“事実”から発想せよ
山陽特殊製鋼

らば発生頻度の低いもので、こ

ブルが続いていました。本来な

回、鋳造用ノズルに関するトラ

職場では春頃から毎月一～二

るで 〝浦島太郎〟 状態でした。

んだものの約十五年ぶりで、ま

課は、入社後に多少の経験を積

課長に異動となりました。鋳造

昨年七月に製鋼課から鋳造課

しまった！」
。やっと気づいたの

バス停じゃないぞ、

ときに、
「これはほんまにバス停

とになってちょっと休んだその

い歩いたり、走ったり。へとへ

したのです。足が棒になるくら

バス停のある交差点を探しに探

をバス停だと安易に思い込み、

こま図に描かれていたある絵

一時間近く待たせるはめに…。

いに迷い、結局ＶＩＰで相棒を

分の仕事だと思っていたからで

い怒った。部下を守ることが自

分の部下が責められるのだと思

森（報告者） 作業長は最初、自

事がらを攻める

人を責めずに、

現だ と、〝人ば なれ〟 して しま

に、事がらそのものを捉えた表

まうのです。しかし後者のよう

になってしまう。人を責めてし

とをした人を探す 〝犯人探し〟

に捉われて表現すると、悪いこ

と異口同音の返答。誰もが鋳造

後に発見。やっと見つけた嬉し

き始めると、なんとものの数分

組革研から戻ったばかりの私

私がミスをしたみたいでしょう。

ところが『黒板消しが私の手か
質問

います。

なく、〝
できごと
〟 になってしま

ますか。今度は、私のミスでは

ら落ちた』と言ったらどうなり

るのをどのようにして沈め、 事

前者のように、かかわった人

きいれてくれました。組革研で

話をしていくと、最終的には聞

事実を知りたいだけだ」という

しかし毎回、
「そうではない。

相手に
「自分が責められている」

のものに着目するようにする。

人間側はさておいて、事がらそ

を寄せたほうがいい。つまり、

きに、できる限り、後者に表現

リーダーは問題提議をすると

う。

とを学んだので、とにかく毎回

職場に問

いいのです。

森 さん も最 初は 、作 業長 に

見かたとか表現には、二種類

ら、変わってきましたね。お話

出してもらい『一覧一望』した

いたのでしょう。しかし、作業

あるのです。（突然、持ってい

を聴いていて、「これでいいん

誰もが実態を隠そうとするから

た黒板消しを落として）『私は

だ」と思いました。

長たちに事実をありのまま書き

黒板消しを落とした』
。間違って

です。

ほうにいくと解決できません。 「責めら れて いる 」と思 わせ て

題が生じたとき、〝人を責める〟

キャンパスリーダー

彼が納得するまで話したのです。 と思われない状態にすることが

「 逃 げ た ら い け な い 」と い う こ

怒声のやりとりが続きました。

すか？

実を見るように意識づけたので

作業長が烈火のごとく怒

いませんね。しかしこう言うと

現場の人たちに発生原因につい

です。
「別の何かがある。それを

す。そこには思い違いがあった

メーカーを責めるのです。たし

さと自分への情けなさが入り混

イムアウトになった私は悔しく

は、
「事実をよく見てみよう」と

「質問への回答」の中から③

てヒアリングすると、
「鋳造用ノ

のですが、私もカチンときて、

かに、過去の報告を見ても原因

じり、何とも複雑な心境でした。

のような連続発生は異例の事態。 やろか？

ズルをつくったメーカーが悪い」 探そう」
。考え直してもう一度歩

は「ノズルの品質不良」と記録

この一件で否応 なく、自分には

職場では、鋳造用ノズルのト

〝違い〟 が見えた

たのです。

〝思い込み〟 がかなりあると知っ

されていました。
そんな折、十月に組革研へ参
加。そこで待っていたのは、仕
事観が一変するくらいの衝撃的
な体験だったのです。
何よりも思い知らされたのは、

て、仕組みの調査では、交差点

素直に思いました。職場は四直

ラブルが未解決のままでした。

や道を一生懸命に見て、考え、

三交代制で稼動しています。操

でのこと。上期でタ

解明したつもりでした。「これ

