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（仕事人秘録 夢を力に究め極める）セイコーエプソン会長 碓井稔氏・・長野発、
世界にワクワクを・・2021/3/1・・日経産業新聞ｈ 

  山や湖があり、精密加工産業が盛んなことから「東洋のスイス」とも呼ばれる長野県諏訪地域。セイコーエプ

ソンは世界的な企業となった今も諏訪湖のほとりに本社を構える。碓井稔会長（65）は主力製品であるインクジェッ

トプリンターの開発者として頭角を現し、経営者としてもリーマン・ショック後の危機的な状況を事業の選択と集中

によって立て直した。1979 年（昭 54 年）に大学を卒業して最初に入ったのはブリヂストンでした。新入社員研修

が続いていた最初の夏休み。長野県塩尻市の実家に帰省した際、たまたまセイコーエプソンの前身である諏訪精工舎

の社員募集の新聞チラシを目にしました。ブリヂストンでこのまま会社員生活を続けていくのかどうかを悩んでいた

こともあり、訪ねてみたところ子会社でプリンター開発などを手掛けていた信州精器を紹介されたのです。信州精器

は町工場程度の規模でしたが、新しいモノにチャレンジするワクワク感に満ちていました。地元に帰れば両親も喜ぶ

とも思い、入社を決めます。悪いとは思いましたが、ブリヂストンには半年で辞表を出しました。諏訪精工舎はセイ

コーブランドの時計製造部門で、精密加工技術を生かして世界初の小型軽量プリンターやハンドヘルドコンピュータ

ーなど新しいものを次々と開発していました。子会社の信州精器はプリンターの開発製造が主力事業で、私のプリン

ター開発人生はここから始まります。プリンターは印字方法によって様々な種類があります。エプソンは細いピンを

インクテープにたたきつけて印刷するドットインパクトで世界的に高いシェアを持っていました。しかし、音がうる

さいことなどから徐々に市場が縮小し、レーザーやインクジェットが台頭してきます。エプソンはレーザーで独自技

術が確立できず、インクジェットでも後れをとっていました。  会社全体に危機感が広がる中、90 年に新プリン

ターを開発する緊急プロジェクトのリーダーを任される。そこで取り組んだのが、電圧をかけると伸縮する「ピエゾ

素子」でインクを出すインクジェットの開発でした。ピエゾ素子は素材が高価で加工も難しく、まだ本格的に実用化

されていませんでした。我々は独自技術を確立して会社を救おうと懸命でした。その中で強く感じたのは、時計作り

に起源を持つ企業の DNA である「省・小・精」の技術の重要性です。世界の人たちにワクワクするような感動を与

えたいという夢を抱き、高い目標に挑む気概が重要なことも痛感しました。何としても夢を実現したいと思えば、ポ

テンシャルのある技術を必死で考え、何が本質的に重要で何に集中すべきかが見えてくるのです。何をなすべきかを

究めることもできます。今やらなくてはならいこと、将来的に想定される困難も見えてきます。自社の強みや弱点も

見え、自信と共に他社に学ぼうという謙虚さも生まれます。何よりも困難を乗り越える勇気が沸き上がるのです。断

固としてやりきる、極めることができます。私の座右の銘である「究めて極める」はここから生まれました。私は

Dream（夢）と Reality（現実）という R&D を常に意識して活動してきました。ヤジロベエのように揺れることが

あっても軸はぶれないようにと。我々の努力が実り、「カラリオ」の商品名で皆さんにも知られるようになった家庭

向けプリンターなどピエゾ素子を使ったインクジェットプリンターが次々と誕生しました。  2008 年に社長にな

るとすぐリーマン・ショックに見舞われる。就任初年度は 1000 億円を超える赤字を出しました。当時の中核だった

液晶事業を売却し、インクジェットプリンターに経営資源を集中することで業績は急回復しました。ここで考えたの

も「究めて極める」ことです。もちろん「夢を力に」変えてです。世界は新型コロナウイルス禍などで大きく揺れて

います。しかし、在宅でのプリンターの利用など、これからのウィズコロナの時代でも我々の技術は必ず皆さんのお

役に立てると思います。我々のプリンターは熱を使わず、印刷プロセスが極めてシンプルなため環境性能が格段に優

れています。この技術プラットフォームは、国連が掲げる「SDGs（持続可能な開発目標）」にも大きく貢献できる

と確信しています。さて、これから私の企業人としての歩みをお話しします。エプソンが目指す姿を理解して頂くと

同時に、少しでも次代を担う若い人たちの参考になればと願っています。うすい・みのる 長野県塩尻市出身。

1979 年東京大学工学部卒。同年信州精器（現セイコーエプソン）入社。2002 年取締役、07 年常務、08 年社長。

技術者として一貫してプリンター開発に携わり、社長就任後は社内の構造改革も進めた。20 年に会長就任。 

 
平岡コメント・・・プロジェクトを成し遂げる立場は、「夢は見るものではなく叶えるもの」 
と言う取り組み方が定石だ。初心の貫徹には成功パターンとして公知を問われたのは感動に 
堪えません。夢の大切さを学ぶ最適資料かと思います。 

夢テク研究所 

パンジーと平和のシンボル鳩、
コロナ禍もワクチンにより、不安
を一掃してくれるでしょうか？ 
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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」⑸ 

“部下がどうしたいか”を質問で知る 

 

 

 

