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七月一〇日に東京で行われた「組
革研／定期報告会」の特集・第一
弾です。三氏の報告および関連す
るテーマについて、会場で行われ
た質疑応答の内容を抜粋して紹介
します。
〝人の変革〟 で技術開発を
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ている二〇人の技術者の半分が

叶ったのです。第一線で活躍し

一〇人ずつ二回のチーム参加が

び樹脂製造課の技術者の中から

か？」と言われても、もはや腹

用語が飛び交い、「逃げてへん

事実の議論に。日常的に組革研

の話で終わっていたが、本音＝

そして、
『自分ばなれ』がいろ

を立てる者もいません。

滞は免れず、反発の声が上がり

いろな場面でさまざまな形で問

一週間も不在になる。仕事の停

ました。
「お客さまに迷惑をかけ

る」と、営業からもクレームが。 われるようになりました。
「技術

それとも、経験に溺れているか。

者として経験を生かしているか。

言って送り出しました。

紙一重だぞ」と、私も言います。

「それは私のせいにしなさい」と

「他の企業の方に交じってやる

送って初めて「やはりチーム参

いた以上。職場の技術者全員を

帰ってくると、成果は予想して

ありません。しかし部下たちが

という迷いがなかったわけでは

これは「経験に溺れている」と

とそれが真実だと思い込む習性、

陥ってしまう。一回うまくいく

いという錯覚に、特に技術屋は

それがどんな場面でも必ず正し

ば、知識として使うのはよいが、

ほうが得るものが多いのでは…」 経験を知識の一つと捉えるなら

した。誰もが感動して帰ってく

加はすごい！」とわかったので

〝事実〟 から発想せよ

■

組革研との出会いは一九八一

る。しかし、職場改革は思うよ

ントの重要性を現場で言い続け

実際それからの私は、マネジメ

のは珍しい」と言われました。

いのが普通だ。こんなに熱心な

はマネジメントに興味を示さな

出します。当時は「技術畑の人

と、熱っぽく語ったことを思い

〇人の手が挙がるのを待ちまし

としつこく部下に提案して、一

はせず、
「参加してみませんか」

私は、業務命令で強制すること

当時、樹脂生産開発部長だった

り、
「これだ！」と思いました。

「チーム参加」があることを知

らすごい！ 職場を変えよう！」 ち込んで全員で参加するという

から「これを職場に持ち込めた

た。こうして、〇五年の二月と

する風景が定着。かつては建前

員で紙に書き出し、立って対決

行っているが、開発部には、全

た。ほかの部署は座ったままで

例えばミーティングのやりか

ていきました。

して、あきらかに状況が変わっ

てはショックだったが、結果と

です。参加したメンバーにとっ

ンパスリーダーに言われたそう

をやっていますね」と藤田キャ

す。「この頭の固さでよく開発

例を、祢宜から報告します。

部において、実を結んだ開発事

ことが理想です。樹脂生産開発

そのまま生かされ、再現される

体験したことが職場で、自然に

らい意識しているのでしょう。

原体験』を部下たちは、どのく

組革研で体験した『変革への

になるのです。

ことが、
『自分ばなれ』の切り口

てみる」
「事実を確かめてみる」

いうことです。
「経験をさておい

山陽特殊製鋼 森

年。私はまだ二十代で、岡崎工

ることになるのです。並行して

一〇月に、樹脂開発技術課およ

組革研に、職場をそっくり持

数人の部下を組革研に派遣しま

知己 氏
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うには運びませんでした。
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場の技術部にいました。戻って
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“現物”がかなえた材料改革
樹脂生産開発部樹脂開発技術課

私が所属するナイロン樹脂開
発チームでは、高度化する市場
ニーズに応えるべく、樹脂の高
性能化に取り組んでいます。二
〇〇二年からは某自動車メーカ
ーの部品用樹脂の開発・提供を
行ってきました。昨今の重要課
題である軽量化にマッチした材
料。ユニチカはその材料を自動
車部品メーカーＫ社に納め、Ｋ
社が成形部品へと商品化して自

