――工場改革へ、それぞれの挑戦

そして

横浜ゴム

【横浜ゴム特集】
卓越した生産技術で日本のモータリ
ゼーションを支えてきた横浜ゴム。
組革研への派遣は四〇〇人を超え、
多くの参加者が自らの原体験を生か
し、〝
現場変革
〟への挑戦を展開して
います。

三雄 氏

聖氏

〝生まれ変わる
〟 ほどの衝撃体験

■

タイ ヤ生 産管 理部 富岡

〝生産量
〟 から 〝品質
〟へ

■

新城 工場 品 質保 証課 辻

〝信じる
〟 重みを皆に教わる

■

三島 工場 技術 課 白土 宏 幸 氏

管理課長をしていたときに参加

たなんて！

実は 〝思い 込み〟 に過 ぎ な か っ

しかし、もし現実

しました。

を起こしたとしたら…。絶対に

の職 場 で 〝思い 込み〟 か ら 失 敗

でゴール。
「なんだ！ こんな程

許されることではありません。

上期は楽勝で、トップ

度か」と拍子抜けしたくらいで

衝撃的かつ貴重な体験。これ

―

す。それから私は一人グループ

によって、確かに私は生まれ変

Ｓ

を命じられ、他のメンバーがグ

わったのです。

〝本音〟 へと追い込む

参加のタイミングが非常によ

た。
「どれだけ口や手を出さない

と、私は自信満々に「一番難し

ところが、です。最初のこま

で、部下にやらせるか」
。私の急

かった。あの頃の私は、
「部下は

図の交差点を見落として、迷路

変に戸惑い、すぐに答を聞きに

いこま図で行きます！」と言い

にはまりました。吹き出る汗と

くる部下もいましたが、
「知らな

なんでできないのか？」と苛立

焦燥感のなかで、まさかのタイ

いよ」と突き放しました。以前

放ちました。
「完璧だ。絶対にま

ムアウト。予想外も予想外、頂

から「厳しい」と言われていま

たトップだぞ！」と、微塵の疑

だけでは仕事は回らない」と悩

点からズドーンと奈落の底に落

したが、
「さらに厳しくなった」

ちながら指示を出して部下に仕

み始めたころに組革研に参加す

とされました。

事をやらせていたのです。組革

「派遣のタイミングは、課長就

ると、「まず変わらなければな

いもなくスタートラインに立っ

任直後ではない。課長として部

らないのは自分だ！」と、帰っ

研から戻ると、自分と闘いまし

下を何十人か持ってしばらく経

てくるのです。気づきかたやそ

〇〇％の力を出しきってない」

タイヤ生産管理部
富岡
生産管理１グループリーダー

ってからだ」という信条で、私

の深さには個人差がありますが、 は、研修という甘えた認識では

と思われる部下には、状況をつ

「 課長 に な る ま で は 個 人 プ レ

いほ ど の シ ョ ッ ク 。 Ｓ

―

に

「もっとできるはずなのに、一

きたと思って行っていることが、 の 〝強制〟 は善である」
。藤田キ
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と感じたことでしょう。
は一年に五～六名の課長、係長

なく、〝
仕事
〟 として真剣に取り

くって追い込んでいます。「部

イで自分の能力だけで十分に勝

応えを感じています。
私も四年前、三島工場で工場

負できた。しかし大勢の部下を
持つと、自分一人で動いていた

何が起きたのか、整理できな
を組革研に派遣してきました。

幸いほとんどの参加者が顔つき

組んだのです。失敗という屈辱

たのです。

よいよ下期のスタートを迎える

で黙々と調査を続けました。い

ループで仕事をするなか、一人
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を一変させて帰ってくるので手

聖
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下の『人間力』を引き出すため

〝生まれ変わる〟 ほどの衝撃体験
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的な結果。自分が完全に理解で

