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
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かったのです。
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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
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③

