――チーム参加 気づきの連鎖

そし て

三菱重工印刷紙工機械販売

「三菱重工印刷紙工機械販売」
特集
『人と組織の変革』実現のため、チーム
参加した同社。参加メンバーの間に 〝意
識の逆転〟が連鎖して広がりました。そ
の「気づきの原体験と参加後の変化」に
ついて語っていただきました。
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出席する重要な会議です。従来
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すべて「はいはい、オッケー、
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私は、はるかに年下の女性であ
いったい何を考えているんです

て…。その時の、いきなりの叱

オッケー」と聞き流し、真剣に

大阪サービス課長 張谷弘文

か！」
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三時半ぎりぎりにサービスセン

と、現地調査から約束の時間、

した。私はグループの仲間三人

それは二日目の深夜のことで

ぱりと放たれたチームリーダー

仕事をしなくていいです」
。きっ

された三時半は帰着時間ではな

たちの失敗を知りました。指定

戻ると、全員が揃っており、私

あわてふためいて仕事部屋に

と思えば思うほど余計な口出し

から見下ろして、真剣にやろう

時間だったのです。「これ以上、 完全に職場を引きずり、皆を上

く、チームミーティング開始の

をしていたのです。

る面々でした。そのために私は

私があれこれと指示を出してい

周りは全員、顔馴染み。毎日、

我われはチーム参加なので、

受け止めていなかったのです。

理しなければと、責任感にから

助けなければ、一秒でも早く修

止は、命取りです。お客さんを

なかで、四時間以上のマシン停

ボールを夕方には納めるという

状況。朝に受注した万単位の段

さんの現場は、戦場さながらの

処理に取り組んでいます。お客

で、機械のメンテナンスと事故

部下とともに、二十四時間体制

本当は甘えていた

きたチームリーダーの大声に、

んの発見に意気揚々とし、間に

の言葉で、作業は中止となりま

「ここでは、皆、同じ立場のメ

「えっ！ 何が？ どうしたの？」

合ったことがうれしくて、ボー

した。
のうどんが並んでいます。さっ

ふと覗くと、おいしそうな夜食

た。「心配をかけました。時間

ームリーダーに謝りに行きまし

朝を迎え、四人は一人ずつチ

ればならないのに、私は皆を混

なく、同等に考えを闘わせなけ

ンバーなんだ。指示するのでは

口も手も出てしまう。お客さん

だから、部下が悩んでいると

れて必死に作業してきました。

と、唖然としました。

ドに帰着時間を記入しました。

そく仲間はうどんを食べ、私は
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になっていただけでした。本当

