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

―

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

三井造船 ／環境・プラント事業本部

神保雅行

やらざるを得ないところへ追い込む

後は、〝
人
〟 を見るために現場を
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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②

なぜ平気で風呂に入ってしま

と思っており、二〇一〇年の二

一度は体験しなければいけない

派遣者という立場上、組革研を

の派遣業務を担当しています。

みました。不思議と気が楽にな

音で話すことを強く意識して臨

ームメンバーにさらけ出し、本

四日目からは、自分の弱点をチ

できず、チームに貢献できず。

しました。しかし下期もゴール

り立てて、チームの討議に参加

その後は自分を前へ前へと駆

スリーダーから、自分ではどこ

グラフがありますが、キャンパ

ーダーの逃げない度』という線

チームリーダーを評価する『リ

でのこと。ブロックリーダーが

二日目のリーダーミーティング

ロックリーダーが「リーダーは

モをとっていました。するとブ

ンバーに戻ってしまい必死でメ

の講話が始まると、自分も一メ

しかし、キャンパスリーダー

れてしまう。迫ってくるブロッ

自分がとった行動

月会期に参加したのです。

考

までできていると思うか書き入

メンバーのほうを見てなくては

に落とし入れていたと思いま

の根底には何があるのか？

り、以前より発言できるように

れるよう指示がありました。自

ダメだ」と。座る角度を九〇度

クリーダーと抵抗するメンバー

え続けた結果、それまで放置し

なったと思います。自分にとっ

信がない私は、ブロックリーダ

変え、メンバーたちを見ました。

す。

てきた自分の問題点がありあり

ては大きな進歩を実感して、職

ーの評価線より下のレベルに線

己改革させてもらっているの

スリーダーから「会社の金で自

を引きました。するとキャンパ

が出てしまいました。メンバー

その表情を見ると、つられて涙

に聞き入っているメンバーたち。

何かを悟り、目を輝かせて真剣

必死で食い下がりました。

との板挟み状態にもがきながら

と浮き出てきました。それまで

場に戻ったのです。

「さあこれからが実践だ！」と

に、そんな低い目標のまま平気

った の か ？

の私は、自分の意見をはっきり

的で、人任せで、自分勝手な人

意気込むものの、なかなか「対

一人ひとりの体験が全部自分の

持たない、誰かが発言してくれ

間でした。組革研参加も心の底

象に迫る」
「リードを実践する」 で帰るつもりなのか」と、厳し

た自分に腹が立ちました。すぐ

リーダー参加後は、
『東京ミー

メンバーのほうを向く

では「五日間を無事に 〝
逃げ切ろ

ことができず、それどころかロ

感の中にいたのです。
そんな矢先、会社の幹部から

さま目標線を上に書き直し、や

ティング』への出席です。これは

目が覚めました。安全地帯に

分は一生変われない。自分に明

今度は『リーダー参加』との指

らざるを得ないところへ自分を

まず自分が動く

日は無いのだ！」と思うと胸が

示がありました。

るのを待っている、という消極

う〟 」としていたのです。

ボット症で手抜きだらけの自分

ことのように思えてきて…一体

「こんな自分を叩き直さなけれ

が嫌になる日々が始まりました。 身を置いて逃げ道をつくってい

く問われたのです。

ばこの部屋から出られない。自

痛くなるようでした。用紙にこ

自分から逃げない！」と宣言。

自分ができることは全てやる。

わる旨を書き、
「チームのために

り越えるべく積極的に仕事に加

れらの気づきと、この弱点を乗

ているわけにもいかず、中途半

と言葉に迷い、かといって黙っ

惑いました。次々と質問が出る

ると、どう接したらよいのか戸

リーダーとしてメンバーを迎え

キャンパスで、今度はチーム

きらなければリーダーを解任さ

求められています。これをやり

に人間力を引き出させることが

しての 〝弱さ
〟 と闘わせ、最大限

し、易きに流れるという人間と

リーダーにはメンバーに対

会の形式を変えて実施したが効

