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技術者は技術マネジメントに工夫を！
— 技術のライフサイクル、技術者のライフサイクル—

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。

技術的大変革
・・・アナログからデジタルは静かに忍び寄った

アナログからデジタルへの大変革は、おおよそ
ここ 30 年間ほどのことである。磁気テープで始
まったウオークマン、いまではスマホで音楽だけ
でなく動画、映画も視聴できる。全てはデジタル
技術が可能にしたことである。

テレビ番組では固定式カメラに加えて、移動式
カメラや VTR で、どこからでもライブ中継され
るようになった。これらはカメラの小型化と同時

に情報通信技術の発達が可能にしている。電子機
器がデジタル化されたことによって可能になった
といえる。

ここに紹介する事例は、テレビ放送局でニュー
ス番組などを制作するときに使う、ポータブル型
の VTR のことである。

1．業務用VTRのフォーマット戦争（事例）
（1）同盟関係が一気にライバルへ

ある日、ながらく協力関係にあった M 社から電

Point
　画期的な新フォーマットと新商品でシェアを確保できると先行者利益が得られ、かつデファクトス
タンダード（事実上の標準）につながる。
　反面、新技術に世代を譲る旧世代の技術者は、自分の持つスキルの陳腐化をどう克服するか。電子
立国日本の時代に、アナログからデジタルへの技術革新があった。その事例から、豊富な経験を持っ
た先輩技術者には、新世代に技術力を発揮させる “技術マネジメント力” が期待される。これにどう応
えるか、ヒントになれば幸いである。
❶  放送局用ビデオテープレコーダー（以下 VTR と略）のフォーマット戦争を事例に、ライバル社の

市場参入にも、優位を保ちつつ共存した物語を紹介する。
❷  新しい技術によって商品は進化し、開発は加速する。そして商品ライフサイクルは短くなる。特に

一般消費者向け電気製品のライフサイクルは短くなっている。1 年といわずに半年で新製品に替わ
る。家庭用のパソコンはその典型例だ。

❸  先端技術を身につけたつもりが、いつのまにか陳腐化する。
  ではどうすればよいか。技術マネジャーへの道が選択肢としてあり、そのためには、プロジェクト

マネジメントの手法が極めて有効であることを述べる。
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話が入った。
「わが社は今回、業務機器向けの新フォーマット

（規格・方式）および小型 VTR を開発したので、
半年後に開催されるアメリカの放送機器展で発表し
ます。貴社とはいままで同盟関係にあったが、これ
からは競合相手になると思います。」という。

発表のタイミングまで計算の上で、準備万端整
えてからの予告電話であった。

わが社は当時、放送用機器では自他ともに認める
トップメーカーであり、この分野の市場を席巻して
いた。そこに今まで別な商品分野で同盟関係にあっ
た M 社が新たに競合相手として加わることになる。

翌日、本部長は全員を集めた。みんなは職場の
フロアに立って話を聞いた。
「本件は、わが事業本部の存続に直結する。わ

が社も性能的に負けない最新技術を駆使した新規
フォーマットを開発し、この市場を絶対に守り抜
く！！」

これで新たなフォーマット開発と対抗商品の開
発に一気に火が付いた。業務用小型・高性能市場
向けのフォーマット戦争の幕開けとなった。

当時、筆者は中堅の電気設計技術者のひとり
だった。筆者を含めて現場の開発技術者たちは、
優先度の低い仕事は全て中止し、この新規開発に
最優先で取り組むことになった。

詳細は省略するとして、筆者の数段上の上司に
当たる事業本部長はすでに単純で明快な方針を
持っていた。

まずエンジニア部隊を二手に分けた。
ひとつのチームは半年後に開催される国際

ショーで M 社対抗策用のデモ機を出展する。それ
はマスコミや重要顧客に対し、「わが社も、画期的
で高性能かつ小型化の VTR を開発中で、間もな
く製品化できる予定」、との情報を流し、業界が
M 社に流れることを防ぐためである。