伊豆高原

現場の力を顕わにせよ

①

ポートは本人が考え、本人の言

トを書くことになりました。リ

方たちの査定基準となるリポー

ら、自分より年上で能力の高い

でしょう。新人課長でありなが

しかし、これからが相当きつい

彼はみごとに昇格しました。

たのです。

がリポートとして綴られていっ

組革研の『 ×
打ち』のように議
論を繰り返していくと、〝本音〟

績＝生産数」と考え、毎日「何本

になっているため 、誰もが「実

れない。工場では生産数が指標

上に積まれるだけで見向きもさ

て月報で配布するのですが、机

文字資料やグラフなどにまとめ

に分類して文書化していました。

発生した不良不都合は項目別

も、私に何ができるのか…」
。苦

のミッションだ！。
「とはいって

質を上げることが、品質保証課

覚めさせ、やる気を喚起して品

一〇〇〇人を品質への意識に目

精度の向上に置くべきだ。工場

り組みの主眼を部材精度と組立

不良比率を下げるために、取

いいんだ」という雰囲気でした。

今年の正月明け、部下の一人

そんななかで私は、
「さらに良

が課長候補に挙げられ、役員の

んでそう思う」「それはなんでだ」 リードすることの壁に当たると

くするにはどうしたらいいか」

そんなの関係ない。今のままで

葉で書き、本人がプレゼンテー

部下や、工場管理課長として他

造るか」とノルマ達成に必死。

悩を抱えながら、組革研三月会

思います。だから、年内には組

という 〝
品質向上への取り組み
〟

対応だけを考えていたのです。

ションしなければ、心を打つこ

の課長をリードしていかなけれ

生産数の現状維持だけで精一杯

期に参加したのです。

ャンパスリーダーのお言葉が、

とはできません。そこで、彼と

ばならないのです。おそらく、

だったのです。

私を後押ししています。

じっくり話し込みました。答に

就任二、三か月のうちに職場を

と掘り下げていきました。
「自分

革研に派遣したいと考えていま

Ｓ

―

で、現物
（事実）
への認

状況を共有する

直結するような話は避けて、
「な

はこう思う」と聞いても「でも

を上げる」という信条に行き着

さないほうが、結果的には業績

いいものをつくって不良品を出

多くの生産本数を目指すより、

率減
〟 に取り組むなかで、
「より

起きてしまいます。

実の工場ではいくらでも失敗が

せんでした。この程度では、現

とうとう調べきることができま

かなり核心に近づいたのですが、

識が甘かったことを思い知らさ

止でした。各工程にチェックゲ

いていた私は、製造課長のとき

を展開したいと考えました。か

ートを設け、新しい五七人の部

言えば、チームメンバーの多く

す。
「自分の力となる何かを、自

今年三月の異動で、突然、品

下は検品に明け暮れていました。 も、生産数より 〝
品質
〟 を問うこ

が〝
事実を徹底的に洗い出す
〟こ

そうじゃないだろ」と、さらに

質保証課の課長になりました。

とをポリシーにしていました。

とに熱くなる性分だったことで

れました。
「道の定義」について

それ まで は製 造 課長 とし て成

それでも流出してしまったとき

工場長も 〝
品質向上
〟 を掲げて

す。
「まだまだ、まだ完璧ではな

つて加工技術を担当し、〝
不良比

形・加硫・検査の三工程を管轄。

は、後始末。ただちに客先に詫

いました。しかし本数は目に見

い」と執拗に現場に通い続け、

分でつかみとってこい！」と。

六八〇人の部下とともに、どっ

びに行く、いわば子供の不始末

える指標であり、がんばっただ

〝生産量〟 から 〝品質
〟へ

ぷり現場に浸かっていたという

を謝りに行く父親、火消し役で

け増えるのでやりがいがあるの

遠慮なしの ×
打ちを繰り返すう
ちに、チーム全員が一つに団結

三雄

のに…。

した。製造現場や製品は眼中に

でしょう。現場は、
「品質向上？

新城工場品質保証課課長 辻

品質保証課が主眼を置いてい

なく、お客さまからのクレーム

しかし何が素晴らしかったと

たのは、不良不都合品の流出防

掘り下げていきました。まるで
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すれば よい か？』。『それ は 〝状

