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強 い組織 には一言 で構成員 にその意味す るところが伝 わる言葉が い くつか存在す る。
「ReloadJ,辞 書 では「再充填 ,再 び弾丸 を込める」 な ど。 しか し RUGBY経 験者や ファ
ンなら思 い当 たる特別 な言葉だ。2015年 ラグ ビー ワール ドカップ (RWC)の 」APANの 快
挙 は RUGBYフ アンな らず とも記憶 にあるだろう。過去 の戦績が 1勝 21敗 の JAPANが
25勝 4敗 で三 度 の優勝 を誇 る南 アフリカを破 ったのだ。 まさに世界 を驚かせた。それ を
実現 させたのが エ デ イ・ ジ ヨー ンズヘ ッ ドコーチ (HC)の マ ネ ジメ ン トだ った。JAPAN
は「 ス ピー ド重視 の攻撃 ラグ ビーで世界 に勝つ 」とい うコンセ プ トの もと戦略戦術 を構築。
例 えば体 の大 きい外 国人 に対す るタックルはダブルタックル。一人が相手 の足元 にタッ
クル, もう一 人がボール獲得 を狙 って上 半身 にタックル。 しか しラグ ビーは数 の勝負 だ
か らこのよ うな敵一 人に味方が二 人倒 れる戦術 は次の展 開 に不利 になる。それを補 うの
が「ReloadJだ 。倒れて もす ぐに立 ち上が りさらにタックル,ボ ール を獲得 していれば
APANの 「Reload」 の声 が何度 も響 く。そのためには相手 と
ス ピー ドァタック とい う行動 を表す言葉 だ。試合中 」
フィジカルで互角に フイツ トネスでは上 回 る基礎体力が必要 だ。だか らエデ イ HCは 厳 しい合宿 を課 してい る。年
間 100日 を超 える合宿 で朝 5時 か らウェイ トトレーニ ング,特 にフォワー ドは「 セ ッ トプ レー」 のスクラム強化の
ため頭 にも背中にもウェイ トをつ け腕立 て,朝 食後 の練習 はスクラム とランニ ング,午 後 は全 員 GPSを つ けて試
ー
合形式 のアタックデ イフエンス,上 空には ドロー ンを飛ば しフオー メー シヨンを脩敵。夜 はそれ らのデジタルデ
エ
APANは 2012年 か ら 3年 半続 けたのだ。勝利 は デ イ
タを基 に ミー テ イング,明 日の練習 に反映す る。 これ を 」
マ
を可能に したの だ。 これは企業経営 にも反映で
ジメン
が不可能
ト
HCの マ ネジメン トの勝利 だつたと言 える。 ネ
・
ゴー
ル ドマ ン サ ックス 日本法人 のア ドバ イザ ー リー ボー ドに
きる考 え方だ。実際エ デ イは 2016年 1月 1日 付 で
参画 してい る。
弊社社員 には このス トー リー を映像付 きで展開 してい る。伝 えたいのは「結果 はマ ネ ジメ ン トで きる」 だ。状況
を分析 し充分 に備 えれば結果 はつい て くる。そ して 2016年 の年度方針 の スローガンは「Reload」 。「失敗 して もく
じけず立ち上がれ !」 。営業 で断 られて もあ きらめず Reload,開 発 で失敗 して も Reload,品 質で トラブ つて も再発
r

防止 で Reloadだ 。
そ の 2016年 度が始 まったばか りの 4月 に奴 らは熊本 にや って きた。巨大地震群 だ。4月 14日 16日 に震度 7の
激震が熊本 を直撃。16日 の地震 は 200回 を超 え,そ の うち震度 4以 上が 40回 。熊本 は壊減的 な被害 を受けた。揺
れるたびに崩れ る熊本城 の石垣の映像 に熊本 の人 々は心 をえ ぐられる思い を感 じた。被災企業 にお いて も BCPの
備 えをした企 業 とそ うでない企業 の差が歴然 と出た。東 日本 の被災 を教訓に数年かけて BCPを 構築 した半導体 A
つい て A
社 は 86日 で完全復旧,準 備不足 の半導体 B社 は完全復 旧に 4か 月 を要 した。B社 社 長 は事前 に BCPに
一般企業
わ
とめ
を
にま
列
聞
ず
BCPを
べ
び
した
冊子
,系
社 に真剣 に学 ぶ きだ つた と反省 し今 回の被災状況及 再構築
ととらえ
BCPに
い
の
本気 にな
に公開 してい る。「 自然災害に対 しては系列 もライバ ル も関係な 。経営者が 自社 問題
る ことが重要。」 と B社 の社長 は語 つた。B社 の社会貢献度 は大 きい と思 う。
また実 は弊社 は地震真 っ最 中の 4月 15日 に表面処理業界 の見学 を受け入れる予定 だった。 しか しとて も受け入
れで きる状況 ではな く「被災4笏 復 のため受け入 れ不可 ,熊 本 には近 づ かないで」 のメ ッセージを発信 した。 だが前
乗 り入 れ していた数社 の社長 はす でに被災 されていた。 また弊社 の発信が見学予定者 を通 じて全国に発散。全銭連
の青年部 は LINEで 情報共有。結果 として全 国か らた くさんの支援物資 をい ただ くことにな った。 この紙面 を借 り
て改 めて御礼 申 し上げたい と思 う。今年 はリベ ンジで 2年 前 と同 じプラ ンで見学 を受け入れる予定 だ。 しか し 2年
たった今で も仮設住宅 で暮 らす県民 は約 2万 人,阿 蘇 の道路 は不通 の個所が残 され観光産業へ の影響 は大 きく,熊
本城 に至 ってはすべ ての石垣が4笏 復す るのに 20年 掛か るとい う。復興 はまさに緒 に就 い たばか りだ。比較的早 く
回復 したものづ くり産業 が熊本県経済 のけん引役 として期待 されてい る。微力なが ら頑張 るつ もりである。
2019年 RWCは 日本 開催 だ。熊 本 で もフラ ンス とウェールズの試合がそれぞれ行われ る。応援 に来 られる世 界 中
の人 々に「熊本 の復活」 のア ピールの象徴 として熊本城の石垣は ともか く天守閣だけは4多 復 させ る計画 だ。
読者 の皆様 も是非引 き続 き熊本 を応援 してい ただ きたい と願 う次第 です。
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