そし て

――変革への胎動
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すべては 〝
事実
〟 から始まる

■

自らの組革研体験を踏まえて部下の
派遣を始めた保坂浩部長。同氏が派
遣に託す期待と、組革研に参加した
林孝紀氏の 〝
心の動き
〟 について紹介
します。

岩手大学生活協同組合

仕事の 〝
質〟 で脱皮を図る

■

組革研のリーダーコースに参加した
峰田優一専務と、本年九月に
「学生プ
ログラム」
に参加した開勇輝氏の、原
体験とその後の変化について紹介し
ます。

たな経営ビジョンとして掲げら

する』というスローガンが、新

方針として『品質を経営の柱に

が、昨年になって当所トップの

の精神は受け継がれていました

当所では、従来より品質第一

この組織は強くなれない。本当

分たちで改革していかなければ、

けない。自分たちで目覚め、自

ように映りました。
「これではい

ことを問題として捉えていない

働く少なからぬ人たちが、この

ないのです。しかも、この部で

の組織として機能するために、

れました。

企 業 に と って 品 質 と い うの

こうして、私の「組織を目覚め

今、それをやらねば！」
。

ではありません。「仕事のやり

させる」ための働きかけが始ま

は、「技術や製品の品質」だけ

かたの品質」
、これこそが問われ

私の目は大きく開かれました。

十一年前、組革研に参加して、 ①

問題を成長の糧に

るのであり、これを磨かずして、 ったのです。

組織力は向上していかないと考

えています。私は、自分の背中

に追い風が吹いたような気がし
ました。

「事実を現地現物で、徹底的に

題が多いな…」と思ったのです。 きな挑戦でした。私自身、難し

藤田キャンパスリーダーは、

我が実証発電部は、出力三三

いことはできません。仮に複雑

見 る 」。 そ れ 以 来 、 こ れ を 原 点

三菱重工業高砂製作所は、発

〇メガワットのガスタービン複

目先の仕事に追われ、問題を一

なことを行なっても、この対応

「問題のない組織はない」とよ

電プラントのタービンを主力製

合サ イ ク ル 発電 プ ラ ン ト を有

つひとつ解決していく自律的姿

で組織は疲弊してしまうように

に、仕事をやり続けてきました。

品とする原動機メーカーで、ア

し、高温化・高効率化・低公害

勢が、なかなか見てとれない状

思われました。そこで、「生じ

く言われますが、正にそのとお

メリカのＧＥ、ドイツのシーメ

化対応の最新の製品や要素技術

況でした。対策を講じているに

た問題を財産として捉え、重要

「組織の体質を変えよう」と意

ンスなど欧米の有力企業と競合

を当該設備に組み込み、新技術

もかかわらず、同じ問題を繰り

な問題に対しては徹底的に事実

りだと思います。実はこの職場

するなかで、暮らしや産業の基

と設備とのマッチングを図りな

返しているのは、根本原因がつ

気込んだものの、あまりにも大

盤となる電力を支えるガスター

がら、円滑に長期実証試験を実

に就いて間もなく、「やはり問

ビンや火力・原子力用蒸気ター

を調べる」と、私自身の考えか

ビンなど、国内外に多数の納入

います。

かめていないからでした。つま
実績を築いてきました。

施することを主要な役割として

浩
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たを、シンプルかつ揺るぎなく

実証発電部長 保坂

答は 〝事実〟 のなかにある
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り「事実を見る」ことをしてい

