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■

感動とともに 〝革新
〟を

■

派遣の成果は、私の期待をは

ーガンを立てました。
「顧客の視

とことん考え抜く」というスロ

めました。個々の行動のよりど

るかに上回るものでした。明ら

点で自らを省みる。プロとして

遣する立場の私は真剣に考え続

かになったのは、ＢＰＳと組革

ものづくりに誇りを持ち、妥協

ころとなる規範として「考える

研が非常にうまくリンクして、

のない目標を立てる。個々人の

けました。

相乗効果を生み出しているとい

… 」。 こ こ に も 組 革 研 の 『 仕 事

能力を目一杯高め、成功に導く

ＢＰＳと組革研は、たとえば

観』
、個性を尊重する『人間観』

うことです。

『現地現物』などの切り口が同じ

動。これは安全・品質・生産性の

なインパクト。その深さを体感

ではなく体でつかみ取る。強烈

ういうことなのだ！」と、理屈

〝違い〟 を実感するのです。「こ

まで職場で行っていたこととの

う。だから誰もが伊豆で、それ

組革研は次元が違う。深さが違

与えなくてはなりません。

きるようなチャンスを、我々が

そういう意味で、力を具現化で

のポテンシャルは上がります。

ルが上がれば、必然的に、企業

花させるか。個人のポテンシャ

人に秘められた能力をいかに開

〝
人
〟 は 経営の基盤です。個々

が生かされてくるでしょう。

二○一七年に創立一〇〇周年

向上、コストダウンやクレーム

して、一皮むける。帰ってくる

「組織改革」のきっかけになる

です。しかし同じ現地現物でも

を迎える三井造船。
『一○○周年

削減など、さまざまな改善活動

と「今、ここにある事実」に踏

玉野艦船工場主管 和田定弘 氏

任せれば、部下はできる！

ビジョン』を掲げ、「一○○年

を一人ひとりが当たり前に、無

一七年度の連結売上高一兆円と、 続するというものです。

すし、今後も相乗効果の裾野が

活性化されていることは事実で

組革研ＯＢの参画も多く、より

ります。そんなときに伊豆キャ

でものを見がち／言いがちにな

ると、汗もかかずに上から目線

います。会社での立場が上にな

目標を定めました。達成へ向け

並行して組革研への派遣も十

拡がっていくことを期待してい
「五日間で一つだけでも体得で

ＢＰＳと組革研の相乗効果
プラントほか各事業の収益・規

年を重ね、すでに二六〇人もの
この動きを牽引しているのが

きればいい。原体験をいかに職

て、造船、
ディーゼルエンジン、
模の拡大、
および新規事業の創出

『ＢＰＳ
（ベスト・プラクティス・

場の動きに直結させるかだ」
。派

数年前、
『企業行動規準』を定

ころに戻ることができるのです。

いる姿を見ると、一番大事なと

あの場で一生懸命に走り回って

ンパスに行く。そして、誰もが

社員が参加しました（八月末日現在）
。 ます。

シ ェ ア リ ン グ ）』 と 呼 ば れ る 活

人を人としての『人間観』

に尽力しています。

したがって、ＢＰＳ活動には、 身を見直すための場にもなって

を越えて、確かな技術で希望の

機械工場課長補佐 武田茂幹 氏

‥

組革研。私にとっては、自分自

■
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み込んで迫っていくのです。
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問題を自分のものに
玉野艦船工場／艦船建造部課長

