リーダーという
「人間」
の復活
――技術の“核”を担うために

キリンビール／パッケージング技術開発センター
もっと、できるんじゃないか？

ープ企業が増え、業務量も増え

レベルはみるみる向上しました。 ターは、ここ数年支援するグル

上長の声掛けパトロールが、ど

れほど現場をイキイキさせるか、 続けています。五〇人の部下は

トが求められています。私はま

センター長 小早川 忠（現・福岡工場長）

さっそく私も始めました。時

質・量ともに満たすアウトプッ

にとっては充分です」という返

目の当たりにしたのです。
パッケージング技術開発セン

そして〇九年九月から、リー

た声掛けを始めました。
「この方

ダー層や中核となるメンバーを組

間があれば現場を歩いて声を掛

いて終わりじゃないよね」
。二度

革研へ送り始めました。報告書

事。愕然としました。開発は一

とオイル溜まりを見ることはあ

とデータだけを見るのではなく、

ターは、キリングループ全体の

りません。また、それまでライ

部下と共に現場で「本当に？」と

法が一番いいの？」
、
「事実に基

九五年の組革研メンバー参加

ンのオーバーホール後は、確認

考えてほしい。技術的に圧倒的

けていく。
「コンベアの下にオイ

の直後から、私のリーダー参加

もれ、調整不充分などで数日間

人ひとりの能力にかかっている

すすめています。私は〇八年三

が始まりました。四回の苦しい

はトラブル続きだったのですが、 な強みを持つのはいい、それを

包装容器・設備の開発・評価を統

月に所長となりました
（当時の名

体験を経て少し身体に 〝
リード
〟

背中で見せるリーダーになって

ルが落ちてるけど、何だろう？」
。 づいてるのね？」

称はパッケージング研究所）
。さ

が染み付いた気がします。『人 「オーバーホールの後に調子悪い

ほしい。結果的にそれが、仕事

のに、これではリーダーの考え

っそく研究所内を歩き回り実験

なんておかしいよね」と声を掛

のスピードと品質を向上させる

括する拠点。
「環境負荷の低減」を

室を覗いてみると、なにやら違

を人として』部下と向き合うこ

け続ける。一年後には、オーバ

早道だ。

翌日きれいになっていると「拭

和感を持ったのです。

と。魂で伝えること。この二つ

ーホール後初日からラインはノ

彼らは初めての体験に心を熱

る枠に能力を封じ込めている！

誰もが 〝
個人プレー
〟 の感。技

が、私の仕事人生で絶対折れな

ンストップで回り始めました。

くして帰ってきます。
「自分が一

テーマに缶やＰＥＴボトルの軽

術革新には 〝人の育成〟 が第一

い〝
太い背骨
〟 になったのです。

「だから、こうしろ」ではなく

という声掛け。
「やらせる」ので

して福岡工場に着任。メンテナ 「あなたは何をするべきなの？」

ます…。リーダーとしてどうあ

番正しいという思い込みを捨て

テーマとした容器の開発などを

量化、
「お客様の使いやすさ」を

のはずなのに、リーダーが部下

九七年、パッケージング部長と
ンスグループのベテランが毎朝現

はなく、
「やらなければならない」 るべきか…。部下の力をどう生

声掛けで工場が変わる

に自分のやりかたを教えている。
というマネジメント。
「言われる

場を回っていることに気づきま

と本人が思うこと。自分で気づ

「俺の言うとおりにやればいい」
ようにやっておこう」
、
「前と同

した。 若いオ ペレー ターに「調

できるんじゃないか？」
。

だから今日も部下に、
「もっと、

の能力を高めることができる。

人間だけが、自分の力で自分

胸のうちを語ってくれます。

かすか…」と悩み始め、苦しい

じ方法でやろう」という仕事の

パッケージング技術開発セン

向上への早道

すのです。

子はどう？」と声を掛けながら。 けば、彼らは自分の力で動きだ
「音が変なんです」と言ってきた

すすめかた。新しいものが生ま
れてくるとは思えない姿。

が終わったら一緒に見てみよう」