伊豆高原

すべては
“事実”から始まる

前後の工程を時系列で書き上げ

例えば、問題が発生すると、
れるからやってみたが、こんな

たことを感じています。「言わ

〝事実〟 という意識が芽生えてき

実行していくことにしたのです。 わったと思っています。部員に

事実を調べよう」と、敢然と向

ャンスだ、
明日に生かすために、

のではなく、「これは成長のチ

です。発生した問題に蓋をする

「今日中にＳ

く、雨風が吹き荒れていました。

が伊豆高原に近づいてきたらし

二日目の午後は、大型の台風

ていきました。

てもらいました。そして「その

き合ってほしいからです。

の仕組みをつ

ことがわかった、このやりかた

彼らには、その力が十分にあ

かむ」と、課題を抱えて動き始

―

時、担当者は状況をどう捉え何
はいいんだ！」という声が聞こ

上司はその状況

をしたのか？

んな天候のなかで調査だなんて

めたものの、心のどこかで「こ

部下を組革研に送り出すのは、 っていきたいと思います。必ず

…、なんでここまでやらなきゃ

ります。部下たちの変化を見守

今以上に「仕事のやりかたの品

ならない」という思いが、とき

えるようになりました。

質問を細部まで投げかけました。 〝事実〟 に基づく対策でなければ

質」が向上し、組織が強くなっ

に対してどう行動したのか？」

我々の財産にならないというこ

すると「上長として、仕組み

どき頭をもたげていました。

それでも夜の十一時まで現地

調査を続け、ずぶぬれになって

調査結果をチーム室に持ち帰り

ました。予想外にも、「これで

入社以来、工作部門に六年間

やっぱりな…」
。ある程度歩いた

実証発電部技術課係長 林

何も見ていなかった！

があるのに運用していなかった」 とに、自ら目覚めてほしいから
という答。「では、担当者だけ
の問題ではないということだね」
と、一つひとつの状況をわかり
やすく紐解いていったのです。