 上司は部下に見本を示さないといけないと考え、部下は上司の指示を聞くものだと思っています。こうした関

係が企業には蔓延しており、それが業務の円滑な進行や、上司・部下の関係に悪影響を及ぼしています。 

 営業職の社員とお客様の場合は異なります。関係性が希薄なため、お互いに気を使います。しかし、上司と部

下の場合はそうはいきません。どうしても上下関係でコミュニケーションが行われます。 部下は、自分なりの

考えを持って、役割を果たそうとしているのです。「どう思っているの？」「どうやって進めていきたいの？」 

「なぜ、そのように考えたの？」こうした言葉を部下に使う必要があります。上司は「聞く」「質問する」を習慣

にしていってください。 上司は部下に質問をして、部下が取ろうとする行動や、その「気持ち」と「考え」を

聞いてください。「なるほどそういうことか」「そういう風に仕事を進めようとしているんだな」。このように、部

下が上司から理解されれば非常に嬉しく思うでしょう。まず部下を理解しようとすることです。部下の話とその

根底にある思いや考えをよく聞いてください。その上で必要であればアドバイスを行うことです。 

●上司と部下の「１on１」コミュニケーションの良い例 

上司「仕事の現状はどう？」➡部下「どうも、計画どおり進んでいかないですね」 

上司「なぜ、そうなっているの？」➡部下「相手先がどうもこちらの思うように動いてくれないんですね」 

上司「なるほど。どうしようと思っているの？」➡部下「近々に相手先に時間を取ってもらって、どう思ってい

るのかをしっかり話し合おうと思っています」 

上司「それは重要だね。わかった。じゃ、その結果をまた報告して」➡部下「わかりました」 

●上司と部下の「１on１」コミュニケーションのＮＧ例 

上司「仕事の現状はどう？」➡部下「どうも、計画どおり進んでいかないですね」 

上司「それじゃだめだね。何が問題？」➡部下「相手先がどうもこちらの思うように動いてくれないんですね」 

上司「それを動かすのが君の仕事じゃないか。至急に相手先に時間を取ってもらって、どう思っているのかをし

っかり話しあわないと」➡部下「わかりました」 

上司「じゃ、その結果をまた報告して」・・・このように上司が部下の気持ちや考えを聞いて認めてやると、部下

は自分自身が認められていることを自覚し、自信を持って行動を起こしていくでしょう。しかし、NG事例のよ

うになると、部下は上司の意見を一方的に押し付けられたと言う感覚を抱き、自分が上司と同じ意見であったと

しても、行動すらも起たくなるのです。 

役割として理解しよう。 

組織として活動していれば、それぞれの持ち場での仕事と、役割があります。担当者である部下はその持ち場

で、自分自身が思いを持ち、考えながら仕事をしています。それはある意味役割を果たしているといえます。当

然上司であるあなたが部下の仕事の分野を経験して現在のポジションになったはずです。あるいは、同僚がその

仕事をこなすのを傍で見てきて、ある程度は理解していると思います。その時期からはすでに時間が経ち、状況

も変わっています。ましてや現在のような情報化時代では、3 ヶ月も経つと確実に変化しています。上司である

あなたは、このことを理解しておく必要があるのです。「各ポジションでそれぞれが役割をこなしている」「その

状況は目まぐるしく変化している」と認識していれば、自分が過去にその仕事をしてきたことがあっても虚心坦

懐に部下の話を聞くことができるはずです。上司がこのような姿勢を持てば、部下を役割をこなしてくれる担当

者として、折り目正しく、話を聞くことができるはずです。部下の仕事における思い、考えと言うものをしっか

りと質問するなどして、部下に対する理解を示す姿勢を持つことができるでしょう。必要とあれば、適切な意見

やアドバイスも行えるようになります。 

人間は思いや考えを持ち、行動していくものです。部下の思いや考えをよく聞き、その思いや考えが良いときに

は承認してやれば、自信を持って推し進めます。そうでなければアドバイスを与え、部下が納得して行動できる

ようにしてやればいいのです。 

部下の思いや考えを聞くことこそが、部下が組織の中で役割を果たし、成長していくために重要なのです。 

 

質
問
型
営
業

の
著
書
十
五

冊
以
上
出
版 

 

㈱
リ
ア
ラ

イ
ズ
代
表
取

締
役
青
木
毅 

 



競争力の格差は、「稼ぐ力」＝人財の厚み 

 

＊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  

