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勤務先についてについ現実て

● 従業で必要な能力は員70人
● 非IT企業で必要な能力は
● 社員の某中小企業大半がパソコンが苦手が語るパソコンが語る苦手

どこにで必要な能力はもある中小企業で必要な能力は



  

私の自己紹介の某中小企業自己紹介
● 現役の某中小企業総務部員
● 社内IT担当
● 総務・経理など兼務な能力はど兼務
● ネット販売
● 掃除・花壇の草むしり等の某中小企業草むしり等むしり等等

現役IT担当者が語るの某中小企業現場の声！の某中小企業声！



  

科学的な手法への問題提起な能力は手法への問題提起への某中小企業問題提起

●直感力はも発想力はもな能力はい現実私の自己紹介
●い現実つも分析は歯が立たない現実魔に陥るに陥るる
●自らの某中小企業体験を基づいてを基づいて基づいてづい現実て
●直感力はや想像力がないと想像力はが語るな能力はい現実と
●経営分析は歯が立たない現実、科学的な手法への問題提起手法への問題提起が語る
●有効に機能しない事を紹介に機能しな能力はい現実事を紹介を基づいて紹介



  

今回の某中小企業発表の内容の某中小企業内容

● ITは便利な道具にすぎないな能力は道具にすぎないにすぎな能力はい現実
●経営分析は歯が立たない現実に使われる手法はわれる手法への問題提起は
●直感や想像力がないと発想を基づいて引き出すためのき出すための出すためのすための某中小企業
●道具にすぎないにすぎな能力はい現実
●科学的な手法への問題提起手法への問題提起の某中小企業効に機能しない事を紹介果は限定的では限定的な手法への問題提起で必要な能力は
●人間の直感や発想が必要の某中小企業直感や想像力がないと発想が語る必要な能力は



  

ITは便利な道具にすぎないな能力は道具にすぎないにすぎな能力はい現実

業で必要な能力は務効に機能しない事を紹介率化に役立つがに役立たない現実つが語る

業で必要な能力は務変革にはならないにはな能力はらな能力はい現実



  

オープンソース導入の経緯の某中小企業経緯

● 2000年1月
●インターネット時代の到来の某中小企業到来
●時代の到来に乗り遅れないためにはり等遅れないためにはれな能力はい現実ためには

勤務先についてで必要な能力はもインターネット接続



  

インターネット接続を基づいてしたくても

● 右も左もわからないのでも左もわからないのでもわからな能力はい現実の某中小企業で必要な能力は
● 業で必要な能力は者が語るに相談
● 自社サーバーを基づいて勧められるめられる

業で必要な能力は者が語るに外注なのだがな能力はの某中小企業だが語る



  

見積がが語る100万円を超えたを基づいて超えたえた

● 役員達は金額に驚く。は金額に驚く。に驚く。く。
● 社長からは・・・からは・・・

10万円を超えたで必要な能力はや想像力がないとれ!!!



  

オープンソースを基づいて知っていた私ってい現実た私の自己紹介

● Linuxは無償
● サーバーは10万の某中小企業DOS-V機
● 入の経緯門書が書店に増え始めていたが語る書が書店に増え始めていた店に増え始めていたに増え始めていたえ始めていためてい現実た

自力はで必要な能力はサーバー構築



  

素人な能力はの某中小企業で必要な能力は七転八倒

● 設定の某中小企業意味がわからなくてもが語るわからな能力はくても
● 本の丸写しの某中小企業丸写しし
● あてずっぽの某中小企業設定で必要な能力はも
● とり等あえず動けば良いけば良い良いい現実

な能力はんとかサーバー構築



  

これはい現実けると思ったった

●カネが語るな能力はければ良いオープンソース
●ヒトが語るい現実な能力はければ良い自力はで必要な能力はや想像力がないとる

突っ走るのみっ走るのみるの某中小企業み!!



  

ネット販売サイト

● 2001年、通販サイト構築
●外注なのだがする事を紹介にな能力はったが語る

とんで必要な能力はもな能力はい現実業で必要な能力は者が語るが語る出すためのてき出すためのた



  

Windowsを基づいて強引き出すためのに勧められるめる

● 誰でも触れると強引に強調で必要な能力はも触れると強引に強調れると強引き出すためのに強調
● 構築費用の安さを強引に強調の某中小企業安さを強引に強調さを基づいて強引き出すためのに強調
● 問題点を指摘しても、私を恫喝する上を基づいて指摘しても、私を恫喝する上しても、私の自己紹介を基づいて恫喝する上する上
● 上層部を基づいて丸め込んでしまいんで必要な能力はしまい現実

契約寸前に追い詰められた・・・に追い詰められた・・・い現実詰められた・・・められた・・・



  

隠れて自力で構築れて自力はで必要な能力は構築

● 写し真や説明は掲載しないや想像力がないと説明は掲載しないは掲載しないしな能力はい現実
●ボタン1つで必要な能力は商品選択
●データベースはテキストファイル
● CGIで必要な能力は処理など兼務する仕組みみ

動けば良いけば良い良いい現実で必要な能力は突っ走るのみ貫工事を紹介で必要な能力は作成したした



  

