松村光展

そして

昭和電工／アルミニウム事業部門
押出･機能材事業部生産･技術統括部長

この号は、七月に行なわれた「組革研
／定期報告会」報告集の第一弾です。

「昭和電工／アルミニウム事業部門
押出・機能材事業部」特集
昨年九月から職場ぐるみで組革研
にチーム参加を続けている同事業
部から、三氏の報告がありました。
■
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■
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［持参するもの］

ア．事業再興のために何とか

せねばという思い。

ます」
。

「対策病」（編集注）

問題が起こった ときに、対象

にして仕事をすすめてい

と。組革研では 、仕事のすす

（対策）にすぐなってしまうこ

のではなく、ど う対応するか

がどうなってい るかを捉える

くという考えを、行って

めかたとして「仕事展開方

イ．不良や不具合状況を先生

みようという思い。

代表者一名が聴く。他の課長

「
『やってみる、変えてみる』を

この年の事業部の方針には、

ている。

することに多くの時間 を割い

針」を掲げ、対象を明らか に

ウ．絵を描く子どもの素直な
心。
［実行日］

は現場で実行。実行を通して

事業部全体で展開する」という

一月四日。社長の年頭挨拶は

課題とすすめかたのイメージ

言葉が盛り込まれていました。

続いて、〇五年度の方針に織

この新事業部長が組織革新研究

わけのわからない一日でした。

今まで体験したことのない、

しかし現実には、従来の慣習

ことです。

ことから、やってみる」という

「できること、やらねばならぬ

以上

り込まれた改善活動についての

会と深い関係を持っていたのを

を体験でつかむ。

「自己紹介します。私について

課題の中で、当時問題のあった

具体的に求められていたのは、

知りたいこと、聞きたいことを

元・改善を職制自らがやること

さまざまな機会を捉え、実践を

そこで、指導はあらゆる現場で、

という状況が続いていました。

に捉われてしまい、頭ではわか
〇四年十二月、翌一月から新

になり、その段取りについて以

やってみる、変えてみる

知ったのは、しばらく後のこと

事業部長として就任予定の西出

下の指示がありました。

〇五年六月の全社計画会議の

「事業部は二つの病気にかかっ

では、「人を責めず、状況を攻

たとえば設備事故や労働災害

席で、事業部長は宣言しました。 通して行われたのです。

ている。 ひとつは『対策病』、

めろ」
。発生した状況を 〝再現〟

一．設備、現象をよく観察し

もう一つは『コミュニケーショ

するため、徹底的な調査を行い、

ックの準備を指示されていまし

二．観察した結果をありあり

ンがとれない病』
。これを、治し

ておく。
るとは…。これが「紙に書くミ

と絵で描いて発表する。

たが、まさかこんなことが始ま
ーティング」
、
「一覧一望」のス

事前にコピー用紙の裏紙とマジ ［準備／観察結果発表会］

ィングはこうして始まりました。

俊男のもと開かれた職制ミーテ

紙に書いて貼り出してください」
。 押出プレスの後面テーブルの復

タートでした。

http://www.sokaku.co.jp
組革研ホームページ

ったつもりでも行動が伴わない、

年
第２巻３号06
８ 月 ／組織革新研究会・会報

です。

変化の始まり

伊豆 高原
人が、組織が、変わり始めた

①

それを絵で描き、一覧一望を繰
き ま し た 。 今 で は 、「 仕 事 展 開
した。

門が受入れて方針が修正されま

り報告させていただきます。

現在は、定期的にリード研究

会を実施しています。延べ六十

方針」の模式図を貼り出して、

また、職制ではなく若手をリ

五名が参加し、各自の「困って

り返し、その問題の 〝根っこ〟

ーダーに立てた横組織間メンバ

いる こ と 」 や「 や っ て み たこ

「対策病」の予防に役立ててい

ーによるチームを編成して、新

と」を事例に、対象の概念やリ

にまで迫るように求められまし

しい分野への参入を目指し、日

ードのありかたなどについての

る職場もあります。

病気の回復
こうして、あちらこちらで人

常業務とは別に、８つのＳＡＵ

た。
管理職から順次組革研に参加
したのはこの頃からでした。参
加者の受けとめかたもさまざま

り 」、
「 指 示 待 ち 」、
「ロボット

にしたがい、
「対象」
、
「ぶら下が

しかし組革研体験者が増える

革研に参加して一連の出来事が

やってみたこと、そして後日組

言われるまま、 見よう見真似で

それは、当初は訳もわからず、

より、高難易度のヒートシンク、

を評価しています。この活動に

しろい」とメンバー自身が活動

てのＳＡＵで「大変だが、おも

体験した自分自身はどうかと問

一方、組革研でリーダーまで

めています。

かつてなかった変化が起こり始

たメンバーによって、職場には

だったと思います。

症」
、
「個全」
、
「一覧一望」など、

パッと結びついたもの、参加後

各種材料の技術開発などが実現

が、組織が、変わり始めました。 （ Strategic Attacking Unit
） 研究 が す す んで い ま す 。 そし
活動が展開されています。すべ て、組革研に参加し、心に感じ

