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『変革の軌跡』
を紹介
する第二弾です。〇六年度から、
生産・技術、 製造、 営業 など各
部からのメンバーで構成された
組革研への「チーム参加」が重
ねられてきました。個々の原体
験から、上司と部下の間に、ま
た営業と工場の間にと、組織を
貫く 〝
絆
〟 が生まれています。

り指導もしない。そんな私が部

ぎ、〇七年五月に組革研にチー

う異動はないだろう」と高をく

営業部長となって二年目、「も

二〇年やってきました。取締役

売する子会社で、営業を一筋に

箔を使った包装材料を製造・販

なかでも、自分たちのチームリ

行動と重なるようになりました。

まざまなシーンが甦り、自分の

職場に戻ってから折に触れてさ

きは整理がつきませんでしたが、

凄まじい体験でした。あのと

部下が子供だったら

下や組織を動かせるわけがない」 ム参加することになったのです。

と、落ち込むばかりでした。

くっていた矢先、辞令が下され

ーダーとして参加していた一圓

現職に就くまで、私はアルミ

たのです。親会社の押出・機能材

組革研の二日目、彼は突然私

製造部長の一件は強烈でした。

でとは全く違う分野です。正直、

に「営業マンは頭がいいからこ

事業部は、予想外でした。今ま

「なんでこの俺が！」という気

の研修をそつなくこなすでしょ

う。それではここに来た意味が

持ちになりました。

当惑して、言いようのないプ

分の意識を変えられるか』と。

を放任している。どうしたら自

はね返ることが恐いため）
、部下

要求を出すことができず
（自分に

『私は上司として部下に厳しい

が返ってきたのです。愕然とし

まいなさい」という厳しい言葉

ない。そんなことなら辞めてし

逃げている。リーダーの資格が

パスリーダーから、「あなたは

問題でした。すると藤田キャン

思わず本音で質問していました。 いた私にとって、これは切実な

組革研の全体ミーティングで、 を思い知らされ自信をなくして

きたんだ」と情けなくなりまし

「二〇年間、私は一体何をして

ました。いざ着任してみると、

層部が悪い」と、半ば開き直り

ではない、こんな人事をした上

を上げられなくても自分の責任

では、「うまくいかず営業成績

組もう」と考えました。心の奧

を抜いて与えられた仕事に取り

「現実を受け止めよう。肩の力

た…」
。一圓さんから後日談を聞

とは比較にならないほど広範で、 と叱責され、涙が止まらなかっ

仕事内容もお客様の範囲も以前

いたとき、「私も、まったく同

て投げ出すのか。逃げるのか』

分の子供だとしても、そうやっ

藤田キャンパスリーダーから『自

決めた顔つきで。「あのときは

の元に戻ってきました。覚悟を

ました。しかし翌日、再び我々

です。メンバー全員が青くなり

告げて、姿を消してしまったの

なら、私は辞めて帰ります」と

レッシャーにさいなまれました。 ない。なぁなぁでやっているの

〇六年八月、人事異動で営業

ました。「そのとおりだ。争い

じだ」と胸が痛くなりました。

営業部 部長 津田

部長に着任したものの、問題が

た。あっという間に十か月が過

均
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ごとを好まない。部下にきっち

向かい合い、歩み寄り、高め合う
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分がやったほうがてっとり早い。 いかに新規を開拓して、売上げ