業条件や操業内容を調べてみる

―

で下期は苦労せずにゴールでき

と、トラブルはそのうちのある

下期Ｓ

るだろう」
。ところが、途中で迷

20
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そう思って実際の現場作業を見

かに何か原因があるのでは？」
。

い。メーカーの問題ではなく、
ほ

とがわかってきました。
「おかし

一直に集中して発生しているこ

かわかるかもしれません。

をありのまま拾い上げたら、何

しれない。現場作業者から事実

せん。ヒアリングよりいいかも

れぞれが持っているかもしれま

自分なりの考えかたや技術をそ

「俺の部下のやりかたが悪いん

です。またもや部下をかばって、 処・対応が可能になり、生産・

していた直に対して上がったの

う驚きの声が、トラブルが集中

んなことさせとらへんぞ」とい

なことしとったんか。うちはそ

を素直に教えてくれ」と。

いることもある。とにかく事実

ても、その作業標準が間違って

か」と問うと、
「俺の部下が何か

の直と違うことをやっていない

りかたに何か問題はないか。他

そこで作業長に、
「作業者のや

べるよりもたくさん出てくるも

たり、ひらめいたりして、しゃ

し、書いているうちに思い出し

ら自分でいろいろと考えられる

った書くという作業。書きなが

組革研で、いやというほど行

ているのか、ちゃんと確認して

意味ややりかたをわかってやっ

の作業をしているのか。作業の

「部下は君が思っているとおり

み〟 が あ る と 確 信 し ま し た 。

この作業長にも 〝自分の思い込

か」と反論している姿を見て、

という実感があります。

品質の阻害減少に役立っている

事実を早くつかむと素早い対

たものの、私には他直との違い

悪いことしたというんか。悪い

のがありました。「作業に関し

くれ」
。

他の直からの指摘もあって、そ

業長や作業者は、
「自分たちに問
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がわかりません。

ことはしてへんわ！」と、烈火

て、自分の部下が何に気をつけ

気持ちが痛いほどわかりました。 でやっているか、メモ書きでい

の後やりかたを他直と同じよう

書かれたものをまとめ、作業長

題があった」ということを理解

変革への原体験
組織革新研究会

の如く怒り出したのです。自分

いから書き出してくれ」
。私はト

にしたところ、トラブル発生が

「私の知識や見かたでは限界が

と技術スタッフを集めてミーテ

しました。言動が変わり、何か

14

20

作業長はしぶしぶでしたが、
てやっているか、どういう考え

「責めてるんじゃない。事実が

ラブル発生の直だけでなく四直

ある。実際、作業者である部下

ィングを開きました。今回のよ

あったら、まず自分たちに問題

]

の部下を信じてやりたいという

知りたいだけだ」と繰り返して

ピタッと止まったのです。

のほうが私より何十倍も現場に

うな『一覧一望』は初めての試

がな かっ たか と 〝事実〟 を確 認

11

14

全ての作業長に、一週間の期限

詳しい。しかし、質問だけでは

み。それまではその時々で個々

するようになっていきました。

10

10

も、すでに聞く耳を持たず、そ

解決できないぞ」
。そのとき思い

が思いついたことを言い合うこ

私も「自分がしたこと、やった

メーカーのせいにしてきた作

ついたのです。
「そうだ、
『一覧

とが多く、また、各作業長も自

事実を、そのまま教えてくれ」

れ以上は問うことができません。 でやってもらいました。そして、

一望』
をやってみよう！」
。

分の直以外の作業を見ることは

見た目は作業標準どおりにや

業標準どおりにやっていたとし

と言うようになりました。「作
全員で一望していると、
「そん

ほとんどなかったのです。

っているようでも、実は作業の
意味の捉えかた、留意点など、
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