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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。

1．欧州車は電気系が弱い？
2015 年 9 月に発覚した独 VW の排ガスデータ

の不正事件が世界に衝撃を与えた。その事件性の
ことは置くとして、欧州人、中でも特にドイツ人
は、頑固なほどに理論的でなければ承知しない、
つまり、科学的で理想主義を貫いている国民性が
強く出ているように思う。

欧州車は、「電気系が弱い」との評判がある。実
証データを示すことはできないが、おおよそ定着
していると思う。

不具合の事例として報告されているのは、「車の
トランクが閉まっているのに、空いていると表示
が出る」「パワーウインドーは開かなくなる、ヘッ
ドライトはすぐ切れる」「パワーステアリングが利
かなくなる」「しょっちゅうエンストする」「イグ

Point
❶  日本では欧州車の評価は高い一方、不具合は電気系統に多い……。
❷  その背景には、ドイツの自動車業界、電子機器業界の例から、技術に対する理想主義の頑固さが際

立つ。ドイツが誇りとした電子技術（ビデオ、テレビ、カメラ）の企業は消えた。今では日本や韓
国の技術が世界を席巻している。

❸  ドイツは「インダストリー 4.0（第４次産業革命）」でモノづくりの回復を図る。日本がモノづく
りで世界をリードし続けるためには、「すり合わせ技術」を継承し、いかに発展させるかに懸かっ
ている。

［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１回　欧州車は電気系に弱い？ 
—日本の「すり合わせ技術」が世界を席巻する—

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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ニッションコイルが切れ、片肺エンジンになる」
などである。

欧州車は一般的に高品質で高級感があり、いわ
ゆる車の完成度といわれる仕上がり感や重厚感、
走行の安定性に優れた車だと評価されている。だ
からこそ欧州車、特に、ドイツ車を買ったが期待
を裏切られた、との思いがさらに不満を増幅させ
ているのだろうが、上記の不具合はよく聞く話で
ある。これらの原因は、どうも機械系と電気系の
連動に不具合が生じているようである。自動車本
来の基本的な性能は問題ないのに、不具合として

「電気系統に弱い車」との評判につながっている。

「電気系が弱い」のが特徴的に現れているのは、
自動車や家電製品のように機械と電気の結合した
部分である。

なお、本稿では欧州車と総称して記すが、日本
の輸入車のほとんどはドイツ車であり、特に断ら
ない限りドイツ車のことを指していることをお断
りしておきたい。
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図表　外国メーカー車新規登録台数（乗用車）
（2014.4 ～ 2015.3）

（注）  グラフは、「外国メーカー車 新規登録台数（乗用車）」（日本自
動車輸入車組合（JAIA）の統計情報」をもとに、当社で上位11車
に限ってグラフ化したもの。）

出所：日本自動車輸入組合JAIA

2．理論に頑固で誇り高いドイツ人
ドイツのモノづくりを語るときに避けて通れな

いのが、マイスター制度である。
マイスター制度とはドイツ発祥の専門技術継承

のための一種の職業訓練システムであり、その資
格制度のことである。

（1）マイスター制度の功罪
この制度は伝統的な優れた技術を生産現場に生

かすためには有用な方式と理解されているが、電
気、電子技術のように新しい技術や部品、場合に
よっては考え方そのものが根底から変革してしま
う（アナログからデジタルへの大変化など）激し
い技術革新に対応するには、いささか古めかしい
印象を受ける。

また、こうした制度は、生産現場における技術
者と現場作業者の階層化をもたらし、生産現場に
おける問題の解決を複雑化しているのではないだ
ろうか。後述する異分野の専門領域を結びつけて
新しい技術を生み出すという「すり合わせ技術」に
よって現実的な解決方法を見つけ出すには、こう
した階層化した組織では難しい、と想像する。

電気設計は、実際には設計したとおりにはなら
ないことが多々ある。さまざまな技術で作られた
多数の部品で構成された製品は予想できないトラ
ブルに見舞われることが多い。その場合、現場で
現物を前に検証しながら、現実的な知恵を働かせ
て対策を施す必要がある。

ドイツの車が、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、こうした生産現場で
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。

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。それゆえに、それ
ぞれが自分の担当範囲で対処することが求められ
ている」とのこと。

確かに、製品そのものの完成度が高い場合か、
あるいは、問題がある程度予測できる製品である
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場合は、それぞれの専門家が独自に処置しても十
分に解決できる。ところが、新しい技術を使った
り、新しく開発した製品の場合は、同じものでも
全く違った環境や条件の下で使われるときは、製
品に使用されている材料や部品の問題が複合的に
発生する。これには、単にたて割り組織だけで技
術問題を解決するのは極めて難しい。関係するさ
まざまな分野の技術者が集まって、一緒に知恵を
出し合わなければならないことが多い。