多くの組革研で使われている言

に思い立って取り組んだことな

うに上位職からの示達

方針を、これまでのよ

たとえば、部や課の

かったパレット三段積みを実現

職場の課長が、三十年来できな

ＳＣＭの課長と梱包・出荷担当

う言葉が出てきました。そして

について「やってみよう」とい

ないと結論を出していたこと」

ＳＣＭでは、「やらずにでき

それを続けていくことは非常に

革研での体験を職場で生かし、

叱責される場面もあります。組

ーンに陥って、「先祖返り」と

ー参加者も、すぐに従来のパタ

す。また、変化し始めたメンバ

ンス を 逃 す こと は た び た びで

から脱却しきれず、リードチャ

われると、従来のマネジメント

ではなく、横組織間や

させ、かつて四段に積んだ状態

難しく、簡単にはいきません。

しました。

部門内メンバーで ×
打
ちを行って、部門間の

では見渡せなかった場内が、ひ

しかし、先日の〇六年全社計

こには数例だけ紹介し

共有と部門内での浸

と目で見えるようになったとい

部門に対して他部門か

は、これにより、技術

現したという事例は多々あり、

きない』と思っていたことが実

このように、それまでは『で

棟の大部屋に移りました」
。

集中治療病棟から出て、一般病

の病気にかかっていた事業部は、

ます。

透・理解を深めていま

う例もあります。

ら多くの期待と要望が

その一部を、私に続いて二名よ

のように報告しました。「二つ

出され、それを技術部

画会議の席上で、事業部長は次

す。部門間のケースで

どさまざまですが、こ

葉が、職場の共通語となってい

職制自らが現場で決行
0 5 年１月４日

②

“ありありと”浮かび上がった事実
―“対象”から教わった安全“対策”
明
山中

昭和電工／アルミニウム事業部門
押出･機能材事業部押出品小山製造部押出二課長

革研のテントの約五十倍ほどの

私が担当する工場建屋は、組
を降ろしてバックしかけたフォ

故が起きてしまいました。荷物

繰り返しました。すると、今ま

員して、納得がいくまで調査を

うのか」とすぐに反発したでし

てやっているんだ、
どうしろとい

でしたら、
「管理課の指示に従っ

絵、事故の再現の絵、そして周

で見えていなかった事実が浮か

フォーク運転手は、本来降ろ

囲に高く積まれた中間仕掛品の

ークリフトに、一人の従業員が

すべき次工程の場所に荷物を降

絵が、「それは違うぞ！」と訴

大きさです。押出機、引抜機、

被災者は、フォークリフトに

ろせず、とりあえず空いた場所

えていました。

ょう。しかし、被災者の骨折の

置き忘れた物を取ろうとして、

を見つけて置いた。狭い場所だ

び上がってきたのです。

業績はかつては好調でしたが、 バックして近づいてくるフォー

ったので、フォークの爪で製品

右足の甲を轢かれ、骨折したの

クリフトを待っていました、声

に傷つけないようにと、前方ば

「現場を変えよう。しかし古い

熱処理炉など十数基が点在して

バブル景気の崩壊以降は水面下

もかけずに。一方フォーク運転

かりに注意を払い、後ろに気を

私だけではダメだ。若い力を借

です。

の潜水艦で、時折水面に出ても

手は、今通った直後だったので

向けることができなかった。

います。そこでは、押出・引抜

すぐ潜るという状態でした。〇

後ろを確認するまでもないと、

製造を行なっています。

加工によるアルミニウム素材の

三年には、押出機を一部廃棄す

一気にバックしたのです。これ

け合 おう ！

指 差し 確認 しよ

てたでしょう。それも「声をか

以前ならすぐに対策を打ち立

かれた絵からわかりま

状態だったことが、描

く、足の踏み場もない

そのため見通しが悪

掛品が多く、壁をつくっていた。 に戻せばいい。今より悪くなる

りよう。やってみてダメなら元

若い力が現場を変える

るという荒療治も実施されまし

が事故の原因でした。

また、周囲にやたらと中間仕

たが業績は芳しくありませんで

が変わり、それまでとはまった

う！」というような人の行動を

した。それは、災害が

した。

く違う仕事のすすめかたになり

規制するものばかりを…。

我々の荷役装置の主役はフォ

で絵に描いてみる」を求められ

る」、
「よく 調べる 」、
「子 ども 心

「事 実を あり のま まに 再現 す