私は有頂天になり、自信過剰

れていました。

なければ」と、周囲からも言わ

を出し過ぎ。若手にもっと任せ

とる状態でした。「あなたは手

現場に跳んでいって陣頭指揮を

をこれ以上怒らせられないと、

ち、仕事の全容を説明・報告し

えま し た 。 「会 議 の 終 了 を待

ない、自信をつけさせたいと考

任せなければ本人のためになら

ったでしょう。しかし今回は、

のロスだ」と、以前の私なら思

時間も待機させておくのは時間

早い。業務効率を考えても、二

きっちり話をつけてきたほうが

と、売れ筋の情報交換をしてい

って、この備品は売れるから」

やるから、この備品を持ってい

というのに。「入力作業は私が

業など書類の手間が相当かかる

借用伝票、売上伝票への入力作

いるのです。一つの備品でも、

させてください」と声をかけて

「予備品を持っているので納め

ダーにしてがんばってもらおう。

う。皆に振り分けて、皆をリー

だから自分の仕事をゼロにしよ

気はすぐに、「待てよ、この際

した。「よわったな」という弱

いた部下が九州に転勤となりま

四月になり、私が頼り切って

ぼれました。

がとう」
。素直に感謝の言葉がこ

もらえる。お客さんのためにも

は自分勝手で、安易な決めつけ

営業にも声をかけて、毎週会

若手を育てよう」という望みに

そうすれば育つ、自信を持って

議を開きました。「あの納品物

変わりました。「皆のために抱

るのです。

彼は食い下がって、みごとに

件の価格はいくらに決まりまし

え込もう」から、
「皆のために私

て、了解を得てきてほしい」と

研から戻ると、
「俺の背中をみて

話を着けてきました。「よくや

たか」「一週間たったのに、な

の仕事をかぎりなくゼロにしよ

が多く、懐疑心の微塵もない、

ついてこい」などと、偉そうな

ったな」と迎えると、満面の笑

ぜ数字が出てこないのですか」

告げました。

ことは、もう部下に言えません

顔でした。

甘えた人間だったのです。組革

でした。

当者は六十歳の専務で、若手に

ないから戻るというのです。担

来たが、担当者が会議中で会え

ら連絡が入りました。得意先に

ある日、入社二年目の部下か

きることは部品の販売と一般工

ーセントの不足です。今からで

きない数字です。朝礼で、
「六パ

通常の三倍を売らないと達成で

判明しました。残りのひと月で

六パーセントも足りないことが

売上げの計画値において粗利が

なげていきました。

案件もフォローして売上げにつ

と、海外に見積りを出していた

ではカバーしきれないとわかる

め寄っているのです。国内だけ

いのかを知りたくて、口々に詰

か」
。あとどのくらい頑張ればい

が仕事を振るので、必死になっ

になりました。仕事に追いまく

先との折衝も、自力で行うよう

私が間に入って発言していた客

を求めるようになっています。

分で意見を書いて提示し、回答

彼らは今、事業部に対して自

う」と、全く逆の発想になって

とっては、相当手強い相手でし

事しかない。具体的なやりかた

一か月でクリアしてしまったの

ています。しかしきっと一年後

また、期末を迎える頃になり、 「私の売上げは、今いくらです

た。会議中と言われ、それ以上

を皆で考えてほしい」と話しま

です。驚きました。口出ししな

は違ってくるでしょう。三～五

いるのです。

は食い下がれなかったのでしょ

した。内心では、絶対に無理だ

いほうが、育っていくんだと実

素直に「ありがとう」

う。しかし、専務がうちの仕事

とあきらめながら。
品を抱えて動き始めました。工

その日から部下たちは、在庫

実行し、見事に目標を達成して

感しました。「皆さんで決めて

いきます。

できるように環境づくりをして

年で全て引き継ぎ、彼らで遂行

こうしてみるみる数字を縮め、 られているところに、さらに私

に納得してくれないと、お金を
「これ以上、彼に要求してもで

事先で磨耗、傷みを発見すると、 くれました。ありがとう。あり

支払ってもらえません。
きっこない。後で自分が行って

④

人に対して、絶対にあきらめない

めに、こんなに必死になってい

と違うな。この人は我われのた

うちに、「ああ、これはちょっ

と繰り返す彼女の姿を見ている

それが不満でした。そこで「低

利でした。営業の私としては、

張られていて、価格競争では不

が価格も高いというレッテルを

我が社の機械は、品質は高い

抽象的すぎると指摘され、何度

グループの四人のメンバーが帰

るんだ」と感じてきました。リ

価格の新機種の開発がないから

て、本気になって「やってるこ

段ボール製造機械の営業部隊

って来ません。「なんで？」と

ーダーとして我われを引っ張っ

ダメ だ 。 だ から 競 争 に 勝 てな

も書き直しました。

にいます。数億円クラスの機械

思いながらも、自分たちの作業

ていくんだという、使命感が伝

い」と書き出しました。

とがわかっているんですか！」

を販売するのですが、親会社の

に必死でした。すると突然、チ

わってきたのです。

西日本紙工機械営業部

信用で固定顧客も多く、恵まれ

ームリーダーが部屋に入ってき

どうせ同じような研修だろうと

のハウツーものです。組革研も

ズの読みかた、営業の方法など

きました。市場動向や顧客ニー

入社以降、研修も数回受けて

ターでうどんを食べていたこと

戻った四人から、サービスセン

だか、雰囲気がおかしいぞ…。

残し、去っていきました。なん

て、
「もう、止めます！」と言い

たのです。決められた時間の中

るのか、深く考えるようになっ

ているか、なぜこれをやってい

り、なんでこの課題を与えられ

した。仕事に対して注意深くな

この時から、自分が変わりま

ドキリとしました。
「おかしい」

