そして

岡崎和幸
代表取締役副社長

―― 企業価値を昇華せよ
マツダＥ＆Ｔ

組革研への派遣は、多くの場合、
られています。派遣者が描く組織

「改革」への 〝
熱い思い
〟 ですすめ
変革の未来図とは。また、それに
応えるべく参加した部下の 〝意識
の変容
〟 について紹介します。

マツダＥ＆Ｔ

■子会社から
ビジネスパートナーへ

人を人として

■

三菱重工印刷紙工機械販売

目指すは世界一の工場だ！

■

とクルマ造りに従事できると、

こそ社員一人ひとりがいきいき

「マネジメントとは、技術だけ

報告したことを覚えています。

五年先の将来像を描いたのです。 で引っ張ることではない。部下

自分の技術を教えるのではなく、

を人として大切にすることだ。

り、定期的に部下を組革研に派

部下の技術力を引き出し、独自

マツダにおいては長年にわた

遣してきました。引き続きＥ＆

の発想で創造していけるように

マネジメントに必要なのはＴ

学ぶことができたのです。

部下を成長させることだ」と、

Ｔからも、と決めたのです。

マネジメントに技術は無用

マツダに入社して以来、エン

た私がマネージャーになったの

など）とＨ（ヒューマンスキル…

チュアルスキル…概念構成能力

ジニアとして開発に従事してき （技 術 ）では な く 、 Ｃ（ コ ン セ プ

は、八八年のことでした。会社

出向して私が専務に就任したと

しかし、〇五年にマツダから

企業活動を展開してきました。

許さないステージを目指して、

発技術においては他社の追随を

請に応え、高品質量産車両の開

境への適合性といった時代の要

クルマにおける高い安全性、環

クノロジーを表わしています。

＆Ｔは、エンジニアリングとテ

社名のマツダＥ＆ＴにあるＥ

ネスパートナーへと、存在価値

にとってなくてはならないビジ

業内容の個性化を図り、マツダ

私のスタートになりました。事

「子会社意識からの脱却」が、

ているように感じられました。

ればいい」という体質が定着し

れたことを間違いなくやってい

印象がなく、一歩ひいて「言わ

仕事にのめり込んでいるという

ていたのです。個々を発揮して

絶対」となって組織全体が動い

番「マネジメントのスタートに

の夏のことです。帰ると開口一

することになりました。九一年

った上司のすすめで、私も参加

そんなおり、組革研体験者だ

やったらいいのか…」
。

ろうか。しかし、いったい何を

別のところにあるのではないだ

理といったハウツウの世界とは

メントとは、技術管理・品質管

のですが、悩みました。
「マネジ

技術を敬って確かについてくる

に昇格するのです。部下は私の

ルが評価されるとマネージャー

があり、エンジニアは技術スキ

ようと思うな。それを外して、

ます。
「技術スキルだけで勝負し

部下のマネジメントが課せられ

〇〇人、多い場合は三〇〇人の

ています。部長には最低でも一

に部長に着任した者から派遣し

者はまず、組革研に行け」
。すで

一つ目は、
「親会社からの出向

て五年先への助走期間にいます。

三つの具体的なビジョンをもっ

現在、Ｅ＆Ｔにおいて私は、

道なのだと確信を得たのです。

向かわせるかが、私の進むべき

モチベーションを上げて仕事に

の二つによって、いかに部下の

にはゆるぎない『技術第一主義』 リーダーシップ能力など）
だ。こ

きの第一印象は、
「すべてに関し

を高めていかなければ有望な未

ＣとＨだぞ。仕事のやりかたを

栃木工場

て個が出ていない」というもの

立てるようになりました！」と

ボッシュ

http://www.sokaku.co.jp
組革研ホームページ

来はありません。それによって

08年
第２巻 20号 ６月
／組織革新研究会・会報

でした。「親会社の指示命令が

伊豆高原

子会社から
ビジネスパートナーへ

①

大幅に変えようとしているか。
部下は育っているか？」と声を
掛けると、もがき苦しんでいる

トナーへと成長できる、と夢み
ているのです。

れるままに修正していました。
