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Ⅰ　問題意識と課題：成長過程での戦略的特徴

ソニーが日本の家電産業界に後れて参加したにもかかわらず，激烈な競争の中で飛躍的な成長

を遂げ日本の代表的な企業としてはもちろん，世界が認めるグローバル企業に成長してきた。し

かし，最近ソニーは成長力を失ってしまい，成熟期に入ると同時に衰退期に入ったかのような雰

囲気まで見られる。

本稿は，ソニーが競争優位を構築するために展開した戦略的特徴を究明することで，成熟期に

入ったソニーが持続的成長のために欠けていたビジネスモデルは何であったのかを検討する。そ

のため先にソニーが成長過程で見せた技術革新を通じて展開した多様なイノベーションを

J.Schumpeterの経営革新理論に基づいて考察してみる。次に成長過程でソニーが展開した戦略的特

徴をB. Barneyの戦略理論に基づいてその特徴を究明する。

Jay B. Barneyは（2001）『企業戦略論』で戦略理論の2つの大きいカテゴリーとして，A事業戦略

（Business strategies）B全社戦略（Corporate strategies）に分類している。前者は企業がある特定市

場や業界で単独で競争優位を獲得するために経営資源や能力を活用し展開する行動を表し，①垂

直統合戦略②コスト・リーダーシップ③製品差別化④柔軟性戦略⑤暗黙的談合，後者は企業が複

数の市場や業界で同時に横断的経営資源や能力を活用して競争優位を獲得しようとする行動を表

し，①戦略的提携（業務提携，業務・資本提携，ジョイント・ベンチャー）②多角化戦略③合併

戦略④国際戦略である。

多くの場合，戦略的提携は複数の事業を同時に経営することを通じて競争優位を創造するため

に利用できるが，特定の事業において自社の競争上のポジションを強調するために利用できる場

合もある。

Schumpeter,Joseph Aは資本主義エンジンを稼動させて，その運動を継続させる基本的革新

（Innovation）は資本主義企業が創りだす出す新素材，新生産方法ないし新輸送方法，新市場開拓，

新事業組織から起こると（李相球訳p.132）述べている。また，企業家の機能は発明を通じて新商

品を創出したり，新しい方法で生産技術を開発したり，原材料の新しい供給源や生産品の新しい

販路を切り開くことによって，産業などを再組織することで生産方式の革新が起こりうる（同上
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p.190）。資本主義の新しい発展の動力は，経営者の革新の行動，すなわち，新製品の開発，新生