に成形は、材料・金型・成

形していました。一般的

の材料でなんとか解決しなけれ

と恥入りました。同時に「我々

形条件で形が決まります。 ば…。他社材を使われてしまっ

状の変更に関する小手先

ました。しかし我々は形

「コスト的に厳しい。納期まで

価はあまりにも低く、社内では、

しかしＫ社が要求した材料単

たら、ユニチカはおしまいだ」

の提案を行い、都合のよ

二か月しかないし、やらなくて

変形は、より高性能な材

いほうに楽観的に考えて

もいい」という声も。私は松本

と、震えました。

いた、と思います。材料

技術部長
（当時）
をはじめ開発の

料が必要だと示唆してい

に技術革新を加えること

との五日間。しかし、あれほど

よい解釈〟 だっただけ。本当は、

解釈とは 〝自分にとって都合の

々がお客さまからどれほど厳し

だけではどうにもならない。我

らぬ言葉。
「もう我々の形状検討

ばれてＫ社にいくと、思いもよ

た。
「ちょっと来て」と呼

当から営業に異動しまし

〇六年春、私は技術担

担当を、入社二年目のやはり体

のメンバーが組革研体験者。主

ジェクトを発足。部長ほか三人

令に背中を押されて、急造プロ

としてでも、やれ！」という号

いんです！」
。松本部長の「なん

期待に応えたい。絶対にやりた

した。「何としてもお客さまの

を何らしなかったのです。 メンバーを集めて窮状を訴えま

結束し、あれほどまで激論し合

『対象』のことを何も見ていな

く言われ、君たちにどれだけオ

験者の後輩に任せました。こう

動車メーカーに納めていました。

こんな考えかたをするんだ」と、 い。起こった現象に対して、体

うことになるなんて。
「この人は

験や知識で仮説を立てていただ

ブラートに包んで話しているこ

組革研に参加したのは〇五年

初め て 〝真の その人〟 を知 るこ

けだったのです。

技術者だった私は、それが身に

も強烈でした。入社以来六年間

『対象を見る』ことへの気づき

という要望がきました。そもそ

から部品を「より大きくする」

同年の暮れ、自動車メーカー

材料を使わざるをえない！」
。

ていない。このままでは、他社

とか。君たちは修羅場をくぐっ

です。

もに限界への挑戦が始まったの

して、材料改革、価格、時間と

直前まで技術者だった私は、
「な

取 り 組 み は 、「 な ぜ 変 形 す る

〝現物〟 を見よ
品開発に余念がなく、さっそく

んてことをしていたのだろう。

深刻な状況が見えてきました。

もＫ社は我々の材料を用いた製
試作品を製造。すると、大きく

は道や交差点の仕組みを完全
につかみとったと思って臨んだ

する膨大なデータがあったので、

ました。我々には樹脂材料に関

か」という要因究明から始まり

るという問題が起こったのです。 組んでなかった。対象をきちん

お客さまのニーズに真剣に取り
自分の解釈を大事にして、違う

と見てなかった。申し訳ない」

試作品は目も当てられぬほど変

のですが、実際は、迷うばかり。 することで変形が生じやすくな

ついているつもりでした。Ｓ

―

ーム参加です。知った顔ばかり

二月。樹脂生産開発部からのチ

とになったのです。

定期報告会での質問づくりのミーティング

ところに走っていった。自分の
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いる樹脂データと、〝現実〟 がリ

