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―― 事業部変革の軌跡

昭和電工／アルミニウム事業部門
押出・機能材事業部

昨年十一月の
「組革研／定期報告
会」
では、昭和電工／アルミニウム
事業部門 押出・機能材事業部の方
がたから、
『事業部変革の軌跡』を
テーマに報告がありました。
組革研への参加をベースに、劇
的な変化を続ける 〝
人
〟と〝
組織
〟。
定期報告会では、一部の紹介にと
どまりましたが、今後特集をもっ
てその全容を紹介していきます。
第一弾として、三年間の改革の
概要と、その一こまであるＡ工場
の再生について、この新春特別号
で紹介します。

http://www.sokaku.co.jp
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③組革研へのチーム参加。
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マーケットのなかでも、十分に

の改善をやり遂げ、冷え切った

Ａ工場も、大幅な損益分岐点

じているところです。

「変わってきた」と手応えを感

たという声も聞こえてきます。

それによる発見の喜びを実感し

でいただけたというエピソード

に驚きの声を上げ、涙して喜ん

最中でしたが、その変わりよう

工場全員が必死に活動している

往査を行った監査チームのお一

生まれ変わったのです。前述の

外な目標を掲げざるを得ません

て利益率を安定的に保つ」
と、法

込まれ、「製造コストを削減し

ました。成果はまだ出ておらず、 を黒字に変えなくては」と追い

人が、一年後に再び工場を訪れ

でした。

かせねばならない。工場の赤字

れることになりました。「何と

閉鎖か存続か、経営判断が下さ

した。

いう思いが頭から離れませんで

かなければならないのか…」と

ーたちの次の就職先を探してい

「七月になったら、このメンバ

と声を掛けながら、その一方で

やってくれた、がんばったな！」

事異動で、Ａ工場押出課長の私

昨年の八月、思いがけない人

だなんて、ゆめゆめ考えてもい

聞いていましたが、まさか閉鎖

でした。赤字が続いているとは

す。誰もが目先の 〝
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生し、大混乱のなかで日々クレ
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課題となりました。これまで毎

う一つ、「品質保全」が大きな

主保全」に加えて、工場ではも

ーは全員が知った顔ばかり。初

「チーム参加」なので、メンバ

きませんでした。

と思いながらも、断ることがで

りました。こんな時期なのに…

研にリーダー参加することにな

月を目前にして、なんと、組革

最終の経営判断が下される六

自分が変わった

部下が、工場が、

持ちこたえられる体力となって
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事業部で始まっていたＴＰＭ
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が製造部長に任命されました。

ませんでした。「なんで優秀な

に奔走していたため、何も変わ

活動の二本柱「個別改善」「自

驚きました。地元の工業高校を

前任者ではなくて、新任の私な

日から緊張感がありませんでし

工場生き残りへの挑戦

卒業し、自宅から通えるという

らず、再発が防げなかったので

た。むしろ、仕事から離れてリ

も、先輩から「もう先はないの

そんな私が課長になっただけで

か」
。恨みつらみばかりが膨らみ

のために、私は部長になったの

は一三〇人もいます。「汚れ役

全員で現場のあらゆる問題点を

目標の実現に向けて、従業員

これでは全員でここまで来てい

ラックスしているムードです。

生産・技術統括部Ａ製造部 部長 一圓精治

理由でこの工場に就職しました。 んだ！」と思いました。従業員

す。

だから肩の力を抜いてやりなさ

を本気にさせるには、声を張り

洗い出していきました。そして、 る意味がありません。メンバー

「対象はどうなっているか、対

ました。
調べてみると、ここではかな

上げていろいろと言うより、私

い」と励まされていたというの
に…。「部長っていったい何を

象をよく見る」ことで原因を探

が一番効果的だと考えました。

り前から「事業構造の転換」が

と、取り組みを展開していった

「慣れ合っている！ それを払

するの？ 私に何ができるの？」

どの年度においてもまったく着

のです。

り、
「やってみる、変えてみる」 が「ここからいなくなる」こと
しかも直後の九月、「工場が

手されていなかったことが判明

と不安が押し寄せる毎日でした。 方針としてあがっていたのに、
閉鎖したら、どうするかを考え

自分たちで考えてくれ。できな

「みんな、
がんばってやろう！」 拭するにはどうしたらいいか、

と激励し、成果が出れば「よく

し、唖然としました。
〇七年度の上期末
（六月）
に、

ろ」と通達されたのです。「再
建策を考えよ」ではありません
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経営陣が工場を訪れました。私