私の自己紹介が語る構築した物が採用されたがが語る採用の安さを強引に強調されたが語る

●顧客にネット販売を宣伝してもにネット販売を基づいて宣伝してもしても
● 利な道具にすぎない用の安さを強引に強調者が語るは月に1,2件
●閑古鳥のサイトだったがの某中小企業サイトだったが語る

や想像力がないとっぱり等の某中小企業反応で済んだで必要な能力は済んだんだ



  

もし外注なのだがしてい現実たら・・・
●数百万円を超えたの某中小企業構築費な能力はの某中小企業で必要な能力は
●失敗の責任を巡りの某中小企業責任を巡りを基づいて巡りり等
●責任を巡りの某中小企業擦り付け合いが発生り等付け合いが発生け合いが発生い現実が語る発生

社内の某中小企業雰囲気が険悪にが語る険悪にに?



  

オープンソースの某中小企業利な道具にすぎない点を指摘しても、私を恫喝する上
● オープンソースは無料なのでな能力はの某中小企業で必要な能力は
●失敗の責任を巡りしても損失は小さい現実
● 思ったい現実切った挑戦できるった挑戦できるで必要な能力はき出すためのる

機会セミナー  の某中小企業損失防止になるにな能力はる!



  

2002年 顧客にネット販売を宣伝しても向けネット検索システムけネット検索システムシステム奮闘記

あるデータを基づいて提供していたしてい現実た

全て電話での対応だったて電話での対応だったで必要な能力はの某中小企業対応で済んだだった



  

データ提供していたサービス

●多い時でい現実時で必要な能力は1日40件以上
●休日対応で済んだも行っていたってい現実た
● 大き出すためのな能力は負担にな能力はってい現実た

ネット検索システムに移行っていたで必要な能力はき出すためのな能力はい現実か?



  

当初、外注なのだがだったが語る

● 自力はで必要な能力は構築で必要な能力はき出すためのるかもしれな能力はい現実
● PostgreSQLを基づいて触れると強引に強調ってみたい現実
● この某中小企業機会セミナー  を基づいて逃したくないしたくな能力はい現実

会セミナー  社に内緒で自力で構築で必要な能力は自力はで必要な能力は構築!!



  

オープンソースで必要な能力は構築

● サーバーOSはLinux
● Apache で必要な能力はWebサーバー
● PHPで必要な能力はプログラム奮闘記を基づいて書が書店に増え始めていたい現実て
●データベースはPostgreSQL

費用の安さを強引に強調を基づいてかけずに構築



  

勝手に構築したため

● 上層部からは
●勝手な能力は事を紹介を基づいてするな能力はと言われわれ
●評価されなかったもものされな能力はかったももの某中小企業

採用の安さを強引に強調される事を紹介にな能力はった



  

や想像力がないとっぱり等閑古鳥のサイトだったが

● 費用の安さを強引に強調が語るゼロだったため
●責任を巡りの某中小企業擦り付け合いが発生り等付け合いが発生け合いが発生い現実は起こらず
●冷静に原因の分析ができたに原因の分析ができたの某中小企業分析は歯が立たない現実が語るで必要な能力はき出すためのた

当たり等前に追い詰められた・・・の某中小企業事を紹介に気が険悪にづい現実た



  

顧客にネット販売を宣伝してもの某中小企業利な道具にすぎない点を指摘しても、私を恫喝する上を基づいて無視していたしてい現実た

● パソコン検索システムの某中小企業場の声！合いが発生
● パソコンの某中小企業電源を立ち上げを基づいて立たない現実ち上げ上げ
● ホーム奮闘記ページを開いてを基づいて開いてい現実て
● ネット検索システムは手間の直感や発想が必要が語るかかる

電話での対応だったで必要な能力はの某中小企業依頼が楽が語る楽



  

ネット検索システムの某中小企業利な道具にすぎない点を指摘しても、私を恫喝する上を基づいて顧客にネット販売を宣伝してもに訴えたえた

●携帯で閲覧可能に改良で必要な能力は閲覧可能に改良い
● 24時間の直感や発想が必要365日、閲覧可能を基づいて宣伝しても
●電話での対応だったで必要な能力はの某中小企業問い現実合いが発生わせが語るある度にに
● ネット検索システムの某中小企業案内を基づいてFAXした

ネット検索システムへの某中小企業移行っていたが語る進んだんだ



  

ネット検索システムに移行っていたした結果は限定的で
●電話での対応だったの某中小企業問い現実合いが発生わせが語る激減
●電話での対応だった対応で済んだの某中小企業手間の直感や発想が必要と時間の直感や発想が必要削減
●休日対応で済んだを基づいて廃止になるで必要な能力はき出すためのた

大幅な業務改善になったな能力は業で必要な能力は務改善になったにな能力はった



  

エクセル帳票撲滅作戦できる

● 基づいて幹業で必要な能力は務はAS400
●帳票はAS400で必要な能力は作成した
● 役員の某中小企業要な能力は望でで必要な能力は
●エクセル帳票作成した

ほぼ1日作業で必要な能力はだった



  

Linux+FPDF+ODBCで必要な能力は

● AS400の某中小企業データを基づいて
● Linuxに取り込んでり等込んでしまいんで必要な能力は
● PDF帳票を基づいて作成した
●ボタン1つで必要な能力は生成したで必要な能力はき出すためのる

