
すり合わせの概念は日本人自身によって発掘され
た素晴らしい資源のひとつである。以下、この資
源をいかに磨き上げていくかについて述べていく。

（2）「すり合わせ」の基盤となっている日本の文化
タテの階層意識が低い 

江戸時代には士農工商の身分制度があったが、
明治時代になり四民平等となった。その後、平民
の上に貴族制度がつくられたが、敗戦できれいに
なくなり「四民平等」の社会に戻った。というよ
うな短期の変遷はあったが、日本人の階層意識は

2  『ハーバードで一番人気の国・日本』佐藤 智恵著、PHP 新書、2016

すり合わせ技術で仕事を進める「６つの道具」
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欧米諸国に比べて極めて低い。社会的に、生まれ
たときから閉塞感をもつ階層はない。企業でいえ
ば、一般社員が社長になれる、生産現場と設計者
が共に意見を出し合える、現場の提案が経営にま
で反映される。特にタテ方向の階層意識は低いと
いえる。これが組織の安定性と活力に大きく貢献
している。

儲けより誰かの役に立ちたい 

日本では昔から個人であれ企業であれ、ただ単
にカネ儲けができればよい、というより何がしか人
の役に立っている、社会に貢献しているということ
に価値観をもつ文化がある。わが国は世界的にみ
て長寿企業が最も多いといわれる。親が子に家業
を継がせる、子がその意義を感じてさらに自分の
子にも継がせる。その動機は金銭的価値だけでは
説明できない何かがある。誰かの役に立っている
という確信が最大の支えになっているのだろう。

職場で上司が部下を育てる

仕事を通じて部下を育成することを OJT という
が、これが存在するのは日本だけではないかと思
われる（海外の日系企業にはある）。日本の OJT
は、実施の有無を含め、育てる上司の側にすべて
任されており何らの報酬がなくても成立している
のが不思議である。「いまの社長を一人前の仕事が
できるように育てたのはオレだ」と自慢する先輩
がいる。その昔話をほほえましく後輩たちが聞い
ている情景はまさにわが国の文化だろう。OJT は
すり合わせであり、その文化が企業の継続性のた
めの、一つの基盤をつくっている。企業のあらゆ
る領域で業務ノウハウの伝承や見えざる資産を維
持しているところが日本企業の強みであろう。

（3）タテのすり合わせ と ヨコのすり合わせ
ここで、すり合わせについて筆者らの見解を補

足しておきたい。すり合わせには 2 種類ある。タ
テのすり合わせとヨコのすり合わせである。

日本ではすり合わせは、ごく普通の文化

タテのすり合わせとは、組織や立場（階層）の
上下関係を超え、率直に意見交換ができるかどう
かである。前回ドイツの例で、技術者と現場作業
者の間に職種の壁があることを書いた。

欧米では、同じ製品をつくるという共通認識を
持っていてもすり合わせは難しい。まして命令関
係が明確な上司と部下間ではもっと難しい。

一方、日本では職種間や上下関係の壁は薄い。
例えば製造で品質問題が発生すれば、すぐに設計
者が現場に出向く。上司も含めて一丸となって対
応策を検討・実施する。また日常的に行われてい
る現場カイゼン活動（生産性向上）も、現場の意
見が設計へフィードバックされている。これらは、
ごく普通の光景であり、最近では欧米の一部の企
業やアジアの日本関連企業ではかなりの所で取り
入れられ始めている。

写真 2　すり合わせ風景の例

出所：㈱ロゴ

ますます重要になるヨコのすり合わせ  

ヨコのすり合わせに関しては、例えば以下のよ
うなものがある。

特定のテーマを扱う産官学協同活動（前回の
NEDO リチウムイオン電池）、業際活動（異業種
の企業間協同）、同一業界内の協同活動（半導体な
ど）や、企業内での部門横断活動、専門分野（電
気や機械、化学技術者間）の協同活動などがある。

