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日本産業人クラブ連合会 ドイツ産業視察

2016年3月15-21日

株式会社 ロゴ 津曲 公二

ドイツと日本

ドイツの科学主義と日本のすり合わせ技術

科学：自然現象を解明する 技術：人工物をつくり出す
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• 新撰組副長土方歳三を描いた『燃えよ 剣』で司馬作品に魅了される。

• 日向の国飫肥（おび；宮崎県日南市）は父の出身地。曽祖父は西南

戦争で西郷軍に従軍、九死に一生を得る不思議な体験をしたと聞く。

母の出身地（鹿児島県志布志市）で育ち、高校時代を鹿児島市で過ごす。

• 東京大学工学部マテリアル工学科卒業、1972年日産自動車入社、鋳造工場

に配属。型設計と鋳物部品を担当。その後、本社技術部を経て財務部門で

自動車ビジネスの利益・原価管理を学ぶ。開発部門ではパワートレインの商品

企画を担当、新エンジン開発プロジェクトなど多くのプロジェクトに参画。

• 同社退職後、研修企業勤務を経て、2003年5月に酒井昌昭とともに（株）ロゴを

設立し現在に至る。 2012年から東京都市大学で非常勤講師を務める。

• モノづくり、システム開発、人材派遣、介護サービスなどの企業で、仕事の正しい
進め方やﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの研修や現場支援サービスをおこなっ ている。
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私の体験した欧米自動車メーカー
１．ベンツ

先進的な足回り（リヤサスペンション）や小型軽量の駆動機構（デフギヤ）など、

90年代、ベンツはつねに開発・設計のお手本だった。現在、日産は１機種のみ、

乗用車向けに同社エンジンのＯＥＭ供給を受けている。

２．フォルクスワーゲン

80年代にサンタナを日産座間工場で組立て、日本市場向けに発売した。軽快な

走りとしっかり感のある車体が好評だった。多くの日産社員も購入したが、最後まで

エンジン部品などの品質問題で苦しめられ、同社との関係はこれだけで終わった。

３．フォード

80年代、北米でミニバン（日産名：クエスト）を共同開発した。

ミニバンで先行していたクライスラーに迫る売れ行きを達成、共同開発を契機に両社

開発部門の技術交流は10年以上にわたって継続するなど良好な関係が続いた。

サンタナ

クエスト
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ドイツ博物館

・東京国立博物館 東洋諸地域にわたる文化財

・大英博物館 古今東西の美術品や建造物・・

・ドイツ博物館 科学と技術の傑作
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・大英博物館 古今東西の美術品や建造物・・

・ドイツ博物館 科学と技術の傑作

インダストリー4.0 (その1)

★「第4次産業革命」と呼ばれているが・・

第1次：18世紀の蒸気機関、英国の繊維産業

第2次：20世紀初頭の電気エネルギー、Ｔ型フォード

第3次：20世紀後半のコンピューターによる自動化

第4次：2015年モノのインターネット

モノのインターネット（IoT）は時代の流れ
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日本の「技術資源」
・日本は平等でオープンな社会

・協調性にすぐれ誠実な国民性

・決着をつけずあいまいさを残す文化

・科学(理論)よりも技術(実践)志向

・職場で上司が部下を育てる気風

・三現主義(現場、現物、現実的)

・技能者を含め「技術屋さん」は尊敬を

こめた呼び方

日本だからこそできる「すり合わせ技術」

タテの階層(組織内)とヨコの業際(業界間)をつなぐ
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インダストリー4.0 (その2)
★背景・狙い
ドイツはかつてはモノづくり大国だったが、テレビ・ビデオ・カメラなどの弱電メーカーは

消え、国際的な競争力の低下に危機感をもっている。

ドイツ企業の90%を占める中小企業（従業員500人未満）を対象に、ここをボッシュ

やシーメンス、SAPなどの大企業が支援する。最大の狙いは製造コストの低減と

いわれているが・・。

★産業のＯＳか
パソコンのＯＳは Windows が事実上の標準として世界を席巻している。

・ドイツが国策として取り組む インダストリー4.0
・米国ＧＥなどが企業連合で取り組む ＩＩＣ（ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｺﾝｿｰｼｱﾑ）

米国流のやり方はオープンで事実上の世界標準を目指す。わかりやすくて

いつも商売がうまい。ドイツのすすめ方はどうもわかりにくい。

両者とも最終的な狙いは産業のＯＳについての世界標準か。
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「経営センサー」（東レ経営研究所 発行月刊誌 2016年1-2月号から連載開始