産・工程の開発，新市場の開拓によってのみ可能だと指摘してきた。経営者が，新製品の開発，

新組織の開発，新生産・工程の開発，新市場の開拓，新資源の開発の革新を果敢に遂行する時，

企業の成長を可能にするこのような企業家の革新的な諸活動は，国家の経済発展と成長の牽引車

的役割を果たすことになると紹介している。

本稿ではB. Barney『企業戦略論』とSchumpeterのイノベーション理論に基づいてソニーが展開

した製品開発と事業多角化の過程を考察し，成長過程に展開したイノベーションと成長戦略の特

徴を究明する。そして，今後のソニーが再び飛躍するためのビジネスモデルを模索する。

Ⅱ　日本電気機器産業の成長とソニー

1 日本電気機器産業の成長

家電産業は，日本の電気機器工業の中でも最も発達が遅れた分野だった。扇風機，アイロン，

井戸ポンプ，電気時計，電熱器などから次第に国産化が進められ，試験的だったが，冷蔵庫，電

気洗濯機も生産されて，輸入品と共に普及した。電気機器産業は，高度成長の代表として，昭和

30年代に10倍以上という驚異的な躍進を見せた。特に32年には他の業界が金融緊縮による不況の

中で，「景気循環と関係がない産業」として景気の底辺の支えとV字型回復の主軸になった。この

ような成長力は，耐久消費材需要の急激な増加，設備投資の急増を背景とした重電機の躍進，技

術革新による電子工業の発展によるものだった。

30年代の10年間消費革命の主役として家庭用電気製品は普及したが，テレビの普及率は都市世

代の9割を越え，年間生産台数500万台，金額で2000億円という大産業に発展した。家庭用電気製

品の普及は一人当たり国民所得の上昇，生活様式の変化，人口の都市集中などの要因によって大

きく伸張した（有沢広巳監修・編集『日本の産業史』2 1994 pp.196－198参照）。

2 戦後家電産業の急拡散とソニーの台頭

戦前には日本の家電産業は，日本の他の工業分野の中でも最も発達が遅れた分野だったが，戦

後は冷蔵庫，洗濯機，掃除機，扇風機など従来からの製品と，テレビ，トランジスタラジオなど

技術革新が産んだ新製品が短期間に普及したのが特色だ。量産の効果でコストの引き下げが可能

になり，それがより一層新しい需要を呼び起こした。戦前の電気機械産業は資本財としての重電

機が中心であり，家庭用電気製品は付随的なものとして大メーカーはそれほど関心を持っていな

かった。

しかし巨大な市場の展開は電気メーカーの姿を大きく変化させた。そこで30年前後の家電業界

の様相を見れば，まず冷蔵庫，扇風機などモーター応用機器は「東芝」「日立」「三菱」の重電機

器メーカーが優位を占めていたが，テレビ，ラジオは「松下」「三洋」の総合2社，「早川」「八欧」

などの専業メーカーが中心であったし，洗濯機の場合は，分離式の成功で躍進した「三洋」と

「松下」がテレビ，ラジオ，洗濯機，冷蔵庫の各機種の専用工場を建設した。

日立は茂原に電子管，半導体工場を建設し，フィリップスと提携した「松下電工」は他社の一

歩先に立っていた。31年当時の生産額を見れば，ラジオの185億円，テレビの181億円，洗濯機の

128億円に比べて，冷蔵庫，扇風機は合わせて50億円前後で，「東京電気」を受け継いだ東芝を別

にすれば重電機器各会社は非常に遅れていた。



ソニーの成長とイノベーション戦略の特徴 101

30年代になり重電機器各会社の追撃が始まった。東芝は電子管，半導体部門の拡充に続きテレ

ビ，ラジオ，洗濯機，冷蔵庫の各機種の専用工場を建設した。

日立は茂原に電子管，半導体工場を建設し，フィリップスと提携した「松下電工」の設立により

民生用電子管の東芝独占体制は崩れた。三菱も伊丹にテレビ専用工場を建設した。これに対し松

下，三洋両社も市場確保のために活発な設備投資を継続した。そうした中で重電機器3社，総合2

社は専門販売流通体制の整備，月賦金融制度の拡充に力を注いだ。また，専門販売系列の整備の

ために自社ブランド製品の多様化が必要であり，電気遮断機，電熱器，ミキサー，アイロンなど

比較的に技術を必要としない製品は下請け子会社に外注する形態が増えて，自社製品と共に販売

した。

このようにして39年の電気機械生産額1兆7000億円の中で耐久消費材は6600億円を占めて，そ

のうちの7割以上を「東芝」，「日立」，「三菱」，「松下」，「三洋」が占めた。これを30年の電気機

械生産額1500億円中耐久消費材400億円と比較すると，家庭用電気製品の急成長を知ることが出

来る。その結果，重電機器3社の売り上げに占める家庭用電気製品の比重は3割に達し，製品の多

様化がより一層進んだ。一方，「早川」，「八欧」等専業メーカーの占有率は次第に下降，重電機器

メーカーの中でも「富士電機」はこの分野では非常に遅れた。戦後ベンチャー企業で台頭した

「ソニー」が技術的な優位性からラジオ，テレビ，テープレコーダーなどの分野で小企業から一躍，

全国的ブランドの企業に成長することになった（『日本の産業史』3 pp.104－106参照）。

Ⅲ　ソニーの成長軌道と戦略的特徴

ソニーは1946年5月7日，職員20人の小さいベンチャー企業「東京通信工業（以後東通工）（現

ソニーの前身）が設立された。社長には当時の内閣で文教長官を引き受け文化人だった井深の妻

の父前田多門が，専務に井深，理事に盛田が参加した。設立趣意書で，「大きい会社のような事業

をするならば私たちは競争で勝つことはできない。しかし，技術開発で開拓できる隙間はいくら

でもある。私たちは大きい会社ではできないことをして，技術の力で祖国復興に総力をあげよう」

と記述している。資本金は19万円，技術者の小集団で出発したベンチャー企業ソニーは出発から

研究開発を通じて新製品を生産，市場侵攻に成功，ベンチャー企業ながらナショナル企業，グロ

ーバル企業として急激な成長を遂げた。

本稿はソニーの驚異的な成功神話を成し遂げた原動力となった革新的な製品開発を中心に，そ

の開発成長戦略の特徴を考察する。創業初期GHQ内の民間情報教育局でテープレコーダーを見た

創業者井深は，今後の商品はテープで開発してみようと決心をしたがテープレコーダーは，米国

でも開発が始まったばかりの貴重品だ。その当時日本でテープレコーダーを開発しようと考えて

いるものは誰もおらず，関連情報もほとどなく唯一捜し出したのが丹羽保次氏が使った『音響工

学』という本で『1936年に，ドイツのAEG社によってプラスチックに磁気材料を吹き付けたテー

プレコーダーが発明された』という技術でヒントを得て，東京工業大学の加藤与党五郎博士が発

明したOPマグネットで試作してみることにした。ソニーは試行錯誤の連続だったが，機械の設計

図は，NHKの見本を参照し，最初に作った試験製作機は，米国ですでに実用化されていた，“マグ

ネティク”から原形をとった縦型のテープレコーダーだった。試作品1号が1949年9月に完成し，

引き続き1950年1月にG型，2月にA型の試験製作機が完成し，国産テープレコーダー開発に向か

って踏み出していった。G型は政府官公庁業務用，A型は一般普及型として企画された。その時期，
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日本では進駐軍の政策の一環として，オーディオ・ビジュアル・エデュケーションが熱心に展開