私は『改善活動において発表

で討議するというものです。

参加者
（リーダー体験者）
どうし

面している問題を課題に上げて

ップミーティングで、職場で直

リーダー参加者へのフォローア

なんとかチームへの復帰を許し

端な受け答えでメンバーを混乱

追い込んだのです。

ていただきました。

③

か』と、問題を出しました。ミ

果が出ていない。どう動くべき
わるような熱意を持てているの

ことができているか？ 相手に伝

に気づき、
「自分自身のやるべき

た自分を恥じました。

待ちだ」とレッテルを貼ってい

着した研究テーマを担当してい

全活動の支援など現業職場に密

終了後に『消化・

受講者が研修の中で立てたアク

担当者向けにある研修を計画し、

ます。ここで、現業職場の安全

ーティングでは参加者が『自分

―

自分主体になっていた
上期Ｓ

ションプランを職場で実践する

ならこうする』を書き出し、 × か？」と、仕事の基本に立ち戻
打ちをして徹底的に討議します。 ることができました。

発見法』が示されました。その

ほぼ同時期に組革研に参加し

どんな状況であれ、人に仕事

初めは対象を捉えるのに対策

た私は、この振り返りの場
（報告

第三者ならではの思いもよらぬ

を意識することの何が悪いのか

会）
を変えたいと漠然と考えてい

とともに、半年後にその実践内

理解できませんでした。しかし

ました。それは、一般的によく

過程において困難を極めたの

課題をすすめていくうちに、
「自

見られる研修受講者
（発表者）
一

をやらせる仕組みをつくるよ

分主体になってものを見ると、

人が前に出て一方的に話し続け、

意見が出て大変参考になりまし

自分にとって都合のよい情報の

容を振り返るプログラムを設計

みを吸収し、対象を憶測で捉え、 傍聴者が数回質問して終わりと

が、一見、簡単そうな『対象を

かけている姿が見えると、焦燥

いう形式的なもので、これでは

り、まず自分が主体的に動くこ

組革研三日目の朝のこと。前

感にかられ、この追い詰められ

事実を歪曲してしまう」と、自

受講者一人ひとりの 〝腹落ち感〟

た。〝
段取り
〟や〝
仕組みづくり
〟

の仕組みを捉

た状況こそが、復帰への気持ち

覚できるようになったのです。

が得られないと感じていたから

しました。

えきれないまま諦めて仕事を終

の高まりにつながったのです。

さらに「上期でトップ」とい

意識する』ことでした。

えてしまった私たちに、ブロッ

ブロックリーダーから再調査

う驕りが助長させていたのかも

とが重要だったのです。

クリーダーから「このチームは

を許されると、残り僅かな時間

しれません。
「完全に捉えてなく

個全ボードで高まった 〝腹落ち感
〟

仕事をする資格がない。何もせ

の中で、調査に没頭したのを覚

ても、下期も乗り切れるだろう」 た『組革研／定期報告会』にお

ことに気づかされ、衝撃を受け

度の『ロボット症人間』である

この体験を通じて私自身が重

て下期が散々な結果に終わった

を背けさせていたのです。そし

という甘い期待が、対象から目

という機会に恵まれました。

職場での実践について報告する

いて、私は自分の組革研体験と

―

ップでゴールすることができた

たことは言うまでもありません。 ことは言うまでもありません。

そんな折、十二月に開催され

私は、
「下期も絶対に順位を落と

現在、私は職場の安全心理グ

夜の調査でＳ

ＪＲ東日本 ／研究開発センター
安全研究所安全心理グループ課長

山本 邦倫

ず、誰とも話さず、ここに座っ

えています。

せない！」と意気込んでいたの

しかし、それ以上に、これまで

ループで、鉄道におけるヒュー

会場では『報告者への質問づく

でト

で、突然「何もしなくていい」

部下にあれこれ指示を出し、彼

マンエラーの防止に関する研究

り』がスタート。さまざまな企

―

と言われたことを素直に受け止

らの自発性や考える機会を奪っ

に携わっており、教材作成や安

報告者のスピーチが終わると、

定期報告会でヒントを得る

めることができませんでした。

ておきながら、心の中で「指示

がありました。上期Ｓ

です。

ていてください」と厳しい指摘

で対応しようと考えていた自分

20

窓から他のチームが調査に出
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