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資本主義を鍛え直す年にしよう・・2022 年１月元旦日経 

今年こそ良い年にしたい。そんな思いで多くの人が新たな年を迎えたことだろう。2020 年に世界で感染が爆発

した新型コロナウイルスの猛威は 2 年たっても衰えをみせない。経済もコロナ禍前の水準には戻らず、いまだに

非常時のもとで生活していると感じている人が大半ではないだろうか。新型コロナは世界で 500 万人を超す命を

奪っただけではなく、経済と社会を大きく変えた。コロナ禍でひずみ露呈。飲食・観光など対面サービスを中心

に大きな打撃を被った産業がある一方で、リモートワークの定着などで新規需要を取り込んだところもある。急

に職を失った人もいれば、経済面ではさほど影響を受けなかった人もいる。 

コロナ禍による供給網の途絶や原油高が物価の上昇を招き、米欧の中央銀行は金融緩和を縮小し始めた。コロナ

禍は世界がこれまで内包していた問題をあぶり出した。米中などの国家間の対立・摩擦や、国内の貧富、人種、

性別などによる分断がこれまでより先鋭化してきたようにみえる。このことは経済の根幹の資本主義そのものを

揺るがしている。世界では、日米欧など民主主義型の資本主義と、中国、ロシアなど権威主義型の資本主義が対

峙する構図が鮮明になっている。民主型資本主義国の多くは、コロナ禍で困窮する人々への安全網は十分なのか

という問いを突きつけられた。日本を筆頭に高齢化が進む国では、社会保障支出の増大にコロナ対策の支出も重

なって、政府債務が膨れ上がっている。デジタル化が進むと、企業の投資は工場・店舗など有形資産からソフト

など無形資産に重点が移り、雇用を生む力は小さくなっていく。デジタル革命はアイデアを生む少数に利益が集

中する「勝者総どり」を招きがちでもある。権威型資本主義の筆頭の中国も試練の時にある。1978 年に改革開放

路線に転じ、社会主義市場経済のもとで高成長を謳歌したが、最近はひずみが目立つ。習近平国家主席は、格差

是正のため「共同富裕」を掲げ、大手 IT（情報技術）、不動産など民間企業への統制を強めている。新型ウイル

スが 2 年前に確認された中国は強権的な措置で感染を抑えこんだ。民主国家でも国家の介入を強化する政策が目

立ってきているが、中国のように言論や行動の自由を厳しく制限・監視する権威型に進むならば、人々の幸福に

はつながらない。振り返れば資本主義は試練の歴史だ。18世紀の産業革命で確立した資本主義は世界に広がった

が、1930 年代の大恐慌で危機に見舞われた。その後、政府の需要創出を重視するケインズ経済学の登場で資本主

義は進化した。しかし、70 年代には政府の肥大化など制度疲労が深刻になり、80 年代にはサッチャー英首相や

レーガン米大統領の政策に代表される小さな政府への改革、いわゆる新自由主義が広がった。2008 年のリーマ

ン危機や今回のコロナ禍を経て再び政府の役割を大きくしようという機運もある。だが、多くの国が無尽蔵に財

政支出を増やせる状況にはない。かつて資本主義の失敗は極端な思想や戦争を招いた。大恐慌後に全体主義や共

産主義が伸長し第 2 次世界大戦、その後の東西冷戦につながった。高齢化、デジタル化などの構造変化で制度疲

労が目立つ資本主義のほころびを繕う不断の改革が、民主主義を守るためにも重要になっている。国際公共財を

守れ。グローバル・コモンズ（国際公共財）への対応も 21 世紀の資本主義が抱える緊急課題だ。その最たるも

のが地球温暖化である。世界経済が長らく依存してきた化石燃料から脱却する脱炭素革命は地球規模の取り組み

が必要で、経済のありように大変革をもたらす。サイバー空間への対処も同様だ。デジタル技術は生産性を高め、

成長を促す一方、「GAFA」など巨大 IT企業による寡占、SNS（交流サイト）による社会・政治問題も引き起こ

している。各国当局は独占禁止法やそれぞれの制度で対処しているが、国境のないデジタル市場には国際的なル

ールづくりが欠かせない。昨年のデジタル課税の国際合意はその一歩として評価できる。新型コロナをはじめ感

染症対策でも、途上国へのワクチン支援など国際協調が必要なのは言うまでもない。体力低下が目立つ資本主義

を磨き鍛え直す。その契機になる年にしたい。 

平岡和矩のコメント 

今年が正念場、変わらなければ、生き残れない。「どうありたいか」、「どうしたいか」「未来の姿が見えるか」を

あれこれ思考せざるを得ないのであります。 

 