された。オーディオはNHKラジオの教育放送で，ビジュアルは映写機を全国の教育施設に貸し出

しして，戦前の観念教育から視聴覚教育に変えていく試みだった。ソニーのテープレコーダーは，

瞬く間に全国の学校に導入された。録音機があれば，活用できる事例が多く，学校の必需品とな

った。これにより盛田は，市場開拓の重要性，すなわち，マーケットクリエーションが企業にお

いて何より重要であることを体得することになった。テープレコーダーの開発により，ソニーは

戦後始めたベンチャー企業が一躍全国的ブランドの技術企業としてその名前を知られるようにな

った。

1 アナログ時代のイノベーション

1 ）トランジスタラジオ開発と新市場の開拓

1948年，ベル研究所の研究者のショクリ博士によって発明されたトランジスタは，その製造特

許を，ベル研究所の親会社であるWE社が保持していた。東通工はベンチャー企業に過ぎないが，

独力でテープやテープレコーダーを開発した会社という自負心を持って，WE社との交渉に臨み成

約になった。その当時トランジスタは低い周波数の補聴器程度を作るのに使わなければならず，

高周波数ラジオの放送電波に使用できなかったため，何か他の応用分野を切り開くだろうという

期待感で契約はしたが，トランジスタ事業はその当時東通工の会社規模としては，思いもよらな

い程の多くの投資と危険をかけてスタートした。社内では「トランジスタを使って何かしましょ

う。トランジスタを利用すれば，我が社の機会になるでしょう」。金食い虫であるトランジスタだ

ったが，東通工仙台工場が稼動し始めた1954年6月には，東京・品川の本社工場ではポイントコ

ンタクト型，接合型両側トランジスタを使って，初めてトランジスタラジオの製作を始めた。10

月には日本で初めてのトランジスタ，ゲルマニウムダイオードの展示会を東京・千代田区の東京

会館で開催し，10月末には東京・日本橋の三越本店でトランジスタとトランジスタ応用製品の展

示会を開いた。この時には，応用製品としてゲルマニウム時計，試作第1号のゲルマニウムラジオ，

補聴器などを展示した。そのような中，世界で初めてトランジスタラジオの発売ニュースが報道

された。1954年の12月，米国「リジェンシ」社が10ミリワット4石使用トランジスタTR-1型を発

表，クリスマスシーズンを目標にして発売を始めたのだ。

東通工の立場では市場に出回っている真空管ラジオのような固定型ラジオをトランジスタで作

ることは意味がなかった。これと差別化するためにポータブルタイプにする必要があった。その

開発は難しい点が多かったが施行錯誤を経た成果が，1955年1月に現れた。東通工製のトランジ

スタを使ったラジオが鳴ったのだ。トランジスタ5石を採用した，スーパーヘテロダイン方式受信

機TR-52型の開発が成功し，3月市場調査と相談のために米国とカナダに向かう専務の盛田が，サ

ンプルとしてこのラジオを持参することになった。サンプルとして持って行ったTR-52だが，米国

の大手時計会社「プルロボ社」が10万台のオーダーを出したがSONYの商標ではなくて「プルロ

ボ社」の商標を記入させるようにするという条件だったため，盛田はそれをあきらめ帰途につい

た。以後，東通工のトランジスタラジオも，色々なモデルが登場し，“ポケッタブルラジオ”「TR-

63」は，世界最小のトランジスタラジオで，以前米「リジェンシ」社のTR-1型ラジオ（4石，

127×76×33㎜）と比較し，112×71×32㎜と小さく，6石を利用したので感度，出力面でも優

れており，消費電力も半分以下であったため，人気が出た。価格は，1万3800円で，当時のサラ

リーマンの1ヶの月の平均給与に相当する額だった。
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このように，東通工製のトランジスタラジオを順調に輸出することができるようになったのは，

この年の8月に盛田が渡米して，米国で1，2位を争う電気機器販売会社の「アグロット社」と契

約が成立し，ソニーラジオ，ベビーコーダー，補聴器などの製品の長期取り扱い契約を結んだの

が大きく貢献した。1958年 6月には，TR-63よりも一層小型軽量化されたTR-610型が市販され，

輸出の決定版になった。TR-610型は，国内よりも欧米輸出が増加し，斬新なデザインと性能の優

秀さから1960年までの2年間で，日本を含む全世界に50万台が販売される程評判が良かった。ま

た，海外の一流デパートや高級専門店では先を争ってTR-610型を展示して，一時はプレミアム付

で取り引きされたり，米国で逆輸入して模造品を作るメーカーまであらわれるほどの人気機種に

なり，ソニーの名前を決定的に諸外国に知らせる役割を果たした。

1960年，トランジスタの生産は月産100万個になった。1960年11月1日，ソニーアツギ（厚木）

工場が完成した。ソニーは，トランジスタで色々な製品を作っていたが，日本は輸出によって経

済成長を企てなくてはならなかったので，世界を相手に優秀な製品をさらに多く生産販売する目

的で厚木工場が立てられた（ソニー広報センター（2011）『ソニー自叙伝』2001. 7 大日本印刷株

式会社　pp.102－127参照）。

2 ）トリニトロンTV

ラジオの販売も軌道に乗ってきた1957年，井深はソニーの未来をTVに託してみようと考えてい

た。ソニーが「クロマトロン（chromatron）管およびこれを利用したカラーテレビジョン受像機」

の製造に関する技術援助を米国パラマウント（Paramount Pictures Inc.）と締結したのは，1961年12

月16日だった。

カラーTVの技術は，テレビが登場した極めて初期から，多くの技術者によって色々な方式が研

究されていた。その当時家庭用カラーTVは，米RCA社が開発したシャドーマスク（shadow mask）

方式の3電子銃カラー受像管というブラウン管を一般的に採用していたが“値が高くて”“故障が

多い”という欠点があった。

カラーTV分野に遅れて進出したソニーが，その当時の家庭用カラーTVシャドーマスク方式と

比較して6倍も明るいクロマトロンを選ぶことになった理由は、1961年アメリカでの展示会でク

ロマトロンの展示を見たソニーの技術者達が進言したため技術導入された。しかし，その当時ク

ロマトロンは，軍事用という特殊な用途で開発されたことで技術が難しく，当初は生産性が低く，

会社の経営が危険な状態にまでなったが，井深や盛田は，トランジスタを開発したように，今回

もどうにかすることができるという自負心と希望を持って，この方式を継続推進することを決め

た。クロマトロンは1964年9月に完成，発表され，ソニービルディング内にもクロマトロンコー

ナーが作られて世の中の注目を集めたが，製造費用の増加，故障が多いことが原因で量産に入る

ことができずクロマトロン担当者を困らせていた。一方，1965年米国のGEはシャドーマスクとイ

ンライン配列の3電子銃を組み合わせさせた13インチの小型「ポルト（Porto）カラー」TVを発売

した。

ソニーはイノベーター（innovator）として，GEを越えるカラーTVを作るために「アパチャグ

リル」方式のブラウン管を利用し1個の電子銃で，電子ビームを3個走るようにする実験を継続し

た結果，1966年末に「アパチャグリル」方式のブラウン管を開発し，新しい電子銃の原形が完成

した。それを当時使用していた7インチのクロマトロンに入れて実験をしたことで，今まで見られ

なかった明確な画面が出てきた。そしてソニーが新しく開発したブラウン管を利用したトリニト
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ロンカラーTVが発売された。1967年のソニーの開発と同時期に松下電器産業（現パナソニック）