業で必要な能力は務の某中小企業大幅な業務改善になった短縮



  

オープンソース導入の経緯事を紹介例 (1)

● Sambaで必要な能力はファイルサーバー
● OpenLDAPで必要な能力は認証の統合化の某中小企業統合いが発生化に役立つが
● PostgreSQLで必要な能力はデータベース
● PHPを基づいて使われる手法はってWebア協議会セミナー  プリ作成作成した
● EC-CUBEで必要な能力は通販サイト
● AS400とLinuxの某中小企業連動けば良い
● FPDFで必要な能力はPDF帳票生成したシステム奮闘記



  

オープンソース導入の経緯事を紹介例 (2)
●仮想化に役立つがサーバー構築
● PHPmotionで必要な能力は動けば良い画配信サイトサイト
● Scalixで必要な能力はWebメール導入の経緯
● LibreOffice導入の経緯推進んだ
● Netcommonsで必要な能力はCMS

ど素人からIT技術者が語るにな能力はってい現実た



  

オープンソースの某中小企業導入の経緯利な道具にすぎない点を指摘しても、私を恫喝する上
● 無償な能力はの某中小企業で必要な能力は
●試行っていた錯誤の導入が可能の某中小企業導入の経緯が語る可能
●失敗の責任を巡りしても損はしな能力はい現実

財務力はに関係なくな能力はくIT化に役立つがが語る可能!!



  

会セミナー  社は何も変わっていないも変わってい現実な能力はい現実

●猪突っ走るのみ猛進んだの某中小企業10年間の直感や発想が必要
●業で必要な能力は務効に機能しない事を紹介率化に役立つがはで必要な能力はき出すためのたが語る
●業で必要な能力は務や想像力がないと経営は旧態依然

愕然とした現実



  

ITとは

問題解決のためのの某中小企業ための某中小企業

道具にすぎないにすぎな能力はい現実

情報技術で必要な能力はあって



  

ITで必要な能力はで必要な能力はき出すためのるの某中小企業は

定型的な手法への問題提起な能力は処理など兼務を基づいて

高速で処理する事で必要な能力は処理など兼務する事を紹介



  

10年間の直感や発想が必要や想像力がないとってき出すためのた事を紹介は

表の内容面に見える問題点に見える問題点を指摘しても、私を恫喝する上

隠れて自力で構築れた問題点を指摘しても、私を恫喝する上

表の内容面に見える問題点部分の某中小企業解決のためのだけだった

根本の丸写し的な手法への問題提起な能力は問題点を指摘しても、私を恫喝する上の某中小企業解決のためのにはな能力はらな能力はい現実



  

隠れて自力で構築れた問題を基づいて浮き彫りにするき出すための彫りにするり等にする

隠れて自力で構築れた問題点を指摘しても、私を恫喝する上

ここを基づいて見える化に役立つがする必要な能力はが語るある



  

2010年、方向けネット検索システム転換

根本の丸写し的な手法への問題提起な能力は問題の某中小企業あぶり等出すためのし



  

経営戦できる略の手法の某中小企業手法への問題提起

見える化に役立つがと共有化に役立つがの某中小企業道具にすぎない

直感や想像力がないと発想力はが語るな能力はい現実と
有効に機能しない事を紹介に機能しな能力はい現実話での対応だった



  

経営改革にはならない・業で必要な能力は務改善になったとは

現状 目指す姿

目指す姿の某中小企業実現化に役立つが



  

見える化に役立つがの某中小企業目的な手法への問題提起

現状 目指す姿

現状を基づいて把握する事する事を紹介



  

共有化に役立つがの某中小企業目的な手法への問題提起

現状 目指す姿

各人の某中小企業視していた点を指摘しても、私を恫喝する上を基づいて共有する



  

見える化に役立つが・共有化に役立つがを基づいて導入の経緯

SWOT分析は歯が立たない現実、クロス分析は歯が立たない現実導入の経緯例



  

2010年　導入の経緯事を紹介例

● ある販売促進んだの某中小企業案件が語る出すためのる
● 私の自己紹介が語るリ作成ーダーに選ば良いれる
● 勤務先についてで必要な能力はは初の某中小企業試み
● 右も左もわからないのでも左もわからないのでもわからな能力はい現実

で必要な能力はも、や想像力がないとるからには成した功させたいさせたい現実



  

案件を基づいて成した功させたいさせるためには

● 見える化に役立つがで必要な能力は問題点を指摘しても、私を恫喝する上を基づいてあぶり等出すためのし
● 問題点を指摘しても、私を恫喝する上を基づいて共有しな能力はが語るら
● 問題解決のためのを基づいて行っていたう事で事を紹介で必要な能力は
●案件を基づいて成した功させたいさせてみよう事で!!