告を終えると、とたんに大きな

ら、部下たちはどうなるのか」

いのなら私の責任だから明日帰

拍手が沸き起こりました。会場

初めてです。「皆に本当のこと

は良い点も悪い点も、工場の全

と、押出課長が食い下がってく

を話してよかった」と、心底思

る」と宣言したのです。すると、 と言われ、悔しいとか悲しいと

今まで周囲にひた隠しにして

るのです。「私たち現場の人間

いました。

に安堵と喜びが広がっていくの

帰れ！」とブロックリーダーの
いた「本当は、いつもいつも逃

にも報告させてください。会議

てを報告書にまとめて、会議室

声が響きました。「ちょっと待

げたがっている自分」が、組革

工場には今、以前ではありえ

かではなく、ただただ涙があふ

今から話をしたいのに

室ではなく、がんばっているこ

なかった一体感が醸成されてい

「リーダーをやらないというな

って！

研という思いがけない場面で露

の現場で！」
。却下されても課長

ます。私は「事業部大変革」と

がわかりました。あんな体験は

どうなっているの」
。予想外の言

呈したのです。「なんで俺が部

はあきらめませんでした。要望

いう荒波にのみ込まれ、翻弄さ

で説明するつもりでした。する

葉に面食らって頭が真っ白にな

長になり、工場閉鎖のためのＡ

は受け入れられ、報告は会議室

れ続けてきました。当初は被害

れ出ました。

りました。部屋に戻るしかあり

級戦犯にならなきゃいけないん

と、活動板だらけの現場の両方

ら解任だ。明日ではなく今すぐ

ませんでした。

だ」と思い続けていた自分。必

者意識の塊だった私。けれども

私が「帰る」と言ったのは、

死に見栄をはり、やる気を演じ、 で実施されたのです。

メンバーの責任にしている、だ

ていた情けない自分が見えたの

は「逃げたい」と常に考え続け

く、実は 〝逃げ〟 の言葉だった、 闘うふりをしていただけで、実

堂々と発表しました。

前で、誰もが自分たちの成果を

現場での報告では、活動板の

置いてくださり、幸せ者だと思

いです。このような状況に私を

今では、感謝の気持ちでいっぱ

彼らに良かれと思ったのではな

からクビなんだとすぐにわかり

組革研といえども、社員の前

ろうじて黒字に転じていました。 い状況です。我々の本当の闘い

うのです。
です。

に戻っても、チームは何も変わ

で私の化けの皮は剥がされ、丸

さらに皆の熱い思いが、経営陣

数日後、
「存続」という判断が

ました。だからと言ってチーム
らずそれぞれの職場に帰ってい

裸にされました。止まらない涙

の心を動かしたのです。

しかし、まだまだ安心できな

くだけ。これをチームのもっと

のなかで、生まれ変わっていく

私はすぐに、工場の正社員七

下されました。営業利益は、か

大きな問題にするためにも、や

ような明るい光を感じたあの瞬
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は、これからです。

っぱり私は帰るしかないと結論

十二名に集まってもらいました。

って、報告内容を隠すことなく

間を、いまでも鮮明に覚えてい
もう、怖いものなど何もなく

話しました。会場は水を打った

を出しました。
る？」という藤田キャンパスリ

なりました。私はそれまで自分

ようにしーんと静まりかえり、

経営陣への報告書そのものを使
ーダーのやさしい言葉から始ま

のなかにしまい込み語れなかっ

全員が私の話に集中しているの

ます。

りました。つづいて「あなたは

た真実を、率直に全て明かす覚

「あなた、お子さんいらっしゃ

自分の子供も、ダメと言って、

「存続」という結果を伝えて報

がピリピリと伝わってきました。
六月末、経営判断のために、

同じように置き去りにするのか。 悟が決まりました。
工場だって、今あなたが逃げた
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