〇 五年 以降 の 変化 の中 で、

ました。長年身を置い

もありありと見えてき

場全体の姿であること

なく、私が担当する工

発生した現場だけでは

そんな中、〇五年一月に上司

ました。

ークリフトです。当時は七台が

ていました。今こそ、実行する

事故はどのように起こったか

稼動していました。フォークリ

ていた環境に慣らされ

それでも今までの私

ったのです。

い違和感を感じ、わか

が、このとき初めて強

て見えなかったこと

ときだ！ と思いました。

絵が訴えかけるもの

フトは便利な装置である半面、
労働災害が多く、かつひどい怪
我を負うので運転には資格が必

はなく製造部、鋳造課、押出課

実行に当たり、当事者だけで
安全には留意していたはずな

からも課長、班長、作業員を動

要です。
のに、〇五年九月、とうとう事

フォーク走行エリアが広がり、見通しもよくなった

③

思いを紙に書き始め、一覧一望

ましたが、
しばらくして、個々で

り出し、 班員たちと再度見てい

なげかけました。彼らは絵を貼

るにはどうしたら良いか？」と

囲んで、「この状態から脱皮す

「ありありと」と描かれた絵を

部下の二人の班長を呼出し、

ました。

ことはないのだから」と決意し

とです。

た。実は、私も懸念していたこ

では」と心配事をあげていまし

た中間仕掛品があふれかえるの

フォークリフト走行範囲に、ま

戻ってしまうかもしれない…。

た。さらに問うと、「すぐ元に

る」という結論に行き着きまし

クリフトの運行エリアを拡大す

き場をとことん削減し、フォー

トを減らす。検査待ち製品の置

なって、リードタイムが短くな

から「スムーズに流れるように

三か月が過ぎたころ、管理課

した。

しまう」ことは起こりませんで

で、心配していた「元に戻って

えました。周囲も非常に協力的

た責任者の名前を一人だけに変

し、それまでは連名で書いてい

荷の表示も「○○待ち」と明示

幅を大胆に広げて印しました。

歩下がっています。例えば朝礼

たのですが、今では意識して三

てこい！」と采配を振るってい

に先頭に立ち、「お前ら、つい

変化が起こりました。以前は常

わったとき、私の中にも大きな

こうして部下への見かたが変

と痛感しました。

縛り付けている自分がいたのだ

である自分だった。古い考えで

ことなく、阻んでいたのは上司

った」という評価が下りました。 でも、出席者の様子を後ろから

して 打
×ちを繰り返していきま

生と「意識」の改革を体験します。

今回の報告会では、組革研への参加によって、

「『人と組織の動き』がどのように変わったのか」

した。

をテーマに、六人の方がたにご報告いただきま

松村光展 氏

昭和電工／押出・機能材事業部生産･ 技術統括部長

山中

明氏
同／押出・機能材事業部押出品小山製造部押出二課長

荒川勝行 氏
同／押出・機能材事業部品質保証室小山・那須検査課長

岡崎丈典 氏

ＩＨＩマリンユナイテッド／呉工場船舶海洋設計部課長

櫻田光治 氏
秋田大学生協／専務理事

観て、部下が自ら考え行動する

住友ゴム工業／泉大津工場長

120人（75社）

［出席者］

役職別内訳（役員35人、部長クラス45人、課長
クラス2 9 人、課次長以下11 人）

◆

岡崎氏、櫻田氏、高見氏に報告していただきま
した内容は、次回４号「定期報告会・報告集第
二弾」において紹介します。

次に彼らに託したのは「やっ

いたその人の人間力が解凍され、「その気」の再

のを待つようになりました。

高見昌文 氏

した。

革への原体験」をする場です。フリーズされて

［報告者（報告順・役職は当日のもの）］

部下は自分で考え、実行する

組織革新研究会は、参加者一人ひとりが「変

てみる」でした。彼らはペンキ

フリーズされていた ｢ 人間力｣ が解凍され､
｢その気｣ の再生と ｢意識｣ の改革を体現する

彼らは最終的に「中間仕掛品

｢ 変革｣ への 原体験

力を持っている。それを信じる

組革研参加によって
「人と組織の動き」がこう変わった

で、床のフォーク運行エリアの

（2006年7月21日／金）

を削減するため、工場のパレッ

組織革新研究会／定期報告会
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見えないものが見えてきた
―「対策病」からの脱出
荒川勝行