もうひとつのチームは、将来的に見てベストと
思われる方式を見極め、新製品を短期間で商品化
することである。ライバル社より優位に立つため

には、わが社の高い技術力を結集し、圧倒的でゆ
るぎない商品を開発する。しかし時間は限られて
いる。時間を掛け過ぎず、しかも素性の良い技術
を選んで、短期間で商品化を完了させなければな
らない。大変厳しい目標であった。

このとき、筆者を含めて開発技術者たちは、こ
のストーリーの全容を明確に理解したわけではな
かった。本部長自身も細部までシナリオを描けて
いたわけではなかったと思う。しかし長年にわ
たって築いてきたマーケットを失うかもしれない
という強烈な危機感が関係者全員の原動力になっ
ていたと考える。

この時点から M 社とわが社の間で、技術と時間
の壮絶な戦いが始まった。

（2）国際ショーに間に合うよう、でっち上げる
ショーまでは半年しかない。小型で性能のよい

まともな商品開発ができるわけがない。悪く言え
ば、でっち上げでもいいから、ともかく国際
ショーに間に合うように完成させなければならな
い。別部隊で基本設計から開発を進めている革新
的な商品が完了するまでの時間稼ぎである。

筆者たちショー出展チームは、半年という極め
て短期間の中で、ともかく画像がきれいで、小型
化された、見栄えの良いデモ機の設計（でっち上
げ）にまい進することとなった。

ほとんど休み無しの連続ではあったが、ともか
くデモンストレーション用のモデル機はショーに
出品できた。デモ機は高温や低温環境などでの動
作や消費電力、耐久性などには当然耐えられな
い。ショーに来場されたお客さんに、「新開発品の
良さ」だけを実感していただくのが目的である。

ショーは成功した。少なくとも M 社に勝るとも
劣らないとの評価を得た。時間稼ぎは成功し、わ
が社のイメージは保たれた。

（3）商品としての開発
その間、もう一方の商品化チームでは、基本に
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立ち返った基礎検討を行い、市場価値のある商品
化が進められていた。こちらも不眠不休に近い状
態で開発が進んでいた。国際ショー成功後、筆者
たちのチームも合流した。

十分な競争力と信頼性を確保した商品（高性能、
小型化、低消費電力、高密度記録）には従来技術
と部品だけではとうてい実現できない。全社のあ
らゆる技術力を結集させることになる。技術者た
ちもあらゆるチャンネルを駆使し、使えそうな技
術のタネが見つかるとそこを訪ね、協力を頼む。
組織の壁を越えて既存デバイスの延長ではなく、
新たな発想での共同開発を頼み込んだ。これが功
を奏した。キーデバイスが望みどおりに手に入っ
た。例えば、高密度の記録再生が可能な磁気デバ
イスや高性能バッテリー、小型化実装に必要な
LSI である。

こうして着々と理想の姿に近い新商品が完成
し、世に送り出すことができた。

写真 1　事例の製品：アナログ方式放送業務用 VTR

出所：SONY HP

そして、その後のマーケットは、ライバル会社
の参入で若干マーケットシェアを奪われたものの、
わが社の優位性はゆるがなかった。

時代は過ぎ、この出来事の約 10 年後には、こ
の高密度磁気記録技術をベースにして、VTR のデ
ジタル化が一気に進むことになった。

（4）技術はますます進化する
デジタルになった途端、放送局の機材は、取材

用の機器のみならずスタジオ機器や番組編集機器
などすっかり入れ替わってしまう運命にあった。

一世代前には時代の先端をリードしていたアナ
ログ技術者の多くが、一気に変化したデジタル技
術に乗り遅れたのである。

デジタル化への技術変革は、マーケットのセグ
メンテーションをも変えることになった。プロ用
と一般消費者向けの VTR の性能がほとんど変わ
らなくなってきた。かつ安価で高度な機能を持つ
ようになった。プロフェッショナルな性能を要求
する放送局でも一般の VTR が使われ始め、十分
に機能している。過酷な環境条件など特殊条件で
使う時でも、ある程度の割り切りや、ちょっとし
た工夫をすればこと足りるようになったようだ。

