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素人集団でもイノベーションに大きな役割

腕時計メーカーの諏訪精工舎には、世界トッ

プレベルの優秀な電子工学の技術者がいたわけで

はなかった。それどころか、電子工学出身の技術

者が社内に見当たらず、ようやく大卒新人を確保

できたほどであった。にもかかわらず、そうした

素人に近い若手技術者を中心に研究を進め、世界

で初めてクオーツ腕時計の開発に成功、世界の腕

時計市場を機械式からクオーツへと一変させるこ

とに成功したのである。

セブン-イレブンは、コンビニの業務に精通し

ていない素人集団を集めて小売業の多いわが国で

コンビニを開業し、急成長させた。逆に、アメリ

カのライセンス契約先企業の経営危機を救済、ビ

ジネススクールにおける教材にまでなった。

専門家でなくとも、いや素人だからこそ既存

の知識に惑わされず、新鮮な目で研究に取り組み、

開発に成功することがある。また、素人の目線で

物流の仕組みを変えたり、消費者の求める商品を

揃えることにより、生産性を上げ、これまでの常

識を打ち破り大きな飛躍につながることもある。

今回は、そうしたほとんど素人ともいうべき人々

が起こしたイノベーションの事例を取り上げる。

1．クオーツ腕時計
（１）クオーツ時計の開発から発売まで

①諏訪市に「諏訪精工舎」が誕生

服部時計店は、1881 年創業の時計の製造・販

こうしてイノベーションは生まれた②
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1 機械式腕時計を製造していた諏訪精工舎は、アメリカでの音叉時計開発の報を聞き、危機感を持っ

て新しい方式による腕時計の開発を模索していた。
2 ある技術者が水晶（クオーツ）時計の開発を思いついた。社内に電子工学の専門家はいなかったが、
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導入しようと考えた。しかし、小売店舗が多いわが国の実情から、経営陣からは反対された。それ

でも、何とかライセンス契約し、開業にこぎつけた。
4 アメリカのマニュアルは、ほとんど役に立たなかった。しかし、コンビニの素人集団が小口配送、

共同配送などにより店舗の生産性を上げ、また、消費者の目線に立った業務取り扱いを拡大して急

成長、ライセンス契約先の経営危機を救済するまでに至った。
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売会社。1937 年に懐中時計製造部門を「第二精