昭和電工／アルミニウム事業部門
押出･機能材事業部品質保証室小山・那須検査課長

自社生産品に対して、抜き取
りで各種検査を行なう検査課で
は、毎月、不良品やクレームが

の日々でした。

ことなのかわかりません。苦悶

ル行きの最終バスに乗り遅れて

がらも必死に走ったのに、ゴー

戸惑い、最後は足を引きずりな

たのです。それを「自責任の流

みました。すると三十件もあっ

済んだと思える物件を抽出して

たしても彷徨ってしまいました。 検査をしていれば流出させずに

我々検査課では、「クレーム

精一杯やったという充足感よ

自分が変わろう

が発生すると、どの部門も、自

に学ぶ」と称し、現場に看板を

り、達成できなかった無念さが

頻発しています。しかし不良品

出クレーム」と位置付けました。

部門を棚に上げて他部門のせい

立て、要因を貼り出して、原因

目標に掲げました。

そして〇六年度は三十五％減を

タイムアウトとなりました。

にする風潮が見られました。で

自分の問題に

「 ク レ ー ム に 学 ぶ 」で は 特 に

上回っていました。自分の「人

実をよく観ることの重要さ」を

「事実の確認」に時間をかけま

を特定する作業が始まっていま
しかし、深く事実に迫れない

理屈でなく失敗体験によって思

した。「なぜ」ではなく「どの

は検査課はどうかというと、他

まま推測が入り、やり直しを繰

い知りました。貴重な体験でし

ようであったのか」
。それを続け

間力」が試されたのです。「事

私はというと、仕事の方針、具

り返し、部下たちは閉口してい

た。部下にも息子たちにも体験

ているうちに皆の意識が少しず

した。

体的な手順を定め、三十名の部

ました。時間はかかるし、疲れ

させたいと思いました。

部門など配慮せずに試験・検査

下に細かく指示を出していまし

るし、しんどいのです。検査課

をしていたと思います。

た。指示しないと部下は動かな

の自分たちがなぜそこまでやら

に感銘をうけ、忘れないように、

そこで、課長の私が中心に実

つ変わり始めました。

かったし、指示した内容の半分

なければならないのか…。

藤田キャンパスリーダーの話

もできていない状態でした。
以上が参加し会議室で行なって

ってきました。「どうせ宗教的

私に組革研への参加の順番が回

都合で考えない」
と手帳に貼りつ

をありのままよく観る」「自分の

ったり事実でない場合には私が

た。一覧一望して、調査が浅か

を中心にやらせることにしまし

はなくリードする」「事実（対象） を、クレームが出た職場の班長

施していた「クレームに学ぶ」

いた実績会議が、現場で立った

な洗脳、スパルタによる特訓の

けました。事業部長もかつてこ

そんな最中の〇五年十一月、 「人を人として」
「管理するので

ままで行なう改善指導会へと変

合宿だ」と思い、気持ちは重く

西出事業部長の就任後、課長

わりました。各課の活動報告に

ったのか！ と合点しました。

た。ほとんど で
×した。部下は
閉口していましたが、繰り返す

を
×つけ、やり直しをさせまし
ところがこの組革研で、生ま

「忘れないうちにすぐ実行しな

うちに、図面や指示文書、検査

こで学んだことを知り、そうだ
れて初めての 〝彷徨い〟 を体験

ければ。自分が変わろう、部下

なるばかりでした。
のです。私たちは、指導内容を

では海

対し、事業部長自らが指導する
自部門の活動に生かそうと見よ

したのです。上期Ｓ

と』がわかっていない！」
。考え

ていない。『やらねばならぬこ

『事実をありのままに』ができ

叱られるばかり。
「
『対策病』だ。

て下期に臨んだのに、下期でま

分を奮いたたせ、仕組みを調べ

た。無力さに打ちのめされた自

徨い、暗い道で途方にくれまし

辺と街を行ったり来たりして彷

一件一件調べ、自分たちが良い

と一緒に、〇五年のクレームを

職場に戻って、さっそく部下

断しました。

のロボット症を変えよう」と決

くると、それに対して手を打と

分、見えなかったものが見えて

今まで潜んでいた根っ子の部