執筆 （株）ロゴ 代表取締役副社長 酒井昌昭 上席テクノロジスト 岡田英彦

「欧州車は電気系に弱い？」

連載第1回 あらすじ

１．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。

２．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みえる。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。

３．1900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

ド車となって百年後に世に出た。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

車もハイブリッド車を市販した。

４．科学の理想を追うドイツのモノづくりには敬服するが、設計と製造現場の間にある

階層の壁は厚い。「すり合わせ技術」はどうも不得意なようだ。

投稿記事紹介
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共鳴と発展

モノづくりメディア（日刊工業新聞社）と

研修企業（ロゴ）

技術立国のための情報発信と人材育成

2016年3月 株式会社 ロゴ
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（株） ロゴ 最近の活動 ご紹介

ロシア４都市 カイゼン セミナー

2015年3月 日本センター(ロシア)
2回目開催 2016年2月

チュメニ、オリョール、モスクワ、モスクワ大学

「標準化と品質管理」誌 6回連載
技術者が知っておきたいモノづくりの心得

日本規格協会月刊誌

出版企画(仮題)
自ら考え自ら行動する技術者への道

～技術者がモノづくり日本を創る

モノづくり技術経営塾（案）

2016年上期 開講を目指し提案中

経営トップセミナー （2015年7月、10月）

東京産業人クラブ（日刊工業新聞社）

ロシア研修生受入れ事業 2016年度

・プロジェクトの現場支援

・企業内PMワークショップ

第１回 社長の右腕となる経営幹部の能力を高める

第2回 技術者集団の組織力を高める

第3回 技術者に新たな視点をもたせて開発力を伸ばす

第４回 社員の技術センスをみがく

第５回 組織のもつ独自の“何か”を発見しそれをみがく

プロジェクトマネジメント(ＰＭ)研修

・企業内セミナー
・公開セミナー (1日、2hr)

メトロガイドセミナー(日刊工業新聞社)

米国式PM を改善 ⇒ 仕事の正しい進め方
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サクセスマップ法

技術センス

海底電線網

(欧州～日本)

近代海軍組織

(無能幹部 ﾘ ｽﾄﾗ )

情報優位

外債計画

派遣特使

6-6  艦隊

先端技術

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

米国大統領

講和斡旋案

日本海海戦

連合艦隊完勝

陸戦膠着状態

帝政ﾛｼ ｱ国内

政情不安

日本国庫逼迫 ポ
ー

ツ

マ

ス
講
和

条

約

意図 して計画的 に実行 したこと

日清戦争

三国干渉

(独･ 仏･露 )
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ﾛｼｱ 南下策
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恐怖感

(日本 )
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企業活動や事象を総合的にとらえる能力。組織の機能が相互に依存している関係性を理解している。

ある変化が、全体の機能にどのように影響するかを認識する。事業が、産業界・地域社会・国全体の

政治、社会、経済にどう関係しているかを明快に描けるスキル。
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トップリーダーのいない壮大なプロジェクトだった

「人生に役立つ『坂の上の雲』名言集」

津曲公二・酒井昌昭 共著 総合法令出版

「全体観」・・ロゴが最もたいせつにしているもの

サクセスマップ法

技術センス

海底電線網

(欧州～日本)

近代海軍組織

(無能幹部 ﾘ ｽﾄﾗ )

情報優位

外債計画

派遣特使

6-6  艦隊

先端技術

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

米国大統領

講和斡旋案

日本海海戦

連合艦隊完勝

陸戦膠着状態

帝政ﾛｼ ｱ国内

政情不安

日本国庫逼迫 ポ
ー

ツ

マ

ス
講
和

条

約

意図 して計画的 に実行 したこと

日清戦争

三国干渉

(独･ 仏･露 )

日英同盟

ﾛｼｱ 南下策

既存権益

( 英国 )
恐怖感

(日本 )

ﾛｼｱ撹乱作戦

（開戦～講和）

日露戦争に見る部分と全体の調和

（戦前）

社会矛盾

(帝政ﾛ ｼｱ )

海底電線網

(欧州～日本)

近代海軍組織

(無能幹部 ﾘ ｽﾄﾗ )

