――世界一信頼されるサービス部へ

そして
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二〇〇〇年を迎えて原動機業
界を席巻したグローバルビジネ
ス化。高砂製作所サービス部も、
業務を一気にスケールアップし
て、世界市場に躍り出ました。
今なおサービス事業拡大の途
上にあり、部を牽引する河相部
長と、それを支える若きリー
ダーたちに、苦悩と変容の軌跡
を語っていただきました。

ん。契約書だけでも厚さ十数セ

スを勝ち取らなければなりませ

争のなかで、長期契約型ビジネ

るか、世界の強豪との熾烈な競

が求められます。食うか食われ

グローバルなビジネスマインド

でした。苦しくて、吐きそうで

かわからず、何もできず、必死

事を知りません。どうしてよい

下ばかりでした。私が一番、仕

異動となったのです。優れた部

しかし突然、総務部企画課長へ

っている」と自信満々でした。

モチベーションだけは常にあ

ンチ以上、ハイリスクなビジネ

熊野にとっては荒療治だった

るほうです。「管理だかリード

した。そんなときに、私も組革

のかもしれません。新しい職場

だか知らないが、行けと言うな

スで、 仕事は膨れ上がる一方で

で、優秀なサービスエンジニア

ら行く」と冷めたものでした。

研に送りだされたのです。

の部下に囲まれ、右も左もわか

ところが、藤田キャンパスリー

した。

らないまま奮闘していました。

「無理するな、知らなくて当然

持ちがわからず、「指示しなが

私には、〝指示待ち人間
〟 の気

自信を失い、暗い顔つきでした。 ダーのお話がすごかったのです。 ①

だ。しかし来たからには、どっ

ら、自分が一生懸命にやればい

リードによって人間力が呼び醒

ぷりつかってがんばるんだ」と

一週間後、何かをつかんだの

まされるのだ！」と感動しまし

いんだ」と割り切っていました。
支援をしてほしいと期待されて

でしょう、彼は晴ばれとした顔

た。つづけて「仕事を知らなく

声を掛けました。そして、組革

部下の熊野は、苦しんでいま

のことでした。会社にとっては

つきで戻ってきました。

しかし「そういう人たちでも、

した。研究所から突然、サービ

リスキーでしたが、サービス部

研に送り出したのです。

ス部ガス・蒸気タービン技術戦略

ても、リードはできる。部下か

の事業拡大のために、なんとし

かれる性格でした。アカデミッ

たのです。人当たりがよく、好

いるユニット長
（当時 ）
に着任し

客様とに直に接することが仕事

社が納入した発電プラントとお

世界各国のプラントを訪れ、当

サービス部のエンジニアは、

出のことなら配下の誰よりも知

原動機輸出二課にいた私は、
「輸

が重なりました。当時、営業部

熊野の姿に、十一年前の自分

が、私の仕事です」
。そして、部

なたがたの仕事を邪魔しないの

帰ってから宣言しました。
「あ

ら教わることが大事だ。部下は

クなことだけではなく、ビジネ

です。チャレンジ精神に富んだ

くと、目から鱗が落ちたのです。

そんな上司を軽蔑しない」と聞

スマインドを持って事業拡大の

言える上司は軽蔑されない

「教えてくれ」と

グループという、
全く異なる仕事

健

http://www.sokaku.co.jp
組革研ホームページ

ても人がほしかったのです。

サービス部 部長 河相

仕事を、
部下を、絶対にあきらめない
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領域へ異動となり、十五人を率