ら、
「チェーンの伸びかな。稼動
ャレンジさせたら」と助言する

と。若いオペレーター達の技能

リーダーに「部下にもっとチ
と、
「この程度でいいんです。彼

④

、冷たい雨のなか

いる管理を、なんとか一元化し

「四冊の台帳でバラバラに行って

事実レベルで、共有することが

と「今、ここにある問題」を、

敢えて「やだな、面倒くさく

できたのです。

はなく、みんなで問題を共有す

ていやなものがいっぱい出てき

たいんです。私が指示するので

ることで、自発的に達成できる

貴宏

葉も知らず、だから、そのこと

評価グループ 野崎

できる・できないじゃない、
やる気だ！

―

ポイントは、課題について考

口々に。やる気になっています。

たね」と言うと、
「面倒でも、や

私に限らず若いメンバーはみ

えて発言するという従来のメン

すかさず「では、やることを決

と思うのです」

したのに、どの交差点を見ても

な、〝
事実
〟 を捉えているつもり

バー ミ ー ティ ン グ を、『一 件 一

が全くできなかったのです。

何もわからない。もう一度スタ

で、実は 〝対応〟 で仕事をすす

らなきゃならないですよ！」と

ート地点に戻って走り出す。
「自

めよう。誰がやる？ いつまで

評価とはまさに 〝対象〟 と対峙

評価グループは、多種多様な

への取り組みがすすむなか、評

の商品化の評価を行っています。 ターで『安全』
『ＩＳＯ９０００』

測定器具を用いて缶・ビンなど

価グループでは『測定器具の管

されています。ここ数年、セン

バーがいて、私はまとめ役を任

評価グループには八人のメン

五分 で紙 に書 き 出し てく ださ

問題点について、一人三件ずつ、

く一件一葉です。
「今ここにある

と、三点の課題が浮上。さっそ

り出し、それを見て話している

帳の記載項目を一覧表にして貼

まずは、現状把握。四冊の台

メンバーにとって 〝
他人の仕事
〟

だろう？」と質問しただけで、

私が意識を変えて「これ、なん

のです。手応えを感じました。

て、各自の取り組みが始まった

らで、一週間後の報告会に向け

発表しました。膨大な実業の傍

め、翌朝のグループ定例会議で

に？」
。わずか三時間の会議で、

すること。私は今まで、事実は

理』が大きな課題になっていま

い」
。五分後、書き上がった紙を

が 〝自分の仕事〟 へと変わった

こと。翌日のミーティングで、

ど う な っ て い る の か と 〝対 象〟

した。構 成機器・安全対象・固

テーブルに並べ、一人ずつ棒読

のです。

課題・担当者・スケジュールが決

をきちんと把握することをして

定資産・作業標準の四項目・四冊

みで発表。そこで「それ、事実

仕事は、できる・できない、

私は「色々な問題があるけれど、

葉』と『一覧一望』で一変させる

とにかく、変えてみよう。だ
めだったらやり直せばいい！

いたか？ 否。

の台 帳で 器具 の 管理 をし てお

かな。想像ではだめだよ」と、

知っている・知らない、ではな

定。私は「絶対に逃がさないぞ」

評価基準は危害の想定で行い

り、それぞれに責任者・対象機

口頭で評価基準を。あれこれと

い。
「まっさらな目で、いろんな

実態はどうなっているの？」と

ます。たとえば「軽量化でビン

器評定基準などがありました。

意見が飛び交って、紙は最終的

方 向 か ら 見 る 」 と い う 〝対 象〟

一件一葉・一覧一望

を薄くしたら、落下時に破損し

しかし人事異動や器具の更新が

に四枚に。そこに残った 〝
事実
〟

という思いですぐに書面にまと

めていたのです。

た 。「 割 り こ ま を 見 落 と し て い
た。その存在を忘れていた！」
。
思い込みで事実を見落とすと、
どれほど人は迷うことか…。身

やすくなる」というように。私

重なり、台帳と実態は、かけ離

をもって知った瞬間でした。

は常に自分の経験と知識で想定

って 〝
やる気