写真 2　一般消費者向けデジタルカムコーダー

出所：SONY HP

アナログ時代は「すり合わせの技術」といわれ
たが、デジタル化によって、「組み合わせの技術」
になったと言われるのも時代の変化であろう。

これも技術の進歩であり、技術者の役割も変化
してきた。

当時、商品開発業務に専念していた筆者は、ア
ナログからデジタルへの技術変化を認識はしてい
たものの、「アナログ」信号処理が単に「デジタル」
に置き換わった程度の認識しかなかった。むしろ

技術者は技術マネジメントに工夫を！
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競合相手 M 社との熾
し

烈な競争の方に強い関心が
あった。

ところが後のちになって振り返ってみると、デ
ジタル化によって全ての環境が完全に変わってき
たのである。渦中にいる当事者には「大変革」の
全体像が見えにくいものである、と今になって実
感できる。

これは、変革を経験した筆者から本誌読者への
メッセージであると受け止めてほしい。

2．企業の寿命、商品のライフサイクル
（1）  企業は短命化している 

・・・30 年から今やわずか 7 年？
今から 30 年あまり前（1983 年）、「会社の寿命は

30 年」と日経ビジネス誌は唱えた。これは、企業
が繁栄をおう歌できる期間のことである、という。

ところが、そのまた約 25 年後（2009 年）の調
査では、今や会社の " 寿命 " はわずか 7 年、と報
告している。つまり、「日本企業で約 7 年、米国企
業で約 5 年という結果を得た。」という。（資料：
日経ビジネス　バックナンバー： 2009 年 2 月 18
日～ 2 月 20 日）

同誌では企業短命化の理由は、
・  情報化やグローバル化の波を受け会社の寿命

は短くなっている。
・  メーンバンクや政府の保護はなくなり、勝ち

負けが鮮明になる。
・  激しい変化を乗り越えるためのカギは、環境

への適応能力だ。
の三つを挙げている。

この見解に、筆者は若干の異を唱えたい。筆者
なりにさらに掘り下げてみると、企業の寿命は基
本的には技術革新やビジネスモデルに起因すると
考える。

日本では同じ業種で創業以来 100 年以上続いて
いる老舗（しにせ）も多く、平均だけで議論する
ことはあまり意味があるとは思えない。

しかし、近代産業においては間違いなく創業時
とまったく同じ商品やサービスを扱っているわけ
ではないだろう。社内で新規事業を起こし、コア
ビジネスをどんどん新しくつくり変えている企業
は生き残っている。

参考だが、日経ビジネス誌では 2013 年 11 月号
では、｢ 会社の寿命・・・もはや寿命は 18 年 ｣ と
の記事もある。とらえ方や視点によってさまざま
ということだろう。

図表 2　新技術リレー型（イノベーション）事業継続

出所：筆者作成
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（2）あなたの現役時代に必ず訪れる大変革
私たちが考えておかなければならないのは、ど

の会社においても、仕事をしている間に一度や二
度は会社がつぶれる危機に巡り合う、ということ
である。

経営のまずさは別として、時代の変化、つまり
商品やサービスの変化により必然的にその危険性
はやってくる。商品のライフサイクルが短寿命化
し、共通の技術基盤サイクルが短くなるにつれ、

図表 1　  共通技術ベースの 
改善型商品群ライフサイクル

出所：筆者作成
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あなたが第一線の技術者である間に一度や二度は
必ず遭遇する。ますます身近な現実になってく
る。先の事例で類推できるようにアナログからデ
ジタル化への変化と同じことが今後も容易に起き
得るだろう。