伊豆高原

“熱い思い”
で
事業拡大へ挑む

係を築いて新規プロジェクトに

じ間違いを起こしたり、周囲に

製作 所 に 戻 って き た こ ろ で、

四時間くらい、響き渡る大声で

下が働きやすい状況をつくるこ

しかし、実質的な輸出サービ

徹底的に向き合う覚悟を決めま

ボロカスに言われました。九回

「厳しくて怖い」と評判の上司

ス営業課員は十一人しかいませ

した。毎日二時間は話し続け、

ものすごく怒られて一回ちょっ

繰り返し同じことを言わせてい

ん。
「これでは勝負にならない」

ときには怒り狂うこともありま

と褒められ、気をゆるすとまた

もつなげていくというのが、我

と身構えていた部下たちも不安

と、一年半で三十三人に増やし

した。土日になると、夢の中に

九回どやされる、その繰り返し

とに専念しました。「何も知ら

がなくなったのか、モチベーシ

てもらいましたが、それでも業

まで出てきました。闘ったとい

でした。けれども、
「ここまで言

の直下に就くことになりました。

ョンが上がっていったのです。

務に追いつきません。そこで、

うのが実感です。

ん奴がうるさく言ってきそうだ」 々のミッションとなったのです。 ました。
「何とかしてやりたい、

二〇〇〇年、私は再び営業部

技術部門であるサービス部と合

しかしあるとき、「休日にお

ってくださるのは、私のことを

変わってほしい」と心から思い、 ただただ厳しい人でした。毎日

に戻り、課長になりました。こ

体すれば、お互いにキャパシテ

グローバル化への変革

のとき「サービスのグローバル

って席に戻っていました。周囲

真剣に考えてくださっているか

に長い自信がある」と言うと、

は、
「今日も、河相は、ぐれなか

前が自分の将来のことを考えて

こうしてサービス部は一四五

彼はがらりと変わったのです。

った」と、胸を撫で下ろしてく

化」の波が押し寄せていました。 ィを広げられると考えて、〇三

ンは、世界各地で稼働していま

人になり、五年後の現在は四〇

彼の変化を感じて、組革研に

れていたそうです。

らだ」と前向きに受け止め、
「あ

す。それまでのサービスといえ

〇人へと拡充しました。一気に

送りました。彼は、組革研にも

「二度と同じことで怒られるも

いる時間より、俺がお前のこと

ば、プラントの引き渡し以降、

人員を増強する過程では、苦労

助けられました。苦しんでいた

のか」と奮起しました。お客様

年に、三十三人を連れてサービ

お客様の要求に従い、整備・保

もありました。他部署や他社か

からこそ、〝自分が変わる
〟 なん

訪問は、入念に準備をしていく

高砂製作所の中核商品である発

守に対応するかたちが主流でし

ら、また派遣スタッフとして新

らかのきっかけをつかんでくれ

ようになりました。すると自信

りがとうございました！」と言

た。

たに加わった部員たちは、サー

たのでしょう。それで十分でし

をもって話すことができるので

を考えている時間のほうが絶対

こ の 〝守 り〟 だ け の サ ー ビ ス

ビスの知識や経験が足りない者

た。

ス部に異動しました。

を、〝
攻め
〟 のサービスへ変革す

が多かったのです。そんな彼ら

電用ガスタービンと蒸気タービ

ることが急務でした。全てのエ

のモチベーションを上げて、持

なると、うれしくて、拍車がか

す。お客様から頼られるように

ンジニアに、お客様対応の最前

っている力を存分に活かしきら

でした。全然うまくいっていま

いただいたのかもしれません。

〝達成感
〟 というものを教えて

かってきました。

せんでした。自信を失くしてい

りからも会社からも、評価され

うまくいったらおもしろい。周