工舎」として独立させた。当初、工場は東京の亀

戸にあったが、44 年、長野県の諏訪市に主力部

門を疎開させ「第二精工舎諏訪工場」として操業

を開始した。諏訪市に疎開したのは地元諏訪市出

身の山崎久夫社長（当時）が、かつて服部時計店

に勤務していた関係で、時計部品の下請け製造を

目的として 42 年に設立した「大和工業」があっ

たからである。59 年、第二精工舎諏訪工場は、

第二精工舎から分離独立し、大和工業と合体して

「諏訪精工舎」（85 年にエプソンと合併し、現在

はセイコーエプソン）となった。

②「音叉時計」開発の衝撃

1956 年、男性用機械式腕時計「マーベル」1

号機を発売したが、58 年に「マーベル」は通産

大臣賞を受賞し、大ヒット商品となった。59 年

には国内初の自動巻腕時計「ジャイロマーベル」

を発売した。

59 年に「59A プロジェクト」を立ち上げた。

これは、ぜんまい式より精度の高い腕時計を作る

ためのプロジェクトである。このプロジェクトを

立ち上げた背景は、54 年にアメリカ最大の時計

製造会社・ブローバ社がトランジスタを使ったま

ったく新しい「音叉時計」を開発した、というニ

ュースが伝わったからである。つまり、ぜんまい

時計を作っていた諏訪精工舎は、音叉時計が市場

に出回ればこれまでの技術が使えなくなるのでは

ないか、という強い危機感を持ったのである。

60 年秋、ブローバ社の音叉時計が発売された。

水銀電池で約 1年間動き、日差わずか 2秒という

高性能で、ぜんまい時計では最高でも日差 10 秒

であった。このため、世界中で飛ぶように売れ始

めた。音叉時計は、ブローバ社が特許を独占して

おり、使う場合は高い特許料が必要であった。

③クオーツに辿り着く

ただし、音叉時計を研究してみると、振動に

弱いという欠陥があった。そこで、技術者は音叉

時計に勝てる技術を模索した。たまたま、ある技

術者が、発表された論文記事を読んでいた時、ベ

ル研究所が開発した「水晶（クオーツ）時計」が、

日差 0.01 秒という究極の時計であることを見つ

けた。また、兄弟会社の精工舎が放送局向けに作

っていた時報用の時計も、クオーツ時計であった。

ただし、そのクオーツ時計は真空管を使い、高さ

2 メートル、幅 1 メートルと巨大であり、これを

腕時計にするには容易なことではなかった。しか

し、音叉時計の性能を凌ぐには、クオーツの小型

化に取り組むしかないと考えた。

一方、ライバル会社のシチズンがブローバ社

と国内で独占契約し、国内での音叉時計の販売を

予定していた。

④人材の確保に奔走

クオーツ時計を開発するなら電子工学を専門

とする技術者が必要だが、当時、社内に機械工学

の技術者はいても、その分野の技術者はどこにも

いなかった。そこで、山崎社長自ら国内の主要大

学を訪問、電子工学専攻の教授に会って学生に入

社を勧誘してほしいと依頼した。しかし、地方の

中堅企業であり、応募してくれる大学生は誰もい

なかった。それでも、地元に近い静岡大学でよう

やく 1 人の学生を確保、その翌年にも 1 人、2 年

後に更に 1人確保できた。また、社内にいた技術

者も、国内の大学へ電子工学技術を学びに遊学さ

せた。

⑤東京オリンピックの計時装置でクオーツが活躍

1963 年、エボーシュ、オメガ、ロレックス社

などのスイスメーカーが、こぞってクオーツ時計

の開発に乗り出すとの情報が入った。

同年、東京オリンピックで、セイコーは計時

装置を担当することが決まった。そこで、機械式

ではなく、クオーツ時計で参加することに決め、

乾電池で動く持ち運び可能な時計を完成、オリン

ピックで大成功を収めた。しかし、これでもまだ

百科事典くらいの大きさで、これを腕時計にする
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にはまだまだ問題が山積みであった。ひとつは、