SWOT分析は歯が立たない現実、クロス分析は歯が立たない現実が語る使われる手法はえる！



  

SWOT分析は歯が立たない現実とは(教科書が書店に増え始めていたで必要な能力はは)

強み 機会セミナー  

弱みみ 脅威



  

SWOT分析は歯が立たない現実の某中小企業目的な手法への問題提起 (1)

視していた点を指摘しても、私を恫喝する上が語る異なる人の意見が書き出せるな能力はる人の某中小企業意見が語る書が書店に増え始めていたき出すための出すためのせる

在庫の議論の某中小企業議論



  

SWOTの某中小企業目的な手法への問題提起 (2)



  

クロス分析は歯が立たない現実とは(教科書が書店に増え始めていたで必要な能力はは)

機会セミナー  脅威

強み

弱みみ



  

クロス分析は歯が立たない現実の某中小企業目的な手法への問題提起

強み 脅威

解決のための法への問題提起
や想像力がないとるべき出すための事を紹介

お互いを結び付けて連想し互いを結び付けて連想しい現実を基づいて結び付けて連想し付け合いが発生けて連想し

新しい事を見出す方法しい現実事を紹介を基づいて見出すためのす方法への問題提起



  

問題が語る発生。目指す姿

●目指す姿とい現実っても
● 従来の某中小企業延長からは・・・上の某中小企業発想だと
● 理など兼務想を基づいて思ったい現実描く事ができずく事を紹介が語るで必要な能力はき出すためのず
●損益分岐点を指摘しても、私を恫喝する上から割り出したり等出すためのした
●粗利な道具にすぎない金額に驚く。の某中小企業実現ぐらい現実

目指す姿の某中小企業青写し真や説明は掲載しないが語る描く事ができずけな能力はい現実



  

理など兼務想を基づいて描く事ができずけな能力はい現実ために

現状 目指す姿

現状の某中小企業延長からは・・・の某中小企業姿にすぎな能力はかった



  

問題が語る発生。SWOT分析は歯が立たない現実

●各人の某中小企業意見が語る出すためのてこな能力はい現実
● あまり等書が書店に増え始めていたき出すための出すためのせな能力はい現実

現状分析は歯が立たない現実が語る書が書店に増え始めていたき出すための出すためのせな能力はい現実



  

現状分析は歯が立たない現実が語るで必要な能力はき出すためのな能力はい現実ため

現状 目指す姿

現在の某中小企業状態が語る見える化に役立つがで必要な能力はき出すためのな能力はい現実



  

問題が語る発生。クロス分析は歯が立たない現実

● SWOT分析は歯が立たない現実で必要な能力は書が書店に増え始めていたき出すための出すためのしても
●それらを基づいて結び付けて連想しつけて
●新しい事を見出す方法しい現実事を紹介を基づいて連想しよう事でにも
●案件は未体験を基づいての某中小企業事を紹介な能力はの某中小企業で必要な能力は
● 想像や想像力がないと発想が語る困難なためな能力はため

何も変わっていないも書が書店に増え始めていたき出すための出すためのせな能力はい現実状態に陥るった



  

移行っていた方法への問題提起が語る考え出せずえ出すためのせず

現状 目指す姿

この某中小企業部分が語る作る事を紹介が語るで必要な能力はき出すためのず



  

実行っていたした結果は限定的で、成した果は限定的では出すためのず

役員と言われい現実合いが発生い現実にな能力はった

役員に頭デッカチと言われデッカチと言われと言われわれ

負けずに応で済んだ戦できるしたため



  

失敗の責任を巡りの某中小企業原因の分析ができたを基づいて考え出せずえる

経営学は

西の某中小企業洋で生まれた学問で必要な能力は生まれた学問



  

経営学を基づいて見る上で必要な能力は大事を紹介な能力は事を紹介

●西の某中小企業洋で生まれた学問で必要な能力は生まれた学問
●西の某中小企業洋で生まれた学問人の某中小企業発想で必要な能力は考え出せずえずに
●日本の丸写しで必要な能力は適用の安さを強引に強調しても
●う事でまくい現実かな能力はい現実の某中小企業で必要な能力はは?

西の某中小企業洋で生まれた学問人の某中小企業発想を基づいて考え出せず察



  

見える化に役立つが・共有化に役立つがについ現実て

● 西の某中小企業洋で生まれた学問人は、前に追い詰められた・・・提条件として
●各人の某中小企業価されなかったももの値観や考えが異なるや想像力がないと考え出せずえが語る異なる人の意見が書き出せるな能力はる
●各人が語る同じ方向に進むためにはじ方向に進むためには方向けネット検索システムに進んだむためには
●各人が語る考え出せずえてい現実る事を紹介を基づいて書が書店に増え始めていたき出すための出すためのし
● 意思った統一の某中小企業ための某中小企業共有化に役立つがが語る必要な能力は

SWOT分析は歯が立たない現実が語る重要な能力はにな能力はる



  

日本の丸写し人とSWOT分析は歯が立たない現実

●以心伝しても心
●言われわな能力はくてわかるだろう事で
●対立たない現実を基づいて避けたがるけたが語るる
●沈黙は金なりは金な能力はり等

SWOT分析は歯が立たない現実が語る便利な道具にすぎないな能力は道具にすぎないにな能力はらな能力はい現実



  

こんな能力は感じ方向に進むためにはにな能力はってしまう事で

議論が語る起こる土壌とは程遠いとは程遠いい現実



  

こんな能力は声まで必要な能力は出すためのた

● 感覚的な手法への問題提起にわかった気が険悪ににな能力はるため
● わざわざ明は掲載しない文化に役立つがするの某中小企業に消極的な手法への問題提起

わかってい現実る!!