ちょうど本社勤務を経て高砂

ました。

私はかつて、できの悪い社員

会社生活最大の恩人
線に立って技術を駆使し、既設

なければ、業務に追いついてい
そんななか、頭脳は極めて優

備の性能改善の開発を推進し、
ナンスを請け負う契約を売り込

秀なのに、能力が発揮できない

きません。
んでいくことが課せられるので

ままでいる部下がいました。同

同時に、長期間に渡ってメンテ

す。さらに、お客様との信頼関

②

るとうれしい。あのときから私
は、
「お客様や会社みんなの役に
立っている」という喜びだけで、
今日まで仕事をしてきました。
今ならわかります。愛情がな

座談会

部下から教わって、部下を伸ばす
―― リーダーたちの気づきと変容

題解決のきっかけをつかむこと

ができたでしょうか。

熊野 私は、昨年七月にサービ

ス部に来ました。当時はユニッ

ト長として部下が十五人でした

グロ ーバ ルな業 務の 拡充に

が、この四月からは六〇人のリ

がなければ怒れない。よく育て

加速がかかるサービス部では、

部下からどんな相談があっても、

ければ、絶対に叱れない。
「相手

ていただいたと、感謝していま

急増す る職 員のマ ネジ メント

上山 世界各国にお客様が増え

自分の専門知識で答えることが

ーダーになりました。異動前は

す。あの苦しい二年間がなけれ

が重要 課題 のひと つに なって

るなか、サービス部の業務は増

できました。ところがここに来

はわかってくれる」という自信

ば、今の私はあり得ません。私

います 。組 革研を 体験 した五

える一方です。事業拡大に伴っ

たら、何も知らないのです。毎

「どうしましょうか」と部下か

の分野では技術的にも詳しく、

年のキャリアがありました。そ

研究所で室長をしており、二〇

も恩返しとして、
「絶対にあきら

人 の リ ー ダ ー た ち に 、『 リ ー

て急激な人員増加が図られ、そ

知らない 〝弱み〟 を

めない」という情熱を、四〇〇

ドへの気 づき とそ の試 み』に

日さまざまがトラブルが発生し、 ③

浅い人たちが数多く存在してい

なければならない、しかし、わ

ら相談されたとき、
「何かを言わ

このようななかで、部下を持

からない…」と、大きなストレ

こんな自分ではプロジェクト

つ者は、大きな悩みに直面して

まり、リーダーとして自分自身

をうまく動かせないと、とまど

スを感じました。

も知識や熟練度が足らない状態

って苦しんでいる私の姿をみて、

組革研では、
「仕事に対する基

次組革研に参加されました。組

みなさんは昨年十一月から順

たのは「部下のほうが詳しくて

ックを受けました。まずわかっ

いたのかもしれない」と、ショ

本的な姿勢が決定的に間違って

革研の体験によって、なにか問

という悩みです。

効率よく業務を遂行していくか

彼らのモチベーションをあげて、 すめてくれたのです。

たちを、いかにマネジメントし、 河相部長が組革研への参加をす

で、熟練度に個人差のある部下

いるのではないでしょうか。つ

るというのが実情です。

〝強み〟 に変える

人の部下に対して持ち続けたい

ついてご放談いただきました。 の結果、仕事への知識や経験が
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■司会
上山勝之

と思います。
組革研できっかけをつかんだ
その部下は、持ち前の謙虚さと
頭の良さを最大限に活かし、目
覚しい成長を遂げました。今で
は所内の幹部から現場の人たち
に至るまで、すっかり有名人で
す。みんなから頼られ愛されて
いる姿を見て、本当に嬉しく思
っています。これで、もう大丈
夫です。
私は特に優秀なわけではあり