は「パナカラー」，日立製作所は「キドカラー」，東芝は「ユニカラー」を開発提示したが，ソニ

ーの高画質と「ワンガンスリービーム」だと連呼するCMソングによる宣伝が功を奏し，一躍ソニ

ーを代表する商品になった。この功績が認められ，1973年には「エミー賞（Emmy award）」を受

賞した。トリニトロンカラーTVの記念すべき製品は，1968年に市販された「KV-1310」である。

1980年代～1990年代にかけては，ブラウン管の色を黒色で表示する「ハイブルレクトリニトロン」，

ブラウン管をより平坦にした「スーパートリニトロン」「HRトリニトロン」などが開発され，

1996年には，画面を完全な平面の「スーパー・フラット・トリニトロン」，1997年には「FDトリ

ニトロン」が，最終的に「スーパーファインピッチ」FDトリニトロンに進化した。これがトリニ

トロンの最終形態として開発され，PC用モニターでも一般化された。2000年には全世界で2000万

台を販売し最盛期を迎えた。1994年6月トリニトロンの開発から半世紀を経過して，世界でのト

リニトロンブラウン管の累計生産台数は，1億台を記録した。テレビの大画面・高画質時代が到来

し，コンピュータディスプレイの需要がさらに増加する中で，トリニトロンの長所が再認識され

たためである。「市場がある所で生産する」という政策に基づき，着々と米・ヨーロッパ・東南ア

ジアにブラウン管の生産工場が立てられた。1995年に入る時，家庭用のカラーTV市場でソニーは

世界ナンバーワンの占有率を占めることになった。一般家庭へのPC普及も急速に増加し，コンピ

ュータディスプレイの需要にも拍車をかけることとなった。これによりソニーは世界でも，グロ

ーバル企業としてその名前を知られることとなった（ソニー広報センター（2011）『上掲書』

pp.240－257参照）。

3 ）ウォークマン（WALKMAN）

ウォークマンは，ソニーが1979年7月1日に発売を始めた携帯型「ステレオカセット」のブラン

ド名である。ソニーが世界のどこにも見ることができない製品，再生専用小型ヘッドホンステレ

オ，「ウォークマン」を開発し，夏休み前に市販することを決めた。ソニーヘッドホン技術部は，

すでにカセットテープレコーダー「プレスマン（pressman）」を50万台生産した実績があったため，

そのメカニズムをウォークマンに取り入れられれば良いと考えた。テープレコーダー開発の既存

技術を組み合わせ，適用したため技術的な苦労は殆どなかったが，「新商品のコンセプトが果たし

て世の中に受け入れられるのか，テープレコーダーとは異なり録音機能もなしで単純な音楽再生

機能だけの新製品を，消費者にどのように認識させて市場を切り開くのか」に皆の意識が集中し

た。

盛田は「若者と音楽を結びつけるならば，このウォークマンは必ず売れる」と言い，すべてを

賭けるという固い決意を明らかにした。それでまず，宣伝部の若いスタッフと議論して出た結果

が「ウォークマン」で，これは歩きながら運動しながら音楽を楽しむというコンセプトにも合っ

た。しかし発売前からこの「ウォークマン」に対して録音機能がないなど否定的，悲観的な意見

が大部分を占めていた。

最初の生産台数は3万台に設定した。これは当時ソニーの一番多く売れた録音機が1ヶ月に1万

5000台を記録したことを参考にしたが，とにかく不安な出発だった。開発，生産，発表準備が進

行し，1979年 6月 22日，マスコミに公開するために代々木公園で報道陣を引率して，ソニーは

「ウォークマン」を配付し，「差し上げた機械の再生ボタンを押してください」というアナウンス

をおこなった。ヘッドホンから音楽と共に新製品「ウォークマン」の商品説明がステレオで流れ
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た。