新しい技術や製品に対しては、設計者でも当然
ながら全て分かるということはない。また、実験
や検証をしたからといって事前に問題を 100％予
測できるわけでもない。つまり、理論的に正しい
だけでは信頼性の高い製品を完成させることはで
きない。現場では必ず予想もしない問題がしばし
ば発生する。そのような問題を解決する中に必ず、
新しいノウハウや技術が潜んでいる、というのも
周知のことである。このことは、設計と生産とは
一体でなければ進歩もなく、新しい技術創出の機
会も少なくなる、という別の示唆もしているので
はないだろうか。

電気技術者とマイスター制度

これらを総合すると、技術の世界では階層社会
は成り立たないことが分かる。特に、電気技術者
の場合は、日進月歩の激しい分野だから、階層が
入り込む余地がない。マイスター制度は、資格を
持つ者と持たない者との間で、厳格な資格の壁が
立ちはだかる。

ついでながら、種子島に鉄砲が伝来して（諸説
あるが）以来、日本人は鉄砲作りやその改良など
で職人のわざ、技術が発揮された。当時から日本
では認定資格というものはなくても、腕（技術）
さえあれば尊敬された。

秀吉が朝鮮から日本に連れて来た陶工たちも一
流の腕があったから、日本では尊敬された。

「朝鮮陶磁器の歴史には李参平のように名工と
呼ばれる人物がいない。名品はあっても製作者の
名前が後生に伝わらないからである。いかに（朝
鮮では）陶工の地位が低かったか分かる話である。」
と説明する人もいる。

日本では技能者を含めて「技術屋さん」、と尊敬
の気持ちを込めて呼ばれるように、社会的評価は
高いものがある。

誤解を恐れずにいえば、ドイツのマイスター制
度は資格という階層社会を形成しているから、あ
る人の技術がいくら高くなったとしても、資格と
して認められない限り上位の階層には上がれな
い。そこには「階層」という大きな壁がある。電
気技術者は先進技術を身につけても、また、現場
での知恵を出しても評価されない社会になってい
るのだろう、と感じる。

マイスター制度の見直し論

近年、ドイツ国内でもこのマイスター制度は見
直しが必要だとの議論があり、次の調査報告に表
われている。
「技術革新の進捗にマイスター制度が果たして

対応しきれているのかという疑問の声もあがって
いる。」「技術職では特に多くの技術革新が生まれ
ており、1970 年代や 80 年代に資格を取得したマ
イスターに、今日の職人と同レベルの知識がある
のかについても疑問視している。『30 年前にマイ
スター資格を取得した自動車機械工が、最新の自
動車のコックピットを修理できるとは思えな 
い』」＊。

マイスター制度はある意味では閉鎖的であり、
異分野の専門領域を結びつける「すり合わせ技術」
とはなじみにくい性質のものとなるだろう。制度
は疲労を起こして陳腐化するから、どうしても変
革や改革によって既存の制度を壊すことが必要に
なる。

＊「海外労働情報国別労働トピックス : ドイツ、2011 年 11 月」独立行政法人労働政策研究・研修機構

［連載］　すり合わせ技術で仕事を進める「６つの道具」



経営センサー　2016.1・2
4040

次回に述べるが、ドイツのインダストリー 4.0
政策はその動きになるのだろうか。

（2）  理論重視の理想主義で 
ハイブリッド車の商品化が遅れた

科学主義者の気質

サイエンティストは、ベストな「解」を求めて原
理的に良くて理想的と思うことしか考えない。実
行しようともしない。しかし、根本を解決しようと
すると、当面の問題は解決しないことがある。逆
に、現場だからこそ解決策が見つかることも多
い。ディーゼル車のすす除去にはフィルターを取
り付けて解決する例は、現実的な解決策になる。
が、それをしないで、すぐに理想主義に走る。だ
から時間もかかるし費用もかさむことになる。

日本では、「まあ、できるかできないか、とにか
くやってみよう」とすぐに行動する。そして、理
論的にはどうであろうとも、とにかく「うまくや
る、うまくできる」ことを考える。あれこれいじ
くりまわして、とにかく解決させてしまう。理屈
や理論は後でくっつけることもよくあることだ。

単に現実的に対処することは、ドイツ人の技術
者は許さない。理論的でなければ許さない。

ところが、ドイツの営業は理想主義にこだわる
ことなく、現実的に対応して商談を獲得すること
が多いという。こうしたフレキシブルな対応は、
技術者と営業者が非対称なところが面白い。

少し極端ないい方になるが、ドイツ車の設計思
想には、「商品の本質的な機能が高ければ、使い勝
手はあまり問題にしない」との頑固な考え方があ
るように思える。ドイツの顧客もそれで満足して
いるかのようである。

ハイブリッド車、商品化への道

“MADE IN JAPAN” は、高品質、高信頼性の
代名詞のように世界で通用している（最近では多
少ゆらいでいるようだが）。同じように、“MADE 
IN GERMANY” はドイツ人にとっては「世界一
優れた製品」を意味している。それだけの自負を