水晶を腕統計に使えるよう小型化することであっ

た。また、半導体回路、モーター、電池など、必

要とされる要素技術は高い技術水準が求められた

が、どこも引き受ける会社がなく、結局、自前で

開発するしかなかった。

65 年、ブローバ社の音叉時計は 5 万円台にな

った（開発当初は 11 万 5,000 円）。

⑥クオーツ腕時計の開発に成功

研究を進めていくうちに、音叉時計の発想から

水晶をU字型にするヒントを思いついた。ただし、

それを水晶時計に応用するには耐震性に問題があ

ったが、それも熱心に研究・改良を重ねた結果、

ついに耐震問題をクリアすることに成功した。

69 年、セイコーアストロン 35QS を発売、日

差 0.2 秒、月差 5 秒で、価格は 45 万円であった。

セイコークオーツの特許はすべて公開され、70

年代、クオーツ時計は普及品ヘと需要が広がった。

79 年には、わが国はついにスイスを抜いて腕時

計生産世界一になった。

また、クオーツの技術は、時計に止まらず、

ビデオ、エアコン、ノートパソコンなど、あらゆ

るエレクトロニクス製品に活かされている。

（２）イノベーションから見たポイント

①経営層のリーダーシップと若手への権限委譲

地方の時計メーカーであるものの、機械式腕

時計では通産大臣賞を受賞した時計メーカーであ

るという強い誇りがあり、中堅層も含めた経営管

理者が、強いリーダーシップで新しい技術による

時計の開発に挑戦しようとした。また、そのため

には、既存の技術では対応できず、若手技術者の

発想が大事であるとの考えから、若手に大きな権

限を与え、開発を任せた。

②音叉時計登場の危機感が好結果を生む

「音叉時計」の登場で、従来のぜんまい式時計

技術がまったく変わってしまう可能性があった。

そこで、社内に大きな危機感が沸き起こり、音叉

時計に勝つためのプロジェクトチームが発足し

た。最初は、音叉時計の研究から始めたが、特許

料が高く、仮に開発できても実用化できるかどう

か疑問であった。そこで、どうせ開発するなら独

自の手法で、という考え方でクオーツの開発に辿

りついた。企業にとって危機感を持ち、背水の陣

で開発に取り組むと、好結果をもたらすことが多

いという事例である。

③東京オリンピックのチャンスを活かす

東京オリンピックでは、それまでのオメガに

代わり、国内メーカーのセイコーがオリンピック

の公式計時会社に選ばれ、はじめてクオーツで時

間を記録した。まだその時は、百科事典大の大き

さであったが、クオーツの技術とともに「クオー

ツのセイコー」というイメージを国内外に確立す

ることができた。

また、そのクオーツ時計では 100 分の 1 秒単

位で記録表示ができるようになったが、それをプ

リンターに表示した。これが、その後、セイコー

エプソンのプリンター事業の原点になっている。

腕時計専業メーカーに止まらず、時計を超える規

模の新たな成長分野へ進出するきっかけともなっ

たわけで、そうした意味で東京オリンピックは、

企業が成長に向かう大きな出発点となった。

④社内にイノベーションを生み出す環境

もともと優秀な、一流の電子工学の技術陣が

いたわけではなく、地方大学出身の若手の研究者

が開発したものである。また、必要とする部品も、

無理といわれて他社に断られ、自前で開発するし

かなかった。いわば、ゼロからの出発であった。

しかし、それがどうして若手中心の研究者が開発

できたのか。単純に結論を導くことはできないが、

その後も、カラープリンターなど、次々と新製品

を生み出していることを考えると、社内にそれを

生み出すような環境、困難なことに立ち向かう風

土があったと考えられる。



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2006.12 経営センサー