野崎修一

練していないため、仕事の品質

と、やはり他責になっていまし

もの。シニアの意見のみならず

当時、船舶は注文が来たら仕

〝
札付き集団
〟 というのが、私

デパートメントリーダーから

様固めをしながら同時にＣＡＤ

若い者まで全員の意見が飛び交

提案がありました。フォローア

による設計が進むため、製造現

た。しかしまだまだ、じっと辛

会議で様子を見ていると、シ

ップミーティングの導入。課題

が歴然と低下。
「フィリピンでも

当時二〇〇人ほど。そのなかで
ニアに押されてしまって新人の

への対策がどうすすんでいるか、 場ではどうしてもミスが出てい

の第一印象。フィリピンにある

細々と造船事業に従事していた

意見が表に出ません。
「全員の考

どのような効果が生まれたかを、 ました。私は「どうやってＣＡ

うようになっていったのです。

二十二人。

えをありありと出させるために

全員の前で明らかにするのです。 Ｄデータをチェックするか」と

抱するときです。

現地には造船に精通する者が

は、
『個全システム』の導入が必

完全に解決するまでフォローア

半年後、〇九年五月の発表の

ＢＰＳを導入しよう」と決心し

おらず、当時、船殻設計課長だ

要だ」と閃きました。私は〇二

ップは続行します。課題は半年

内容は、
「仕事の仕組みに問題が

子会社に赴任した六年前。主要

った私が兼任して統括すること

年に参加した組革研でその効果

毎に新たに五件ほど出るため、

あった。流れのどこでトラブル

たのです。

になったのです。まずは体制づ

を体感していました。しかし、

解決しないと増え続ける一方。

事業はプラント設計で従業員は

くり。日本とフィリピンを往復

ここで通用するのか？

いう課題を出していました。

する生活が始まりました。
ベルのエンジニア。日本とフィ

全員が現地大学卒でトップレ

たので、フィリピンから日本語

に個全システムを取り入れてい

三井造船ではすでに社員研修

な発見がありました。彼らに指

その頃、メンバーを見て新た

結果、独自でアプリケーション

のＢＰＳになったのです。その

の流れをどう変えるかと、本来

が起きたか」から始まりました。

リピンを三か月交替で、一年の

のわかるデパートメントリーダ

導はだめ。何か指示すると「は

誰もが苦しい状況に追いやられ

うち約半年は日本での仕事でし

ー
（課長職）
を呼んで見学しても

ソフトの使用法を考案し、ＣＡ

自責になっているのです。仕事

たが、日本国内では緊張感を持

らいました。するとリーダーも、 い！」と返ってくるのですが空

ていきました。

って働くものの、自国フィリピ

Ｄデータのチェック体制が整い

私はきっかけを与えただけ。

返事。
「いいえ」と言いたくない

自分で決めたことは守り抜き、

リードしたのは、デパートメン

ＢＰＳには個全システムが必要

やり遂げるのです。ならば、い

トリーダーです。ほんとうによ

ンでは甘えが出るようです。

かに自分で考えさせ決めさせる

くやってくれました。国民性の

ました。うれしかった。

か。課題を与えると、何をする

違いなどは関係ないと思ってい

だけです。ところが、いったん

ＢＰＳの活動サイクルは半年

べきか考えるようになり、顔つ

ます。問題がありありとなり、

だと共鳴してくれたのです。

引き抜かれたり。気がつくと十

で、半年毎に発表会を行いまし

きが変わっていきました。

彼らが自分の問題として取り組

「仕事は基本的にはフィリピン

八人が職場を去り、新人の現地

た。一回目の発表は「日本から

もともとプレゼンテーション

んだからこそ、やり遂げること

だ。日本への出張はキャリアを

採用で九〇人に増員された職場

の情報や資料が少ない」
。二回目

能力は高く、いったん自分の考

らばらと辞めていったり他社に

自分で決めたことは

に、シニア
（熟練者）
は四 人だ け

も「日本との、あるいはシニア

ができたのです。

培ってから」と宣言すると、ば

となっていました。新人たちは

とのコミュニケーションが悪い」 えを書くと主張するのはうまい

やり遂げる

熱心で作業は早いのですが、熟
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編成替えで“力”を引き出す
機械工場／生産計画部課長補佐