情報優位

外債計画

派遣特使派遣特使

6-6  艦隊

先端技術

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

6-6  艦隊

先端技術

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

米国大統領

講和斡旋案

日本海海戦

連合艦隊完勝

陸戦膠着状態

帝政ﾛｼ ｱ国内

政情不安

日本国庫逼迫

米国大統領

講和斡旋案

日本海海戦

連合艦隊完勝

陸戦膠着状態

帝政ﾛｼ ｱ国内

政情不安

日本国庫逼迫 ポ
ー

ツ

マ

ス
講
和

条

約

ポ
ー

ツ

マ

ス
講
和

条

約

意図 して計画的 に実行 したこと意図 して計画的 に実行 したこと

日清戦争

三国干渉

(独･ 仏･露 )

日英同盟

ﾛｼｱ 南下策

既存権益

( 英国 )
恐怖感

(日本 )

ﾛｼｱ撹乱作戦ﾛｼｱ撹乱作戦

（開戦～講和）

日露戦争に見る部分と全体の調和

（戦前）

社会矛盾

(帝政ﾛ ｼｱ )

（戦前）

社会矛盾

(帝政ﾛ ｼｱ )

三つのスキル（ロバート・カッツ）

コンセプチュアル・スキルとは全体観

ロバート・カッツの指摘

スキルとは育成可能で実行できる能力であり、組織の

上位になるほど、他のスキルに比べてコンセプチュアル・

スキルの相対的な重要性が高まる。

全体観でビジネスの器量を拡大する

コンセプチュアル
スキル

ヒューマン
スキル

テクニカル
スキル

コンセプチュアル
スキル

ヒューマン
スキル

テクニカル
スキル

企業活動や事象を総合的にとらえる能力。組織の機能が相互に依存している関係性を理解している。

ある変化が、全体の機能にどのように影響するかを認識する。事業が、産業界・地域社会・国全体の

政治、社会、経済にどう関係しているかを明快に描けるスキル。

PART3で詳述PART3で詳述

A図A図 B図B図 C図C図

ガウディから学ぶ （長谷部光雄）

サグラダファミリアの構造検討
A図A図 B図B図 C図C図

ガウディから学ぶ （長谷部光雄）

サグラダファミリアの構造検討

日露戦争に見る部分と全体の調和

トップリーダーのいない壮大なプロジェクトだった

「人生に役立つ『坂の上の雲』名言集」

津曲公二・酒井昌昭 共著 総合法令出版

日露戦争に見る部分と全体の調和

トップリーダーのいない壮大なプロジェクトだった

「人生に役立つ『坂の上の雲』名言集」

津曲公二・酒井昌昭 共著 総合法令出版

「全体観」・・ロゴが最もたいせつにしているもの



Copyright © 2016 Logo Corporation 
8

首都圏の ビジネスパース ン向けに夜2時間コース を中心に 、ロゴ で

講師を務め ました 。

【好評セ ミナー】

・仕事の ９割は「段取り」で 決まる

・仕事は半分の時間で終わる

・プロジ ェクトをうまく マネジ メントする 実践セミナー

・チームの アウトプットを倍増させるやり方教え ます

・「坂の上の雲」に 学ぶ次世代リー ダーの育て 方

・「坂の上の雲」に 学ぶ新規ビジネス人材育成

2013年6月か ら2014年末まで 、ほぼ毎月開催。

（2015年以降、メトロガ イドセ ミナーでは ビジネスセミナーは休止中）

メトロガイドセミナー（日刊工業新聞社）

首都圏の ビジネスパース ン向けに夜2時間コース を中心に 、ロゴ で

講師を務め ました 。

【好評セ ミナー】

・仕事の ９割は「段取り」で 決まる

・仕事は半分の時間で終わる

・プロジ ェクトをうまく マネジ メントする 実践セミナー

・チームの アウトプットを倍増させるやり方教え ます

・「坂の上の雲」に 学ぶ次世代リー ダーの育て 方

・「坂の上の雲」に 学ぶ新規ビジネス人材育成

2013年6月か ら2014年末まで 、ほぼ毎月開催。

（2015年以降、メトロガ イドセ ミナーでは ビジネスセミナーは休止中）

メトロガイドセミナー（日刊工業新聞社）

経営トップセミナー（東京産業人クラブ）

2015年7月と10月、経営トップ向けのセ ミナー を開催。

ご参加の経営者の皆さまで 熱心な討議が続きました 。

元日産自動車開発エンジニアに学ぶ

開発力をパワーアップする
今いる社員でパフォーマンスを3倍にあげる3つのステップ

東京産業人クラブ／日刊工業新聞社 共催 勉強会

現在、わが国の製造業は中国、韓国など周辺の中進国家との競争がますます激化する一方で、製造

技術のデジタル化への移行に伴い、技術、製品の差別化が容易でない時代に突入しています。今後、
我が国の製造業が勝ち残る上で製品開発競争はますます重要になってきます。