13

素人集団が起こしたイノベーション

13

⑤特許の公開で急速にクオーツが普及

「音叉時計」は、特許を独占し、高い特許料で

それを守ろうという戦略であったが、クオーツは、

あえて特許を公開する戦略をとった。それによっ

て、エレクトロニクス業界からも多くの参入者が

あり、機械式に代わってクオーツ時計が急速に普

及、機械式時計は一気にその絶対的な地位を失っ

たのである。

⑥開発に対する自信とその連鎖　　

セイコーエプソンは、その後、プリンター事

業でも大きく躍進、イノベーション成功の神話が

連鎖している。もっとも、その頃はプリンター事

業の将来性には確たる見通しはなかった。ただ、

腕時計だけに特化していては、このように会社が

大きく成長することはなかったかもしれない。そ

れだけに、次の成長の種を地道に育てていったこ

とも今日の拡大につながっている。

（３）余談：その後のスイス

70 年代、スイスの時計産業は、日本のクオー

ツ攻勢で壊滅的な打撃を受けたが、2005 年は過

去最高の輸出額を記録するなど、時計王国がよみ

がえってきた。これは、80 年代に安価なスウォ

ッチをきっかけに徐々に立ち直ったことがある。

更に、最近では高級品志向で、安価な中国製品と

は競合しない戦略を採用して活況となっている。

2．コンビニ
（１） コンビニの導入から急拡大まで

①堅実な経営姿勢

1960 年代、スーパーマーケットのイトーヨー

カドーは収益が伸び悩んでいた。ライバルのダイ

エーなどが銀行から資金を借り入れて一等地に出

店し利益を上げている一方、イトーヨーカドーは

堅実経営を貫き地価の安い路地裏などを中心に出

店、そのため売り上げが伸びなかったのである。

このため、新規出店を担当していた清水秀雄氏

（元セブン-イレブン・ジャパン副会長）は業務開

発室に転勤、何か新しいビジネスがないかを模索

していた。

②アメリカでコンビニに出合う

当時の人事部長、鈴木敏文氏（現セブン-イレ

ブン・ジャパン代表取締役会長、最高経営責任者

（CEO））も堅実な経営方針に飽きたらず業務の

打開策を模索していた。ある日、鈴木氏が発案し

て清水氏と 2 人でアメリカに出張し、外食産業、

小売業を視察することになった。そうした中で、

たまたまバス旅行で立ち寄った「コンビニ」が全

米で人気があることに気付いた。わずか 50 坪ほ

どで値引きもしない。しかも大きなスーパーマー

ケットが近くにあっても繁盛している。帰国して

調べてみると、そのコンビニは全米で 4,000 店の

チェーンを持ち、しかも高収益を上げていること

が分かった。これはわが国でも普及するのではな

いかと考えた。そこで 1972 年、アメリカのコン

ビニの本社、サウスランド社を訪問したが、サウ

スランド社は巨大企業であり、当時アメリカでは

無名であったイトーヨーカドーはあまり相手にさ

れなかった。

③ライセンス契約で、コンビニ業を開始

日本の本社に戻ってコンビニ進出の提案書を

提出したが、零細小売業の多い日本では難しいと

経営陣から反対された。しかし、経営陣を執拗に

説得し当事者だけで試験的にやってみるなら

OK、との了解を得た。アメリカのサウスランド

社とライセンス交渉を行ったがライセンス料が売

上の 1％と高く採算面で問題となった。カナダや

メキシコでも 1 ％であったからである。それを

0.6 ％に値切ってようやく妥結し、わが国でもコ

ンビニがスタートすることになった。

④素人集団でスタート

鈴木氏は当初、アメリカのマニュアルにはコ

ンビニを展開するすべてのノウハウが書かれてお

り、わが社が新規事業で成功する秘訣はそこにあ
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ると考えていた。しかし、実際にはマニュアルに