勉
北濱

は結論を求められる短期集中型

年間やっていました。三日後に

船舶の試運転の責任者を十五
…。そんな自分とは、今日限り

を信用していなかったことか

ていた自分。どれほど個の能力

チームのリーダーは牽引力のあ

人たちでチーム分け。また、四

出す人たち、黙りこくっている

ントに。たとえば、よく意見を

に…」

て、ほかが悪いと思っていたの

ました。前は自分が苦労してい

惑をかけているのがよくわかり

これはチーム員たちが現場を

べて若い者や女性に変えました。 回って、自分たちの目でつかみ、

る人を任命していましたが、す

決別しよう！

リーダーを

の仕事。即断即決が自分の長所
だと自負していました。遅らせ
たくなくて、部下の仕事までや

職場では四～五人のチーム編

あるチームでリーダーになっ

となったチームのＢＰＳ活動は、

発見してきたことです。

しかし、二年前に生産計画部

成で、ＢＰＳを展開していまし

た女性、今まではわからなくて

事業所大会を経て全社大会で二

そして、先の二点だけをお願い

に異動したら、全く勝手がわか

た。リーダーのやる気だけが空

も「まぁいいか」と周りに流さ

位に評されました。他のチーム

若者と女性に変える

らなかった。三十二名の新しい

回りして、私には、チーム全員

れていたその人が、
「自分がわか

も「負けられない」と目の色が

っていました。

部下は、自分より仕事に精通し

で達成しようという気概が欠け

っていないのに、これ以上すす

をして、思いどおりにならない

前面に出して、部下に割り振り

由」を個で書いてもらいまし

ーム員に「うまくいかない理

組革研から帰るとさっそくチ

きましょう！」
。全員を連れて調

せん！

みんなで工場を見に行

しようがない。もう我慢できま

められません。議論していても

り、成果があがらないと意気消

走り出すと、壁にぶつかった

に、どんどん活動しています。

変わり、今は全チームが自主的

なものに。二年目の新人が中心

チーム編成替えの成果は大き

ている。どう管理したらいいの

ているように見えました。

と「そうやないやろ！」と言っ

た。リーダーに依存しすぎて、

沈したり、全員が日々、問題に

して活動を再スタート。

か…。例えば、トップダウンを

ていました。

査に行ったのです。驚くやら、

いんですか？」と聞かれても、

リーダーが忙しいと活動が停滞

こうして他部署や外注先に問

答えないようにしています。チ

こんな私でしたから、組革研

題を調べに行くうちに、周囲か

ームで葛藤し、横どうしで話し

直面しています。
「どうしたらい

らの期待を感じ、業務への自覚

合ってほしい。
「方向性だけをし

うれしいやら。

が芽生えていきました。

っかり示せばいい」と自分に言

し、そのまま消滅することが多

「私たちの部署は生産計画で、

い聞かせ、努めています。

四日目の藤田キャンパスリーダ

「調査・対策の割り振り」
「報告・

物の手配と調達が仕事。担当部

ＢＰＳは、
『人間力』を発揮さ

いという状況が浮かび上がって

打ち合わせの開催設定」
。活動維

署とメーカーにちゃんとものが

せる活動。それが結果として効

ーのお話 が心に 響きま した。

どうしたらいいかは部下のほ

持のためにこの二つをしてほし

入っていればいいと、目先のこ

たかぶりする必要はない」と言

は何か？」を書いてもらうと、

次に、
「リーダーに求める要素

見たか？」と聞いてあげればい

に突 っ走 って いた ら、「対象 を

ム』におけるグループ分けをヒ

ました。組革研の『個全システ

私は、チーム編成替えを試み

我々があまり働いていなくて迷

かし現場に行くようになると、

とだけを気にしていました。し

感じるようになりました。

という言葉の重みを、ますます

果につながるのです。
『リード』

楽になったのも確かです。

われてグサリ。その半面で気が

きました。

うがよく知っている。私は見て

いと、全員が一致しました。

「上司 は、 知ら ない こと を知 っ

いて、部下が対象を見ずに対策

いのです。部下を管理したがっ

③

“細かく”とこだわった変革

物だからいい、高価な物は駄目

たのです。

ったいどうやったら達成感を得

、Ｗゼッケンで闘

と、そんな線引きはありません。

