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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。著書：『最
強のすり合わせ技術』（日刊工業新聞社　2017 年）、『仕事の 9割は「段取り」で決まる』（2014	
年　高橋書店）など。

Point
❶	 	働き手不足の時代には、わが国固有のすり合わせ能力を発展させた「すり合わせ技術」が役立つ。
❷	 	すり合わせ技術を組織的に活用するには、こだわりをもつリーダーの存在や組織の風通しの良さな

ど、協働のための重要な前提条件が欠かせない。
❸	 	開発期間短縮などの目的で導入されたコンカレント・エンジニアリングやフロント・ローディング

は所期の成果を出すために、すり合わせ技術の観点から見直すことをお勧めする。

［連載］
わが国の無形の資源を活かす
第 1 回　「すり合わせ技術」でチーム力を高める 
—風通しのよい職場でリーダーを輩出する仕事の進め方—

わが国は生産年齢人口が減少し、働き手不足の
時代を迎えている。以前から指摘されていること
だが、労働生産性の国際比較で、わが国は 40 年
以上もずっと最下位を続けているという統計デー
タ（主要先進 7 カ国）が話題になっている。働く
立場からは、長時間労働が日常化していることや、
つまらないこと・無駄なことに時間をかけ過ぎて
いる、つまり、仕事の進め方がよくないのかもし
れないという反省はある。「働き方改革」の掛け声
もある中で、仕事の進め方について考えたい。

わが国には素晴らしい資源が数多くあるが、そ
のひとつがすり合わせの能力である。本稿では、
すり合わせ能力の発展形としての「すり合わせ技
術」を述べる。

　
1．発展形としての「すり合わせ技術」

すり合わせ技術は、従来のすり合わせ能力を発
展させたものである。

すり合わせは、もともと「物ごとをうまく調整
する」という意味で使われている。電機や自動車

株式会社ロゴ 代表取締役社長
津曲 公二（つまがり こうじ）
2003 年より現職。日産自動車にて鋳造工場技術者を振り出しに、生産技術、パワートレイ
ン商品企画などで多くのプロジェクトに参画。「CCPM/6	つのモジュール ®」を開発。著書：
『最強のすり合わせ技術』（日刊工業新聞社　2017 年）、『仕事は半分の時間で終わる！』（2013	
年ダイヤモンド社）など。
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業界では、日本の優位性はすり合わせ能力にある
といわれてきた。わが国の電機業界の競争力は韓
国や中国の追い上げで劣勢になった。ちょうど、
時期的にデジタル化の進展と重なっていたので、
わが国のすり合わせ能力はデジタル化により、競
争力を失ったという見解もみられた。

デジタル化の進展によって、すり合わせのあり
方は変わろうとしている。例えば、改善コンサル
タントの柿内幸夫氏は、素晴らしい提案をされて
いる。
「もののすり合わせ」から「知のすり合わせ」へ。
すり合わせの対象は、デジタル化によって「も

の」のすり合わせから、「知（知識）」のすり合わ
せに転換できるのである。そのように考えると、
従来のすり合わせ能力をいくらでも発展させるこ
とができるようになったわけであり、わが国にとっ
て従来よりも明るい展望が開けてきたといえる。

これを「すり合わせ技術」と呼ぶことにしたい。

2．すり合わせ技術のための前提
筆者の一人、酒井は、本誌（2016 年 6 月号）で、

すり合わせを活かすための三つの課題を述べた。
⃝  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
⃝  すり合わせをうまく実践できる体系的手法を

学ぶ
⃝  今までのリーダーシップに代わる「束ね力」

を身につける
これらは、個人の主体的な取り組みで達成する

ことができる課題である。

図表 1　すり合わせ技術　個人が取り組む課題

・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

・すり合わせをうまく実践できる
体系的手法を学ぶ

・今までのリーダーシップに代わる
「束ね力」を身につける

出所：（株）ロゴ

本稿では、チーム力を高めるため、組織的な取
り組みに際して前提となる必要な課題を説明する。

　
⃝  組織が機能している
⃝  こだわりをもつリーダーが核になる
⃝  組織の風通しがよい

これらは、以前からわれわれの身近にある課題
であり、それらが達成できているかどうかは別に
して、目新しいことは何ひとつない。

しかし、すり合わせ技術は、これらに新しい意
味や価値を見つけることによって得ることができ
るのであり、どれをとっても、深めたり継続した
りする努力が欠かせない。これらがそろって初め
て、組織的にすり合わせ技術を発揮することがで
きる。たとえ、わずか 2 人だけのチームであって
も、単にみんなで協力しましょうというレベルで
できることではない。