後

う言うのならそうかも」と、言わ

◆
◆
ＰＴ設計部

日、 同 個 所 で同 様 の 指 摘 があ

◆

浅野圭一氏の報告

対に残るでしょう。実際の走行

おいては、
『現地現物主義』が絶

がら、最後に車を評価する場に

流になっています。とは言いな

システム）
といった仮想現実が主

エイティッドエンジニアリング

においてはＣＡＥ
（コンピュータ

Ｄというデスクワークが、開発

は、設計においては３Ｄ―ＣＡ

す。現在のクルマ造りの世界で

三つ目は、
「実研部の強化」で

エラーでいい。組革研を自分な

と向き合ってほしい。トライ＆

決めているので、
「その間で部下

よ」
。三年で親会社に帰すことを

二つ 目 は「 三年 間 で 変 革せ

「ものづくりはひとづくりか

気を得ることができたのです。

の報告を聞いて、私は大きな勇

し、組革研から戻った若い社員

告会に出席してきました。しか

と、これまでも組革研の定期報

な自分の思いを奮い立たせよう

ています。トーンダウンしそう

私自身が未だに迷い、模索し

やすいという難題もあります。

を生みにくく、気持ちが疲弊し

長期に及ぶため、短期には成果

索してほしい」と話しています。 けではありません。また開発は

りに解釈し、どう生かすかを模

ら」
。これはマツダに息づいてい

の誰もがそれを支援しているわ

わろうとする人間、しかし周囲

のは容易ではないでしょう。変

てしまった体質を五年で変える

す。創業以来二〇年間で浸透し

しかし、まだまだ助走期間で

せられました。すると真因を探

を振り返って検証する作業が課

きたのか、それまでの開発工程

がありました。なぜ不具合が起

ラインの段階でＮＧが出たこと

エンジンの開発で、最後の量産

たとえば以前、私が手がけた

きりと見えたのです。

ダブルで陥っている自分がはっ

〝手抜き〟 と 〝ロボット症〟 と、

んななかで組革研に参加すると、

に近づけて埋めていました。そ

て埋めるのではなく、私は現実

ギャップ。それを理想に近づけ

ての私の担当でした。理想との

ところだけが、エンジニアとし

クダウンされたその先の小さい

に部門が別れ、技術的にブレイ

かし入社してみると、役割ごと

造れる日を夢見てきました。し

焼関係を専攻し、造りたい車が

りたいと、大学の工学部では燃

た。自分の対象に仕事と夢を置

と、夢を描けるようになりまし

世界でナンバーワンをとりたい

た。エンジニアリングの領域で

埋もれていた自分が蘇りまし

主張できるようになりました。

これから調べます」とはっきり

摘 が き ま す が 、「 事 実 は こ う で

います。相変わらずシビアな指

のか」
と、事実を全部洗い出して

現在は、
「問題はどう発生した

すり替わっていたのです。

か上司からＯＫを貰うことへと

の私の目的なのに、いつのまに

ものづくりへ繋げることが本来

真因を掴み、施策を立て、良い

事実しか見ていなかったのです。

納得は？など…。私はうわべの

す。その時の状況は？

っかり見ろ」と言っていたので

今思えば、上司は「事実をし

り、どう修正してもＯＫとなら

テストによって、検証しなけれ

る思想です。これを私はＥ＆Ｔ

す過程で上司から「本当にそう

自動車関連のエンジニアにな

最先端テクノロジーを駆使す

にも貫きたいと思います。夢を

なのか？ 何がそうさせたのか？」 き、二つがガツンと結び付くた

夢を追えるか

ることで見失いがちになってい

描いて入社してきた優秀な社員

めに自分は何をするべきか、は

のがわかります。

る『現地現物』を攻めて、我々

たち。彼らの夢が摩耗すること

と再三再四、指摘が入ったので

っきりさせようとしています。

ないことがあったのです。

の強みに。「事実をありありと

なく、燃え続けるようにと願っ

す。そんなとき私は、
「上司がそ

す。それはまだ調べていません。

自身の

みる」ことを事業として特化さ

て止みません。

ばならないからです。

せれば、不可欠なビジネスパー

②