―

られるのか、と考えました。
「そ

下期Ｓ
うことに。チームのために二人

計画部門と製造部門と一緒に「こ

ったのです。

して、単価で細かく協議して詰

外注する仕事量については、

（船ごと）
に設定
だ…」
。職場での曖昧な姿勢を、 算も小さめの枠

うだ、追い込まれていたんだ！」
。 「一つひとつの物にコストがか

ら細かく設定させられ、どんど

厳しく指摘された思いでした。

めていきました。すると、
「もっ

分働くという重み。２ＶＩＰま

ん追い込まれていきました。

□

と外注しなければと思っていた

れは社内でやれないか」と話し

競合が迷い始めました。４ＶＩ

「今日一日ここまでやればいい

組革研から戻り、現場を歩い

が、実はそんなに出さなくても

かっている。細かい部分もきっ

Ｐで金券を手にすると、
「ひっく

や」という甘い縛りを止めよう。

ていると、安価なものがゴミ捨

社内でできる部分があるじゃな

では競合ペアに負けていました。 組革研では、課題・時間という

り返せるかも」と胸が高鳴りま

例えば十一時まで、十五時まで

て場に積まれています。設計担

合い、見直しを重ねました。予

バスに乗ると、彼らと鉢合わ

と目標を細かく設定して、どこ

当者に捨てた理由をたずねると、 いか！」と、全員でわかってい

ちり管理しなければいけないん

せに。どう見ても年下です。絶

までやれるか自分自身を追いこ

「こりゃ、かなわない」
。しかし、 二つの目標をチームリーダーか

対に譲れない。調査をあんなに

んだらもっと手応えが出てくる 「高い人件費をかけて数をかぞえ

した。

頑張ってきたチームメンバーの

ゴールできたこと、そしてチー

な達成感に包まれました。私が

ゴール。
「俺のほうが先だ！」と

ュ。走って走って、ほぼ同時に

降りた途端に三人ともダッシ

たのです。チームリーダーから

ループともセロテープを無くし

二日目の夜、私のチームは二グ

の仕事はここまでにと、細かく

日、この仕事はここまでに、あ

今 で は スケ ジ ュ ール 欄 を 毎

めかた。定めた目標数値も、年

う」という 〝
ぐらい
〟 がついた決

予算 は 「 この ぐ ら い外 に 出 そ

忘れられないことがもう一つ。 た。今までのメーカーへの外注

区切っています。

度末で帳尻を合わせれば、「予

二十一年度予算編成の時期でし

また、この頃、ちょうど平成

だめだ」と食い下がりました。

んなの考えを変えていかないと

「ちょっとおかしいだろう。み

と許していたでしょう。しかし

小さな枠の積み重ね。細かく切

いくコスト意識。予算は億でも、

細部へと、どんどん拡がって

デアが出てきます。

てみて」と言うと、色々なアイ

がこれしかない。この中で考え

い枠でやれないか」と打診。
「枠

また外注先に「ひとまわり小さ

何をすれば予算を抑えられるか？

す。外注するにしても、社内で

にお金を出すまいと努めていま

か？」と協議し、できる限り外

今では外注を考える前に、ま

ムで優勝できたこと。

もブロックリーダーからも厳し

算枠に収まっているから」と、

り込んで、
「もう少し、どうやっ

るより、多く買って捨てたほう

職場では管理部に所属し、外

い叱 責 の 言葉 が 飛 んで き ま し

なにもかもが曖昧。
「これでは成

たら下がるのか？」と、全員で

ためにも！

注分の予算管理をしています。

た。最初は「何だ、セロテープ

長はない。予算設定のしかたを

闘っています。

いました。わずかに早く、私が
勝利。
「最後の最後まで、あきら
めずにやってよかった！」
。大き

自分を追い込んでいく

が安い」
。以前だったら「そうか」 ず「社内でどうしてできないの

仕事はルーチンワーク。繰り返

くらいで…」
。しかし冷静に考え

変えなければだめだ！」
。奮起し

り
（受 付 の）
机をバシンと叩いて

しで漠然としており節目があり

ると、会社の備品。確かに安い

細部まで視点を及ばせ

ません。組革研の体験から、い

かもしれないぞ。

千葉造船工場／管理部
（現 生産計画部）主任
口ぐちに叫び、私は興奮のあま

20

奥田益成
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感動とともに“革新”を
機械工場／産業機械設計部課長補佐