い部下に頼まなくてもいい。自

し心の中では、「やろうとしな

して仕事をしてきました。しか

してくれればいいと、私は率先

部下は私の背中を見て仕事を

の落ち込みを埋めていくかだ」

けを守っていたのではだめだ。

きました。論点は「既存顧客だ

んでいる日曜日に営業会議を開

は営業に力を注ぎ、お客様が休

と、部下に相談しました。平日

スに慣れきった我々は、納品先

るのです。しかしルートセール

でには大勢の 〝
人
〟 が関わってい

います。つまり、製品の末路ま

った流通各社が何層も介在して

までには、卸売業、小売業とい

ーカーの製品がユーザーに届く

から、顧客の意見や市場動向の

は相手に伝わるのか、あちこち

『対象』を知りたいという熱意

プに進むことができたのです。

案だね」と賛同し、次のステッ

いがけず技術者が「これいい提

当者が同席していましたが、思

した。対象がありありと見える

やらないのは部下が悪い」と考

を回り、「担当者の言うことが

と、競合も見えてきました。す

情報が返ってくるようになりま

すべて」という営業スタイルで

ると目標が見えて、戦略も見え

である顧客の特定の担当者だけ

した。自己満足していただけの

てくるのです。部下たちには責

と、集約されていきました。

同時に、工場で盛んに展開し

集団。対象の見かたが、実に浅

任感が芽生え、もはや受注額の

えていたのです。私にとって部

のは子供が悪い」と突き放して

ていたＴＰＭ活動を、営業にも

かったのです。

大小ではなく、ハードルを思い

下は 〝
他人事
〟 だったのです。自

しまう親がいるでしょうか。こ

導入しました。営業という 〝行

「その先の対象は誰、どんなニ

〝人
〟 に営業をしている

のとき、「面と向かってぶつか

為〟 の改善に取り組んだのです。

分の子供に対し「ついてこない

ろう」と覚悟が決まりました。

決まったのです。

対策に取り組まなければ」
。腹が

起きたのだ。今こそ原因究明と

いる。営業にとって 〝
大事故
〟が

しました。
「私は『他責』にして

と思いかけ、そんな自分を否定

と七月の売上げが落ち込みまし

マーケットは冷えこみ、ガクン

れば建てられなくなりました。

その厳格な審査をクリアしなけ

基準法』が施行され、建築物は

「我々は『対象』をつまびらか

ーチすることになりました。

象』＝ 〝
人
〟 へ、
徹底的にアプロ

にあ る 』 を キ ー ワ ー ド に 、『 対

いるのです。『購入動機は、人

我々は 〝
人
〟 に対して営業をして

減したのだからしかたがない…」 織ではなく、生身の人間です。

た。
「改正によって着工物件が激

にしていたか？」と問うと、疑

決定しているのは、仕組みや組

まれました。製品を買うことを

スに捉えられ、すぐに反応が生

たため、
『対象』の概念はスムー

部下の多くは組革研体験者だっ

という根本から見直しました。

きました。そこには不機嫌な担

勇気を出して技術者に会いに行

い」という担当者を押し切り、

「俺のところにだけ来ていればい

ニズムを決定している背景に、

せんでした。彼は、製品のメカ

が、なかなか受注に結び付きま

じ担当者に会い続けていました

ある部下は、某メーカーの同

変化していきました。

セールスリポートは、明らかに

りました。すると、部下たちの

先へ先へと足を運ぶ営業が始ま

です。「これは私にはできない

下と向かい合い相談しているの

しか見せられなかった私が、部

っているか教えてもらいました。 られない」と肩肘を張り、背中

どこの部署のどんな人々が関わ

ことだ、力を貸してくれ」と。

はいけない。自分の弱みを見せ

ばかりです。以前は、「負けて

押出材のことを知り尽くした者

二〇年ちかく営業を続けてきて

ことが増えていました。彼らは

気がつけば私は、部下と話す

ョンがあがっていったのです。

果が上がり、部下のモチベーシ

を深く広く、見れば見るほど効

達成感に沸いていました。〝
人
〟

「我々にとっての『対象』とは」 ーズや購入動機があるのか」と、 切って飛び越えて受注できると、

「何かできることがあるはず

問の声があがりました。我々メ

そんな折、六月に『改正建築

だ。できることから始めよう」