です。それを読んでいて、私は

の、そして会社への不満ばかり

上司への、部下への、他部署へ

アルに吐き出されていました。

れた用紙には、各自の不満がリ

明け方、一覧一望で貼り出さ

大阪営業課主務 岩田勝美

ていると思います。

思って参加したので驚きました。 を聞いて、さすがに「これは、

で、仕事に追われながらも。

ですから。

に行き着いた。〝心〟 に響いたの

い。そして 、最終的 には 〝心〟

出しの連続で、答が一つではな

自分自身の手探り。アイディア

組みかたも、正誤の見極めも、

していく。課題を出され、取り

々と訴えてくるのです。涙さえ

かっているんですか！」と、切

け迷惑をかけていることか、わ

やっていることは、人にどれだ

した。すると彼女が「皆さんが

ダーに四人の復帰をお願いしま

ということになり、チームリー

朝の七時半に、全員で謝ろう

ステムによるミーティングが始

これだ』という課題で、個全シ

四日目の夜、『職場の体質は

ちへ一変したのです。

向かってすすもう、という気持

どこまで本気を出せるか、前に

チームメンバーの顔つきも、

うな衝撃でした。「やろうとい

いなかった」
。稲妻に打たれたよ

たか。いいや、自分は何もして

とを一〇〇パーセントやってい

なって売っていたか。できるこ

「今ある機械を、自分は本気に

負けないために、時間を守って、 えたのです。

変わりました。対抗グループに

う意識がないと、ダメなんだ。

取り組んでいない自分の姿が見

と思っているその問題に、全く

まずい」と思いました。

メンバーは全員が職場仲間の

浮かべて…。『たかが研修じゃ

まりました。まず「職場で『お

人間は、やる気なんだ！」
。その

という一つの仕事を遂行

ため、初日からなーなーで、緊

ないか、そこまで熱くなってや

かしい』『変だ』と思った場面

―

張感に欠けていました。二日目

るようなことじゃないでしょ』

Ｓ

の深夜のことです。三時半に集

ぎり ま し た 。「 あ あ 、 こ の人

瞬間、チームリーダーの顔がよ

した。チームリーダーに内容が

を生々しく書く」ことになりま
しかし、メンバー全員に対し

と、正直思いました。
たのに、時間になっても、対抗

合してグループ対決すると決め

20

⑤

『リードするためには何が必要

は、これだったんだ！」
めない」という気持ちがわいて

かに「人に対して絶対にあきら

つくることができる…。私のな

たたち自身で、お客さんの目の

その後も「この金額は、あな

い箇所を指摘しました。

ですか』と、四日目の全体ミー

前で説明できる自信のある数値

ですか？」と、再度電話をかけ

きたのです。
広島の三原工場に、業務担当

たり、メールを送ったり、足を

ティングで藤田キャンパスリー
ダーに質問した私は、『自分の
の後輩がいます。商談後には、

「変革」への原体験
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月

20

心なんだ、やる気なんだ』と自

相手の立場になって、何を求め

回

17

第

第

26

運んで、話し合いを続けていき

ているのか、深く考えるように

16

彼らに見積りと納期を出しても

のですが、それを数千万円もオ

なりました。二回通って説明し

15

日～

16

ら答を見つけたのです。

組革研では、メンバー全員、

ーバーする見積りが出てきまし

て、わかってもらえなくても、

13

ました。

できないなりに何とかやろうと

た。「これ、おかしいんじゃな

もう熱い気持ちが萎えることは

下へも顧客へも、言い続ける、

22

らっています。私も経験上、お

していました。そういう必死な

い」というと、「最近は原油や

ありません。「○日までに製品

さらに、工場を訪れ、現場に

お願いし続ける、何度でも足を

12

お客さんに製品を売るときも、

姿勢を見て、私の固定概念が変

鋼材の値上がりで、しかたない

の手配をしなくてはならないの

それが、日ごろの仕事で出し切

入っていきました。〝餅は餅屋〟

運び続けていこうと思います。

14

11

よその製造コストを想定できる

と熱い気持ちで部下に語っても、 んです」という返事。ワーッと

わりました。今まで「頑張れ」

こみ上げてきたものを、ぐっと

で、注文をください」と、今で

れていないだけなんだ。うまく

という言葉もあり、今までは踏

さて、仕事がおもしろくなって

10

07

10

11

08

誰にも 〝気持ち〟 はある

頑張れる人と頑張れない人がい

飲み込みました。怒らない、怒
三分考えました。

〝やる気〟 というのは、継続し

ると思っていたのです。後輩に
い！

「なぜそんなに高くなったんで

ていかないと相手に伝わらない

は十回以上お願いできるように

出すものの、それでもわからな

すか。原因を自分たちで考えま

のだと、私は目が開いたのです。

らない、と自分に言い聞かせ、

いと、
「言っても無駄だ」とすぐ

したか。確かに全てを足し算す

気持ちがあればきっと通じる。

対しても、「どうしてわからな

にあきらめていたのです。上っ

れば高くなる。しかし、その原

心を開いてぶつかることで、相

表現できる人と、できない人が

み込まなかった領域です。疑問

きました。

なりました。

面だけの 〝熱い気持ち〟 の瞬 間

価一つひとつを理解できている

手の心も開けられるのです。部

こうやるんだ」と指示を

芸でした。

んですか？」

いるだけなんだ。表現の違いを

を持ってもらうように、おかし

誰にでも 〝気持ち〟 がある、

見極めれば、表現できる環境を
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