である」と認識させるにはどう

ていることを、課員にも「問題

い変えなくてはいけないと考え

た。
『自分が「問題である」と思

全体ミーティングで質問しまし

そこに気づいた私は、四日目の

のモチベーションをあげるか。

問題意識の共有がいかに全員

も通りにやっているだけだ。誰

と、
「俺らの問題じゃない。いつ

りありと生々しくしつこく示す

手を変え品を変え、不都合をあ

集した記録を広げて話しました。

どれだけの迷惑を被ったか、収

と通り一遍の反応。お客さまが

現物を見せました。
「はいはい」

ムがきたタイヤはこれだ！」と

場に直行。
「お客さまからクレー

を、課員にも「問題である」

いけないと考えていること

と思っていて、変えなくては

質問 …自分が「問題である」

します。

パスリーダーの回答を紹介

辻氏の質問に対するキャン

問題意識が生まれる

〝状況の共有〟 から

です。

題意識を持つことが難しいの

くるようなもの。これでは問

きなり仮想現実が飛びこんで

にいえば、部下にとってはい

たちにはこういう問題がある」

っているから、いきなり「君

ところが課長は自分がわか

いうのは、きわめて自然なこ

っていても部下は思わないと

さっそくタイヤを抱えてその現

況の 共有〟 をす るこ とで す。 問

の責任なの？」と言うのです。

と認識させるにはどうすれば

していました。

題となっている 〝
現物
〟 を見せる

私は製造課にいる元部下たち

そこで必要なのは、〝
状況の

と言ってしまいます。大袈裟

と、当然なのです。

しかない。問題のもとにある状

の力を借りることにしました。

答は、私のなかに落ちました。

藤田キャンパスリーダーのお

なきゃだめだ」と言っていたと

ら「これが原因だから、こうし

まの状況を話しました。以前な

家庭の中でもあります。親が

回答 …自分が問題だと思って

いる状況を共有すること。観

これはどこでもあることです。 題である諸現象の元になって

も課員はそう思っていない。

念的にではなく、できる限り

っても無理があるのです。問

してはだめです。やろうと思

共有
〟 です。〝
問題の共有
〟 を

「現物を見せる」ことで 〝現状

ころですが、
「どう思う？ どう

問題だと思っていても、子供

ありありと、事実レベルで共

よいか？

況を、ありありと事実レベルで

同じように現物を示し、お客さ

維持の現場〟 を、〝変革の現場〟

したらいい？」と問いかけ、指

はなかなかそう思わない。そ

◆

共有することです』
。

へと変えることができるかもし

示は一切出しませんでした。

このときから私は、

有する。そのうえで話し合う

クレームが届きました。すぐさ

った。説明を受けたい」という

さまから「タイヤに不都合があ

組革研から戻ると、あるお客

一〇〇〇点以上集めてきてくれ

な問題があるか」という情報を

なっているか、そこにどのよう

数百人が工場中を回って「どう

職長、技師、オペレーターなど

違うので、辻さんが問題と思

は抱えている状況がまったく

在しています。課長と部下で

てきます。問題には状況が存

と、問題のとらえかたが違っ

人間というのは立場が違う

分のものになるのです。

問題意識が生まれ、問題が自

ができると、部下のなかにも

ここがポイントです。これ

も非常に楽になってきます。

と共感が生まれ、部下も課長

魂が入って動き出したのです。

れな い ！

の子供が親になると、
また同じ

と、部下にも「そうだなぁ」

ま調べたのですが原因の究明が

たのです。さらにクレームの原

すると数日後、元部下の係長、

問題を抱えます。

できません。

因となる可能性について、調査・

しかし、ある工程で生じたの

ではないかと予想がついたので、 分類・分析を実行してくれまし
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ます 。 目 が 事実 に 向 き 始 めた