ヘッドホンの声に集中するマスコミ報道陣の前に，「ウォークマン」とプリントされたデザイン

Tシャツを着た宣伝部のスタッフやアルバイトの男女学生が，ローラスケートにのり「ウォークマ

ン」の音楽にあわせて楽しいデモンストレーションを継続した。

ヘッドホン再生専用，手の平サイズの「ステレオ カセットプレーヤー」の価格は3万3000円で，

いつでもどこででも自身が好む音楽を，ステレオで聞いて楽しむことができた。

日曜日になれば新宿や銀座の歩行者天国に赴き，そしてウォークマンを付けて歩き，通行人に

ヘッドホンを差し出し，「少し聞いてみませんか？　聞いてみてください！」といって宣伝した。

若者があふれる高校，大学の運動会や文化祭にしばしば赴き，このような草の根活動を展開した

だけでなく，影響力がある有名人に使用を薦めてわたした。何人かのアイドル歌手が気に入って，

楽しんで使う姿が雑誌にも掲載され，若者の間の憧憬の対象になった。

大々的なテレビCMを展開することはなかったが，このような活動により，うわさが広がってい

った。最初の会議で決議した生産の3万台は8月までに売り切れ，生産が追いつかなかった，以後

売り切れが続出する状態が6か月続いた。

ウォークマンを全世界に広げるために，国内より半年遅く海外でも販売することになり，海外

でも「ウォークマン」という名前がそのまま適用されヘッドホンステレオ市場という新しいマー

ケットを作り出して「全世界で愛されるウォークマン」となった。その生産台数は，第1号機発売

から10周年（1989年6月）で累計5000万台を突破し，13年間で累計1億台を達成した。「15周年

記念モデル」が発売されるまで，実に300機種以上のモデルを送りだし，ヘッドホンステレオ市場

において，トップのシェアを譲ることはほとんどなかった。そして，1995年度には，生産累計1

億5000万台に達した。ソニーは電子関係のグローバル企業としてそのブランドが知られることと

なった（ソニー広報センター（2011）『上掲書』pp.310－328参照）。

2 デジタルドリームキッズ：AVデジタルカメラ音楽

CD

1978年6月，オランダの電気メーカー，フィリップスの幹部［オッテンス］がソニー副社長大

賀にオーディオ専用のデジタルディスクを，共に開発して商品化しようという打診を行った。フ

ィリップスが見せた小さな銀色に輝くディスクと，スマートなプレーヤー試験製作機に，「レコー

ドに代わるのはこれだ」と大賀は確信し彼らと一緒なら良い製品を作ることができると考えた。

フィリップスは，光学方式のビデオディスクのリーダー的存在であり，ソニーはデジタルオーデ

ィオ信号処理技術を開発していた。両社が互いに手をとれば，理想的な音楽メディアの開発をや

り遂げることは間違いない。その後，何度もフィリップスとソニーの幹部が互いに行き来して，

両社は共同開発をする方針を確かなものにした。1979年8月末から，いよいよソニーとフィリッ

プスの共同開発が始まった。

両社は，すでにVTRに関して1966年にフリー・クロスライセンス契約を結んでいたが，デジタ

ルオーディオディスクの共同開発を始めた翌月，もう一度ディスク開発を含んだより広範囲なフ

リー・クロスライセンス契約を結んだ。1981年秋のオーディオフェアでは，CDプレーヤーの試験

製作機を出展した。

1982年8月31日，ソニー，CBS・ソニー，フィリップス，ポリグラムの4社共同のCDシステム

発表会が大手町経済団体連合会館で開かれ，秋からの国内販売開始を明らかにした。直径12㎝の
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デジタル信号で録音されたCDは，ワンタッチでの選曲や，小型・軽量，半永久的に録音が可能と

いう，オーディオファンの多くの夢を一度に実現させ，その当時のオーディオ不況を一度に吹き

飛ばしてしまいそうな新しい風を業界に呼び起こした。同年10月1日，ソニーは第1号機「CDP-

101」を市販した。エジソンの「ホノグラフ」発明から100年余り，レコード技術は，四半世紀ご

とに，大きな技術革新を迎えてきた。

円筒方式から円盤レコードに，電気式レコードの登場，そしてLPレコードMonophonicからステ

レオに，そして100年目にデジタルオーディオ技術の花が咲くこととなった。ソニーとフィリップ

ス間は交渉を繰り返し，次第にデジタルオーディオディスクの内容は完成度が高まっていった。

アナログオーディオ技術を駆使する録音スタジオのエンジニアは，デジタルオーディオに対す

る拒否反応が激しくなる中で，米国のボーカリストのスティービィーワンダーやジャズピアニス

トのハービーハンコックスといったビッグアーティストがデジタル音声に大きな関心を見せ，積

極的にデジタルオーディオを支援し，クラシック界では巨匠カラヤン氏がCDのすばらしさをアピ

ールして，CDの大衆化に大きな役割を担った。

CDソフトの国内生産量を見ればポータブルCDプレーヤー「D-50」が登場した1984年末頃は，

LPレコードと比較すると，まだ10分の1程度の生産量だった。それがわずか2年後の1986年，年

間4500万枚を記録し，LPレコードを逆転した。

CDプレーヤー1号機がこの世の中に誕生して，わずか4年でオーディオはメディアの多数派に

変わることとなった。6年後の 1988年前後には，LP最盛期の生産量は 1億枚を越え，10年後の

1992年にはその3倍の3億枚を突破した。ソニーグループのCDソフト生産拠点の拡充も，CDの普

及を早めた。

日本のCBS・ソニー（現ソニー・ミュージックエンターテインメント＝SME（J））のCD工場に

加えて，米インディアナ州「テラホト」，オーストリアの「ザルツブルク」近郊にもCDソフト生

産拠点を設立して，1987年まで日・米・欧の3地域で年間1億2000万枚のCDソフトの生産体制を

確立した。1987年4月にはフランス，アルザスのCDプレーヤー生産工場もオープンし，CDのハ

ードウェア，ソフトウェアを全世界に供給する体制をいちはやく構築した。

CDビジネスは，プレーヤーやソフトウェアの販売に留まらず，相次いで広がっていった。ソニ

ーは，LSI（大規模集積回路）でも，半導体レーザーを用いた光学ピックアップ等，CDプレーヤ

ーに使われる重要機器の外部企業への販売を始めて，CDプレーヤーを生産する国内外のメーカー

の需要に応じていった。

エンターテインメントの可能性を大きく広げる「マルチメディア時代」にハードウェアの技術

革新による新しいメディアの要望に対し，ソニー・ミュージックエンターテインメントは優れた

ソフト製作力でいちはやく対応し，ソニーグループ内での存在感を増した（ソニー広報センター

（2011）『上掲書』pp.335－364参照）。

（2）プレイーステーション

1994年12月3日に株式会社ソニー・コンピュータエンターテインメント（SCE）が市販した家

庭用ゲーム機「プレイステーション」の開発に関して，当時ソニー内で「ソニーのイメージを損

傷する」とゲーム事業に進出を反対する社員が多くいたが，「異端児」と呼ばわるコンピュータエ

ンターテインメント開発部長久夛良木（当時の社長）が関与するこの事業にゴーサインを送った。

1989年10月からゲーム大手の任天堂との共同開発が始まり，1990年1月には大賀と任天堂の山
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内の間に合意文書が作られた。開発コードネームは「プレイステーション」である。1991年6月