私が参加した九月会期、初日

所属して、〇三年から実証発電

し、何か所か見たし、もうこの

は足らない！」というチームリ

えてきました。それらを全員で

に伊豆高原駅に集合すると、い

部に移りました。実務では巨大

程度でいいか、と思っていた自

事実が隅々まで、ありありと見
共有し、一緒に解決策を考えて

きなりこま図を渡されて「初期

なタービンを中心とした、いわ

分。どこかに「やらされ感」が

な調査結果であれば突き返しま

しかしじきに、同じ道をグル

ことを書き出す」ときも、自分

三日目になると、雨風は一層

ために事実を調べろ」と言うと、 資料の『Ｓ

した。「表面的にではだめ。背

グル歩き回るはめになったので

は何がわからないかが、わから

強くなり、さすがに遠くまで調

ーダーの厳しい一声。「そうか、

いくという姿勢を貫きました。

」が始まりました。
「事前

ば最先端技術の実証をしていま

あり、それゆえに楽なほうに流

―

とは？』を読み

す。それなのにまさか、こんな

れていたことを認めざるをえま

Ｓ

込ん で 予 習 をし て き た の だか

単純なこま図にやられてしまう

せんでした。時計は０時を回っ

また、業務で「仕組みを知る
当初は表面的な調査で対策を持

ら、このくらいわけない」と、

なんて、くやしかった。さらに

ていましたが、再度、暗闇の雨
景にある事実や隠れた事実があ

す。「え、なんで？」と焦 りま

ないのです。「私の問題意識は

査に行くことをあきらめ、キャ

―

るはずだ。もっと調べるべきこ

した。そして、たった数個のこ

この程度だったのか？」
。くやし

その夜、「Ｓ

とがあるはずだ。もっとよく見

ま図だったのに、ゴールできな

のなかに駆け出しました。

て、もっとよく考えて」と。

ンパス周辺だけの限られたコー

この二年半で組織の体質は変

さが、自身への疑問へと変わっ

―

ってきました。しかし、表面的

高をくくって歩き出しました。

のわからない

孝紀

ていくはずだと信じて。

と事実を紐解くために、単純な

20

かったのです。

20

20
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②

スで済ませました。
し か し 、 それ な り に 「 仕組
み」が見えてきたのです。意気
揚々と、それらを書き出して一

我夢中になっていたのです。

で仕組みを解明するぞ！」と無

ました。そして、「ぎりぎりま

して同時に、「一人でここまで

全である」と気付きました。そ

い作業だが「個があってこその

繰り返し一人で努力する。厳し

現物を前にして事実を徹底的に

「机上だけで考えるのではなく、

ている言葉が聞こえてきました。

保坂部長から、いつも言われ

見ろ。答は事実のなかにある」
。

ここでの体験をとおして、その

―

の仕組みをここまでしか調べき

本意が、理屈ではなく体でわか

がむしゃらにやっても、Ｓ

組革研が第二部に突入し、個

れなかった。では職場では、ど

りました。表面的な経験やトラ

素になって見る

全で議論を繰り返していると、

れだけやらなきゃいけなかった

ブル事例やマニュアルは、逆に

覧一望していると、「こんなん
うすぐ台風が上陸する。自分で

「自分は楽をしていた」という

んだ。目の前にある問題も事実

見るべきものを見えなくしてし

も

調べきらないと大変なことにな

思いが、ますます強くなってい

も、私は何も見ていなかった。

じゃ、つかみきれてない！

るぞ！」と、チームリーダーの
きました。

20

大声。それを聞くと、どうしよ

Ⅲ 世界に類例なき 組革研の特色

―研修やケーススタディとは 似て非なるもの

―企業内 ｢人と組織｣との同体化

―｢人と組織｣の変革へ 組革研をどう利用するか

〃

生産技術部長

〃

彦根製造部長

服部光男氏

〃

彦根製造部押出課長

津田

￥15,000

会費

す。

秀氏

一圓精治氏

大石

均氏 営業部長

増田米光氏 営業部形材チーム

藤田英夫 組革研キャンパスリーダー

□

まう。この目と耳と手で、素に

―リーダー体験と職場での展開

何も深く考えていなかった。仕

Ⅱ リーダーの変革

今までは、仕事は皆で一緒に

―みんなの動きがこう変わってきた

□

報告者

昭和電工／アルミニウム事業部門押出･機能材事業部

西出俊男氏 執行役員事業部長