部会 」と いう 、

月に 一回 「品 質

のに…。品質部会では、ほとん

は十七時に終了していたという

で話し合うことに。彼らの業務

自ら動く集団へと変わりたい。

問題意識を共有し、そのことで

日です。一〇〇〇人で品質への

しかし、まだまだ手探りの毎

出したらいいか」という質問が

程能 力を 上げ る

ぞ！

係長 と技 師を 集

どのチームが自工程での調査デ

と手応えを感じました。

取り組みがあり、 起こり、一部の人間とは深夜ま

めた フォ ロー の

それをどうやってみんなに浸透

その原動力は、現物を見ること。

現状がいかにダメであるかとい

させていくのか！

場がありました。 ータを持ち寄ってくれました。
しか し実 態は お

う生々しいデータを隠すことな

序盤です。

闘いはまだ

客さ まか らの ク

くさらけ出してくれた係長もい

議に 変え よう と

材料を混ぜる「混合工程」に携

入社以来ずっと、タイヤの原

いくと、一言「自信あるの？」
。

りました。代表して私が持って

スリーダーに提示することにな

三島工場技術課担当課長 白土宏幸

〝信じる
〟 重みを皆に教わる

レー ム報 告会 で
した 。私 はこ れ
を 、 〝工 程 能 力
向 上 の 検 討 会〟

考え 、主 催し ま

っています。まず五年間加工技

ギクリとしました。実は、チー

へと 前向 きな 会

した。

術を担当し、〇一年にここに来

この結果を持って、お客さまに

九八％

結果は九八％で横ばいになって

『歩留まり九八％以上』だが、

た。「こ こ 数 年 、 工 場 の 目 標 は

れたのです。頭が下がりました。 七 人 の 係 長 を 集 め て 話 し ま し

矢先に、私にも組革研参加の順

歳月がたったな」と思っていた

年もの間いて、思えばずいぶん

発行が主な仕事です。
「ここに七

今は、ゴムの配合仕様書の作成・

ームのタスクフォースを構成し、 てからは技術課で研究・開発を。

くるな！」
。厳しい声に、圧倒さ

に、
「自信のないものを、持って

ません…」
。正直に答えたとたん

や」と選んでいたのです。
「あり

得していないのに「まぁ、いい

ムメンバーの意見に流され、納

工 程別 十一 チ

説明することができました。

いる。それはなぜか？

この一連の活動は、現在、品
質向上の取り組みとして、製造

納得していないのに妥協し、

れました。

一番ショックを受けた体験。

直面しないで逃げる…。いつも

番が回ってきました。
精度 を 上 げ る こ と。こ れ こ そ 工
程能力の向上だ」
。

それは二日目の昼に起こりまし

を打破するためには、半製品の

目が事実に向き始めた

の職場での自分をもろに映し出

していました。
「適当にやり過ご

―

ないことの、自信のあるもの」

す。これは手抜き だ。私は 〝気

た。Ｓ
るべきか？」と、それだけ問い

をチームで一〇個選びキャンパ

そして十一チームに「何をす
戻るとすぐに取り組んだことが

ました。すると「会議で何を提

20
あります。工場では以前から工

もう一つ、組革研から職場に

の仕組みの「わから

課に定着しつつあります。

た。全員が、時間外で動いてく

返品されたタイヤの現物を品質部会に持ち込む

④

晩にチームリーダーに訴えてい

い。帰りますわ」と、二日目の

が回らない。さっぱりわからな

っていたＡさん。「歳なので頭

初日から、痛めた足を引きず

す。

だめだ！」と、眼が覚めたので

をこらえているのがわかりまし

ていましたが、顔がゆがんで涙

と、うつ むい た まま 汗 をぬ ぐっ

ですか」とＡさんに声をかける

たチームメンバーが、「大丈夫

かゴール。笑顔で走り寄ってき

タイムアウト寸前で、なんと

た。

動を抑えながらついていきまし

心に誓い、口を出したくなる衝

るけ ど、 教え て はい けな い」。

抜け
〟 に陥っている。これじゃ、 る。２ＶＩＰの場所は知ってい

りました。
「逃げてはだめだ。や

があがったのです。
ハッと我に返

のとき、
「やるんだよ！」と大声

いたかもしれません。しかしそ

変えよう」と、逃げ道を探して

っこないよ。もっと楽な数値に

ら、「そうだよ、こんなのでき

不可能な数値です。以前の私な

の取り組みでは、とうてい達成

声。確かに、今までの延長線上

さず 「 で きね え よ ！」 と い う

と隊員に言い放ちました。すか

値。生きた心地がしませんでし

のです。もちろん半信半疑の数

セント下げます」と、宣言した

「今週はさらに目標を一〇パー

そして、腹をくくりました。

悩みました。

の気〟 にさせなければ…」と、

られる壁ではない。全員を 〝そ

り叱咤激励しても、とても越え

私が大声で知識を振りかざした

ったい何をしたらいいのか？

お一層引き締めるためには、い

がっているのがわかります。
「な

とになりました。

んからも、大きなことを学ぶこ

チームメンバー最年長のＡさ

ました。三日目、私はチームリ

るしかない！」
。

週末、各工程が出したクズ量

た。

た。
私の仕事人生のなかで、先に

限界への挑戦

ーダーから調査に同行するよう
に指示され、現場でＡさんの様

対象
（相手）
の様子を見て自分が

標を達成していたのです！

子を見ていました。こま図と交

料加工・成形・加硫・検査の五工程