ガスタービンメンテナンス技

向上登志夫
ません。ただ、
「絶対にやる。絶

術グループ主任
ＬＴＳＡ統括グループ主任

朝長成之

対にあきらめない。仕事に対し
ても、部下に対しても」と、強
く思いつづけてきただけです。

かを考えたらいいんだ」という

いいんだ。そのなかでどうする

時期がありました。

とプレッシャーになり、悩んだ

ばならない立場なのに」と思う

んでした。
「一番知っていなけれ

しょう
（笑）
。
「実はこうだったん

もらわないと困る」と焦るんで

ょっと待って、これもわかって

私が「行くよ」というと、
「ち

リーダーに質問しました。

る問題』として藤田キャンパス

を組革研で『直面して困ってい

導する余裕がありません。それ

日々の業務に追われていて、指

ことです。
「部下から堂々と、いろいろな

です」といろいろと懸命に説明

まざまな人に聞いて答を引き出

定をするとき、部下をはじめさ

るようになったんです。

いのが仕事なんだと、割り切れ

のなかでなんとかせねばならな

待ったなしで問題が起こり、そ

が知識がないという状況でも、

りました。以前の私は、トラブ

懸命に説明してくれるようにな

熊野 私の部下も、今では一生

んだ」とわかったんです。

の得意分野を話したがるものな

ています。すると「人は、自分

ころに出向いていくように努め

のですから、私からみんなのと

実践しています。教えてもらう

「私の仕事を知ろうとしてい

うこともあるかもしれません。

り深く理解する好機になるとい

下にとっても、仕事の状況をよ

ることで問題点が整理でき、部

しれませんね。それに、説明す

くては」と思ってくれるのかも

らないのだから、私が頑張らな

上山 部下はむしろ「上長は知

ました。部下の成長の芽をつん

きに、答や近道を出しすぎてい

手に限定評価していたんです。

確かに、私は部下の能力を勝

とうに、ドキリとしました。

指摘が返ってきたのです。ほん

もしれないのですよ」というご

いる。あなたより知っているか

る以上の、数倍もの力を持って

る。部下は、あなたが思ってい

あなたは部下を過小評価してい

る〟 という意 識を捨 てなさ い。

正を執っています。

の関係というのは、すっきりと
情報を吸収すればいいんだ」と

してくれるんです。

すようにしているんですが、た

りに行かなければならないとき、 と思えば、質問してくれる上司

ルが発生して海外のお客様に謝

ほど、うれしいものはないのか

でいたのは、この私だったんで

そもそも仕事において部下と
したきれいなものではなかった

考えが変わり、さっそくそれを

いへん気が楽になりました。

も…。みなさん、これは、〝
いい

す。

すると「まず、〝
教えて指導す

のかもしれません。自分のほう

ダーから「ソニー厚木工場の再 「何もわからない私が行っても、

向上 私も藤田キャンパスリー

きっと役に立たないだろう」と

リーダー の条件〟 のヒント にな

熊野 同感ですね。私も「部下

今は、知らない分野で意思決

生」などの話をうかがい、〝
部下

腰が引けてしまって、部下だけ

りましたね。

として発足したガスタービンメ

の組織改編があり、私は新体制

〇六年の十一月にサービス部

うな局面で、
「これからどうしよ

任はどちらにあるか」というよ

い説明は部下に任せ、私は「責

して、納期遅れの経緯など詳し

く指導して育成しなければと思

が浅いことから、私がきめ細か

がいます。多くが現職場の経験

安部 私には今、五〇人の部下

にどんどん挑戦させることを心

いだろう」と決めつけず、課題

しました。今は、
「たぶんできな

部下を判断していたことを反省

きないだろう」と、自分の枠で

ことを学びました。特に「自分

の実力を決めつけない」という

る、私を理解しようとしている」 そして日頃から指示を与えると

から学ぶ姿勢〟 が大切で あり、

に行かせていたんです。

伸びていくんだと知りました。

〝熱い思い〟 が

ンテナンス技術グループに配属

うかということに主眼を置いた

っていました。しかし私自身も

にできないのだから部下にもで

になりました。そのため、
業務の

話をしましょう」などと軌道修

生身の人間を動かす

ありかたがまったくわかりませ

これはちょっと衝撃的でしたね。 て同行しています。お客様に対

最近は、
「私も行くよ」と言っ

そのことにより部下も私自身も

活動板が立ち並ぶ工場内

④

がけています。

『管理』によるマネジメントで

技術の取りまとめを担当してい

々と変わるのですが、以前は工

ます。補修の進捗状況は時々刻

しながら私は、見ているようで、 とが基本ですが、日々状況が変

場と我々とでコミュニケーショ

は答を与え、それに従わせるこ
わり正解が固定されない現在の

ンをとる場もなく、進捗状況を

』の仕組みを調査

見えていないものがなんて多い
ビジネス環境では、答の見つけ

共有することができていません

―

んだろうと、驚きました。組革

かたを考えさせることがとても

安部 『Ｓ

研で『対象の概念』というもの

って「問題が発生した」という

でした。そして、納期直前にな

今では、直接答を言えなかっ

報告が届き、お客様にお詫びに

重要だと学びました。

とも「自分にとってどうか？」

たチームリーダーの苦悩がよく

いくということを繰り返してい

を知って、対象である部下のこ
ではなく、「部下の状態はどう

わかります
（笑）
。

変革への原体験
組織革新研究会

会期 五日間

（いずれも火曜～土曜）

第

回 ５月 日～ 日

年

第

第

安部 私も今では、部下に模範

藤田キャンパスリーダーのお

第

第

しなければと、自分に言い聞か

解答を安易に与えることを改め、

話では、自分の悪さ加減を指摘

回 ６月３日～７日

回 ６月 日～ 日

（特設会期）

回 ７月 日～ 日

月 日～ 日

回 ９月２日～６日

回

回

月 日～ 日

18

なっているか」という見かたを
せています。これはとても難し

問題に直面させるように心がけ

された思いでした。今までの迷

第

15

回 １月 日～ 日

年

第

24

たんです。

いことですが…。

ています。また、積極的に問い

いが晴れた感があります。今は、

第

朝長 本当にそうですね。私も

かけて、意見を求めるようにも

―

』の 仕 組 み を 最 後 ま で

『Ｓ

状況の把握に努めています。

ければ」と思い、グループ内の

「対象を時々刻々明らかにしな
「部下は、仕事をさせればおの

しています。

解くことができず、いかに自分
が固定概念でものごとを見てい

ずと育つ、本人が当事者意識を
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組革研会場が変わります。
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（五月会期から、伊豆熱川に
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たかを痛感させられました。