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私は一人ではない

一つ目の割りこまは余裕で手

と軽く応えて出発しました。

こんな情熱で、一生懸命に製品

「おー、来たか！」と迎えてく

れるかと思いきや、ご担当者は

るんだ。私がとってきた注文を、 強く通っています。うんざりさ

にしてくれているんだ」
。胸が熱

れるのです。

さりお断りしていました。今は、

きない仕事なら、今まではあっ

また、自分のチームで対応で

くなりました。
「この人たちが私

私は一人ではなかったのです。

小柄な人でした。「そうですね」 の仕事を支えてくれている！」
。

営業部第二営業グループ 増田米光
どちらかと言えば、私は冷め
た人間です。物事を一歩引いて
冷静に考えるところがありまし

た。私に見えていたのは、
営業目

客様と職場を往復する毎日でし

ノルマを達成すべく、一人でお

ったり来たりしていると、「お

うな気がします。山中の道を行

り焦りました。だいぶ迷ったよ

つくことができません。いきな

をいっぱいとってこよう。彼ら

てきました。彼らのために仕事

んできます。俄然と意欲が湧い

メンバーの顔がありありと浮か

営業をしているとき、工場の

応できる関連会社を探してみま

し、自社でできなくても、「対

該当チームに回すことができる

上げに結び付かなくても、他の

うになりました、たとえ私の売

ありがたく頂戴して持ち帰るよ

標の数字だけでした。

ーいッ！」と大きな声が聞こえ

が造った製品をどんどん売りた

みんなの顔が見える

〇七年七月、事業部から組革

ました。そっちを見ると、坂の

た。営業部員として部下もなく、 にしたのに、２ＶＩＰにたどり

研へのチーム参加があり、一メ

しょう」と引き受けて、他社に

全員が工場（生産・技術部、製造部） です。あのときの安堵感は、今

それまでは三回通って注文が取

下がりかたが違ってきました。

それからは、お客様への食い

がっていきました。営業として

ために、お客様のために」と広

う気持ちは私のなかで「会社の

「工場の人たちのために」とい

いという気持ちになったのです。 回すことができるからです。

でも忘れることができません。

れなければ、あきらめて通うの

視野が広がったことを実感して

上から手を振って叫びながら走

からの参加でした。もちろん会

彼は先に２ＶＩＰに着いたも

を止めていました。今は、何回

います。

ンバーとして参加しました。営

うのは初めてです。「一緒に研

のの私がいないと知ると、すぐ

も何回も、受注できるまで粘り

り下りてくる中埜さんがいたの

修しても、どうせ営業のことは

に引き返して探してくれたので

業部員は私一人だけで、ほかは

わかってもらえないだろう」と

す。筋肉痛に悩まされていたは

結果は後からついてくる

―

思いました。ところが下期Ｓ

いをした。下期はなんとしても

「上期でゴールできず悔しい思

を得たのです。

するぞ！」と、やる気に火が点

た。「なにがなんでも、ゴール

す。素直に、うれしくなりまし

って、私を見つけてくれたので

家族と離れた単身赴任で、今の

年前に閉鎖となりました。私は

二十五年務めてきた工場が五

まれのプレス機で、工場一の長

それは私と同じ一九六〇年生

ずなのに、遠くまで汗だくで走

ゴールしたい！」
。スタートに立

きました。二人で走り抜き、な

工場に移りました。前工場で担

老で、三二五〇トンもある巨大

で、私は自分が一変する体験

った時、ペアの中埜さんが言い

んと三位でゴールしたのです。

当していたプレス機が一緒でな

生産・技術統括部製造部押出課 中埜浩史

ました。彼は工場の押出ライン

「工場にはこんなに熱い人がい

かもしれません。

ければ、ここに来ていなかった

の班長で、私より十三歳年上の

20
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なものでした。入社して初めて
見たとき、「こんなにでかいア
ルミ材をプレスしてるなんて、
すごい奴やなぁ」と驚いたもの
です。この工場では五号機とし
て設置され、私は五号機担当の
班長になりました。部下は八名
います。

