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如月となり、はや、節分・立春も過ぎ、
寒暖の差が激しい時、十分身体にご注
意いたしましょう。もうすぐ春です。

インターネットの恩恵で、企業間のデータ連携は技術的に容易になりました。部品メーカーと製
品メーカーがデータ連携すれば、原料から製品までの履歴データを作ることができます。それを分
析すれば、自社だけでは解決できなかった品質問題を解決できる可能性が高まります。他社とのデ
ータ共有には抵抗もあるでしょうが、ビジネスプロセスを統合的に考える方が有利な企業間では、
競争原理はその抵抗を乗り越えるでしょう。それに伴い、データ連携における企業の主従関係のよ
うなものが生まれます。分析力に勝る企業は、他社のデータも含めたソリューションを提供し、分
析力に劣る企業は、データを提供するだけの隷属的な立場になります。気づけば、本業におけるノ
ウハウもデータ提供先のソリューションで代替されるかもしれません。データが豊富になり機械学
習による予測力が高まれば、定型的なサービスは自動化できます。そして、そういうサービスを受
容する顧客だけを狙った企業が登場します。航空業界での格安航空会社（LCC）のようなものです。
このような顧客セグメントからの利益に依存してきた企業は、弱体化することになります。一方、
前回述べた通り、企業が全体的な顧客体験を提供するようになれば、顧客側も全体的な体験を期待
します。旅行を例に挙げれば、ホテルやレストラン予約などのサービスだけでなく、旅全体のサポ
ートを期待するようになるのです。それに応えようと関連企業が連携して、総合的な顧客体験を提
供するプラットフォームが生まれます。同じく土木工事の分野では、関連企業が連携して工事全体
をサポートするプラットフォームが生まれます。そして、これら全体を統括するプラットフォーマ
ーが誕生するのです。プラットフォーマーは、全ての顧客の全ての行動履歴データを入手できる立
場にあり、顧客体験を一層魅力的なものにできます。個々のサービスを提供する企業は、よほど魅
力的な「単品顧客体験」を提供できない限り、顧客接点をプラットフォーマーに依存することにな
るでしょう。