〟 になれるのです。

の見かたを知っていれば、誰だ

く違う内容が。全員でありあり

には、当初想定した課題とは全
私はリーダーに胸の内を報告。

れたものになっていたのです。
でした。〝
自分ばなれ
〟 という言

を行い、何の疑問も持ちません

切り出しました。

分ばなれ」と呟いてドキリとし

で途方に暮れた。あんなに調査

下期Ｓ
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〝辛さ〟 を 〝
喜び
〟 に変えられるリーダー

他者に説明するときには、簡単

でもいいから資料をつくること、

それはただ言われるがままにや

なくうまくいっているような漠

酒類容器グループ 伊東千春
この人、知らないところでこ

るだけで、そうすることで何と
中学のときからの夢。自分で

変革への原体験
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然とした理解でした。それをＳ

の低減」と「ユニバーサルデザイ

第 回

14 13

んなに頑張って必死になってい

このときも言いたいことを遠

ン」を掲げた 容器戦争 のただな

第 回

16 19

つくったもので世の中を変えた

ると、
「本当にそのとおりだ」と

慮なく発言していた私。自分に

22

15 18

を通じて身をもって体験す

持ちが、自分のことのように思

腑に落ちた。迷いがなくなり、

キリンビールに入社し、酒類

足りないものが見えてきました。 かにあります。その実現はコス

見つけたい。そしていつの日か、

26

7

―

りたい…。大学院で化学工学を

えてきました。個々の核心を全

突き進みやすくなりました。

容器グループで缶の開発に従事

トアップにつながりがちで、会

浅いから。絵に描くともっとい

そのテーマを達成し、結果を出

18

9

たんだ。紙に書かれた相手の気

学ぶと、それは『技術経営に携

員で共有すると、チームの結束

して二年になります。リーダー

相手の意見に真剣に耳を傾け、

社からはＮＧが出ることも。し

い、ありありと伝わって周囲の

22

11 10

い。社会に貢献できる人間にな

わる』という具体的な目標にな

含めた七人で、個々の開発テー

それを自分のなかで消化すると

今、我々の 開発は「環境負 荷

力はさらに強くなって…。

マをいかに具現化するかを考え

かし、対象であるお客様をよく

残っているのは、四日目夜から

理解に差がなくなる。それから、 せるリーダーに。プロセスは厳

5
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りました。

抜き、けっこう頑張っています。 いうこと。そのことが、自分を

見て、そこに確実にニーズがあ

次代の開発テーマは何だろう。

望が見えてきました。

ずに会社を説得できるという希

めているもの＝〝
事実
〟 は揺るが

るとしたら。お客様が本当に求

さらに気づかせてくれるのです！

自由にやれる風土。その中で私
は、納得いかないと我慢できず

お客様本位
得たことは、ほかにもたくさ

がんがん発言することが多くて、
その度に反省していたのです。

んあります。自分の意見を紙に
書くと意思を保てるということ。

「こんな立場なのに、また言いす
ぎた…」
。

始まった『ここでの俺たちの体

しくても、部下にとっての 〝辛

書けないとしたら、まだ考えが 『お客様本位』の行動で、それを

験はこれだ！』
。チームメンバー

〝
対象
〟 をよく見るということ。

さ
〟を〝
喜び
〟 に変えられるリー

組革研に参加して一番印象に

と明け方まで議論するとどんど

工場研修中に工場の設備を絵

に描いて理解を深めてきたこと、 ダーになりたいと思います。

ん深まっていき、〝
必死になった
意味
〟 が見えてきたのです。
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