夢テク研究所 

賀正 

枚方公園の山手は、古墳があり、前方後円墳で４世紀築造と推定され、銅鏡８枚・木簡・鉄刀等出土し、万年山古

墳の名称で、意賀美（おかみ）神社があり、平安初期に既に神社は掲載されている。また、今、話題のパワースポ

ットがあり、地場ゼロが本殿階段の２・３段にあるそうです。神社としては、伊勢神宮・高野山・諏訪神社があり

ます。なお、自宅兼事務所の東にあたり、南に鷹塚古墳があり、何れも住宅に囲まれております。古代古墳の地盤

は、非常に硬く、安全な場所に築造されていると言われています。是非、一度、お立ち寄りください。 



「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」（14） 
コミュニケーションで部下のレベルに合わせる 
いきなりですが、優秀な営業マンとはどんな人を指す 

のでしょうか？拙著『「３つの言葉」』だけで売上が伸 

びる質問型営業（ダイヤモンド社）』でも紹介していま 

すが、お客様に商品やサービスを買っていただくため 

には、一方的な押し売りでは当然、結果は出ません。ダラダラと自社の商品説明をお客様にし続け

ても、聞かされる側にとっては辛いだけ。「お帰りください」と言われても仕方がありません。営

業マンはお客様に好意を持ち、その生活に対する質問を重ねながら、欲求や悩みを見つけ出し、そ

のうえで提案していくことが大切です。それが、結果的にお客様のお役立ちとなり、商品やサービ

スを購入いただくことにつながっていくのです。その関係性は、実は上司と部下の間柄においても

同様なのです。仕事を円滑に進めるにあたって特に重要なのは、部下の“課題＝悩み、ニーズ”を引

き出せるかです。その上で、上司はともに解決策を探し、仕事の進め方を部下自身に理解させるの

です。部下が主体的に行動し、結果が出せるように上司は仕向けていきます。この繰り返しによっ

て、やがて部下は一人前のビジネスマンへと成長していきます。その部下の課題やニーズを知るた

めには、まず上司は部下のレベルを合わせるためのコミュニケーションを行うことが大前提になり

ます。そもそも、上司は部下に対して、こういった言葉を発しがちです。「今の課題は●●じゃな

いの？」 「それはこうすれば解決するでしょ」 「こうすればいいんだよ、やってみて」。仕事が

うまく進んでいない部下から相談を受けた際、部下の意見や気持ちを聞くことなく、一方的に意見

を述べて、業務や課題をやらせたのでは意味がありません。部下が抱える欲求や課題の“作り上げ”