あるノウハウは、ほとんど見るべきものがなかっ

た。そこには、住宅地に隣接していること、付近

に競合店がないこと、通りに面していること、な

ど、基本的なことが書いてあるに過ぎなかったの

である。

しかしながら、コンビニ進出が決まり中途入

社組などを中心に流通の素人集団 15 人でスター

トすることになった。素人集団となったのは、

元々あまり期待されず優秀な人材をもらえなかっ

たこともあるが、鈴木氏自身、コンビニのような

新しい業界では先入観が災いする、素人こそが向

いていると考えたこともある。当面の目標は、2

年半後に 100 店舗とすることであった。

⑤小口配送など、わが国独自のやり方で

コンビニを開業したものの、売上の割には利

益が上がらなかった。売れない皿やコップなどが

埃をかぶっている一方、ジュースなどの売れ筋商

品が品切れしていた。これは、商品をまとめて仕

入れることが不可欠で、しかも全部なくならない

限り新しい商品の仕入れができなかったからであ

る。このため、商品の回転率が低く収益を上げに

くくしていたことに気付いた。

そこで、小口配送や共同配送など在庫管理面

でアメリカと異なるわが国独自のやり方を工夫す

ることで生産性を上げ、次第にコンビニが収益を

上げ始めた。また、これまでの常識を覆し 1号店

の周りに店舗を増やした。これによって問屋も小

口分けに応じ、また知名度も増すなど相乗効果を

発揮することができた。とくに、POS（販売時点

情報管理）による管理で顧客が何を求めているか

を直ちに把握できたことは大きい。

また、年中無休だが、当時パンの製造は年末年

始休みで品物がなかった。それをパン製造会社と

交渉し正月でもパンが販売できるように工夫した。

⑥アメリカのサウスランドを逆に救済

3 年で出店数 100 店舗を達成した。アメリカの

サウスランド社が 100 店舗までに 25 年かかった

ことを思えば、急速な成果である。また、17 年

目には 4,000 店舗を達成した。2003 年には 10,000

店舗を突破した。

一方、サウスランド社が無計画の店舗経営と

土地投機の失敗で経営不振に陥り、逆に、わが国

に支援を求めてきた。これを受け、わが国流のや

り方で支援した結果 2年で黒字化することに成功

した。このように、今ではわが国の方がコンビニ

経営に関しては優位に立っている。

（２）イノベーションから見たポイント

①米国出張でヒントを得て主張し実現

アメリカ出張先で見かけたことからビジネ

ス・ヒントを得たという話は「宅急便」の小倉昌

男氏の場合と似ている。現在抱えている問題を打

破するために何かビジネスのヒントになるものは

ないかと探していると、何かを見て、それから大

きなヒントを得る場合がある。それに気付く人が

イノベーションを起こせるのであるが、大部分の

人はそれに気付かない。

②契約を締結するか打ち切るかの決断

当初、アメリカでコンビニが繁盛しているの

はサウスランド社のマニュアルの中に「コンビ

ニ・ビジネス」の秘密があるからと期待していた

からだが、結果的にはそれはほとんどなかった。

そこで重大な決断に迫られた。契約を打ち切るか、

あるいは、それでも契約を締結しわが国でコンビ

ニをスタートするか、である。結果的にはわが国

の事情に合うコンビニを開発し成功したが、当時

は、まさに頼るものが何もないゼロからのスター

トであった。もっとも鈴木氏は、わが国の小売業

の問題点が低い生産性にあり、生産性を上げれば

成功するという確信があったからと考えたよう

だ。

③生産性向上だけでなく鮮度も重視

コンビニに素人の集団が集められスタートし
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た。収益を上げるにはどうすれば良いか、消費者