い現実ち上げい現実ち上げ書が書店に増え始めていたき出すためのださな能力はくても



  

西の某中小企業洋で生まれた学問人の某中小企業発想(2)

●物が採用されたが事を紹介には法への問題提起則や真理があるや想像力がないと真や説明は掲載しない理など兼務が語るある
● 理など兼務想(あるべき出すための姿)は存在する
●暗黙は金なり知っていた私を基づいて形式知っていた私にする
●原理など兼務原則や真理があるを基づいて重んじ方向に進むためにはる

キリ作成スト教の某中小企業考え出せずえ方？



  

西の某中小企業洋で生まれた学問人と経営戦できる略の手法

● あるべき出すための姿(理など兼務想)を基づいて設定し
● 理など兼務論に基づいてづい現実た仮説を基づいて立たない現実て
● 現状と理など兼務想を基づいて比較してして
●物が採用されたが事を紹介を基づいて変えてい現実く発想

体系化に役立つが・理など兼務論化に役立つがしてい現実く



  

日本の丸写し人の某中小企業発想

●諸行っていた無常の発想の某中小企業発想
● 経験を基づいて則や真理があるを基づいて重んじ方向に進むためにはて
●原理など兼務原則や真理があるには走るのみらな能力はい現実
●物が採用されたが語るを基づいて好み、体系化を行わないみ、体系化に役立つがを基づいて行っていたわな能力はい現実

西の某中小企業洋で生まれた学問人との某中小企業対照的な手法への問題提起な能力は発想

経営学が語る日本の丸写し人と相容れな能力はい現実



  

失敗の責任を巡りの某中小企業最大の某中小企業原因の分析ができた

直感力は・想像力はの某中小企業欠如



  

クロス分析は歯が立たない現実の某中小企業問題点を指摘しても、私を恫喝する上

●違った項目同士を結びつけてった項目同じ方向に進むためには士を結びつけてを基づいて結び付けて連想しつけて
● 直感や想像力がないと想像を基づいてしや想像力がないとすくするための某中小企業
● 道具にすぎないにすぎな能力はい現実
● 直感、想像力はが語る働かないとかな能力はい現実と

何も変わっていないも書が書店に増え始めていたき出すための出すためのせな能力はい現実事を紹介態にな能力はる



  

PDCAサイクルを基づいて言われわれるが語る

●仮説(計画)が語る立たない現実てられな能力はい現実(P)
● 実行っていたが語るで必要な能力はき出すためのな能力はい現実(D)
●検証の統合化が語るで必要な能力はき出すためのな能力はい現実(C)
●より等良いい現実仮説が語る立たない現実てられな能力はい現実(A)

仮説設定に直感、想像は必要な能力は



  

マインドマップについ現実ても

● あくまで必要な能力はも想像力はを基づいて引き出すためのき出すための出すためのすための某中小企業
● 手助けの道具にすぎないけの某中小企業道具にすぎないにすぎな能力はい現実
● 想像力はが語るある人な能力はら活用の安さを強引に強調する事を紹介で必要な能力は
●豊かな発想ができるがかな能力は発想が語るで必要な能力はき出すためのるが語る
● 想像力はが語るな能力はい現実と

何も変わっていないも書が書店に増え始めていたき出すための出すためのせな能力はい現実事を紹介態にな能力はる



  

業で必要な能力は務の某中小企業見える化に役立つが

業で必要な能力は務俯瞰図(BPMN)の某中小企業導入の経緯事を紹介例



  

BPMNで必要な能力は業で必要な能力は務工程の某中小企業共有化に役立つが



  

作成したに協力はを基づいて呼びかけてもび付けて連想しかけても

● 担当者が語るは「忙しい」忙しい」しい現実」
●管理など兼務職は「各人に任せる」は「忙しい」各人に任を巡りせる」

導入の経緯が語る実現しな能力はかった



  

導入の経緯に失敗の責任を巡りした原因の分析ができた

● 協力はするの某中小企業が語る手間の直感や発想が必要
● 協力はしても得しないしな能力はい現実
●欠員の某中小企業話での対応だったを基づいてしても
●日常の発想、業で必要な能力は務が語る回ってい現実ると
● 必要な能力は性が感じられないが語る感じ方向に進むためにはられな能力はい現実

利な道具にすぎない点を指摘しても、私を恫喝する上が語る感じ方向に進むためにはられな能力はい現実の某中小企業が語る問題



  

全て電話での対応だった体の某中小企業概略の手法図すら作れな能力はい現実
● 中小企業で必要な能力はな能力はの某中小企業で必要な能力は総務部だけで必要な能力はも
●庶務・労務・経理など兼務・ITな能力はど多い時で岐に渡るる
●管理など兼務職は「各人に任せる」は把握する事しき出すためのれな能力はい現実
●各人に任を巡りせっき出すためのり等
●全て電話での対応だった体が語るわかる人が語るい現実な能力はい現実

個人商店に増え始めていた化に役立つがしや想像力がないとすい現実状態



  