そのとき、豊かな経験を持った技術者たちがそ
の変化の全体像や可能性について、後進にいかに
うまく伝承できるかが重要になる。

（3）  時代の移り変わり 
・・・今はもう見なくなった商品

筆者の長い商品設計時代は、電子技術の進歩が
著しく、また高度成長の波も相まって常に新商品
開発に追いまくられた時代であった。

しかし、それら商品の多くは技術変化の波にの
まれ、市場からなくなっている。もちろん、必要

な機能は姿を変え別な商品として存在はしている
のだが……。

今では見られなくなった商品のいくつかをみて
みよう。図表 3 の「主要耐久消費財の世帯普及率
の推移」を見ていただきたい。

カラーテレビをはじめとして、VTR、DVD プ
レーヤー・レコーダー、デジタルカメラの世帯普
及率は、グラフで見るとおり立ち上がりが急であ
る。

磁気テープを使った VTR（先に挙げた事例もこ
の技術を基本としていた）は、いまはもう売られ
ていない。オーディオカセットレコーダーも、ブ
ラウン管を使用したテレビもない。デジタルカメ
ラの出現で写真フィルムのカメラもほぼ消えた。
などなど、技術の進化によって消え、新しく生ま
れた商品やサービスはちょっと考えるだけできり

図表 3　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」
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がないほど思い出せる。
これらの商品価格は下がり、高機能が付いてく

る。つまり、技術の進歩が輪をかけて商品の寿命
（ライフサイクル）を短くしている。

技術者は自分の技術の陳腐化に不安を持ちなが
らも、ついつい日々の難題に追われ続ける。ハッ
と気付いたときには自分の技術スキルがすっかり
陳腐化して、がく然とする人たちが多い。常に先
端技術者であり続けるのは、よほど少数の人であ
る。

技術者が今までとは違った方向で生きようとす
るなら、自分の豊かな経験をどう生かすか、その
方法を知ることである。その方法を次に説明する。

（4）エンジニアは 10 年、エンジニア人生は生涯
技術者として一線で活躍していた人ほど、日々

の多忙さにほんろうされ、進化する技術や世代の
移り変わりを見失う可能性が大きい。

自分の専門分野の技術が 10 年後に、どの程度
使われているか？　かなり少ないはずだ。仮にあ
る程度の汎用性はあるにしろ、内容的に格段に進
歩していることを認識するはずだ。

5 年後くらいの進歩は比較的容易に想像できる
範囲だろう。

しかし、10 年や 20 年となるにつれて、いつの
間にかキャッチアップできないほどの大変化が起
こることを覚悟しておく必要がある。特に変化の
スピードが加速している今日では、技術者として
自分の現役時代に必ず起こると考えておくべきだ
ろう。

経営の危機を回避するのは経営者の役割だとし
ても、自身の技術の陳腐化を回避するのは自分で
しかない。

特に理工系の専門技術の陳腐化は、文系にくら
べて目に見えて速い。

長い間、特定の技術分野で優れた成果を上げて
きた人が、新技術の時代になった途端に過去の経
験能力を活かせないというのは誠に惜しい。

こうした豊かな経験を持った人たち自身が、技

術の普遍的な考え方やアプローチを後進に伝承し
育成できる人材に変化する。そうすれば技術者人
生は生涯現役を続けられることにつながり、社会
的貢献にも寄与できるのではないだろうか。

3．技術者から技術マネジャーへの道
技術系のスキルを持った人が最先端のテクノロ

ジーを学び、常に最先端で走り続けるのは、ごく
まれでほんの一部の人だろう。残念ながら若いと
きのような柔らかい頭脳を持つことも、今の技術
と並行して新技術習得の時間を割くことも難しい
ことだろう。努力だけでカバーできる問題でもな
い。