実は、苦い失敗もありました

況を見もせずに、担当の部下を

持って仕事をすることが重要。

たんです。

飛び越えて現場に直に伝え、工

今は問題が発生したときに、

を意識するようになりました。

向上 私も、
「部下に対して問題

場と部下の両方をいっそう混乱

が…。
「納期を間に合わせて」と

熊野 組革研では、チームリー

点をはっきり示し、当事者意識

させてしまいました。本当なら、

そのことで仕事の品質も上がる

ダーからなんら具体的な指示が

を持たせて、問題に直面させる

事前に部下に状況を確認して、

まず固定概念をなくし、ありの

出ませんよね。そのことに違和

こと」
、
そして「私の考え、思い

上長から言われ、私は現場の状

私

部下と一緒に対応するべきだっ

んだ」と考えられるようになっ

感を持ちませんでしたか？

をはっきり示すこと」の二つに

ままの事実を見て、考えること

は最初、すごく戸惑いました。

たと反省しました。

それからは、
「情報を待ってお

努めています。
私のグループでは、工場へ持

らずに取りに行くように」と、

しかし、業務のなかで無意識の
うちに 〝
指示待ち姿勢
〟 になって

ち帰るガスタービン部品の補修
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一年半ですから、仕事の知識も

私は統括グループに来てまだ

るようになりました。

うえで一番大切だと、私も考え

だけではなく、仕事を遂行する

きり示すことは、部下に対して

朝長 自分の考えや思いをはっ

ています。

自分にも言い聞かせるようにし

るようにしています。

さい」と、詳しく説明して伝え

で、これについて対応してくだ

して、
「このようにきていますの

ときも、直接会いに行って対面

ています。担当部署に依頼する

まで何回でもお客様に聞き返し

いところは、完全に理解できる

た。今は、質問内容のわからな

「自分を変えよう」と思いまし

もわからず動くと間違いも起こ

パターンでしたが、今は、
「わけ

答を出してから行動するという

と思います。昔は、頭で考えて

って生まれるものが大きいのだ

ことが大切ですよね。それによ

熊野 とにかくまず、行動する

います。

と、いつも自分に言い聞かせて

で、部下にも仕事にも向かおう

をご報告いただき、変革への

るかについての生々しい事例

業の現場でどう展開されてい

るが、そのほうが現場が変わる

いにしたいと思います。

道すじをさらに深堀りする集

での「変革への原体験」が企

方がたから、組織革新研究会

遣者やメンバー参加をされた

今回の定期報告会では、派

組織革新研究会
定期報告会 ／〇八年度

未熟ですし、勉強しながらなん

私が何をしてもらいたいのか

ないところがあり、困っていま

客様の問題自体を理解できてい

できあがった回答を見ても、お

うようには動いてくれないし、

部門も忙しいので、こちらの思

ってもらいます。しかし、技術

部門に依頼して回答書面をつく

ら、
「時間も人も、十分な職場は

安部 私は組革研に参加してか

の人間〟 どうしなんですから。

ん。仕事 をしてい るのは 〝生身

は解決できないのかもしれませ

は表面的で、根っこにある問題

したつもりになっていてもそれ

上山 メールのやり取りで解決

でくるじゃないですか
（笑）
。我

部長からもよく熱い言葉が飛ん

はなく、まず動け！」と、河相

上山 「止まって考えているので

います。

しかないんだと、それを一番思

くてスマートじゃないが、やる

界ではないんですね。かっこ悪

解」というようなスマートな世

時

都内

時～

ところ
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「はこね そして 伊豆高原」

たします。

中旬 頃に 改め て ご案 内い

細に つき まし て は、 ５月

組革 研／ 定期 報 告会 の詳

会費
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とかやっているというのが現状

なぁ」という実感を少しずつ持

した。

日本にはない」
「仕事は押し寄せ

々も、前向きに熱く動くリーダ

日

です。私には部下はいませんが、 をしっか り伝えて 、私の 〝やる

しかしそれは、私自身に問題

てくるもの」と、割り切れるよ

年７月

とき

職 場 は 、「 じ ー っ と 頭 で 考 え

っています。

気〟 を表現し てこそ 、相手 のモ
チベーションもあがるのだとわ

があったのだと、気づいたんで

うになりました。これは職場で、 ーとなって、部下を、組織を、

17

業務上、他部署に依頼すること
が多くあります。たとえば、
お客

す。実はお客様から様々な質問

〝言い訳〟 を横行させないヒント

今日は みなさん の 〝自分を変

て、ポンと言ったら、それが正

がきても、相手が何を言ってい

になっています。まず、できな

えよう〟 という努 力や、 部下へ

かったんです。

るかわからないまま、「お願い

い理由を探しがちであった自分

の〝
思い
〟 がよくわかりました。

様からの質問に対しては、技術

しますね」と、メールで横流し

自 身 を 変 え て 、 〝攻 め〟 の 姿 勢

変えていきたいと思います。

をしていたんです。
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