のシカゴでの［コンシュマー・エレクトロニクス・ショー］で，ソニーがプレイステーションの

試験製作機を発表するが，任天堂はソニーとの共同開発計画ではなく，フィリップスと提携した。

フィリップスによるスーパーファミコンCD-ROMを任天堂がライセンスを保持し，同社のソフト

管理システムを維持する契約でCD-iでのゲーム機開発（後のCDI450）を発表した。それで大賀は，

デファクトスタンダード（de facto standard）ともいえる任天堂型のコントローラーからの脱却を企

て「グリップ型のコントローラー」を作るようにした。映画・音楽ソフトの両方を持つソニーこ

そが，ゲーム分野に進出しなければならないという意図のもと，1993年11月にソニー・ミュージ

ックエンターテインメント（SME（J））とソニーの共同出資によって，家庭用ゲーム機およびそ

のソフトウェアの開発・販売・ライセンス業務を遂行する「ソニー・コンピュータ・エンターテ

インメント」を設立することになった。

他社との提携によるゲーム ビジネスへの試みはあったが，最終的に独自路線で切り開いて行く

ために放送用機器の開発者，SCE（J）グループでソフトの製作・営業を担当した人物などソニー

グループのネットワークを通じ，ゲーム機を製作する熱意を持つ様々な人材を効率的に結集した。

1994年10月，エレクトロニクスショーで「プレイステーション」試験製作機の前には多くの人

が長い列を作っていた。デジタル技術の革新が新しいメディアを作り出し，コンピュータ，通信，

テレビなどが一体化した新しい構造を実現する「マルチメディア時代」到来の流れはますますハ

ードウェアとソフトウェアのシナジーを必要とした。ハード側，ソフト側双方のメンバーが，互

いの考え方，活動を理解して，技術動向を把握して行くことで，ソニーグループとしてシナジー

の方向性を探っていった。

そして，1994年12月，任天堂の牙城だったゲーム業界に進出し，当時ソニーブランドは通用し

ないといわれたが，準備した10万台は発売当日に売り切れ，以後半年もたたずに100万台を突破，

ゲームビジネスへの参入に成功した。

1996年5月，全世界対象累計出荷台数が500万台を突破した。一つのモデルでこれほどの台数を

短期間に販売をするようになったことはソニー内でも記録的なものであった（ソニー広報センタ

ー（2011）『上掲書』pp.507－508参照）。

2 ソニーの成長戦略の特徴

上記ソニーの成長軌道に現れた戦略をBarneyの戦略理論に基づいて分類すると戦略的特徴，特

に全社戦略を中心に整理してみれば，ソニーは創業初期から先進技術開発企業との戦略的契約に

よってライセンスを取得し，その根本技術をプラスアルファの技術開発を通じて新製品開発を続

けた。

1 ）戦略的提携を通じたイノベーション

トランジスタ技術導入とポータブル・トランジスタラジオ開発

1948年ベル研究所の研究者の「ショックリ」によって発明されたトランジスタの製造特許を有

していたベル研究所の親会社であるWE社との戦略的契約を結んだが，その段階では米国でも補聴

器程度にしか使用できない低い周波数のトランジスタだった。そのライセンスによる基礎技術を

利用して，日本で初めてのトランジスタであるゲルマニウムダイオードの生産を始めた。10月に

は，トランジスタ，ゲルマニウム ダイオードの展示会を開催し，トランジスタの応用製品である

ゲルマニウム時計，補聴器，第1号のゲルマニウムラジオなどを展示したが，より一層大幅な消費
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を期待できる民生用機器を作ろうと試みたのがポータブル・トランジスタラジオだった。トラン