今回は製品開発を担う技術者（ヒト）に着眼、ヒトを磨けばグローバルな企業間競争に活路を見いだす
ことを視点に、経営者だけにしかできない開発のボトルネック解消、技術者集団がパワーアップする人間
中心のやり方をお伝えします。

■開催日 ： 2015年7月13日（月） １３：００～１７：００

■会 場 ： 日刊工業新聞社本社・地下１階セミナー会場

「単発的なものではなくまとまったシ リーズものに」

とい うご 要望か ら各方面の皆さまと協議の うえ 、

「モノづ くり技術経営塾」（案）を提案中。

ご案内とセミナー風景（2015.7.13）

経営トップセミナー（東京産業人クラブ）

2015年7月と10月、経営トップ向けのセ ミナー を開催。

ご参加の経営者の皆さまで 熱心な討議が続きました 。

元日産自動車開発エンジニアに学ぶ

開発力をパワーアップする
今いる社員でパフォーマンスを3倍にあげる3つのステップ

東京産業人クラブ／日刊工業新聞社 共催 勉強会

現在、わが国の製造業は中国、韓国など周辺の中進国家との競争がますます激化する一方で、製造

技術のデジタル化への移行に伴い、技術、製品の差別化が容易でない時代に突入しています。今後、
我が国の製造業が勝ち残る上で製品開発競争はますます重要になってきます。

今回は製品開発を担う技術者（ヒト）に着眼、ヒトを磨けばグローバルな企業間競争に活路を見いだす
ことを視点に、経営者だけにしかできない開発のボトルネック解消、技術者集団がパワーアップする人間
中心のやり方をお伝えします。

■開催日 ： 2015年7月13日（月） １３：００～１７：００

■会 場 ： 日刊工業新聞社本社・地下１階セミナー会場

元日産自動車開発エンジニアに学ぶ

開発力をパワーアップする
今いる社員でパフォーマンスを3倍にあげる3つのステップ

東京産業人クラブ／日刊工業新聞社 共催 勉強会

現在、わが国の製造業は中国、韓国など周辺の中進国家との競争がますます激化する一方で、製造

技術のデジタル化への移行に伴い、技術、製品の差別化が容易でない時代に突入しています。今後、
我が国の製造業が勝ち残る上で製品開発競争はますます重要になってきます。

今回は製品開発を担う技術者（ヒト）に着眼、ヒトを磨けばグローバルな企業間競争に活路を見いだす
ことを視点に、経営者だけにしかできない開発のボトルネック解消、技術者集団がパワーアップする人間
中心のやり方をお伝えします。