2021 月 21 日・・・日経新聞記事

平岡和矩コメント
ネットワーク時代の行く末は、システム全体をマネジメントできる仕組みをコン
トロールできるシステム・オルガナイザーがプラットフォーマーとして全ネットの
リーダーとなっていくでしょう。ネットワーカーとしてトータルな世界をデザイン
できる技術力が問われることになるでしょう。
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「新しい時代のコミュニケーション。自分で考え動いていく社員作り」⑷
上司の役割とは何か？
そもそも上司の役割とは何でしょうか。自身のチームの目標の達成です。部下を率いて一丸とな
ってそのチームの目標を達成することです。そのために重要なのはチームの目標達成における計画
立案と遂行にかかっていますが、最終的には実行するチームメンバーである部下の育成なのです。
つまり、目標の達成し続ける部下を育成することです。ただ、目先の数字の達成だけを意識しす
ぎると、小手先のテクニックや手段ばかりを講じる部下になってしまいます。そうではなく、“目
標を達成し続けることにコミットし、そのための手段や方法を考え続ける部下”です。
このように見ていきますと、上司の役割として重要なのは、部下が自分で考えることのサポート
をすることです。多くの上司はそのサポートできていないのです。部下と「１on1」の面談で、仕
事の内容や進捗状況などを聞いても、次のようなやりとりでは部下が自分で考えるサポートには至
っていません。
表 出 質
取 版 問
上司「今週はどうだった？」
締
型
部下「この仕事のこんなところが難しかったです」
役 ㈱ 営
リ
ア 業
上司「なるほどね。じゃあ、来週はどうしようか？」
の
青 ラ 著
部下「こういう風に進めようと思っています」
木 イ
ズ 書
部下と頻繁に面談をしているという上司でも、
毅
十
五
この程度の内容で済ませてしまっていることがあるのです。
代
冊
結果ややることだけの質問に固執してしまい、内容に深まりがありません。
この程度の内容では、部下は「時間だけ拘束された」「事情聴取を受けているみたいだ」と感じて
しまいます。
「何が難しかったのか」
「何に困っているのか」
「それをどうしなければいけないのか」。
そこまで深く掘り下げ、導き出せてこそ、部下が目標を達成するための気づきを与え、上司は部下
に対して役割を果たしていると言えるのです。
上司「今週はどうだった？」
部下「はい目標の５件中、結果は３件決まりました」
上司「いいね。何が良かったんだと思う？」
部下「はい、お客様の課題をしっかり聴けたのが良かったと思います」
上司「なるほど。それは大切だよね！素晴らしい！ぜひ、そのまま継続してくれよ」
部下「はい、わかりました」
上司「じゃあ決まらなかった 2 件はどんな感じだったの？」
部下「はい、先方も忙しくて時間をとってもらえず、案内が詳しくできなかったんです」
上司「なるほど。それで？」
部下「はい、検討はしてくれるということですので、ぜひ契約していただきたいです！」
上司「そうだよな。じゃ、あその為にどうすればいいと思う？」
部下「それが…、また忙しいから時間がないと言われないか心配で…」
上司「なるほど。じゃ、そのためにどうするかだな。どうすればいい？」
部下「それが、なかなかわからないのです」
上司「なるほど。じゃ、『当社の話がむしろ時間を生み出す』という考え方を持ったらどうだ？」
部下「なるほど。そういうことですね。ありがとうございます。その方向で考えてみます」
上司の価値とは、部下の達成をし続けるための常に気づきを与えることです。部下と共に、
現状からの課題やその解決策に至るまで一緒に考え、達成し続けるための新たなるアイディアや
方法を部下が生み出すことです。質問を重ねた対話を通して、部下が導き出せていない問題や解
決策に気づかせてあげるのです。「ここが問題点だったのか」「ここを変えれば解決へと進められ
るのか」部下にそう気づくためのサポートです。
つまり、常に自ら考え答えを出す部下に育成する
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＊２０２１年よりセミナー開催日時及び時間帯が変更になっておりますのご注意

≪予告≫3月16日14時０0分より、澁澤健氏ご講演に、会員様は、この機に、視野
の広さをより一層、感得して頂きたく、スケジュール調整をして頂き、
ご参の程、お待ちしております。

KSKセミナースケジュール
月

日
１８日（木）

セ ミナ ー イベント名

第３９８回
夢テク研究会

1４：30
２月
1７：00

テーマ

場所

＜テーマ＞当月のニュース１ページの結果
他社・異業種とのデータや情報提携・交換の囲
い込みがどこまで、出来ていますか？

Ｚｏｏｍ にて

https://zoom.us/j/92511029056?pwd=Q3U1T
ご参加は、メールに WVCVDRJeHcrYy8wb3FMangwdz09
て、必ず、申し込みを ミーティング ID: 925 1102 9056
パスコード: 0662022425

開催

お願い致します。
１６日（火）
３月

1４：００

第３９９回
夢テク研究会
ご参加は、メールに

1７：00

て、必ず、申し込みを
お願い致します。

１５日（火）
１４：３０
４月
１７；００

第４００回
夢テク研究会

＜テーマ＞渋澤栄一の教え
１、「論語とそろばん」は、不易であること
２、家訓として、子孫の方々がどのように受
け継がれ活用されているか
３、今、国際投資状況について

https://zoom.us/j/92511029056?pwd=Q3U1T
WVCVDRJeHcrYy8wb3FMangwdz09
ミーティング ID: 925 1102 9056
パスコード: 0662022425
<テーマ>コロナ禍の前・中・後の経済状況
（テーマ変更の場合あり）