ありありと見えてきました。

規準や検査方法などの不具合が

―

う見まねで実践するのですが、

ても考えても、それがどういう

20

⑤

たのです。

です。
「クレーム、不良品は我々

全員で共有するようになったの

のかを考え、絵や写真を使って

大雑把な目標でした。しかし私

という目標を立てました。実に

「トータル時間を半減させる」

ドタ イ ム を 調査 し た う え で、

チームメンバーは現状のリー

ました。「リードタイム半減」

五月、成果を調べてみて驚き

うれしさがこみ上げました。

懸命に活動をしているのを見て、

ました。チームメンバーが一所

が前向きになっていくのを感じ

年一月～六月までの六か月間と

を写す鏡、自分たちに何かを教

は一切指示をせず、週一回の会

という大雑把な目標を達成して

うと、自分たちで調査するよう

えてくれている」という発想。

合に出てアドバイスするだけに

しまったのです。そこで本活動

会合のたびに、Ｓ班長の姿勢

こうして早々と上期中に、自責

徹し、彼らだけで遂行させまし

をまとめ、初めて改善指導会で

しました。

クレーム件数三十五％削減目標

た。すると彼らは、どのように

披露することにしました。

になりました。どのようにする

が達成されたのです。

活動するのかを相談し始めまし

動き出した人間力

ているのに無理だ」と。

土日も公出し、残業過多になっ

験室のＳ班長に「引張試験のリ

問題点が浮上しました。私は試

「やってみて駄目だったら戻せ

「忙しい、人がいない…」と。

うとしました。彼は渋りました。 かにしていったのです。

ードタイム短縮」をテーマ化し

ば…」と、彼と幾度も話をしま

ない中で個別改善まで始めたら、 する場面になると、Ｓ班長はで

て個別改善として取り組ませよ

した。

ディリー業務まで遅れてしまう。 きない理由を言い始めました。

「自主保全もうまくすすんでい

活動は試行錯誤しながらもす

無駄な時間などを、数値で明ら

で五回も繰り返され、本番にな

た。リハーサルは本番五分前ま

すれば良いのかを考えさせまし

ろに皆で紙を貼り、どのように

ない…。そこでわからないとこ

はチーム以外の人たちに伝わら

ばらしい活動の成果が、これで

は文章も説明も苦手でした。す

がわからないのです。実は、彼

いている側には言っていること

業時間、作業が集中する時間帯、 懸命に語っているのですが、聞

歩数や時間を割り出し、必要作

ると、全員の気持ちがぴったり

ました。Ｓ班長はボードの前で

マ送りして各々の作業を層別し、 たところ、またもや問題が起き

長、課長、係長を含む全員が通

に） 始 ま り まし た 。 ま た 、室

ニ勉強会が（強制していないの

クルでリーダーを中心としたミ

課内での勉強会に加え、各サー

ことが起きています。月一回の

現在、検査課ではおもしろい

とに前向きになりました。

尽くす大切さを学び、変えるこ

ばできること、最後まで最善を

部長も笑顔でした。彼は、やれ

Ｓ班長もチームメンバーも事業

う」と声をかけてくれました。

てくれていたんだな。ありがと

しかし課内でリハーサルをし

することにしました。Ｓ班長を

すみ、先入れ先出しへの挑戦、

と一つになっていました。

信教育を（昨年は誰もやらなか

た。作業をＶＴＲで撮影し、コ

リーダーにチームを結成させ、

製造へのサンプル長さの協力要

発表後、事業部長がＳ班長の

ったのに）やり始めたのです。

工場内で、引張試験における

「推測は一切いれずに事実だけ

請、歩く時間短縮のための冶具

肩に手をのせて「いろいろやっ

えない」「やってみる」を実行

しかし、問題点が見え、改善

を数字で捉えてほしい」と一つ

仕様変更などに取り組んでいっ

しかし私は「自分の都合で考

だけ要請しました。期間は〇六

⑥

部下を、自分を、追い込む

< 定期報告会／「質問への回答」の中から①>

当日の報告者による報告後、出席された方からの「質問」ならびに「質問へ
の回答」が行なわれました。今号では、その中から二例をご紹介します。