が店舗に足を向けるにはどうすれば良いか、素人

の目で一歩一歩、改善に結び付けていった。集約

配送・共同配送がその代表である。その一方で、

鮮度を確保するため、大型物流センターや配送セ

ンターはあえて作らなかった。これは生産性の向

上に反するが、鮮度にこだわる消費者の目線を意

識した結果である。ただし、こうしたビジネスモ

デルは、特許に守られる性質のものではなくライ

バル会社が追いつくことができるものである。そ

のために、ライバルに勝つためには次々と革新的

なアイデアを打ち出していくことが必要となる。

④アメリカは商品をメーカーや問屋に一任

アメリカのサウスランド社が経営危機に陥っ

たのは、商品のアロケーションをメーカーや問屋

に任せていたこと、イノベーションを起こせなか

ったことにあると言われている。わが国で得た知

恵を応用したきめ細かい戦術が功を奏し、アメリ

カの契約先の業績を立ち直らせ救済した。このた

め、アメリカのビジネススクールでも教材として

取り上げられている。

⑤経営者の直接指導で毎週教育

毎週火曜日にオペレーション・フィールド・

カウンセラー（OFC）が本社に全国各地から集ま

る。OFC は、現場の店舗の経営指導を行うこと

が任務の人達である。ここで鈴木氏は直接、どの

ように仕入れ販売するかを話す。OFC は全国で

約 1,200 人。毎週集まれば、それだけでも 30 億

円以上経費が掛かる。しかし、鈴木氏の話を毎週、

直接聞くことはそれにも勝る効果があるようだ。

それが日々、10,000 を超える店舗の顧客の動向を

敏感に把握し、新しい経営戦略を立案し前進して

いくことにつながっている。

⑥ユニークな鈴木氏の経営哲学

鈴木氏の経営哲学はユニークである。例えば

「他店見学をしてはならない」という考え方がある。

それは、今は物まねの時代ではなく柳の下にドジ

ョウが一匹いるかどうかの時代で 2番手商法は通

用しない、と考えるからである。セブン-イレブン

も過去の否定から始まっている。日本の小売業は

中小零細企業が数多くある。その中でコンビニ店

を経営しても儲からない、というのが常識であっ

た。しかし、それは生産性が低いからであり生産

性を上げれば儲かることに気付いたのである。

また、現場主義ではなくデータ主義である。

現場主義は来店しているお客の動向に目を奪わ

れ、その潜在的な商圏のお客を見落とす危険があ

るという。例えば、来客に熟年層が多ければ熟年

向けの商品を増やすことを考えがちである。しか

図表１　セブン-イレブン・ジャパンの店舗拡大推移

出所：セブン-イレブン・ジャパンのホームページより作成

1973年 11月 株式会社ヨークセブン（現セブン-イレブン・ジャパン）設立 

  米国サウスランド社（現セブン-イレブン,Inc）とライセンス契約締結 

1974年 05月 第1号店出店（東京都江東区・豊洲店） 

1976年 05月 出店数     100店舗達成 

1978年 01月 社名を株式会社セブン-イレブン・ジャパンに改称 

1980年 11月 出店数  1,000店舗達成 

1984年 02月 出店数  2,000店舗達成 

1993年 02月 出店数  5,000店舗達成 

1997年 06月 出店数  7,000店舗達成 

1999年 11月 出店数  8,000店舗達成 

2003年 08月 出店数10,000店舗達成 

2004年 04月 中国の北京で第1号店出店 
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し商圏を調べると若い住人が多い場合、そのコン

ビニは若い人にとって魅力的な商品がないから

だ、と言う見方も成り立つからである。

また、景気が悪いから消費が増えないという

ことにも反論する。不景気な時には有効に使いた

いはずで、価格ではなく有効に使える商品を品揃

えすべきであると考えている。

こうした鈴木氏の経営哲学があったからこそ

コンビニがイノベーション的に成功したと考えら

れるし、コンビニ以外の分野でもイノベーション

を起こすことができたのではなかろうか。

3．余談：最近のコンビニ

1974 年にセブン-イレブンがコンビニ事業を開

始して以降、コンビニ業界への参入が相次ぎ、80

～ 90 年代は急成長を遂げた。90 年代後半、多く

の小売業が低迷する中でも快進撃が続いたが、最

近コンビニの売り上げ停滞が目立っている。ライ

バルのスーパーやディスカウント店が営業時間帯

を拡大し 24 時間営業をするものが出るなど、コ

ンビニの強みが侵食され顧客が奪われていること

がある。もともと、スーパー、ディスカウント店

は価格がコンビニより安価であり、コンビニのメ

リット、魅力が一層薄れたのである。

そのためコンビニとしては新たな戦略を打ち

出すことが問われている。最近は醤油やマヨネー

ズなど、一部調味料の値下げに踏み切った。更に、

それ以外の加工品にも波及しそうな気配である。

これは、コンビニ業界にとっては一大転換を

意味する。これまでコンビニは 24 時間営業や各

種サービスの提供で業容を拡大してきたが「安売

りはしない」との方針を貫いてきたからである。

まさに、コンビニ業界にとって大きな正念場を迎

えている。
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図表 2 セブン-イレブン・ジャパンの主な業務の開始

出所：セブン-イレブン・ジャパンのホームページより作成

1975年 06月 24時間営業開始（福島県郡山市・虎丸店） 

1976年 09月 ベンダーの集約化、共同配送開始 

1982年 10月 POS（販売時点情報管理）システム開始 

1985年 05月 グラフ情報コンピュータ導入開始 

1987年 10月 東京電力料金収納業務取り扱い開始 

1988年 03月 東京ガス料金収納業務取り扱い開始 

1989年 06月 NHK放送受信料「継続振込」取り扱い開始 

1991年 04月 NTT料金収納業務取り扱い開始 

1993年 12月 バウチャー（共通食券）取り扱い開始  

1995年 06月 通信販売代金収納業務取り扱い 

1996年 10月 カラーコピー機導入開始 

1998年 05月 音楽ＣＤ販売開始 

1998年 10月 雑誌定期購読予約サービス開始 

1999年 11月 インターネット代金収納サービス開始 

2001年 05月 アイワイバンク（現セブン銀行）の店内ATM（現金預け払い機）設置 