るのにも残業するのにも、頭を

ームの業績は大赤字で、食事す

ジンがかかりませんでした。チ

で知った顔もあり、最初はエン

ことになりました。チーム参加

しょうか。増田さんの姿を見つ

ん。二〇分ほど走りまわったで

迷っているどころではありませ

たらすれ違いになるかも…」と

に走り出ました。「探しに行っ

「恥ずかしいことだなぁ。業績

そうに駆け上ってきました。

声を出すと、坂の下からうれし

下げて借金するしかありません。 けました。「おーいッ！」と大

を上げないと給料がもらえない

仮基準の作成というふうに、第

対策。第三ステップは自主保全

ップはゴミ、汚れの発生源への

発生源を見つけ、活動板
（
「 一件

プレス機を見て、ゴミや汚れの

的に清掃しました。睨むように

みんなでプレス機と周辺を徹底

のです。

ければと、ガッツが沸いてきた

と、なんとしても業績をあげな

ろに立たされているんだ」
。する

という、もっとぎりぎりのとこ

実では職場が無くなってしまう

らえないどころじゃないぞ。現

実〟 が甦りました。「給料をも

そのとたん、工場という 〝現

た」ことです。そして、自分の

と言えば、「〝素の自分〟 になっ

組革研で何が一番良かったか

献することができたのです。

金券をとってチームの業績に貢

さんをみると、涙が出ました。

るきましたね」と振り返る増田

たまりませんでした。「うるう

した。ゴールしたときは、もう

ゴールまで、ひたすら走りま

七ステップまであります。

一葉」の紙を貼る板）
に貼り出し

はずっと上司と部下がいるチー

んだ」
。

〇六年の暮、第二ステップに

ました。そして改善策を短時間

ペアの増田さんに言いました。

ムワ ー ク で 仕事 を し て き まし

工場では「自主保全」活動が

取り組んでいると、「工場の危

で確実にできるように繰り返し

「とにかくゴールしよう。絶対

展開しています。これは設備と

機」が耳に飛び込んできたので

ました。黒ずんだプレス機が少

た。しかし、個へと追いつめら

ラインの仲間があちこちの工場

〇七年六月、なんとわが班は、

たみんなの苦労が水の泡です。

どんどんやる気が出てきました。 れば、夜を徹して必死に調査し

出すことができるかを、身をも

れることでどれだけ本当の力を

ステップは清掃点検。第二ステ

プするという取り組みで、第一

人の能力を段階的にレベルアッ

す。
「またかぁ、ここが閉鎖され

に、時間内に」
。ゴールできなけ

にバラバラになるという寂しい

って知ったのです。

「まぁ、いいか。このくらいで

ゴールしなければ意味がなく、

ゴールさえすれば、結果は後か

他工場含めてトップで第三ステ
いきません。それに私にだって、 ップをクリアしたのです。

わかるやろ」という私に、
「まだ

だめ。もっとある。もっとやれ

もう後はないのです。

しかし、２ＶＩＰに走り込ん

る」と迫ってきたチームリーダ

〝素の自分
〟 になって

だとき、そこに増田さんの姿が

ー。そのお陰で、私は交差点の

「負けてられんぞ、我々の根

工場が 〝
継続
〟 となり、ほっと

ありません。私はすぐに来た道

性、見せたるわ」と、部下たち

と話しました。勤務が終わると、 した直後に、組革研に参加する

らついてくるのです。

思いを、部下にさせるわけには

下期のスタートに立ったとき、 弱さと強さを知ったのです。私

たら、次はどこに行くんや…」
。 しずつ光り出すと、みんなにも

活動板が立ち並ぶ工場内

④

組革研から戻ると、工場全体

っていたことを知ったのです。

わりかたこそが、部下の力を葬

えてあげよう」という私のかか

いるんだ。助けてあげよう。教

ができたのです。
「部下は困って

仕組みを解き、ゴールすること

ようと心に決めました。

プから、リーダーを部下に任せ

き、自主保全活動の次のステッ

指揮を執っていた私は、このと

です。今まで先頭に立って陣頭

したことを称えてくださったの

第三ステップをトップでクリア

彰されました。「自主保全」の

ません。「遅刻したのに、なん

しかし謝ろうとする気配があり

時間に遅れて戻ってきました。

査のとき、みんなで決めた集合

面識はありません。二日目の調

工場の押出ラインの班長でした。

チームで最年長の高橋さんは、

ドではないよ」
。困惑しました。

言っているんです」「それはリー

ーダーからの指摘。「意識して

を言っている！」とブロックリ

た。すると直ちに「上からもの

というテーマで書いた紙を見る

た部下が変わったと思った場面』

そんなとき、『組革研に派遣し

と自己嫌悪にかられる毎日です。

きない。部下に申しわけない」

せん。職場でも「自分は何もで

未だに『リード』がわかりま

ません。

説明にすぎなかったのかもしれ

もりでしたが、結局は、説教や

ら願いながらいろいろ言ったつ

ーム参加で、二回続けてチーム

〇七年の秋、事業部からのチ

望するときも、いつも一歩引い

かりません。調査結果を一覧一

何をしたらいいかがまったくわ

ちゃぐちゃと、自分でもいやに 「私はいいので」と言っていたＮ

まいました。しかも、続けてぐ

っていい！」
。大声で叱責してし

に行かなくていい。このまま帰

『ＴＰＭ指導会の報告で、前は

書かれていました。

機会がありました。次のように

部下に申しわけない

リーダーをやりました。メンバ

て遠くから見ているメンバーが

伝わったもの