質問
親の問題、家庭の問題というこ

がとうございました。寝小便は

宅させたら、丁重な手紙で「あり

ところが『改革』となると、周

日本人は『改善』が得意です。

組革研で「自分が持っていた力」

は「追い込まれた状況」です。

の否定の上に存在するものです。 もしれない。チャンスというの

組 革研 では すご い力

を出し たメ ンバ ーが 、会社

に気づいた。そして、「自分が

〇名の社員とその家族が路頭に

りのすべてが抵抗勢力になって

自分の理解の範囲を超えるこ

迷う」という状況に追いやられ

とが分かりました」と言ってき

とを誰かがやるのを、皆、非常

たからこそ、必死になれたので

に戻る とい い人 、世 話好き

どんな体験をしても、それが

に恐れます。上司はもちろん、

す。

やらねば工場はつぶれる、六〇

職場で生かされるには、もう一

同僚はなおのことです。人間は

「状況が人を動かす」と、藤田

しまう。

山超えていただかねばなりませ

今までのやりかたを変えられる

キャンパスリーダーも言ってお

ました。まさに、これに似てい

ん。

ことに強く抵抗する。組革研を

られるが、そういう状況に、自

に戻っ てし まう 。頑 張って

多くの方が抱えている悩みでし

松村
（報告者） キーワードは、

体験してもなかなか職場でうま

ます。

ょう。組織革新研究会を体験し

「やってみる」です。よくわか

分も部下もどうやって追い込む

いた部 下も 元に 戻っ てしま

たからといって、たった五日間

らなくても、組革研で見たこと、 くやれないのは、周りが抵抗勢

あります。典型的な二人の親御

「チームワーク学校」というのが

中学 ３ 年 生 まで を 集 め て 行う

す。組革研には、小学３年生から

あるエピソードをご紹介しま

だと思う。

時間をかけて、やり続けること

ってしまう。だから繰り返し、

になる。しかしそれもすぐに戻

一山越えたかな」と気づくこと

みる。すると後になり「ああ、

ぜひとも支えてください。「思

司の方は、体験してきた部下を

ってきます。部下を派遣した上

か、そのことがとても重要にな

と思って部下を派遣しているの

者は、本当に組織を改革したい

つまり、企業のトップ、派遣

り込ませる仕組みをつくってい

をし、一番困っていることに取

える。私は戻ってきた部下と話

冷めてしまう前に、課題を与

当たり前のことです。

がなければ、冷めるのは、人間

あっても、課題や上のフォロー

はないでしょうか。熱い思いが

こ れは 、

さんがいました。一人は、
「帰っ

藤田ＣＬ

い切ってやってみなさい」と。

ます。その課題に対し、今行っ

（
藤田ＣＬ

てきても、うちの子供は全く変

職場は、部門トップに西出事業

高見
（報告者） 確かに上がその

ていることを皆の前に貼らせ、

キャンパス）
リーダー

う。何がいけないのか。

で人が変わるということはあり

わっていません」と、事務局に電

部長という組革研へのよき理解

気にならなければ、絶対にダメ

できていないと苦言を呈してい

ことができるかを考えるべきで

聞いたことを、とにかくやって

話で苦情を言ってきた。私は、心

者がおられる点で、恵まれてい

でしょう。幣社でも十数年前か

力になるからです。

えません。

底あきれました。逆に、
「寝小便

ると言えるかもしれません。

もありませんでしたよ」と私が

した。
「寝小便することは、一回

供を送り出してきた父親がいま

ただけますか」と、手紙つきで子

りますが、『改革』は、今まで

『改善』は今までの延長上にあ

違いがおわかりになりますか。

変です。『改善』と『改革』の

本当に、『改革』するのは大

スがなければ生かせなかったか

もいません。私自身も、チャン

ている人間は、残念ですが一割

加していますが、体験を生かし

ら百五〇名ちかくが組革研に参

が、大切なことだと思います。

まれることになりきついのです

むということは、自分も追い込

状況を変える。部下を追い込

ます。

しかし、松村さんの

