―「組革研／定期報告会」より

李

三悦

【 特集
「組革研／定期報告会」
】

三悦 氏

昨年十二月に開催された『組革研／
定期報告会』特集です。組革研での生
々しい体験を経て始まった『変革』へ
の試行錯誤と葛藤。四氏それぞれの〝
闘
い
〟 を抜粋して紹介します。
しゃかりきになっているか？
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無感動空間を感動空間へ変える
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さらに、生産量が増すにつれて

ました。一人当たり二七三件で

チーム目標を三、
〇〇〇件に定め

ろう」と高を括りながら、私は

勉強会や改善活動の時間も取り

そんななか組革研に参加が決

二八〇件を個人目標に掲げ、二

す。
「そんなに書けるはずがない。

まると、早速、藤田キャンパス

四時までに九二件を書きました。

づらくなり、苛立ちも募ってい

リーダーの著書を買い求めて、

それは、なんとチーム最下位だ

みんな一〇〇件ぐらいが限度だ

読破。自信と期待で胸をいっぱ

ったのです。なぜ？

きました。

いにしてキャンパスに到着した

なに書くことがあるのだろう。

然としました。あまりにも細か

他の人の書いたものを見て、唖

何をそん
のです。

へし折られた自信

動くかを観察しました。自分は

の指示によってメンバーがどう

学ぶこと。さっそく、リーダー

メンバーをどう引っ張るのかを

われる」と、わかっていない自

なことを書いたら恥かしい、笑

って勝手にふるいにかけ、
「こん

私は、知っているつもりにな

と、確かにわからないのです。

しかしよく考えてみる

積極的に仕事に加わらず、一歩

分をさらけ出すことを恥じてい

い！

引 い て 〝高 み の 見 物〟 。 し か も

たのです。

私の参加目的は、リーダーが

「自分は十分にやれるから」と

一時間の残業後、チーム全体
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き飛んだのです。

などという気取りはすっかり吹

足を引っ張っている…。このま
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こんなはずじゃ…。ジリジリと
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まではまずい！」〝高みの見物〟
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焦りが押し寄せてきました。

ち砕かれました。上期Ｓ

としては三、
三七八件で目標を大
確信していた私は、いかにして

一一件と、個人目標に及びませ

そんな自信は、あっけなく打
ソーシング）
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工場の管理監督者たちを育成し、 １ＩＰを探すのに一時間以上も

んでした。
「会社でヤレヤレと発

幅にクリアしましたが、私は二
の推進および階層別研修やロー

さ迷い、結局、２ＶＩＰにも辿

で、
テーションなどを通じて人材育

現場を強くするかを毎日、試行
やる気に燃え、勉強会・改善

成を行なう部署です。私は二〇
生産調査部に出向してＴＰＳを

活動・見える化などを仕掛けま

錯誤していました。
学び、その後、新城工場でＴＰ

その夜、
『Ｓ

20

く、ジレンマを感じていました。 ことを書き出す』ことになり、

したが、変化のスピード感は鈍
たっています。
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しゃかりきになっているか？

熱海伊豆山

変革へ、
動き出した人と組織

①

私は毎朝、作業長たちを捕ま

を学ぶことができました。それ

組革研で、一番大切な 〝本質
〟

剣な眼差し、輝きだした目が、

どんなことをしたいのかをわか

えて、どんな問題点や課題を見

は『しゃかりきになる』という

ればならない状況であり、彼ら

ミスコースを二回もしてくじけ
ろうとせず、一方的に知識を押

つけたのか、どんなアクション

こと。私も、彼らを熱くさせ、

彼らが何を考え、何に悩み、

そうになっても、ペアが待って
しつけ、イベントを仕掛け、彼

につなげたのか、一人ひとりと

。大きな

いると思うと、あきらめる訳に
らを変えようとしていました。

話をしています。待ってました、 本気にさせて結果に結び付ける
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はいきませんでした。何とかゴ
意図せず、彼らを 〝
道具
〟 のよう

〝
場
〟 をつくり続けよう。しゃか

いよいよ下期Ｓ

ールすると、完走できた喜び

に扱っていたのです。
「本当に変

とばかりに歩み寄ってきて、う

りきになって『人間力』を発揮

私に確信を与えてくれます。

と、拍手で迎えてくれたみんな

わらなければならないのは私自

れしそうに改善内容を聞かせて

の仕事になっていきます。

の温かさで胸がいっぱいに。い

身だ」と思うと、目の前に一筋

の成長こそが、現場力を強め、

つしか私も立ち上がり、次々と

誇れるような数値データの結

横浜ゴムの未来を担うことを信

し、それによって得られた彼ら

以前は単に現場を見るために

果はまだ現れていません。しか

くれる者も出てきました。

っていました。チームは違って

現場に出ていましたが、組革研

じて止みません。

の光が差しました。

も共に戦った戦友です。みんな

し、自信を持って語る彼らの真

るか否か、本気か否かだ」とい

「その人がしゃかりきになってい

在化させるというもの。工場で

き込み、その中から問題点を顕

情報の流れを一枚の模造紙に書

を中心に前後工程を含めた物と

ています。これは、自分の工程

報の流れ図』というものを書い

現在、横浜ゴムでは『物と情

ら自分がどうしたいのか、考え

ーダーからＡ３用紙と「これか

から外されてしまいました。リ

ったのです。このことで、仕事

自分だけ先に風呂に入ってしま

組革研二日目の夜、とんでも

会社では石油化学・環境リサ

のです。

とって本当の組革研が始まった

すること…このときから、私に

いう 〝
対象
〟 を徹底的に現状調査

メンバーが仕事をしているなか、 でできる唯一の仕事は、自分と

ないことを起こしました。他の

イクル等のプラントエンジニア

企画管理部主管
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やらざるを得ないところへ追い込む

後は、〝
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一対一で話し合うことも始めま

で一つの仕事をやり切ったとい
四日目に、
「組革研でリーダー

した。すると、ありありと顔や

回るようになりました。彼らと

はメンバーのどんなところを見

性格が見えてくるようになりま

私にとって職場での 〝
対象
〟の

は作業長たちも現地現物で対象

てみたらどうですか？」との言

リングを行う事業本部で、私は

〝
人
〟 を見るために
現場を回る

自分にだけ仕事が

一つは、現場の管理監督者たち

を捉え、自分の目と足で問題を

葉だけが与えられ、
一人別室に移

企画管理部に所属し、社内の改

なるのか？

です。それなのに、その対象を

見つけ出し、図に落としていま

されたのです。

革・改善活動の推進や組革研へ

ない怖さを味わいながら、部屋

見ているつもりで全く見ておら

す。こうして見つけ出された問

うお答えでした。

ず、職場でも 〝
高みの見物
〟 を決

題こそが、彼らが何とかしなけ

このまま外され続けたらどう

めてのいたのかもしれません。

ーダーに質問しました。すると、 した。

ているのか？」とキャンパスリ

う感動に満ちていました。

入ってくるメンバーに拍手を送
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