≪告知≫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、 

ご参集の程、お待ちしております。 

KSKセミナースケジュール     

 

＜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。 

月 日 セ ミナ ー イベント名 テーマ 場所 

 

３月 

 

１６日（火） 

 

1４：００ 

 

 

1７：00 

第３９９回 

夢テク研究会 

ご参加は、メールに

て、必ず、申し込みを 

お願い致します。 

コロナ対策には、十分注意し、間隔を空けて会
場設定いたしますので、ご安心ください。また
、必ず、マスク着用をお願い致します。 
＜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 

 

日本綿業会館

開催 

 

４月 

 
１５日（木） 
 

1４：３０ 
 
 
1７：00 
 

第４００回 

夢テク研究会 

ご参加は、メールに

て、必ず、申し込みを 

お願い致します。 

 
<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） 

https://zoom.us/j/92511029056?pwd=Q3U1
TWVCVDRJeHcrYy8wb3FMangwdz09 
ミーティング ID: 925 1102 9056 
パスコード: 0662022425 

綿業会館 

または、Ｚｏｏｍ  

 

 

 

５月 

 
<変更＞ 
１９日（水） 

 
１４：３０ 

 
 
１７；００ 

 
第４０１回 

 
夢テク研究会 

ご参加は、メールに

て、必ず、申し込みを 

お願い致します 

 
<テーマ>変わり目の経済 

https://zoom.us/j/92511029056?pwd=Q3U1T
WVCVDRJeHcrYy8wb3FMangwdz09 
ミーティング ID: 925 1102 9056 
パスコード: 0662022425 

綿業会館 

または、Ｚｏｏｍ  

 

 

 

 

 

 

 

Ｚｏｏｍ にて

開催 
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年 会 員 入 会 更 新 の お 知 ら せ 

 
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・・・・綿業会館開催セミナーは、参加費2,000円 

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・・・・綿業会館開催セミナーは、参加費2,000円 

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の送付 

３．一般のお客様は、・・・綿業会館開催セミナーは、参加費、5,000円 

ZOOM参加費＝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。一般会員様は、開催後、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 

 

≪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 

ZOOMセミナー無料 

≪法人会員更新≫ 

 【令和３年 ２月】更新 

 

 

《個人会員》 

（株）マエタ様 

【令和３年 ２月】 

更新・新規入会情報は、発行日前日締め 

 

当月１６日（火）渋澤健氏の講演です。久々の会場講演で、綿業会館も通常の営業となりましたので、

是非、ご参集のほどお待ち申し上げます。２月から渋沢栄一翁のドラマも始まり、平岡の曾祖父もいよ

いよ、お出ましです。わくわくです。嫁いで間もなく、義父より、いろいろ話を伺っており、また、我

々の結婚式、昭和４１年１０月高輪プリンスホテルにて挙式、その折、栄一翁の孫の昭子様ご夫妻が来

賓されましたこと。歴史が結ぶご縁で、健様とは、二回目の会合となります。これも不思議と旧知で

KSK ニュースにてもお世話になりました中島先生から星野先生を通し、奇跡のお会いです。そして、

健様は、国際金融マンとしても超多忙で大活躍中でございます。ご期待ください。 

お問い合わせは、ksk＠yumeteku.com・・・携帯 090-3485-5575 平岡外喜子まで。 

 

 

 

 平岡外喜子まで 