武田茂幹

から発せられた「手抜き」とい

ティングでキャンパスリーダー

組革研二日目早朝の全体ミー

した。

て終わらせることが多々ありま

度でもまぁいいか」とあきらめ

ト役。期日に追われ、「この程

えを感じています。

だ結果は出ていませんが、手応

か」と代案を提示して交渉。ま

寄 り 、「 こ う さ れ た ら ど う で す

ったのです。

全員で次のステップに上ってい

から自主的に、次々と提案が。

重量を軽くしよう」と、各部署

ンパスリーダーに質問しました。 てきました。もともと主張する

また、会議での発言が変わっ

話題にした見積りとは、アラビ

さて、組革研四日目の質問で

そこで、組革研四日目にキャ

う言葉。強烈でした。思い当た
る節があったから…。
前日の自分を振り返り、どこ

とことん納得のいくまで調べ、

人でやれ」
。人を頼らず、自分で

からは常に、
「話をするな」
「一

ていきました。チームリーダー

やってやろう！

つっこんで、やれるところまで

もうあきらめよう」と。もっと

あった。
「ここまでやったから、

そのつもりはなくても、妥協が

は、今でも自分に言い聞かせ、

組革研以来、
「手抜きをしない」

時間がなくても困

のです。とにかく何でも、やる

を押されて、踏ん切りがついた

もやもやが晴れました。背中

た、好きだなぁ」
。

して私は賛成。そういうやりか

ができない。しかし、
やりかたと

わからないのでお答えすること

ことか」。
「職場の状況が詳しく

りを自主的に行うのはいけない

なコストがかかるのです。出席

点での変更は困難であり、大き

すことができたのですが、現時

ンダーを長くすれば荷重を減ら

とコストがかかりすぎる」
。シリ

難を伴っても、とことんやって 「 打 つ 手 は あ る が 、 そ れ を す る

しかない！

者全員が納得。頭の上の雲が晴

か ？ 」。 会 議 の 席 で 質 問 す る と

せんでした。
「なんでいいんです

のように受け流すことはできま

まぁそれでいいや」と、かつて

した。
「そうか、上がいうなら、

上長がＯＫという判定を下しま

許容値を超えていたのですが、

あるとき、ピストンの荷重が

ように。

っこの部分を突き詰めて考える

任せられていないのだが、見積 「なぜそれをするのか」という根

たから。

という夢が、現実味を帯びてき

界一
（現時点で二位）
になりたい

ク感も。業界において売上げ世

ます。しかしその反面、ワクワ

れを思うと怖くて、ドキドキし

間に、迷惑をかけてしまう。そ

かしもし逃したら、会社に、仲

なってスタートすることに。し

がプロジェクトマネージャーに

勝ち、施工主が決まったら、私

す。この見積りで世界の競合に

在、作成中で四苦八苦していま

い」と課長に申し出ました。現

「私に見積りをやらせてくだ

めの見積りでした。

社の圧縮機を導入してもらうた

プラントの建造において、我が

からが手抜きなのか考えました。 「ある新規大規模プロジェクト。 ほ う で し た が 、 発 言 の 根 拠 、 ア半島における大規模石油精製

考え、動きました。

持続させています。たとえばお

れました。

木工場の話を聞いて、不覚にも

ませんでした。

議論。私は『自己革新』を譲り

徹底的に納得できるまで本音で

るな！」がチームの合言葉に。

四日目の深夜は「手抜きをす

査では、対象を突き詰めて考え

の仕組みの調

職場では、主に石油精製プラ

客さまの要望に対してコスト・

それからがすごかった。
「最初

涙が出ました。〝革新
〟 とは感動

―

ントに導入される往復動圧縮機

時間的に無理があると、以前は

から長いシリンダーにして荷重

を伴うもの。私もその感動を手

その後のＳ

の基本計画を担当しています。

「検討はできません」と言って

を減らそう」
。「ピストンの応力
今はお客さまに限りなく歩み

手抜きはしない

みよう！。

いわば、各部署と連携しながら

いました。
ジニアリング）
へのコーディネー

を落とすために材質を変えて、

にしたいと思います。

組革研のあのとき、ソニー厚

の、お客さま
（国内外の大手エン
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⑤