システムや製品の規模が比較的小さく、シンプ

マネジメント
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ルな規模であれば、タテのすり合わせ中心で済ん
でいた。しかし現在の技術・製品・サービスはま
すます、複雑化している。タテのすり合わせのみ
ではカバーしきれないほど全体システムが複雑化
してきている。

今後はヨコの連携（すり合わせ）がさらに重要
となる。積極的にヨコのすり合わせに熟達する必
要がある。次項で述べるがインターネット技術の
進展は、このための追い風になるように思う。

インターネット技術の進展で広がるヨコのすり合わせ

インターネット技術が進展し、IoT、ビッグデー
タや AI の活用が重要になってくるのは言うまで
もない。これらは技術進化の自然の成り行きであ
り、それを活用しないと複雑になった製品やシス
テムを使いこなせない。

例えば特定のモノや情報を検索するのではな
く、漠然としたニーズに対応した選択肢らしいも
のを探し出す「検索」ができるようになるだろう。
これが一つでも実現すれば、ヨコのすり合わせは
あらたな広がりを見せるはずである。技術の進展
は、これまで専門家たちでさえ入手できなかった
情報をすばやく誰にでも提供できるようになる。
そうなると、すり合わせに消費者などの「非専門
家たち」が積極的に参加する道が大きく開かれる
のではないだろうか。

専門・非専門の垣根のない協同の取り組みは、
階層意識の低いわが国にはなじみやすい。イン
ターネット技術の進展と同時進行でヨコのすり合
わせも進展する、理想的なかたちだと思う。

すり合わせを活かすためのわが国の課題

インターネット技術の進展を活用することに加
えて、人間によるタテとヨコのすり合わせを駆使
できるのは日本だけであろう。 

先に述べたように、タテのすり合わせは既に存
在している。すり合わせの概念・重要性の認識も

それなりにあるので、ヨコのすり合わせも比較的
容易にできる環境がある。日本の文化にある「す
り合わせ」の基盤のいくつかは既に紹介したとお
りである。

日本ではタテのすり合わせは得意なので、ヨコ
のすり合わせを本格的に実行すればよい。そのた
めにはすり合わせについての意識を改めることが
急務となる。わが国の持ち味・強みを認識し、活
かすことで世界のモノづくりに貢献することを目
指したい。

そのための課題は三つあると考えている。
①  すり合わせが日本の得意技であることを認識

して積極的に活用する
②  すり合わせをうまく実践できる体系的手法を

学ぶ
③  今までのリーダーシップに代わる「束ね力」

を身につける

3．すり合わせを実践する「サクセスマップ法」	
すり合わせは階層や業界をこえて異なる知見を

持つ人たちとの協同した取り組みから生まれる。
従って、仕事の進め方について共通の概念や道具
をもっていると効果的な活動ができる。すり合わ
せを実践するとき便利な道具、筆者たちが開発し
た「6 つのモジュール」3 とその中のひとつ、「サ
クセスマップ法」を紹介する。

仕事の進め方「6 つのモジュール」

仕事の進め方について、よく「段取り 8 割、実
行 2 割」といわれる。仕事を上手にさばくには段
取りが重要であることは間違いない。そこで、仕
事の流れにそって段取りを分類すると①構想、②
計画、③実行の 3 段階がある。仕事の種類や規模
によっては、今までの経験だけでこなすことがで
き段取りを省略できることもある。しかし、初め
て経験することや、すり合わせのような異なる知
見をもつ人たちと協同で取り組むときは、段取り

3  正式には「CCPM/ ６つのモジュール ®」といい㈱ロゴの登録商標です。「クリティカルチェーンによる６つのモジュール」のこと。

すり合わせ技術で仕事を進める「６つの道具」
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をきちんとやらないと期待した結果が得られない。
段取りの三つの段階を技法として体系化したも