をするので、それに配慮してい

一筆書いてその子に持たせて帰

⑦

部下にはもっと力がある
< 定期報告会／「質問への回答」の中から②>

ったように、部下にはこんなに

ネジメントとは著しく違います。 みる。すると、先の報告にもあ
やっていることは、ことごとく

組 革研 で 「リ ー ド」

てやろうと 〝操縦する〟 ことに

部下を教育してやろう、おだて

組織革新研究会

二〇〇六年
第四〇九回
８月 日
（火）
～９月２日
（土）

第四一〇回
９月 日
（火）
～ 日（土）

第四一一回
月 日
（火）
～ 日
（土）

16

質問

ないとイライラする性格でした。 ーダーの皆さんは参加前に私の

なります。しかし人間は誰も、

21

力があったんだと気づくことに

本（
『人を人として』
『状況が人

自分が操縦されていることに反

18

常識の反対ばかりです。例えば

ても、行動がついていきません。 を動かす』）
を読んだのでわかっ

発します。それは 〝心を操縦さ

27

を学 んだ つ もり だ が、 職場

しかし一年間、
「指示はしない、 ているとおっしゃるが、実は、

「リード」を頭ではわかってい

頭の中に言葉がインプットされ

れていること〟 だからです。下

24

なります。

アドバイスだけ行う」と意識し

ているだけです。具体的に動け

から上はよく見えるので、そこ

12

に戻 ると 、 つい 部 下の 行う

てやってみたら、だんだんでき

るかといえば、動けません。

17

どの企業でも、各ポジション

るようになってきました。する

ことは絶対にありません。

14

「 打
。企業で行っているの
×ち」
は「擦り合わせ」ですから、逆

と部下自身も、「今までは課長

「 ×
打ち＝個全システム」とい
うぶつかり合い法も、擦り合わ

その逆で、「部下にはもっと

23

こと に口 を 出し て しま う。

がやっていたけど、自分たちが

せ法に変化してしまいます。こ

力があるはずだ」とみた瞬間、

29

20

です。このように、メンバーは、 における上長の行動は、「部下

思わせるものばかりです。「部

どうしたらいいか。

ったく違うマネジメントを受け

下はダメだ」と思った瞬間に、

には力がないと思っている」と

荒川
（報 告者 ） た だ ひ た す ら 我
ます。

することなんだ」と意識が変わ

うしてリーダー参加のなかで、

問題は上司
（自分自身）
のものに

〒一〇〇―〇〇一四
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組織革新研究会・会報
「はこね そして 伊豆高原」Ｃ

せください。

は、 左記事務局にお問合

組織革新研究会について

□

第四一四回
２月 日
（火）
～ 日（土）

二〇〇七年
第四一三回
（火）
～ 日（土）
１月 日

第四一二回
月 日
（火）
～ 日
（土）

10

チームリーダーから普段とはま
慢するしかありません。私も仕

ってきました。

失敗を繰り返しながらリードの

なってきませんか。このように

問題は解決できなくなります。

藤田 ＣＬ

しかたを身に付けていきます。

今までの問題意識を否定すると、

そして「リーダー参加」では

自然のことです。無責任なら放

「改革」は今までの否定の上に

違った発想が出てきます。

事は計画を立てて細かく指示を

っておくが、よりよくやらせて

存在すると、先に申し上げまし

この発想を抜きにして、「リ

問題が部下側になるからです。

あげたいから、口出しや手助け

たが、これは 〝人の否定〟 では

ード」は、ありえません。そし

リードのしかたを学びます。リ

が出るのです。

ありません。今までの見かたを

てここからこそ、改革が生まれ

出し、部下がそのとおりにやら

組革研で一番力を入れている

変えてみるという 〝見かたの否

るのです。

に反発はあっても、受け入れる

のは「改革への発想」の提供で

定〟 です。真っ逆さまから見て

つい口を出すのは、

す。この発想は、世間一般のマ

11

⑧