図表 2　すり合わせ技術　組織が取り組む課題

・組織が機能している

・こだわりをもつリーダーが核になる

・組織の風通しがよい

出所：（株）ロゴ

　
組織が機能している

すり合わせ技術は「協働」の技術である。ここで、
共同や協同は「一緒に」やることに力点があるが、
協働の力点は違うところにある。メンバーや組織
がそれぞれの異なる役割を果たして、全体が共通
の目標達成のために協力する、というところが重
要になる。そのためには組織の機能がうまく働い
ていることが必要になる。「上司の指示はともかく、
私は私の目標でやっています」というようなこと
では「組織が機能している」とはいえない。

　
こだわりをもつリーダーが核になる

共通の目標を達成するためには、やはりこだわ
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りをもつ人が核としてそこにいないとうまくいか
ない。核となるリーダーが、的確な見解、執念と
いったものをもっていないと、すり合わせ技術の
成果は得られない。核となるリーダーは、どの組
織に属する人材かは問題ではなく、しかも、組織
のどの階層の人材でも候補者になれる。特に、こ
れからの人不足の時代にあっては、さまざまな階
層から人選することが必要になる。筆者は、これ
を「どこでもリーダー」と呼んでいる。

　
組織の風通しがよい

組織の風通しをよくするため、経営者や上級管
理職の方々は、それぞれに工夫されている。ここ
では、そのためのやり方のひとつとして OJT（仕
事を通じて部下を育成する On the Job Training ）
の活用をとりあげてみたい。組織やチームに自由
に意見を出せる雰囲気ができて、しかも人材が育
つことになるのでやってみる価値は大きい。

誰でも得意技を任されるのは苦にならないし、
仕事もはかどる。しかし、得意技は本人にはわか
りにくい。つまり、埋もれた資源を発掘するのは
他人（上司）のほうがやりやすい。　

OJT を正しく行うには、上司が部下に計画的、
継続的に指導援助することが基本となる。そのた
めには、上司が部下の将来像をイメージできなく
てはならないし、部下がその気になってくれるよ
うな関係づくりが必要になる。上司としては手間
のかかる仕事になるが、部下が成長し組織の戦力
アップにつながるからやりがいのある仕事であ
る。部下の得意技や将来像を真剣に考えることは、
人を大事にする基本であるから、こういうプロセ
スがうまくいけば職場の風通しは黙っていてもよ
くなるはずである。

すり合わせ技術について、組織で取り組むべき三
つの前提を述べた。これらの実際を、コンカレント・
エンジニアリング活動などから具体的に見ていく。

3．		コンカレント・エンジニアリングがうまく
成果を出せなかった本当の理由

（1）導入の経過
ものづくりに携わる多くの技術者は、フロン

ト・ローディング（以下 FL と略）やコンカレント・
エンジニアリング（以下 CE と略）という言葉を
聞かれたことがあるだろう。あるいは今も実務で
取り組んでいる方もいると思う。　

　
ご存じの方も多いと思うが、簡単に説明してお

く。
コンカレント・エンジニアリング（CE）とは、

製品開発プロセスを、順に進めるのではなく、各
部門間での情報共有や共同作業を行いながら、並
行できる複数工程を同時進行させ、開発期間短縮
やコスト削減を図るやり方である。　

フロント・ローディング（FL）とは、製品の
開発・製造やシステム開発プロセスのなかで、設
計の初期段階に重点的に工数や英知を集中させる

（フロントにローディングする）。後工程がもつ知
見を、初期段階で盛り込み、手戻りを少なくする
プロセスの実現を目指す。

　
これらの手法は、筆者の経験によると 1990 年

頃に全盛期を迎えたように思う。
当時、多くのものづくり企業が、この活動に一

斉に取り組んだという記憶がある。
大手の電機業界や自動車業界で、納期短縮やコ

ストダウン、手戻り改善などでそれなりの成果を
上げ、その後ある程度定着しているように思われ
る。

しかし、当初目指していた本来の目標効果は出
たのだろうか？　目

も く ろ み

論見通りの投資対効果は十分
に出ているかは、いささか疑問であろう。

もともと、この呼び名も含め、この手法は欧米
から入ってきたようだ。

特に CAD メーカー、SI ベンダー（システムイ
ンテグレーター）、それに関係するコンサルタント
会社などの肝入りで始まったと記憶している。
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当然のことながら特に CAD メーカーや SI はそ
れなりにビジネスが拡大した。

　
CE と FL の考え方は非常に良い

例えば、FL の狙いを説明する。
製品のほとんどは設計の初期段階で大半の素性

が決まってしまう。従って、設計の早期の段階で、
その製品に携わる関係者の知見を集め、集中的に
検討をしておくことは大きな手戻り（設計や生産
のやり直し）を防ぐには大変効果的である。