生産・技術統括部生産技術部ＯＡグループリーダー

でみんなに謝らない。もう調査

会議で思いがけず、我が班が表

岩永晃治

ーは、生産・技術部、製造部、営

前に出て彼の位置は変わっても、 いませんでした。

して自分の問題にしようとして

なるほど言ってしまったのです。 さんが、自ら率先して「報告させ

今思えば、彼は体力的につい

いる』『手本となるフォークリ

いました。私は「みんなでやろ

て行くのが精一杯で、とにかく

フトの運転を見せてどこが違う

業部からで構成されており、知

会社が大金を払い、個々の五日

目の色は変わりませんでした。

必死にやっていたのです。私は

か書かせた。六人が話し合って

てください！」と声を出した』
。

間という労働を犠牲にしたうえ

一年前に自分がメンバー参加

その状況をよく見もせずに、自

いると、Ｃさんが「人と相談せ

彼は一言「やらせてください」

でのチーム参加です。私のリー

したときは、チームリーダーか

分の都合で怒っていただけでし

ず、一人で書け」とどなった』
。

う、参加しようよ」としか言え

ド次第でメンバー一〇人の参加

ら厳しい口調で言われ、それに

た。「もっとよく見るべきだっ

どれもみんな私のチームメン

った顔もあれば、初めて見る顔

きなプレッシャーを感じました。 より「なんとかしなければ」と

価値が決定されると思うと、大

追い込まれ、業績に貢献するこ

た…」
。今でも悔やんでいます。

バーのことでした。うれしかっ

『押出工程での不具合を誰より

初日から、チームには「慣れ

とができました。
「そうか、リー

メンバーに、「なにか一つで

と言ったものの、私の目を見て

合い」と「ぶら下がり」が蔓延し

ドとはそういうものだ！」
。さっ

もつかんでほしい！」と、心か

もありました。いずれにしても、 ませんでした。そろそろと三歩

ていました。しかし、メンバー

そく強い口調で言葉を放ちまし

たです。

も数多くありありと絵に描きだ

自らが必死になるために、私が

⑤

〝憤り
〟 が 〝感謝〟 に変わって

を下 げ ま し た。 心 の な か は、

生産・技術統括部製造部押出課 高橋昭彦
三〇年ちかく押出を担当して
「こんな若僧に…」という憤り

て終わらせていたのです。組革

研から戻ってからは、
「問題にな

っている箇所はどうなっている

か」を、部下と一緒に見ること

ができるようになったのです。

でいっぱいでした。確かに三〇

収穫は他にもあります。
「まだ

きました。ビジネスプレス機四
台を担当する班の班長で、部下

分を無駄にしたのは自分の責任

まだ体力があるんだ。歩けるん

まだまだできる

は六人います。

です。
しかし、こんな言われかた

〇七年十月、組革研に参加す
配でした。五十五歳という年齢

なって、遠くまで調査に行けま

それからは時間ばかりが気に

道を週に三回歩いています。大

近くにある荒神山のけわしい山

と自信がついたのです。今では、

だ。その気になればできるんだ」

のうえに、糖尿病を患っていた

せんでした。しかし「少しでも

好きな酒もタバコも、だいぶ控

か」
。暗闇のなかで足元も見えま

にありました。「年齢的にもう

今の工場は一時、閉鎖の危機

トに行くところでした。私はお

て『対象』というものがわかっ

組みを徹底的に調べると、初め

便の出荷でした。夜十一時過ぎ

を任されたのです。昨晩が第一

規に始めた輸出材梱包の責任者

変革への原体験
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第

15 18

をされるなんて…。

のです。最後まで持ちこたえら

こま図を解明しなければ」と、

二日目、コースの調査から帰る

せん。恐怖心と闘いながら、痛

転職もできないし、これで終わ

ろおろするばかりで謝ることも

たのです。工場では製造部長か

までみんなで作業していると、

24

28

19

24

ることになりました。とても心

れるか不安でした。

えて。あの若いチームリーダー

で小走りしたとたん

急な坂道を何回も往復しました。 の叱責のお陰で、寿命が延びた

必死でした。深夜、海岸に続く

―

不安は適中しました。初日の
初期Ｓ

ときバス発着所の場所がわから

い足をかばいながら、はぁはぁ

りや」とあきらめていました。

できません。「なんで遅れた、

らいつも「対象をよく見ている

他の部からも大勢手伝いに来て

20

24

11 14

14

のかもしれません。

なくなり、一台乗り遅れてしま

言って歩き回りました。

やる気がないならもう帰ってい

か」と言われていましたが、わ

くれました。ありがたいと思い

11 10

08

427 426 425

431 430 429 428

09

15

20

10

に、足がつってしまったのです。 「また、上るんか。また、下るん

いました。集合時間に遅れて到

い！」
。突然、チームリーダーか

かったようなわからないような

ました。私は、まだまだ頑張れ

そんな私が先日、工場として新

ら叱責されました。驚き、何が

漠然とした感覚でした。そのた

ます。

の仕

しかし、こうしてＳ

なんだかわからないまま、
「も

め故障が起きても、修理に出し

―

着すると、みんなは慌ててテン

う一度やらせてください」と頭

20
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