ジスタを使ったポータブル・ラジオの開発の成果は1955年1月に現れた。東通工のトランジスタ

を使ったラジオが鳴ったのだ。トランジスタ 5石を採用した，スーパーヘテロダイン方式受信機

TR-52型の初めての成功だった。

トリニトロンカラーTV（color television）の開発：技術導入と戦略的提携＋αの製品開発

ソニーが「クロマトロン管およびこれを利用したカラーテレビジョン受像機」の製造に関する

技術援助を米国パラマウント社と締結した後，米RCA社はシャドーマスク（shadow mask）方式の

3電子銃カラー受像ブラウン管を開発し製品化したが，このブラウン管は値が高くて故障が多いと

いう欠点があった。ソニーはクロマトロンをシャドーマスク方式に代わる技術として，開発・製

造に着手した。新しい技術に挑戦し，1966年末，1個の電子銃で電子ビームを3個走るようにする

ことができる「アパチャグルリル」方式のブラウン管を開発することに成功し，このブラウン管

を利用して新しく開発されたのがトリニトロンカラーTVだった。これによって1973年には「エミ

ー賞（Emmy award）」を受賞した。トリニトロンカラーTVの記念すべき1号機は，1968年に市販

された「KV-1310」である。1980年代～1990年代にかけては，1994年6月トリニトロンの開発か

ら四半世紀，世界のトリニトロンブラウン管の累計生産台数は，1億台を記録した。

ウォークマン

ウォークマンは，米国のRCA社が開発した「カートリッジ」を参考に，新しい概念のウォーク

マンを開発した。1958年に米国のRCA社が「カートリッジ」を考案したのを皮切りに，世界の各

社が磁気テープをケースの中に収納したものの開発を始めた。ソニーは他社より先立ってオープ

ン型録音テープをカセット化，小型化，軽量化して普及させていった。ソニーはこの技術を応用

して再生専用・小型ヘッドホンステレオ，「若者と音楽を連係」という新しいコンセプトの新製品

「ウォークマン」を製作し，いつ，どこでも音楽を楽しむ若者のキットとして新しいコンセプトを

創造し広く拡散させていった。

CD開発

1978年6月に大賀がオランダの電気メーカーのフィリップスを訪問した時，幹部が共同開発の

提案を受けたが，当時まだノイズも多く信号処理方法も不足していたが，大賀はその将来性を認

識してクロスライセンス契約を結んだ。その後，何度かフィリップスとソニーの幹部が互いに行

き来して，両社は共同開発をする方針を確かなものにした。

1979年8月末から，いよいよソニーとフィリップスの共同開発が始まった。デジタルオーディ

オディスク（digital audio disk）の共同開発を始めた翌月，ディスク開発を含んだフリー・クロス

ライセンス契約を結んだ。1981年秋のオーディオフェアには，スマートCDプレーヤーの試験製作

機が参考出場された。1982年8月31日，ソニー，CBS・ソニー，フィリップス，ポリグラムの4

社共同のCDシステム発表会が大手町・経済団体連合会館で開かれ，秋からの国内販売開始を明ら

かにした。同じ年の10月1日，ソニーは第1号機「CDP-101」を市販し始めた。

2 ）国際化戦略

R＆Dの国際化

ソニーのグローバル・ローカリゼーション（localization）の方針の下，販売・製造のグローバル

化とトブロ技術の移転を含んだ研究開発も，市場の近い場所で展開していくため，1989年5月に

米国のカリフォルニア州，サンノゼにAVTC（Advanced Video Technology Center）が開設された。
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かくして90年代，ソニーのR＆Dの海外研究開発拠点は20数ヶ所に展開していった。しかし，販

売の海外比率は70％以上，生産の海外比率は30％以上だったためR＆Dの現地化も，より一層進

展した。

AV（音響・映像）に加えて，コンピュータや通信分野において新規ビジネスが創出され始める

時代になり，コンピュータ，通信のインフラストラクチャー，ソフトウェア技術が先行している

欧米，特に米国における技術開発活動は，人材獲得や先進の米国企業との技術提携などを行うこ

とが，ソニーにおいてますます重要となった。

このような新しい時代の要請のなか，海外に存在する研究開発拠点を有機的に連結して，より

効率的な体制を作る必要があり，まず欧米にそれぞれを統括するR＆D拠点と統括者を置くこと

にした。1994年4月，米国・カリフォルニア州サンノゼに，米国リサーチ・ラボラトリズを設立

して，法務・知的財産権部門を担当してきた理事の堀建二がCTO｛（Chief Technology Officer）：

R＆D活動の最高責任者）｝に就任した。また，同時に，ヨーロッパでも，ハンス・ケオルキュが，

ヨーロッパR＆D（本拠地ドイツ・シュツットガルト）のCTOに就任して，ヨーロッパR＆D体

制の再構築に着手した。

金融の国際化

日本の企業としては，ADR（米国預託証券）として自社の株式が米国に流通すれば，会社名は

もちろん，会社内容や製品の良い宣伝になるため，その効果の大きさから，何とかADRの発行を

しようとした。日本の財務省がADR実施に向けて，ソニーを含む戦前からの優良企業である東芝，

日立，八幡製鉄，三井物産などの企業を調査したが，資本金9億円に過ぎないソニーが選ばれた。

会社の規模よりもその将来性が高く評価されたことは，盛田等ソニー経営陣のADRに対する熱意

が実を結ぶことになった（ソニー広報センター（2011）『上掲書』pp.186－192）。

3 ）事業の多角化戦略：他業種への挑戦

基軸に基づいた多角化；事業の多角化は外資との合併によるものが多かった。本業である

電気製品の関連基軸に基づいた多角化は次のとおりである。

①電子計測機「ソニー・テクトロニクス」設立

1965年3月，テクトロニクスと折半出資により「ソニー・テクトロニクス」が設立された。当

時，外国企業との合併では外国資本の比率は49％が最高であったため，50％対50％の出資比率は

異例だった。テクトロニクスは，世界的な電子計測機メーカーで，当時の代表格であるオシロス

コープでは全世界で 80％の占有率を有していた。テクトロニクス製品の製造・販売をしながら

「技術最優先」を掲げ，独自の技術革新も積極的に進行させた。オシロスコープ以外では，各種電

子計測機類，テレビ放送用機器など，多様な製品を製造・販売することで産業界の多方面での要

求に応じていった。多角化戦略によって合併された企業であるソニー・エバ レディー，CBS・ソ

ニーレコードは，合併相手の持つ株式を譲り受けて，名実全ての経営権を取得し，独自の経営体

制，ビジネス展開によって驚くべき成長を遂げていった。

②「電池」の販売・製造：「計測器」の次は，「電池」の販売・製造にも着手。

トランジスタラジオ，テープレコーダー，トランジスタテレビ等，ソニーの映像・音響製品に

おいて，電池は必然的な関係がある。製品に付属する電池は，今まで国内電池メーカーに生産を

委託して調達してきた。電池の用途は自社電気製品だけでなく，カメラ，腕時計，電子計算機な

どの普及により，小型電池の需要は拡大成長していくと予想された。ソニーは2年間の契約準備の
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後，1975年2月，UCC社と折半出資で電池の生産・販売をする「ソニー・エバレディー」を設立