もっと根深い問題があったい現実問題が語るあった
● 業で必要な能力は務の某中小企業一部を基づいて描く事ができずい現実てみた
● で必要な能力はも、何も変わっていないも見えてこな能力はかった
● 現場の声！の某中小企業様子を見てもを基づいて見ても
● 直感力はや想像力がないと発想力はが語るな能力はければ良い
●隠れて自力で構築れた問題点を指摘しても、私を恫喝する上が語る発見で必要な能力はき出すためのず

業で必要な能力は務俯瞰図を基づいて眺めるだけになるめるだけにな能力はる



  

統計を基づいて使われる手法はった分析は歯が立たない現実

データ分析は歯が立たない現実で必要な能力は現状認識と未来予測と未来予測

断片だけ見て判断する危険性とだけ見て判断する危険性が感じられないと
未来予測の某中小企業過度にの某中小企業期待は危険な話は危険な能力は話での対応だった



  

在庫の議論管理など兼務の某中小企業話での対応だった

●在庫の議論状況を見てを基づいて見て
●勘や経験で発注していたや想像力がないと経験を基づいてで必要な能力は発注なのだがしてい現実た
●で必要な能力はも精度には良いくな能力はい現実

欠品が語る起り等や想像力がないとすい現実



  

上層部は無理など兼務難なため題を基づいて言われう事で

●在庫の議論を基づいて減らせ
● で必要な能力はも、欠品させるな能力は
●困惑する仕入担当者する仕入の経緯担当者が語る

需要な能力は予測は至難なための某中小企業業で必要な能力は!!



  

統計に基づいてづい現実た発注なのだが点を指摘しても、私を恫喝する上算出すための

● 売上データに基づいてづき出すための
● 1週間の直感や発想が必要ごとの某中小企業売上分布からから
●ガウス分布からや想像力がないと
●ポア協議会セミナー  ソン分布からを基づいて使われる手法はって
● 発注なのだが点を指摘しても、私を恫喝する上を基づいて探し出すし出すためのす



  

中小企業で必要な能力はの某中小企業問題点を指摘しても、私を恫喝する上

● 出すための荷量が少ないためが語る少ないためな能力はい現実ため
●ガウス分布からが語るダメな能力は場の声！合いが発生もある
●ポア協議会セミナー  ソン分布からもダメな能力は場の声！合いが発生もある
●統計誤の導入が可能差が大きいが語る大き出すためのい現実

ビッグデータで必要な能力ははな能力はく

スモールデータとの某中小企業格闘！



  

出すための荷量が少ないためが語る多い時でい現実とガウス分布から
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出すための荷量が少ないためが語る少ないためな能力はい現実とポア協議会セミナー  ソン分布から
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そして提案したが語る・・・

●ガウス分布からと聞いただけでい現実ただけで必要な能力は
●拒否反応で済んだが語る出すためのた
● 社内に理など兼務系が語るい現実な能力はい現実
●数学が語る苦手な能力は人ば良いかり等

統計の某中小企業便利な道具にすぎないさを基づいて理など兼務解されずお互いを結び付けて連想し蔵入の経緯り等



  

諦めずにデータを取ってみためずにデータを基づいて取り込んでってみた

● 2014年4月の某中小企業消費増え始めていた税の際の某中小企業際
●前に追い詰められた・・・後の売上データを比較したの某中小企業売上データを基づいて比較してした

問題点を指摘しても、私を恫喝する上に気が険悪にづい現実た



  

2014年4月、消費税の際増え始めていた税の際
● 3月に駆け込み需要け込んでしまいみ需要な能力は
● 4月以降は落ち込みが激しいは落ち込みが激しいち上げ込んでしまいみが語る激しい現実
●価されなかったももの格の某中小企業上げ方によっては
●競合いが発生に顧客にネット販売を宣伝してもを基づいて取り込んでられたり等
●競合いが発生から奪えたりするえたり等する

売上傾向けネット検索システムが語る変わり等
過去のデータが使えないの某中小企業データが語る使われる手法はえな能力はい現実



  

統計的な手法への問題提起手法への問題提起は適切った挑戦できるだったの某中小企業か?

●ガウス分布からもポア協議会セミナー  ソン分布からも
●真や説明は掲載しない値が語るあるとい現実う事で前に追い詰められた・・・提で必要な能力は使われる手法はう事で
●物が採用されたが理など兼務量が少ないため(光の速度などの某中小企業速で処理する事度にな能力はど)は真や説明は掲載しない値が語るある

観や考えが異なる測値から観や考えが異なる測誤の導入が可能差が大きいを基づいて取り込んでり等除くため

ガウス分布からや想像力がないとポア協議会セミナー  ソン分布からを基づいて活用の安さを強引に強調



  

商品Aの某中小企業年度に別の出荷数の推移の某中小企業出すための荷数の某中小企業推移

年間の直感や発想が必要出すための荷量が少ないためは変動けば良いしてい現実る



  

出すための荷量が少ないために真や説明は掲載しない値はな能力はい現実

● 年間の直感や発想が必要出すための荷量が少ないためは変動けば良いしてい現実る
● 出すための荷数の某中小企業絶対値(真や説明は掲載しない値)は存在しな能力はい現実
●真や説明は掲載しない値は存在しな能力はい現実ため
●ガウス分布からや想像力がないとポア協議会セミナー  ソン分布からの某中小企業
●活用の安さを強引に強調には無理など兼務が語るある

統計の某中小企業使われる手法はい現実方を基づいて間の直感や発想が必要違った項目同士を結びつけてえてい現実た



  

大事を紹介な能力は事を紹介に気が険悪にづい現実た(1)
●過去のデータが使えないの某中小企業傾向けネット検索システムが語る継続してい現実れば良い
●未来予測はしや想像力がないとすい現実が語る
●傾向けネット検索システムが語る変動けば良いしてい現実る状態で必要な能力はは
●未来予測は困難なため

過去のデータが使えない・現在・未来は不連続!!