Ｚｏｏｍ
コロナ状況
により、綿業
会館
綿業会館
又は状況次第で

https://zoom.us/j/92511029056?pwd=Q3U1T
Ｚｏｏｍ
ご参加は、メールに WVCVDRJeHcrYy8wb3FMangwdz09
ミーティング ID: 925 1102 9056
て、必ず、申し込みを
パスコード: 0662022425
お願い致します

＜ＫＳＫ成功法＞
ワンチームを軸とする勝ち方をマスターすれば、チームとしての勝率は必ず上がって
いく。≪勝ち残るには、独自化のシステム作りが必須要件≫
１、夢テクの入り口は、違いづくりが先決要件今、チャンス到来・・・時流対
応がテーマ
２、違いこそオンリーワン戦略の中核システム
３、オンリーワンへのアプローチは違い、すなわち、差別化ではなく差異化
作戦を徹底すること
４、オンリーワン作戦の手順は、比べて競って追い抜く戦略理念をタテ掘りすること
５、戦略は、一点突破のプロジェクト・チームを組んで勝ち方をパターン化すること
６、成功戦略を固め仕組み化に取り組み勝つまで粘り強く反復連打すること
７、成功するには、失敗から学び、勝つまであきらめないこと
以上。
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年 会 員 入 会 更 新 の お 知 ら せ
≪法人会員≫
入会金

30, 000円

年会費

120,000円

《個人年会員》
入会金

→

5,000円

年会費

→

50 ,000円

税別・入会金はいずれも初年度のみ

≪法人会員更新≫
【令和３年 ２月】更新
株）森川合同経営会計事務所
《個人会員》
南工（株）
【令和３年 １月】

様

更新・新規入会情報は、発行日前日締め

ZOOMセミナー無料

ＫＳＫは、時代と共に進化します！！！
下記の通り、コロナ騒動により、セミナーの在り方の見直しを決断致しました。
１．法人年会員様
①コロナ終息宣言まで、セミナーは、すべてZOOMセミナーとし、無料といたします。
②毎月25日発行の「夢テクの世界」は、従来通りの企業様のお役立情報冊子送付
③夢テクセミナーの欠席者には、セミナー時使用の資料の送付
２．個人年会員様
①コロナ終息宣言まで、セミナーは、すべてZOOMセミナーとし、無料となります。
②夢テクセミナーの欠席者には、セミナー時使用の資料とコメント添い送付
３．一般のお客様は、コロナ終息宣言まで、「夢テクセミナー」のZOOM参加者は、
ksk@yumeteku.comまでご連絡ください。
一人＝１,000円です。
４．一般経営相談は、1案件につき￥50,000円
綿業会館会議室かｚｏｏｍにて。
綿業会館の場合は、2週間前までにご連絡下さい。お待ちしております。
５．ZOOMセミナーの出欠と会議室使用時も、すべて、メールにてお願い致します。
ksk@yumeteku.comまで。
開催後日、お振込みをお願い致します。
★夢テクセミナーの振込先
みずほ銀行
船場支店 普通口座 1684704
名義（株）ケー・エス・ケー夢テク研究所 交流会

新年も過ぎ、はや２月、昨年は、この月から、コロナ禍に突入し、今や、アフリカ・ブラジル・イギリ
ス型と言われる細菌変異となり、政府は、評論家に連日叩かれ、与党も野党も妙案なく、医療は逼迫の
危機を叫び、市民は、保証金要求と不公平に苦情の連呼、こんな世に誰がした？・・・人間ではないで
しょうか？と、益々考えさせられる。とは言え、日本は、オリンピックへの開閉に苦慮し、選手候補者
は、戸惑いながら、準備をしている健気さ。この現実に、人間のわがままを神佛がいられるなら、何と
見ているでしょうか？？？考えさせれる。地球・宇宙に対して、謙虚にならねばと思わせる今日この頃
手千と百
の実感です。ご意見・ご提案・企画等を是非、お願い致します。
観手き鬼
音観子丸
お問い合わせについては、ksk＠yumeteku.com・・・携帯 090-3485-5575 まで。
作
音

平岡外喜子まで