松村光展氏 生産･技術統括部長

うもなく追い込まれていきまし

―私の動きがこう変わってきた

なって事実を見ることから、す

Ⅰ 組革原体験がもたらしたもの

事の や り か たが 本 当 に 甘 かっ

テーマ

た。「自分自身で何とかせねば。 やるものと信じて疑わなかった

□

べてが始まるのだと知ったので

京王プラザホテル／東京･新宿区

た！」と、ガツンという衝撃を

2007年11月28日(水)／10:00～17:00

が、逆なのです。方針が与えら

フリーズされていた ｢人間力｣ が解凍され､
｢その気｣ の再生と ｢意識｣ の改革を体現する

つかみきるまでやりきらなけれ

｢変革｣ への原体験

れたら、まず一人で考えて動く。 覚えたのです。

組革研参加によって
「人と組織の動き」がこう変わった

ば！」
。一斉に嵐の中に飛び出し

組織革新研究会／07年度／定期報告会

③

仕事の“質”で脱皮を図る

―― 黒字体質化への挑戦

岩手大学生活協同組合

仕事が部下のものになる
専務理事 峰田優一

かたつかんでいました。だから、 万円もあることがはじき出され、

過去を調べてみると、毎年度

唖然としました。

んと、下期は４ＶＩＰにも到達

かなりの数値があったにもかか

トップでゴールできたのに、な

できずにタイムアウトになって
いずれ、大手コンビニが容赦な

たつもりになって、下期までの

私は仕組みがすっかりわかっ

ロスになって表れているという

りました。「仕事の質の低下が

となく葬られていたことがわか

わらず、従業員に知らされるこ

大学の近隣にはコンビニ、ファ

く大学構内に入ってくることも

間、調査で現地に行っても、〝
ど

が両肩にのしかかってきました。 しまったのです。

ミレス、大手量販店などの進出

明らかで、「一刻も早く業績を

二〇〇〇年を迎えると、国立

が目立ち、大学生活協同組合の

のに、従業員が知らないなんて。

スの向上などありえない」
。

う歩くか〟 という対策ば かりを

ることになりました。「こんな

上げなければ、大学生協に未来

しかし、この外的要因のみな

はずでは…」と、パニック状態

パート職員全員が集まる職場会

「早い、安い、うまい、便利」とい

月の国立大学法人化が、大手コ

らず最大の問題は、〝
学生に支持

で走りました。そして「これが

議で、「書籍コーナーで商品不

彼らこそが危機感を持たなけれ

ンビニの大学構内への進出に、

されない店舗力量〟 という内 側

現業で起こったらどうなる。事

明ロスが三三〇万円ありました」 ④

頭の中で巡らしていたのです。

拍車をかけることになり、大学

の事情にありました。店舗デザ

実ではなく、自分勝手な思い込

と事実を告げました。全員が顔

はない」という危機感がつのり

生協にとって独占市場であった

イン、品揃え、価格、お客様対

みで仕事をすすめると、全従業

を見合わせて、「えーっ！」と

う神話は過去のものになりつつ

〝大学構内
〟 の城砦が崩されたの

応、何をとっても時代遅れで、

員をこんなふうに路頭に迷わせ

声を上げました。それだけを言

ば、仕事の質、ましてやサービ

です。

他店に劣っていました。「組合

ることになるんだ」と思うと、

って、立ち去りました。「これ

その対策に惑わされ、迷い続け

激化する市場競争にさらされ

員
（学生）
のために」という原点

責任の重さがまざまざとわかり

で動き出すはずだ」という思い

ました。

ながら、人事制度、業務運営体

にもう一度立ち戻り、サービス

涙がこぼれました。

ありました。さらに、〇四年四

制などの見直しによってなんと

の質を向上させて、学生の心を

新たな課題「黒字幅を上げる」

では一体何をするべきかがわか

かし、頭ではわかっていても、

協は、このような状況のなかで、 つかまなければなりません。し

コース」への参加を決意したの

の参加が課せられる「リーダー

この苦々しい体験から、五回

ないのか」という思いが揺れ動

頭に立って音頭を取るべきでは

とうに解決できるのか、私が先

の反対で、「彼らだけで、ほん

私はすぐに、店長、正規職員、

か赤字から脱却した岩手大学生

を掲げて苦悩することになりま

です。

そんな矢先、リーダーコース

いていました。

りませんでした。
組革研への参加は、同年六月

した。
〇五年一月、私が同大学生協

問題をありありと見せる