むしろ、豊富な経験を生かす方法を身につけ、
技術をマネージする方向に転換するのもひとつで
ある。

過去の豊富な経験を有効に活用する「術（やり
かた）」を身につけることである。

筆者はこのような人を「技術マネジャー」と呼
びたい。

技術マネジャーは、技術をマネージする人のこ
とで、次の二つの役割がある。
①　 先端技術を持った人たち（多くは若手）を組

織的にマネジメントする。
いわゆる組織を束ねるマネジャー的な役割であ

る。
自らが先端技術の詳細を駆使するのではなく、

仕事の全体像をつかみ、チームメンバーを取りま
とめる役割である。これで先端技術を持った人た
ちの能力を引き出すマネジメントのスキルを発揮
することになる。一般に言われる人間関係を上手
に保つということだけではない。技術経験者であ
るが故に第一線の技術者の悩みや状況が理解でき、
プロジェクトをマネジメントできるという意味で
ある。

言い換えれば、技術人材を掌握して、技術者の
個々の力を集団としての組織力に生かし、人数分
以上の力を発揮させる、という役割を担う。

もうひとつは、

マネジメント
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②　技術者を、経験面から積極的に支援する。
豊富な技術的経験を後進や海外の人たちに分か

るように伝え、育成する。自らの技術を伝えるマ
ネジメントである。

匠のように、個人の持っている固有技術や技能
を伝えることも必要だが、概念化された知識や仕
事の進め方を体系的に大勢の後進に伝えておくこ
とがより重要ではないだろうか。

経験を伝承する有効な道具は、
プロジェクトマネジメントの手法

どちらのケースでも、仕事の進め方の方法論を
習得していることが前提となる。なぜなら、仕事
の進め方にはある法則性があり、その法則性を論
理的に分析し、一つの技法として体系的にまとめ
たものがある。いわゆる「プロジェクトマネジメ
ント（PM）」（ここでは「CCPM/6 つのモジュー
ル ®」のことをいう）の技法が有効である。

この技法を活用することで労働生産性は確実に
上がる。まず、この技法を理解し、実務において
ケース・バイ・ケースで活用すると大きな効果を
上げることができる。（技法の紹介は本誌 2015 年
3 月号に記載した）。

その技法のひとつであるサクセスマップを使
い、本編で述べている全体像を図表 4 に示してみ
たので参考にしていただきたい。

日本の「稼ぐ力」は人材の供給力によっている
「平成 26 年版　経済財政白書－よみがえる日本

経済、広がる可能性－」第 3 章によると、今後の
日本が「稼ぐ力」を発揮するためには、人材の供
給が不可欠であると指摘している。

これは、豊かな経験を持った人たち自身が労働
生産性を高めると同時に、若い人材を育てる役割
を持っている、ということである。

後進を育て、その人たちにも労働生産性を高め
て仕事を進めてもらわなければ、労働人口が激減
する今後の日本の将来は無い。

労働生産性を高めるには仕事のスピードを上
げ、的確に仕事をこなすことである。そのために
は、最初に目的をはずさない決め方をする。途中
で無意味なやり直しはしない。しっかりした目標
を定め、それにぴったりと合った仕事をする。

こうしたことを後進に指導できるのは、豊かな
経験をした人であり、いつでもどこでもその経験
を生かせるようにする。その技法を身につけた「人
材」の供給が必要とされている。

豊かな経験をただ経験として温存しているだけ
では、日本の役には立たない。

今後の日本の将来のために、あなたの経験を体
系的知見として後進に伝えようではないか！

図表 4　サクセスマップ（全体図）例

出所：筆者作成

前提：
一生の間には、技術変化・社会変化の大きな変革が何度か起き得ることを認識する
：技術改革・イノベーション。自分の技術の陳腐化。企業存続の危機など

・技術者
　として
　生き残る

・技術者
　として
　社会に
　貢献する

・事例から
　学ぶ
・事例から
　判ること

ライフサイクル
の概念を認識する
（種類、特徴）

ライフサイクル
を事例で
イメージする

本稿での訴求全体像 常に最先端の
技術者として
学び続ける

①マネジメント：
その時代の若手
技術者のまとめ、
組織力を発揮

②現場支援
その時代の技術者
に自分の知見を
伝承・育成する

技術者は技術マネジメントに工夫を！