任せれば、部下はできる！
り現職へ異動し、ベテランのグ

そんな私が〇八年一月にいきな

人とは向き合おうともしない。

チームワークをとり、合わない

てきました。相性のいい人とは

入社以来、船殻設計に携わっ

ていなかった。してはいけない

思っていなかった。本気になっ

たはずだ」
。甘かった。仕事だと

確実なＡかＢタイプを選んでい

だろうか。コストが高くても、

の仕事だったらＭを選んでいた

悔に襲われました。
「これが本当

クレーン車で吊り上げて作業可

それは十数トンもの巨大な装置。

あがり、材料も調達済みでした。

組革研参加前に改造図面ができ

という仕事を抱えていました。

ちょうど「溶接装置の改造」

やってみよう。

指針をもらったんだ。とにかく

いから、大変そうだから…と。

まだ遠慮が先に立ちます。忙し

題に直面させることをためらっ

は、
『問題発生時、部下だけに問

さらに強烈なことが。私の質問

以上のことが。私の出張中にト

ろだけをフォロー。すると期待

告してくれます。足りないとこ

りをとって発注し、と次々と報

ない…。これからです。

変革への原体験
組織革新研究会

会期 五日間（火曜～土曜）

年

月

月
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第

回

回

第

第

年

回 １月

第

ほ
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日～ 日

日～ 日

日～ 日

満
[員

回 ２月９日～ 日

第

第

回 ３月９日～ 日

組織革新研究会へのお申込
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私がもっと変わらなくてはいけ

ループ長がいるとはいえ、管理
ことをした…。

能な場所に移動し、協力会社に

職に就いたのです。

なんとかゴールすると、チー

仕事自体をきちっと遂行してい

組革研から帰ると、とにかく

チームは「勝ちにいくぞ」とい

てしまう。自分が逃げ出しただ

ラブルが発生すると、速やかに

12

ここは工場内設備の計画・保

ムリーダーが「ありがとう」と。 改造してもらって、また元の場

でした。突然ポンと入って、悩

ないのに、申し訳ない」
。後味の

考えず、悩まず、部下
（入社二年

う気迫に満ちていました。こま

けではとの思い。また部下を道

対応して報告してくれたのです。

09

10 11 10

守・管理が主な仕事で、十三人

みました。仕事にかかる労力と

悪さ。こま図を使ってゴールし

目）
に任せました。

の部下の半分は年上のベテラン 「たまたまゴールできただけだ。 所に戻す。短期間で段取りの多

時間の判断ができない。日常業

ていたら、あそこまで卑屈には

と聞くと、打ち合せをし、置く

も我慢。時々
「どうなっている？」

一緒に現場に行きたくなって

い仕事でした。

務と突発業務を抱える部下にど

ならなかったでしょう。

自分が変われていない

図の調査でＭタイプを担当した

具として使い、成長の機会を奪

439

442

17 20

19

441 440

444 443

21 24

23

13 13

のくらいの負荷がかかっている
のかが不明。そんなときに、私
にも組革研参加の機会が回って

私は、Ｍタイプを選びました。

ったのではという思い』
。キャン 「あれ、できるんだ、これも、そ

四日目の全体ミーティングで、 場所を調整し、協力会社に見積

仕組みは完全には解読できてお

れも」
。新鮮な発見の連続。部下

きたのです。

らず、
「たぶんこうだろう…」と

パスリーダーの回答は、
「部下に

は任せると、それを糧にやって

の直前になると、

いうレベルでしたが、コストが

まず任せること。そのフォロー

くれるのです！

―

一番安かったからです。

があなたの仕事。見ているほう

下期Ｓ

スタートしてすぐに迷いまし

が大変だ」というものでした。

しかし、年長の部下にはまだ

た。やみくもに走っていると後

20

玉野艦船工場／艦艇部主管

和田定弘
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