三回目の参加のときに大きな出

会期のメンバー参加から始まり

〇六年二月、前年度決算の結

来事に直面したのです。私のチ

の専務理事に就任したときは、

果で、さほど広くもない書籍コ

ームは、ある組織からのチーム

―

での体験。上期のスタートに立

ーナーに商品不明ロスが三三〇

ました。忘れもしない、Ｓ
いたものの、この「黒字幅を上

った時は、すでに仕組みをおお

業績はなんとか黒字に転換して
げる」という新たなミッション

20

ーを逃がさない」ことが課せら

リーダーとして「絶対にメンバ

いう構成でした。当時の私には

参加で、メンバー全員が店長と

りさえすれば、自ずとがむしゃ

いんだ。問題がありありとわか

は、大声や音頭取りなど必要な

「これだ！

た。そして、気付いたのです。

も原因が究明しやすく是正しや

とえば棚卸は、「ミスが起きて

めの答がありました。現在、た

こに、「仕事の質を上げる」た

の夢は、卒業生に「岩手大学生

ト学生二名を派遣しました。私

「学生プログラム」にアルバイ

者が 八 人 と なり 、 本 年 九 月は

岩手大学生協では組革研体験

の奥にしまいこんで忘れていた」
。 降右肩下がりだった売上高も前

れていました。しかしそのため

らに取り組んでいく。これが

すいように毎月、自分たちで行

協を利用できて大学生活が充実

って、その通りに実施されてい

の大学に入学させたい」と思っ

できた。自分の子どももぜひこ

年度比伸張に転じました。

に、自分がどう振る舞うべきか

『仕事が部下のものになる』と

う」という部下たちの提案によ
ます。

事実がありありと並ぶと、そ

がわからず、苦しい手探りを繰
いうことなんだ！」

待ちに徹する

部下を追い込むに

り返していました。
第二部の課題は『会社の問題
をギュッとつかむ』というもの

最初に部下たちは、三三〇万

万円まで激減しました。書籍コ

減し、現在
（九月）
はなんと一〇

商品不明ロスは一七〇万円と半

て、もっとサービスの質を高め

もっと自発的に動く組織になっ

去の話。この夢を叶えるべく、

事に流されていたのは、もう過

〇七年二月
（〇六年度決算月）
、 ていただくことです。日々の仕

でいくぞ」と私は意気込み、大

円というロスはどうして起こっ

ーナーは活気に満ち、みんなが

ていきたいと思います。

職場に戻ると、もはや迷うこ

声をあげていました。「こんな

たのか仮説を立て、それを現場

きびきびと働いて、〇三年度以

でした。「核心をつかむまでメ

んじゃ、
つかみきれていないッ！

で調べていました。なかでも四

となく 〝待ち〟 に徹しました。

もう五分しかないぞッ！」
。追い

十代の女性パート職員の頑張り

ンバーを逃がさない、追い込ん

込もうとするあまり、知らない

は目を見張るものがありました。

岩手大学二年生 開

勇輝

「しょせんはバイト」をかなぐり捨てて

うちに、力でねじ伏せようとし

販売時にミスがあるに違いない

こんなに大きなロスは、教科書

ところが、それぞれに問題を

と、正規社員の仕事の領域まで

ていたのです。
書き出し、全員で議論を繰り返

の

スタートに立ったとき、緊張感

が全身を駆け抜けました。

大学生協でアルバイトをして

いた私に、今年九月の組革研に

その後すぐさま、「Ｓ

食い下がっていきました。
すると、次々と本当のことが

併設された「学生プログラム
（大

し、明け方になったころです。
もう一度部屋を覗くと、「そん

判明していったのです。「棚卸

ちていました。そして、私の存

ていて、部屋は異様な熱気に満

全員が夢中になって議論し合っ

システムで機械に読み込ませて

犯していた」「返本作業はポス

信じていたそのプロが間違いを

は委託していた。間違いないと

り立った瞬間に吹き飛びました。 ではないのです。それは自己申

いう安易な気持ちは、バスを降

会期の長いセミナーだろう」と

加の声がかかりました。
「きっと

学生協向け特設コース）
」への参

は、全員一律に提示されるわけ

た課題。驚いたことに目標件数

とチームリーダーから与えられ

仕組みのわからないことを書く」

―

なことだからダメなんだ！」と

在などすっかり忘れ去られてい

いる。間違いないと思っていた

請であり、自分でどこまで伸ば

るのです。あまりの気迫に、私

。

いきなり開始した初期Ｓ

―

が誤入力があった」「伝票を机

20