  

大事を紹介な能力は事を紹介に気が険悪にづい現実た(2)
● 出すための荷数の某中小企業変動けば良いだけ見ても
●季節、価されなかったももの格競争、代の到来替品の某中小企業有無な能力はど
●他の要因を考慮しない限りの某中小企業要な能力は因の分析ができたを基づいて考え出せず慮しない限りしな能力はい現実限り等
● 出すための荷予想は不可能

元々、無理など兼務が語るある手法への問題提起だった



  

統計的な手法への問題提起手法への問題提起の某中小企業限界

● 入の経緯力は項目が語る限られてい現実る上
●全て電話での対応だったてが語る過去のデータが使えないの某中小企業情報の某中小企業ため
●過去のデータが使えない・現在・未来が語る
●不連続の某中小企業場の声！合いが発生には
●未来予想は幻想

統計の某中小企業限界を基づいて知っていた私るの某中小企業は大事を紹介



  

直感力は、想像力はの某中小企業ある人は

●各種データを頭に入れるだけでなくデータを基づいて頭デッカチと言われに入の経緯れるだけで必要な能力はな能力はく
●五感を基づいて働かないとかせな能力はが語るら
● 無意識と未来予測の某中小企業う事でち上げに物が採用されたが事を紹介を基づいて結び付けて連想しつけて
● 出すための荷数量が少ないためを基づいて見てい現実るため
●微妙な変化を捉える事ができるな能力は変化に役立つがを基づいて捉える事ができるえる事を紹介が語るで必要な能力はき出すためのる

優れた勘ピューターだったれた勘や経験で発注していたピューターだった!!

とても真や説明は掲載しない似できない職人技で必要な能力はき出すためのな能力はい現実職は「各人に任せる」人技



  

直感力は、想像力はが語るな能力はい現実と

●色々な能力はデータを基づいて見ても
●物が採用されたが事を紹介を基づいて結び付けて連想しつける事を紹介が語るで必要な能力はき出すためのず
● 想像もで必要な能力はき出すためのな能力はい現実ため
● 分析は歯が立たない現実魔に陥るで必要な能力は終わってしまうわってしまう事で

何も変わっていないも生み出すためのせな能力はい現実ため

前に追い詰められた・・・に進んだめな能力はくな能力はる



  

統計学の某中小企業厄介な能力は点を指摘しても、私を恫喝する上(1)
● 入の経緯門書が書店に増え始めていたは沢山あるがあるが語る
●公式丸暗記・当てはめが語る大半がパソコンが苦手
●公式を基づいて使われる手法はってデータ処理など兼務は容易
●統計の某中小企業理など兼務論を基づいて理など兼務解しな能力はくても
●データ処理など兼務が語る可能

誤の導入が可能った統計処理など兼務を基づいて生む原因の分析ができたにな能力はる



  

統計学の某中小企業厄介な能力は点を指摘しても、私を恫喝する上(2)

●微分積が分
●線形代の到来数
●集合いが発生論
●ルベーグ積が分
●確率過程論
●数理など兼務統計学

統計学の某中小企業理など兼務論を基づいて理など兼務解するには

大学の某中小企業数学科
3,4回生の某中小企業内容



  

統計学の某中小企業厄介な能力は点を指摘しても、私を恫喝する上(3)
● 理など兼務論を基づいて理など兼務解してい現実な能力はい現実場の声！合いが発生
● 感覚的な手法への問題提起に物が採用されたが事を紹介を基づいて掴む力が必要む力はが語る必要な能力は
● 理など兼務論を基づいて理など兼務解せず感覚もな能力はければ良い
● トンチと言われンカンな能力はデータ処理など兼務だけで必要な能力はな能力はく
●データ処理など兼務した結果は限定的でを基づいて見ても
●お互いを結び付けて連想しかしな能力は結果は限定的でに気が険悪にづく事を紹介が語るで必要な能力はき出すためのず
● トンチと言われンカンな能力は分析は歯が立たない現実する危険が語るある



  

誤の導入が可能解の某中小企業な能力はい現実よう事で書が書店に増え始めていたき出すためのます

●統計的な手法への問題提起手法への問題提起は否定しません
●統計が語るで必要な能力はき出すためのる事を紹介を基づいて知っていた私ると
●正しい現実判断が語るしや想像力がないとすくな能力はる



  

統計は大雑把が語る大事を紹介
● 中小企業で必要な能力ははデータ数が語る少ないためな能力はく
●統計誤の導入が可能差が大きいが語る大き出すためのい現実
● で必要な能力はも、売上が語る悪にくな能力はると
● 上層部は細かく見たがるためかく見たが語るるため
●より等精度にの某中小企業悪にい現実データで必要な能力は判断