が 〝そ の 気〟 にな っ た とき の 底

を合計すると、なんと、この目

で成り立っています。工場では

力。工場を回ると明らかに今ま

タイヤの製造工程は、混合・材
組革研から戻るといきなり、

以前から五工程において、直行

でと違うことをやっていること

やるべきことを学べたのは、こ

ものの、真剣にやろうとする気

工場あげてクズ削減へ取り組む

率向上
（クズを減らす）
の取り組

がわかりました。

差点を交互に見て、じっと考え

持ちが強く伝わってきました。

「三月クズ決戦」の隊長に抜擢

みが続いていました。私は別に

成形工程で組み立てられるタ

人

いよいよ下期のペア編成を話し

されました。隊員には私より役

六つのタスクチームをつくり、

れが初めてでした。

合うときになり、
「私がＡさんと

職やス キル が高い 人間 もいま

イヤは、不具合があると解体さ

ています。確かに時間はかかる

ペアを組みます！」と、迷わず

係長にリーダーになってもらい
決 戦の 主眼 は 半製 品ク ズ（ 混

この使えない物が、ここまでや

す。正直、びびりました。
２ＶＩＰでいくら待っていて

合・材料 加工 工程 で発 生す るク

なんと、早くも三月頭には目

手を挙げました。
もＡさんは現れず、心配になっ

ズ）の削 減。 私 が担 当 して いた

標を大きくクリアーし、好調な

るかというくらい小さく小さく

れ、再使用できる物とできない
て探しにいきました。やっと見

のですが、なかなか削減が思う

滑り出し。
ところが、半ばには目

解体され、ほんとうに使えない

ました。五工程・六タスクチー

つけると「これがないんだよ」

ように進んでいませんでした。

標に到達しない日が続くように

ところだけになって置かれてい

物に選別されます。後者は工場

と言って、迷いながらも一つひ

「目標 は前 月 比三 三 パー セン

なりました。明らかに士気が下

ムで、いざ、出陣。

とつていねいに確認して歩いて

ト削減。ここまで抑えます！」

の隅に放置されるのが常でした。

います。「Ａさんは自力ででき

⑤

る。ロット成立率を

ればクズはさらに減

「部材を余らさなけ

ると、ある係長から

三月も後半を迎え

です。

に展開していったの

る価値と重みを教えてくれたの

場だ！。彼らが私に、人を信じ

てしまう兵
（つわもの）
たちの工

す。三島は、やれと言えばやっ

上の 結 果 を出 し て くれ た の で

じて突き進んできたら、目標以

えました。逃げずに、隊員を信

合う毎日です。

自答を繰り返し、ゴムと向かい

を変えなければだめか…」
。自問

全じゃなかったのか。やりかた

まうまくいっていただけか。完

ってのほかだ」と考

せないし、不足はも

原料が供給不能になり、代替原

トラブルが勃発しました。ある

喜びも束の間、四月に大きな

第

第

回

回

月 日～ 日

回 ９月２日～６日

年

（いずれも火曜～土曜）

会期 五日間

変革への原体験
組織革新研究会
です。

えて、私はロット成

料を用いると不都合が起こり、

第

月 日～ 日
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フォローしよう」と
声が上がりました。

立率の目標を新たに

生産量が減退したのです。即刻

年

満
[員

回 １月 日～ 日

第

回 ３月 日～ 日

回 ２月３日～７日

第

18

組織革新研究会・会報
「はこね そして 伊豆高原」Ｃ

第

15

24

されど迷いの日々

追加しました。無謀

一部ラインを止め、元の原料に

るまでかなり確認作業を重ねた

14

20

「部材を無駄に余ら

ともいえるチャレン

戻して挽回し、お客さまに迷惑

は及びませんでした。

ジでした。しかしここでも「や
りますよ！」と声が返ってきた

たのです。解体したのは三〇才
すぎの若い作業長。無駄をなく

これはゴム配合の責任者であ
タ イ ム リミ ッ ト まで の 一 週

という組革研での学びが生かさ

一方、六つのタスクチームは、 まいていました。しかもこのよ

ので大丈夫だと確信し、長年の

11

14

のです。

けたのです。一緒に回っていた

間、工場には、クズを一グラム

れていませんでした。配合に至
うな取り組みを、みんなは夜勤

経験で培った自分の判断基準に

10

10

すために、すさまじい手間をか
工場長も、
「すごい、これは執念

でもなくそうという 〝
思い
〟 が渦

「それぞれの部材でクズを限界

明けなどの勤務時間外にもやっ

る私の失態です。
「対象を見る」

だ！」と感動をもらしました。

まで無くしたい」と言うと、各

も自信を持っていました。しか

十分だ」と突きつけています。

ていたのです。ありがたくて、
三月末日、結果が出ました。

足場がぐらりと揺らぎました。

チームが目標値を出してきまし
各部材において加工条件・加工方

前月比四〇パーセント削減とい

「今までのやりかたは、たまた

し結 果 が 、「 ゴム の 見 か た が 不
法などを設定し、それを仕組み

う数値が算出され、目標値を超

た。その数値を達成するために、 胸が熱くなりました。

に落とすという活動が、自発的

11
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