のをわれわれは「6 つのモジュール」と呼んでい
る。大きな仕事はもちろんのこと、日常業務から
カイゼン活動まで幅広く適用できる技法である。

協同パワーを最大化するサクセスマップ法

本稿では、6 つのモジュールのうち、すり合わ
せで特に重要となるサクセスマップ法について説
明する。

①サクセスマップ法は、取り組む問題や課題の
全体像を描いたものであり、次のことに注意しな
がら作成する。

・  サクセスマップは仕事の手順（作業フロー図）
ではなく相互関連図である

・  マップを構成する単位は作業ではなく作業の
結果得られる成果物である

・  マップを描くときは問題や課題のゴール（最
終成果物）から始める

・  目的と達成するレベルを検討した結果に基づ
いて最終成果物を設定する

②サクセスマップが完成すると作成メンバーと

関係者に次のようなことが期待できる。
・  構想や計画のヌケ・モレやリスクを各人の知

見からチェックできる
・  全体像に納得するとこれならできるとの確信

がもてる
・  さらに全体像の見える化で関係者全員に行動

のスイッチが入る
・  全体像を共有しチームのベクトルをそろえる
「束ね力」が身につく

サクセスマップ法の効用

適切なメンバーをそろえてサクセスマップ法を
駆使すれば、すり合わせに限らず組織の活動全般
にわたって次のような効果が期待できる。

・  タテのすり合わせ、ヨコのすり合わせ、いず
れも円滑に実践できる

・  現場の知恵や工夫を全社的に展開・実行でき
る

・  他社や異業種との業際領域を効果的にマネジ
メントできる　

・  トップの戦略構想をスピーディーに着手・推
進できる

仕事の進め方（段取り）と6つのモジュール（①～⑥）

構想

①サクセスマップ

計画
②スケジュール
⑤ベースライン
⑥リスク

実行

③進捗管理

目的と成果物の
確認・共有

実行計画の
策定 ④複数業務の

　管理

時間の流れ

複数業務の
進捗管理

安全な
進捗の管理

図表 1　6 つのモジュール

出所：㈱ロゴ作成
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・  経営者の意図を的確に展開・実行する「右腕チー
ム」が育つ

組織内でタテ・ヨコのすり合わせを行ったサク
セスマップの一例を示す（図表 2）。大手企業に部
品を納入している中堅モノづくり企業が、消費者

向けの新商品開発に初めて取り組んだ例である。
さらに具体的に学びたい読者の方々には、参考

図書や公開セミナーを活用されることをお勧めす
る。本稿末尾を参照されたい。

連載　おわり

最終成果物：
ゴールの姿

企画室では、芸術家とのコラボ領域に新たに進出し、製品
の製造直販を計画した。例えば芸術家とのコラボによる
アートなどの「レプリカ一品モノ」の消費者向け直販である。

芸術家の
コミュニティ

美術担当
営業パーソン

製造ライン

サクセスマップ作成事例
「わが社の次世代ビジネス構想」

モデリング
（特徴の強調
＝ユニーク性）役

員
会
方
針

芸
術
家
と
の
コ
ラ
ボ
ア
ー
ト
製
品

安
定
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
の
構
築

図表 2　サクセスマップの事例

出所：㈱ロゴ作成

ご参考
・  公開セミナー（毎月開催）お申込先：http://logokk.com/　にて
・  参考図書：  『仕事の 9 割は「段取り」で決まる！』 

伊藤 昭・酒井 昌昭 共著 （高橋書店　2014）

・  株式会社 ロゴの紹介　http://www.logokk.com/index.html　 
“輝け！日本のモノづくり” を合言葉に、プロジェクトマネジメントの技法を使って日本のモノづくり
を支援する研修サービスの集団です。TOC（制約の理論）によるプロジェクトマネジメントをさらに
発展させ、実践力とやる気を高める「人間中心の仕事の正しい進め方」を独自に開発しました。自動車、
電機、素材、製薬、システム開発、人材派遣、サービスなどの企業で「仕事の正しい進め方」や「プロ
ジェクトマネジメント」の講演・研修・現場支援などのサービスをご提供しています。

すり合わせ技術で仕事を進める「６つの道具」