持っている。だから、アメリカや日本はドイツよ
りも一段下とみなしており、ましてや韓国、中国
の製品や技術はさらに格下と考えているようだ。

だから、ハイブリッド車を世界に先駆けて日本
が商品化し発売したことで、ドイツ人のプライド
を傷つけてしまった、という。そこにドイツはプ
ライドを傷つけられながらもハイブリッド車を市
場に投入した。もともと、ハイブリッド車は欧州
で研究開発を試みられていたが、結局は、内燃機
関技術（これも機械系）が進み、自動車の本質と
して、ハイブリッドは邪道とみなされ退けられて
きた。

ハイブリッド車の歴史は古い。
まずは、フェルディナント・ポルシェの設計で

製作されたローナーポルシェ製電気自動車は、
1900 年パリ万国博覧会のオーストリア館で展示さ
れている。1900 年代の初めは、ガソリンエンジン
で電気を発生させ、電気モーターを使って車輪を
駆動させたハイブリッド車であった。

その後、欧米の自動車会社は、いろいろと実用
化に向けて開発をすすめて試作はしたが、市場性
や実用化の問題に難があるとみて量産発売までに
は至らなかった。1970 年代に入り、排ガスの大気
汚染による健康問題や数次のオイルショックの発
生をきっかけに、ハイブリッド車の研究開発が行
われた。

写真　100％電気自動車の日産「リーフ」

フル充電からの航続距離は280㎞（2015年11月現在）。駆動用バッテ
リーにラミネート型薄型リチウムイオン電池が使用されている。

出所：日産自動車株式会社提供
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ハイブリッド車の量産化時代へ

1997 年にトヨタ「プリウス」を世界初の量産ハ
イブリッド乗用車として発売。さらに、2010 年に
は 100％電気自動車の日産「リーフ」を発売、同
じく三菱自動車「i-MiEV」と個人向けに発売した。

自動車は、発明されたときから今でも基本は四
輪を動かすことで変わっていない。動力を内燃機
関か電動機によるかの技術である。二つ以上の動
力源を持つハイブリッド車の実用化は、駆動用の
二次電池や永久磁石などデバイスの技術が発達す
ることと、それらを自動車に応用する技術があっ
て初めて商品化された。

日本の技術者たちは、あきらめずに地道に努力
を重ねてきた結果、ハイブリッド車の量産化時代
を招来することができた。

その努力の方向は、自分の専門分野における未
知の技術を突き詰めることはもちろんであるが、
もっと注目したいのは、自分の分野だけでは解決
できないことを理解し、その助力を他の専門分野
の技術者に求めて共に力を合わせることに積極的
であったことである。

異分野の間にある壁は日本でも当然存在する
が、その壁の厚さは諸外国に比べると薄いといえ
よう。わが国ではマネジメントの力によってこの
壁を打破しようとチャレンジする。だから、異分
野間にある壁の打破はこの力を働かせる人物（リー
ダー）が現れるかどうかにかかっている。

ディーゼルエンジンの方が優れている

ドイツ人は「ハイブリッド車よりも、われわれ
の開発したディーゼルエンジンの方が優れている」
と考える。本来、理論的に優れている水素自動車
や燃料電池車を追い求めるのが正しく、ハイブ
リッド車は理想的でなく、将来の自動車にはなら

ないからやらないと決める。その実、開発は進め
ていたらしく、いまではドイツ車もハイブリッド
車を発売している。

例えば、メルセデス・ベンツでは、ディーゼル
ハイブリッド車（S 300 h、S 400 h など）。

部品は必ず壊れるものだ！

理想主義の考え方をもつ人たちは、科学的な理
想を追い求めているから、最終商品（ここでは自
動車）が理想的に設計されていればそれで満足す
るかのようだ。日本人には理解しにくいが、「故障
する」ということ自体は承知しているようにみ 
える。

つまり、ドイツ人は、部品というものは必ず壊
れるものだと思っている。どの範囲なら許せるか、
その基準をはっきりと持っており、ある範囲内な
ら製造者の責任で直す、それを超えたら自己負担
で直す、と考える。

例えば、日本人が海外で暮らして、最初に経験
するのは、しばしば家の電球が切れることだ。そ
れでも、いかにも安そうな電球が 1 ユーロもしな
いし、どこのスーパーでも入り口の近くに置いて
ある。また、どこの家でも単独の電球はまずなく、
必ず何個かでセットになっている。そういえば、
大寺院の明かりも全部複数あった。1、2 個が切れ
ても誰も気づかず、係の人は当然のように直す。
ドイツ人が日本に数年住んでいざ帰るとき、「何回
電球を取り換えましたか」と聞くと、「そういえば、
1 回も換えてない」という。

次回につづく

第 2 回は、冒頭のポイント 2 項目にある電子機
器製品を例に「なぜドイツから電機メーカー、カ
メラメーカーが消えたか？」の予定です。

［連載］　すり合わせ技術で仕事を進める「６つの道具」