見ていくうちに、我々が有して

ツに至るまで、細かく繰り返し

変形をしているか、小さなパー

とことん見たのです。どういう

社からもらい、それをみんなで

た。すぐさま変形した部品をＫ

物〟 を見よう」と声を上げまし

「これではらちが明かない。〝現

か原因がつかめません。

てて検討したのですが、なかな

れまでの経験を頼りに仮説を立

研で感動し、やる気になって帰っ

松本
（報告者） 多くの部下が組革

す方法はありますか？

質問 部下の〝やる気〟を引き出

「質問への回答」の中から①

するとメンバーは「あ、そう

ぎりました。「そうだ、造って

れ」という松本部長の言葉がよ

るな。実験に合わせた道具を造

とき「道具に合わせた実験をす

持ちを抑えきれません。そんな

るか、現物を追いたいという気

ういうタイミングでどう変形す

ありませんでした。しかし、ど

ので、我々には実験するすべが

社における製造ラインのことな

後工程の要因に関しては、Ｋ

必ず人間を動かすことがある。そ

上長はいないでしょう。しかし、

気を引き出すことに成功している

キャンパスリーダー 部下のやる

います。

か。これがポイントになるかと思

い状況に追い込むためにどう動く

の問題として捉え、引くに引けな

らうか。それを部下ではなく自分

価を重視した組成を設定。納品

程の模擬装置を造ることを提案。 動車メーカーの希望した材料単

しまえ」と我々の工場内に後工

れは「本人を困らせる」というこ

いという材料組成を、Ｂには自

はユニチカとして絶対に譲れな

ンテーションすることに。Ａに

Ａ材料、Ｂ材料の二案でプレゼ

Ｋ社に対しては、単価の異なる

アする新材料が完成しました。

こうして変形の諸原因をクリ

状態を確認していったのです。

我々はまたもや 〝実物〟 で、変形

体験者どうしの、阿吽の呼吸。

物』の重要性を体得した組革研

れたのです。これぞ、『現地現

の最適化に活かしていきました。 やね」と抵抗なく受け入れてく

る限り必ず問題にぶつかる。その

ことはできません。仕事をしてい

やる気を引き出すなどと偉そうな

す。どんなリーダーでも、部下の

を抑え込んでいるのです。

いのではなく、こうして、やる気

して動かそうとする。やる気がな

動かすように、動かしかたを設定

なっています。まるでロボットを

ないことだと考え、それが常識に

り、ホワイトボードに向かって

突然、主担当の後輩が立ち上が

りました。二時間が過ぎたころ、

執し、話し合いは平行線をたど

然Ｋ社は価格的に譲れずＢに固

悟で、会議室に並びました。当

「絶対にＡを通そう」という覚

たかった。

ん、いくぞ！」と即答。ありが

ちに伝えると、全員が「もちろ

社に出向くことを考えて遠慮が

う遅い時間帯でした。遠方のＫ

間は、十九時から二十二時とい

Ｋ社が指定した打ち合わせ時

まで一週間と迫っていました。

最初は、それら既存データやこ

ンクしてきたのです。変形要因

てきます。しかししばらくすると

とです。火事になったらどうです

作品を造るしかありません。数

と金型を使って我々の材料で試

した。Ｋ社の工場にある成形機

テストピースでは限界がありま

形状要因をつかむためには、

てきました。

と、なんとか改良の道筋が見え

くまで試作材料をつくり続ける

樹脂材料に関しては、連日遅

と、三つに絞られていきました。

によるもの、後工程によるもの

は、樹脂材料によるもの、形状

収まってしまう。それを収めさせ

ままぶつからせればいい。そして
うに『リード』するかということ

トは、部下を困らせることはいけ

ところが管理というマネジメン

〝状況〟 をつくる

部下が動く

ず、なおかつ継続させる工夫は何

か、みんなすぐに動きます。
です。部下にどう力を発揮しても

い、それだけでいいのです。

その問題から逃げることを許さな

本人に問題に直面させることで

か。部下とどう向き合い、どのよ

トンもの材料をトラックに積み
込んで何度も遠方の工場に通い、
数え切れないほど試作品を造ら
せてもらい、その結果を材料と
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圧倒する迫力。技術者として二