■開催日 ： 2015年7月13日（月） １３：００～１７：００

■会 場 ： 日刊工業新聞社本社・地下１階セミナー会場

「単発的なものではなくまとまったシ リーズものに」

とい うご 要望か ら各方面の皆さまと協議の うえ 、

「モノづ くり技術経営塾」（案）を提案中。

ご案内とセミナー風景（2015.7.13）



Copyright © 2016 Logo Corporation 
9

１．目的

東京産業人クラブ会員企業の経営者の方々に対して、技術マネジメントを飛躍的に向上させ、

会員企業様の我が国製造業への貢献を目指します。かつて“技術大国”と言われた我が国の製

造業は、度重なる不祥事と品質の低下や劣化の進行から、大きく様変わりの状況になっています。

しかし我が国の得意技は依然としてモノづくりにあります。平等でオープンな社会、協調性があり勤

勉で誠実な国民性、黒か白か決着をつけずあいまいさを受け入れる文化、リクツに合わなくても、

まずはやってみようという柔軟な姿勢など、モノづくりにとってダントツになれる条件がそろっています。

これらの優れた特徴を忘れず、さらに発展させることが我が国の生きる道と考えます。

我われロゴは、タグチメッソッドやトリーズなど従来から存在しているが真価が知られていない、しかし

素性の良いやり方に着目しています。即効性は無くとも地道に継続すれば大きな効果があるもの

をご提供します。

２．企画の方針：講演ではなく、交流を

経営者には蓄積された知識・経験があります。講師は講演をするのではなく、経営者の重要な

関心事や経営課題に対して、交流のきっかけをつくり、活発な討議を生み出します。

全ての参加者が満足感をもってそれぞれの結論を、明確な実行課題として持ち帰ってもらうことを

目指します。

2016.2.1 （株）ロゴ （株）ファイブシーズン

モノづくり技術経営塾(案)
提案中

１．目的

東京産業人クラブ会員企業の経営者の方々に対して、技術マネジメントを飛躍的に向上させ、

会員企業様の我が国製造業への貢献を目指します。かつて“技術大国”と言われた我が国の製

造業は、度重なる不祥事と品質の低下や劣化の進行から、大きく様変わりの状況になっています。

しかし我が国の得意技は依然としてモノづくりにあります。平等でオープンな社会、協調性があり勤

勉で誠実な国民性、黒か白か決着をつけずあいまいさを受け入れる文化、リクツに合わなくても、

まずはやってみようという柔軟な姿勢など、モノづくりにとってダントツになれる条件がそろっています。

これらの優れた特徴を忘れず、さらに発展させることが我が国の生きる道と考えます。

我われロゴは、タグチメッソッドやトリーズなど従来から存在しているが真価が知られていない、しかし

素性の良いやり方に着目しています。即効性は無くとも地道に継続すれば大きな効果があるもの

をご提供します。

２．企画の方針：講演ではなく、交流を

経営者には蓄積された知識・経験があります。講師は講演をするのではなく、経営者の重要な

関心事や経営課題に対して、交流のきっかけをつくり、活発な討議を生み出します。

全ての参加者が満足感をもってそれぞれの結論を、明確な実行課題として持ち帰ってもらうことを

目指します。

2016.2.1 （株）ロゴ （株）ファイブシーズン

モノづくり技術経営塾(案)
提案中

第１回 社長の右腕となる経営幹部の能力を高める

～技術のツボをおさえれば、部下に「良い丸投げ」ができる

～社長の「右腕チーム」をパワーアップし、生産性を3倍に増やす

第2回 技術者集団の組織力を高める

～ベクトルを合わせれば、現有の人員で組織力を3倍にアップできる

～技術者の誇りと責任感から高いレベルの組織力が生まれる

第3回 技術者に新たな視点をもたせて開発力を伸ばす

～高品質のためには「モノを作る前に品質を創れ」

～新たな視点で圧倒的な開発期間短縮と品質の向上を実現する

第４回 社員の技術センスをみがく

～技術センスとは「技術のＯＳ」、訓練すれば誰でも身につく

～技術の教養を身につければ自社技術が深まり新商品開発が進む

第５回 組織のもつ独自の“何か”を発見しそれをみがく
～自社の歴史を通じて共有すべき強みを再認識する

～見えない資産を発掘し将来の新たなコアにつなげる

モノづくり技術経営塾(案) プログラム紹介 全５回

提案中
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日刊工業新聞 2015年8月6日

日刊工業新聞 2015年8月13日
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“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、モノづくり、素材、システム開発、人材派遣、サービ

スなどの企業で講演・研修・現場支援などのサービスをご提供しています。

【講師】

津曲 公二 代表取締役社長 東京都市大学 非常勤講師

日産自動車(株)にて、鋳造工場生産技術を振り出しに、利益・原価管理を担当。開発部門ではパワート

レイン新商品開発にて、多くのプロジェクトに参画。退職後2003年5月に酒井昌昭とともに(株)ロゴを設立。

酒井 昌昭 代表取締役副社長 米国ＰＭＩ認定ＰＭＰ

ソニー（株）で、主に製品開発、設計業務に従事。 民生用製品から業務用システム

製品開発など数多くの商品化プロジェクト、海外R&Dプロジェクトを経験。

【ロゴメンバーによる最近の出版】

「仕事の９割は『段取り』で決まる！」（2014年 酒井昌昭・伊藤 昭共著 高橋書店）

「仕事は半分の時間で終わる！」（2013年 津曲公二・清水 茂共著 ダイヤモンド社）

「人生に役立つ『坂の上の雲』名言集」（2011年 津曲公二・酒井昌昭共著 総合法令出版）

「実践 ものづくりイノベーション」 （2010年 津曲公二・他共著 日経ＢＰ社）

「『坂の上の雲』に学ぶ勝てるマネジメント」 （2010年 津曲公二著 総合法令出版）

株式会社ロゴのご紹介
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