要するに、設計の開発初期段階で特に後工程の
各知見を入れて設計に反映しておこうという考え
方である。考え方は極めて素直である。

設計段階で、見える化する CAD や CAE（シ
ミュレーション）を使って、バーチャルな試作・
組み立て、性能の確認、サービス性などの事前確
認を行う。当時はやっと CAD や CAE によるシ
ミュレーターが提供できる環境が整ってきた時代
であった。

多くの CAD メーカーがこぞって参入し、競争
した時代であった。

特に 3D CAD で組み立て工程や、保守・サービ
ス性なども容易に確認できる時代に入っていた。

それを実現させるためには設計部門のみでな
く、製造技術・生産技術、生産ラインのリーダー
やサービス部門、調達部門などさまざまな部署の
人たちが設計の初期段階で加わり各部門の過去の
知見を盛り込む。設計の初期段階に大きな工数を
かけるということで FL と呼ばれた。

　
一方、CE は主に納期短縮を第一目標としたやり

方である。
並行して進められる工程を可能な段階から早め

に開始するやり方である。概略設計ができた時点
で詳細設計を進めるのとほぼ同時に関連する業務
を同時進行的に進めていこう、というのが CE で
ある。

　
両者とも、納期短縮と品質改善を狙った協働活

動であり、関係者に共通の意識を持たせることが
できるアプローチとして優れている。

　
（2）期待した効果はどうだったのか

代表的な二つのやり方を紹介した。
これらのやり方は、例えば、自動車や電機など

の業界でもかなり一般化した手法として知られて
いる。

一方で、当初期待したほどの効果が出ているの
か？　というのが筆者の持つ疑問である。

図表 3　フロント・ローディング（FL）

↑
関係者の
総工数

時間 →
設計 試作 製造 出荷

通常

↑
関係者の
総工数

時間 →
設計 試作 製造 出荷

フロント・ローディング（FL）

出所：（株）ロゴ

図表 4　コンカレント・エンジニアリング（CE）

商品企画
開発・設計

詳細
設計

方針
決定

商品企画
開発・設計 詳細設計 生産方針

決定
試作
確認従来

CE

期間短縮

生産技術

生産技術 生産

試作
確認

出所：（株）ロゴ
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他の業界、また日本以外の海外諸国ではどうだ
ろうか。

また、パソコンと自動車ではその適用技術形態
が全く違う。パソコンは基本的に組み合わせ、自
動車はすり合わせをベースにしている。

　
導入や定着が難しい要因

大きく二つ考えられる。
まず、CAD や CAE などのツールさえ導入すれ

ばうまくいく、という誤解があったのではない
か。ツールの導入だけでうまくいくことは、どの
業界でもありえない。必ず、ツールとヒトとのす
り合わせが欠かせない。つまり、現場に合わせた
やり方（カスタマイズ）を工夫しないと、期待し
た効果は出せない。

　
人間中心に進めたか

人間中心の（ヒトを大事に、生き生きとさせる）
やり方になっていたか、である。

その一つは、部分最適と全体最適の調整の難し
さである。

FL や CE の参加者は、機能別組織の代表者た
ちである。もともと組織としての目的が異なる部
署を代表する人たちが集まる。大枠の方向性や目
的は理解できても具体的な施策の実行となると、
自部門の利害の方を優先してしまう。総論賛成、
各論反対の状態になる。各部門の現在の機能は、
大枠の方向性や目的（総論）で要求される機能と
は異なるからである。現状の部門目標とは異なる
機能を求められるが、それに対応できないから各
論では反対せざるをえない。

これは、すり合わせ技術の前提として組織が取
り組む課題（⃝ 組織が機能している）で必ず問題

となることである。そこで、課題（⃝ こだわりを
もつリーダー）が必要になってくる。

つまり、二つ目は、核となるこだわりをもつ
リーダーがいないことである。

総論賛成、各論反対の状態から進まないことに
なる。上層部の掛け声だけでは、一向に進捗

ちょく

しな
いのである。何らかのこだわりをもつ人が、核と
なってリーダーを務めないとうまくいかないので
ある。そのこだわりが、組織の風通しをよくする
ことにつながってくる。

三つ目は、組織の風通しの問題である。
たとえ、風通しが悪い組織でも導入の機会をと

らえて、このプロジェクトだけでも風通しを改善
することができる。そのためには、少し大きく構
えたほうがよい。例えば、この活動を通じて各部
門の夢の実現、所属メンバーの圧倒的なレベル
アップなどを織り込むとよい。

これらを見ていくと、三つとも人間中心、つま
り、思いやこだわりが必要であることが分かる。

これは、まさにわが国だからこそできる、とい
う展開である。つまり、わが国のカルチャーだか
ら成り立つやり方といえる。わが国のカルチャー
については、次回以降、述べていく。（連載第 2 回
日本だけの強み「すり合わせ技術」）
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