と言い放ったのです。その場を

す！ これでいかせてください！」

ても変形を起こしませんでした。

一トンの材料は製造工程におい

朝でした。即行でＫ社に納品。

できあがったのは納品当日の

改革を加速する

共通体験と共通言語が

「質問への回答」の中から②

ンを製造したのです。

か月間必死に取り組んできて、
九月に入り、Ｋ社から「製造し

大 き く Ａ と 書 き 、「 Ａ で 行 き ま

「これしかない！」という確信

た樹脂製部品は、自動車メーカ

健全です。あるところまで他人

を攻撃するとその矢がみんな自

分のところに向かってきます。
質問

ようを見つめて、「今後はこう

るようになる。自分たちのあり

ここでやっと自分たちを振り返
なんですか？

チーム参加のメリットは

に満ちていたのか。松本部長が

時点では価値がありません。職

組革研で何を感じようが、その

キャンパスリーダー

織体質が出てくるのです。職場

会場に職場が再現されると、組

松本 チーム参加して組革研の

と気付くチームが多いのです。

やっていかなければいけない」

参加者が

場に戻ってからどれだけ役に立

ーの採用が決定した！」と朗報

つか、そこに意味があります。

では建前や上下関係が邪魔をし

「最後は、俺が全部責任をとる

無我夢中の二か月間。すさま

職場ぐるみでチーム参加し、共

が届きました。
じい毎日でしたが、今思えば、

てなかなか出ない個々の本音や

んとかせねば」と結束し、同じ

うえではいいことばかり。今日

の頭に依ることが多い。ひらめ

研究開発が主体の仕事で、自分

現在私は、研究所にいます。

ではチーム参加が絶対条件の会

なります。職場変革をすすめる

本来の姿が…。

通体験を持ち共通言語ができる

しかし、わずか五日後に、量産

ベクトルで密度の濃い時間を過

と、同じ志をもって動きやすく

充実していました。技術とか営

から」という気構えで同席して
くださっていたことも、彼を奮
い立たせたのでしょうか。
Ｋ社は、
「わかりました、そこ

に適う材料一トンの納品を要求

ごしたのです。

まで言うならＡでいきましょう」
。 業とか分担を超えて全員が、
「な

してきたのです。開発したての

きが開発に大きな影響を及ぼす

われるその確率を上げていくた

特に主担当の後輩は、営業で

めに、やはり、事実をよく見て

新材料。通常は、まず小さな規

ある私の気持ちをがっちりと受

とですが、一人や二人の参加で

ということも否定しませんが、

模でつくり、評価を経てから、

け止めてくれて、頼もしかった。

は職場に戻っても実践できませ

いるか、それは本当に事実か、

『個全システム』にしても、紙

一トンつくって納品すると主張

「絶対にやる！」という気迫、

ん。チーム参加なら「そうだ、

最大限のことをやっているか、

社もあるくらいです。

しました。しかしシビアなＫ社

意識の 高さ、 力強さ 。〝本当 の

あれでいこう」で済むのです。

ばなりません。メンバーの一人

に、Ａの製造を押し込まなけれ

工場のラインに急きょ、強引

基づいた構築ができたからこそ、

実〟 を徹底的に見て、〝事実〟 に

に納期に間に合わなかった。〝事

立てて終わらせていたら、絶対

撃します。しかし、人間は実に

こっちがいけないと、他人を攻

ます。最初はあっちがいけない

実レベルで書いてまとめていき

か』について、観念ではなく事

現れた自分たちの組織体質は何

最後の夜は、『この組革研に

を決定しました。

も、十一月会期へのチーム参加

きい。開発部につづいて研究所

味でも、チーム参加の意義は大

部下全員が理解できるという意

い続けています。それを職場の

抜けていることはないか、と言

に書くというのは大変有効なこ 「千に三つ当たったらいい」
と言

は、
「小規模製造の材料と、一ト

彼〟 を改めて知りました。
あのとき我々がもし、経験や

ンという大規模製造の材料に品
質の違いが生じる可能性がある」

が工場に戻って必死に事情を告

たったの二か月間で成しえたの

データだけを大切にして仮説を

げると、現場は快諾。大きなリ

です。

と譲りません。

スクを覚悟の上で、一気に一ト
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