や、“植え付け”は効果がないのです。この状態こそが、部下のレベルにコミュニケーションが合っ

ていない典型例と言えます。上司が一方的に部下へ指示をしている状況では、部下の仕事に対する

モチベーションは上がりません。部下自身もその仕事の目的や意図をしっかり理解できないでしょ

う。 部下が今、どういう現状なのか？どんな気持ちでいるのか？どんなことで困っているのか？

こうした部下の心理（＝欲求）を引き出す必要があります。この時に初めてコミュニケーションに

よって、部下のレベルに合わせることができるのです。その部下のレベルに合わせ、話し合えるた

めには、やはり「好意・質問・共感」のコミュニケーションが鍵になります。「好意」とは、‟私は

あなたに関心がありますよ“というメッセージでは、まず「好意」から見ていきましょう。コミュ

ニケーションを進めるうえでの大前提として、まず部下に対する好意を持たなければいけません。 

 好意とはすでに記したように、興味・関心を指します。関心を持つと、上司の姿勢が部下に伝わ

り、コミュニケーションがそれまで以上に密に取れるようになります。 

 何もむつかしく考える必要はありません。人として、相手に対して、関心を示すのです。最初は

なかなかうまくできないかもしれませんが、次のように考えてみましょう。 

 「一期一会」という言葉があります。縁というものは不思議なものです。この地球上に 70 億以

上の人間が住んでいて、日本だけでも 1 億 2000 万人。それぞれの地域は、範囲を広げれば何百万

人と住んでいます。そのあなたの人生で出会いがあるのです。そうした出会いの中で人生の多くの

時間を共有するのが親子、夫婦、子供たちでしょう。次の多くの時間を共有するのは会社の人間関

係です。なかでも部下は、上司であるあなたの人生の多くの時間を共有します。あなたの仕事で重

要な関係にあるのは、あなたの部下なのです。その部下と互いに仕事を共有しながら、ともに新た

な人生を作って行くのです。それが目の前にいる部下です。そう考えると、関心がでてくるでしょ

うし、好意を持って接したくなりませんか？あなたの未来の重要な鍵を握っているのは、部下であ

るということを認識してください。好意を示すとは？ では、どのように好意を表現すればいいで

しょうか？端的に言えば、‟私はあなたに関心がありますよ“という気持ちを表情、声に現わします。

無理する必要はありません。あなたが表現できるレベルで充分です。部下に対して、自分なりに素

直に表現しましょう。 基本的には、温かく優しく声をかけてみて下さい。そうすれば、想いは部

下に伝わります。これを先月の「あいさつの段階」「情報交換の段階」で表現していくのです。あ

なたらしく自然に、できるレベルでかまいません。それが好意を示すということです。 
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ZOOM セミナー（１５名までの限定） 

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 

 

月 日 セ ミナ ー イベント名 テーマ 場所 

令和 

４年 

１月 

 

２０日（木） 

 

1６：００ 

 

 

1８：00 

第40７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> 
年初の計画と覚悟 

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

 

Zoom 

 

令和 

4年 

２月 

 
１７日（木） 
 

1６：００ 
 
 
1８：00 
 

第40８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> 
今、時代の流れは？ 

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

 

Ｚｏｏｍ  

 

令和 

4年 

３月 

 
１7日（木） 

 
１６：００ 

 
 
１８；００ 

 
第40９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> 
流れに乗れているか？ 

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

 

Ｚｏｏｍ  

 

 

 

 

 

 

 
Ｚｏｏｍ にて

開催 



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、コロナ禍により、セミナーは、全てZOOMにて開催です。 

１．法人年会員様・・・・ZOOMセミナー無料 

＊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 

＊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・・・・ZOOMセミナー、無料 

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、・・・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。 
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④ 

≪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１２月】 

サンコロナ小田（株）代表取締役社長小田外喜夫 

（株）リブウェルヤマザキ 代表取締役金井敬 

 

《個人会員》 

 【令和４年１月】 

 

更新・新規入会情報は、発行日前日締め 

渋澤栄一翁の大河ドラマも昨年末にて、大きな話題を呼び終了いたしました。その業績は、

驚くばかりで、現在の状況をどのように評価されるかを考えてみました。先ずは、今一番

必要な方ではないだろうか。ドラマでも戦争を 10年ごとに繰り返したことを嘆き、「こん

な状況をつくるために一生懸命働いたのではない」人々を幸せにするために、貧しい人々

のための施設やアメリカでの日本人移民への差別を憂い二度も渡米されましたが、世界の

情勢は、戦争へ戦争へと駆り立て、過酷な努力も無になったことを憂いながら昭和 6 年 11

月 11 日に逝去されました。その後に第二次大戦へと突入し、かの世で嘆き悲しまれ、地

団太されていたのでは？または、さじを投げて人間の愚行に只々呆れて、故に、今、同じ

過ちを二度と起こさないように十分見張りをせねばならにと気づきました。つぎは、地球

消滅への道ですから！！我が家の先祖、円四郎も同じ思いと思います。昨年 11 月に私用

で東京へ行き、円四郎のお墓に詣でました。④は、我が家の円四郎の次女夫婦からの墓で

す。わが家の墓の右後ろに①～➂があります。上野池之端にあり、TV では、妻以外触れ

られておりません。しかし、栄一翁とは、父は、慶応大学在籍中は書生をしてましたので

一番近い存在です。①②には、丸の中に十の紋が入っており、この紋は、男性の戦の時に

使用されたと言い伝えあり、それ以降の墓には、この紋はありません。➂は、円四郎の妻

の墓です。平時は、離れ九曜紋です。以上で、大河ドラマのご報告は終了と致します。お

陰様で、我が家の歴史の再確認や近代歴史を学び直しました。後は、１万円札の印刷を待

つのみです。現在も共に５代目（玄孫）で、栄一翁にご縁がある日本綿業倶楽部で、澁澤

健氏とお会いし、交流が続いている不思議に感謝です。 

KSK ニュースへのご意見等をメールにて、お寄せ頂ければ幸いです。 
事務局 ksk@yumeteku.com まで。電話は、090-3485-5575 平岡外喜子まで。 

 