も取りつく島がありませんでし

20

⑤

せるか、やりきれるかという課
ようにと、最終日まで集中力を

きりました。手抜きにならない

でいる自分の姿が見えたのです。 いで新入生の四年間が決まって

低いハードルを設け、楽に跳ん

した。すると、「私の斡旋しだ

題でした。常に終了時間が設定

しまうのだ」と、大きな責任、

学生であるこのときに、仕事

サポートセンターには、一日に

た。手を抜いているのではない

とは 〝
給料
〟 だけではなく、「自

維持させ、体力を保つのがやっ

ことは、一緒に戻ってくる新入

分はこんなにできるんだ」とい

され、「あと五分です」「あと

生の晴ればれとした笑顔でわか

ううれしい発見を必ず得られる

仕事の重さがわかったのです。

息抜きをする一瞬の余地もなく、 同様だが、自分のモチベーショ

てきます。時間に追われ続け、
ン次第で、五のことができるの

ります。仕事をたくさん抱える

ものなのだ、と知ることができ

三件こなしている先輩もいまし

否応なく仕事に没頭していきま

か、十のことができるのか、仕

といい加減になるというのはウ

ました。「学生プログラム」に

とでした。

した。

事の 〝量〟 と 〝
質
〟 はいくらでも

ソ。取り組みかた次第で、仕事

二分でやってください」と迫っ

近づく台風がさらに緊迫感に

高められるのだと体得したので

参加させていただけたことに感

そして、時間は誰にとっても

拍車をかけました。下期に向け

の 〝量〟 も 〝質〟 も高められると

謝しています。
す。

いう実例が目の前にあったので

す。

自分を見くびっていた

日 ／土

ての現地・現物の調査では、上
下合羽を着て画板のこま図にビ
ニールをかけても無意味でした。

藤 田 キ ャ ンパ ス リ ー ダ ーの

「変革」
への原体験
組織革新研究会

日 ／火～

発行日

マネジメントセンター

二〇〇七年十一月五日

〒一〇〇―〇〇一四
東京都千代田区永田町二・一〇・二
（ＴＥＬ） 〇三・三五八一・一一一一
（ＦＡＸ） 〇三・三五八一・一一一六

事務局

発行所

第二巻十五号（〇七年十一月）

組織革新研究会・会報
「はこね そして 伊豆高原」Ｃ

日 ／土

日 ／土
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大学生協の新入生サポートセ

た「料理づくり」の例も忘れる

年

日 ／火～

回 １月

第

回 ２月

16

全身ずぶぬれでも格好など構っ

イトを始めたのは、今年の春か

ことができません。新入生の対

第

日 ／火～

15

『対象とは』というお話で聞い
らのことです。人生で初めて 〝
収

応は一対一で行いますが、共通

回 ３月

22

ンターでアドバイザーのアルバ

深夜にやっと仕事が終わり、

入を得る〟 ための仕事に 就いた

して不安を抱いているものの、

第

12

11

ておれず、がむしゃらになって

緊張の糸が切れると、吸い込ま

のです。仕事内容は、新入生が

います。同席する親御さんはも

422

山中を駆けずり回りました。

れるように眠りに落ちました。

大学生活を安心してスタートさ
せるためのサポート。新入生の

っと不安らしく、心配している

一人ひとりが違う悩みを持って

「ああ、一生懸命に働くとこん
なに疲れるんだ。一日にこんな

ために下宿先から家電、教材購

自分の仕事の対象は、学生と

に沢山のことができるんだ」
。大

「 しょ せ ん 、 ア ル バイ ト だ か

提供すべき物件です。いかに学

事柄や知りたいことがみんな違
こんなに必死に、徹底的に、

ら」
。私の根底にはいつもこの思

生のニーズをつかみ、より適格

入まで、一緒に現場を回って斡

仕事に取り組んだことは初めて

いがあったことに気付かされま

な物件と結び付けることで、快

きな疲労感が、大きな充足感を

です。制限時間による切迫感、

した。「今日はすでにノルマの

適な生活環境を提供できるかが

いました。

逃げ場のない追い込まれ感のな

一件 を 対 応 した か ら 、 も うい

私の仕事なのだと再認識できま

旋していくのです。

かで、仕事に真剣に向き合い、

い、十分だ」と、こんな程度。

もたらしてくれました。

自分に出せる精一杯の力を出し

08
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