した（ソニー広報センター（2011）『上掲書』pp.402－407参照）。

③「日本テキサスインスルメンツ社」：TI社の日本進出の背後の役割

ソニーの合弁事業らしいところで，1968年5月設立された「日本テキサスインスルメンツ」は，

ソニーグループの人材の活用，経営基盤の強化という目的を一切持たない合弁事業だった。当時，

ソニーを含む日本の電子工業界の発展の束縛になっていた問題を業界代表として解決する上で，

純粋な「開国論」に基礎を置いて外国資本の日本進出を援助することが，日本テキサスインスル

メンツ社設立の目的だった（『上掲書』pp.486－489参照）。

基軸から抜け出した多角化

本業を維持する事業だけでなく，1970年代後半になると，多角化は，「電気」とは無関係な出版，

小道具雑貨，化粧品，保険，レストランなどの異業種分野にも広げ，ビジネス業界に大きなイン

パクトを与えることになった。ソニーグループの多様な業種への進出に対し，内外で心配する声

もあがった。多角化により生まれた新しい会社の設立，運営に参加することになった人々は，大

企業の中では経験することができないやりがいを味わい，企業家精神があちこちに現れて育って

いった。そして，多くの新しい会社が，目的のとおり，ソニーグループの経営基盤を強化する先

端になっていった。

①　ソニープルデンシャル生命保険

「ソニーグループに金融機関を持ちたい。そして，いつか立派な自社ビルディングをたてたい」

盛田が夢の実現に向かって実際に動き始めた70年代前半，ソニーのADRの米最大の所有者プルデ

ンシャル生命保険会社のマクノトン会長がソニーを訪問した時，盛田は日本で生命保険ビジネス

を提案し相互が決断して，行動に移して 5年目の 1981年 2月に日本財務省から正式認可が出た。

1987年9月，ソニー・プルデンシャル生命保険は「ソニー・プルコ生命保険」と会社名を変更し

た。ソニー・プルコ生命は，実質的にはソニー100％子会社の生命保険会社になることになる。30

年来の夢である「ソニーの金融機関」に一歩接近した。創立10周年を迎えた1989年，保険保有契

約量は1兆円を突破，ソニー・プルコ生命はより一層「ソニーらしく」勢いを増して成長を継続し

ていた。そして，保険保有契約量が2兆円，総資産が900億円を越えた1991年4月，会社名は「ソ

ニー生命保険」になった（『上掲書』pp.489－497参照）。

② ソニー・ミュージック・エンターテインメント（SME）：CBSレコードとコロンビア映画

の買収

本業とは違うが，1968年3月，米CBS社との折半出資で始まったCBS・ソニーレコードは日本

で最も遅く設立したレコード会社で，10年後には業界トップのレコード会社となった。新しい音

楽メディアであるコンパクトディスク（CD）が登場する時，ソフト面でもそのビジネスが急成長

することになり，総合エンターテインメント企業として育っていった。

1989年11月には，米国の大手映画会社コロンビア・ピクチャースを，公開買い入れで買収した。

この2件の大型買収は，日米で大きい反響を起こした。

ソニーは，得意とする磁気記録，光，半導体 デジタル処理などの技術革新によって，顧客に喜

びをあたえるハードウェア商品とサービスを提供する新しい市場を創造していくと同時に，ソフ

トウェアビジネスとの「シナジー効果」で総合力を発揮する，真の「エクセレントカンパニー」

を目標にして，21世紀の夢を描いた。
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結　　論

ソニーは，Schumpeterが指摘した経営者が推進すべき重要な役割である「イノベーション」を

推進してきた。トランジスタラジオ，トリニトロンTV，WALKMAN，デジタルドリムキッズの開

発，音楽CDやCDプレーヤーなど消費者の好みに合わせた①新製品を開発し，新しいブルー・オ

ーシャンを開拓し，グローバルマーケティング活動を通じ②新市場を開拓し拡大し，③新しい組

織④生産工程の開発などの「イノベーション」を果敢に遂行してきた。このようなソニー経営者

のイノベーターとしての役割により戦後創立したベンチャー企業が世界最大のグローバル企業に

成長することになり，国家の経済発展を牽引してきた。しかし，近年日本の家電関連企業がこの

ような優れた生産技術および開発力，マーケティング，組織力を持ってしても，サムスンをはじ

めとする後発企業に押されて成熟産業化されつつあるのはなぜだろうか？

これは技術力の低下に起因するのではなく，リーダーシップの問題と金融保険など基軸を離れ

た多様化戦略に問題点があることを指摘する。しかし，ソニーをはじめとする日本家電の衰退化

の最も重要な原因のひとつは，Schumpeterが指摘した経営者が推進すべき五つの「イノベーショ

ン」のなかで最も重要な役割である資源開発のイノベーションをおろそかにした点を指摘するこ

とができる。日本経済の高度成長期に功を奏した日本的企業の知識創造の方法論は，海外企業に

よって創造されたコンセプトや知識を戦略提携を通じて獲得した後，その知識を応用して既存製

品に付加的な機能を加えたり，改良した新製品を開発してきた。また，企業別労働組合の下で，

安定的に質の高い労働力を安く確保し，大量生産体制を整えて，品質の向上と低価格で国際市場

を席巻してきた。一方，日本国内においては複数の企業が大量生産工場を建設して同質化過当競

争に偏り，最も重要な「イノベーション」，すなわち⑤資源開発のイノベーションを疎かにするこ

とになった。ソニーをはじめ日本家電産業は，今まで成功に導いてくれた「日本的知識創造」の

方法論に偏って新しい概念創造が難しい体制のまま成熟した産業になっている。このような日本

企業の知識創造過程の逆機能を克服し，日本家電産業のターンアラウンドを可能にするためには

どうするべきであろうか？

野中は『知識創造の経営』で日本的知識創造過程の逆機能を克服し，世界に向けて高質な知の

創造をおこなうためには，何より組織を構成する個人個人の知を豊かにする以下のようなマネジ

メントが要請されると指摘している［野中（2005），pp251－262］。

1 ）Job概念と専門性の確立；平均的オールラウンド（all-around）・プレーヤーより，深い専門性

を持つ人材の育成に必要。

2 ）知的リーダーの開発組織的知識創造の質を高めるためには

①目的意識と仮説；絶えず何かを実現したい問題意識を有しているリーダー

②概念創造の方法論；概念本質追求・原点志向の姿勢を持っている必要がある

③対話法；相手のパースペクティブ（perspective）と方法論に対する配慮と受容する姿勢が重

要である。

3 ）豊富さを実感できる分配制度の確立

4 ）高質の経験：本来個人の知識である暗黙知を拡大させるためには，分社制度，海外派遣，企

業内ベンチャー，社内外研修，国内外留学制度など意欲あふれる人材に高質の体験機会を与
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えて，挑戦精神を培うシステムの構築が必要である。

二十一世紀に向け日本企業が今まで構築してきた組織的知識創造がより一層創造的な知識を

創り出していくためには，トップマネジメントだけでなく，すべての構成員の高邁な真理追

求への思索・行動・反省が要請されている。
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