手間の直感や発想が必要を基づいてかけて分析は歯が立たない現実し、判断誤の導入が可能り等を基づいて招くく



  

数学が語る役立たない現実つ事を紹介例

当てずっぽ防止になるに使われる手法はえる



  

周期性が感じられないが語るあり等そう事でな能力は商品B



  

出すための荷の某中小企業周期性が感じられないを基づいて求めるとめると

●離散フーリエを使ってフーリ作成エを基づいて使われる手法はって
●周期性が感じられないを基づいて確かめてみたが語る
● 強い現実周期性が感じられないはな能力はかった
●データを基づいて検証の統合化するの某中小企業に便利な道具にすぎない

当てずっぽは外れるだけ



  

直感力は・発想力はの某中小企業強化に役立つが法への問題提起



  

私の自己紹介が語る知っていた私り等たい現実で必要な能力はす!!
● 直感力はが語るな能力はく、
● 感覚的な手法への問題提起に物が採用されたが事を紹介を基づいてつかめな能力はい現実上
● 発想力はも乏しい私なのでしい現実私の自己紹介な能力はの某中小企業で必要な能力は
● 非常の発想に頭デッカチと言われを基づいて抱えていますえてい現実ます
● だから私の自己紹介が語る知っていた私り等たい現実の某中小企業で必要な能力はす!!

どう事ですれば良い、ええねん!!!



  

人工知っていた私能(AI)は?

人工的な手法への問題提起に直感を基づいて作り等出すためのせるか?



  

人工知っていた私能の某中小企業特徴
●多い時でくの某中小企業種データを頭に入れるだけでなく類のデータが扱えるの某中小企業データが語る扱えるえる
● 人間の直感や発想が必要が語る及ばない範囲を分析しば良いな能力はい現実範囲を基づいて分析は歯が立たない現実し
●傾向けネット検索システムや想像力がないと関連性が感じられないが語る発見で必要な能力はき出すためのるの某中小企業で必要な能力は
●隠れて自力で構築れた特徴や想像力がないと問題が語る発見で必要な能力はき出すためのる
● 直感に近い物が作れるかもい現実物が採用されたがが語る作れるかも

善になったは急げだが・・・げだが語る・・・



  

スタバで必要な能力は数学と格闘開いて始めていた
● 2016年秋、線形代の到来数
●ほとんど日曜日はスタバ
● 店に増え始めていた員に顔を覚えられるを基づいて覚えられる
● 私の自己紹介の某中小企業顔を覚えられるを基づいて見るだけで必要な能力は
● 注なのだが文を基づいて聞いただけでかずにコーヒーを基づいて用の安さを強引に強調意

数学科の某中小企業学生にな能力はった気が険悪に分



  

線形代の到来数の某中小企業勉強

2016年11月開いて始めていた



  

微分積が分の某中小企業勉強

2017年3月開いて始めていた



  

集合いが発生・位相の某中小企業勉強

2017年8月開いて始めていた



  

代の到来数学の某中小企業勉強

2018年1月開いて始めていた



  

群論の某中小企業勉強

2018年3月開いて始めていた



  

環論の某中小企業勉強

2018年5月開いて始めていた



  

数学史の勉強の某中小企業勉強

2018年7月開いて始めていた



  

体論の某中小企業勉強

2018年7月から現在



  

まだ先については長からは・・・い現実・・・
●微分方程式
●ルベーグ積が分
●確率過程論
●数理など兼務統計学
●他の要因を考慮しない限りにもあり等そう事で

相当な能力は数学力はが語る要な能力は求めるとされる

大学の某中小企業数学科
3,4回生の某中小企業内容



  

まとめ

● ITは道具にすぎないにすぎな能力はい現実
● 経営戦できる略の手法の某中小企業手法への問題提起で必要な能力はは
● 見える化に役立つが・共有化に役立つがを基づいて活用の安さを強引に強調して
● 直感・発想の某中小企業手助けの道具にすぎないけにな能力はるが語る
● 問題発見を基づいて行っていたう事でには
● 直感・発想力はが語る必要な能力は



  

私の自己紹介に突っ走るのみき出すためのつけられた課題

● 直感力は、想像力はが語る乏しい私なのでしい現実ため
● 分析は歯が立たない現実魔に陥るにな能力はってしまう事で
● この某中小企業発表の内容も分析は歯が立たない現実魔に陥るの某中小企業賜物が採用されたが。
●打開いて策が見出だせないためが語る見出すためのだせな能力はい現実ため
● 先について行っていたき出すためのが語る不安さを強引に強調。



  

数年後の売上データを比較したの某中小企業目標としてとして

● オープンソースと数学は
● 中小企業で必要な能力はを基づいて救うという合言葉でう事でとい現実う事で合いが発生言われ葉でで必要な能力は
● 事を紹介例紹介で必要な能力はき出すためのるよう事でにな能力はり等たい現実



  

ご清聴ありがとうございましたあり等が語るとう事でござい現実ました

社内IT化に役立つがの某中小企業取り込んでり等組みみは

http://www.osssme.com

https://www.facebook.com/sugachan1973

facebook
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