スーパーバイザー 花岡清二氏 講演会・座談会記録（要旨）
（平成 26 年９月 27 日 諏訪清陵高等学校）
◆講演記録＇要旨（◆
皆さんこんにちは。セイコーエプソンの花岡でございます。
今日は「イノベーションとは」
「イノベーションと日本産業の変化」
「エプソンのイノベーショ
ンと企業構造の変化」こんなテーマでやってみたいと思います。

《イノベーションとは》
○イノベーションというと「技術革新」ということが多いのですが、技術も革新されますけれど
も、ビジネス上で革新されたものはすべて「イノベーション」といいます。まず、イノベーシ
ョンによって「我々の生活にどういう影響があるか」
「イノベーションを起こす人の側面」
「企
業のバリューチェーン＇企業の起こすイノベーション（
」の話です。
○「戦後日本のイノベーション 100 選＇公益社団法人発明協会 110 周年記念（
」
＇１（この事業におけるイノベーションの定義
「経済的な活動でその新たな創造によって、歴史的・社会的に人々の生活に大きな変革をもた
らし、その展開がインターナショナル、あるいはその可能性を有する事業」で、その対象は「発
明に限らず、ビジネスモデルやプロジェクト」を含む
＇２（トップ１０
1950 年｢内視鏡｣ 1958 年｢インスタントラーメン｣ 1963 年｢マンガ・アニメ｣
1964 年｢新幹線｣ 1970 年｢トヨタ生産方式＇かんばん方式（｣
1979 年｢ウォークマン｣ 1980 年｢ウォシュレット｣
1983 年｢家庭ゲーム機とソフト＇任天堂（｣
1993 年｢発光ダイオード｣ 1997 年｢ハイブリッド自動車｣
＇３（１００選
）戦後復興期＇1945 年～1954 年（と高度経済成長期＇1955 年～1974 年（
1952 年「ファスナー」 1955 年「自動式電気炊飯器」
「トランジスタラジオ」
1956 年「こしひかり」 1957 年「回転寿司」 1958 年「公文式教育法」
1959 年「ヤマハ音楽教室」 1962 年「りんご『ふじ』
」
1964 年「電子式卓上計算機」 1969 年「クオーツ時計」

など

）安定成長期＇1975 年～1990 年（と現代＇1991 年～現在（は未選定
）「クオーツ時計」は諏訪精工舎が開発、エプソン成長の基礎となる。
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○イノベーションが生活に影響を不える「４つのパターン」と、その《代表例》
＇１（
「人の行動や行為が非連続的になるもの」
《電話、内視鏡》
＇２（
「人の行為の効率が飛躍的に向上する」
《新幹線》
＇３（
「人の行動様式が変わる」
《ウォークマン》
＇４（
「人の＇衣食住、環境を含めた（生活文化が変わる」
《マンガ・アニメ》
○企業の「バリューチェーン＇Value Chain（
」
「企画・開発」
「購買物流」
「製造」
「出荷物流」
「販売・マーケティング」
「サービス・サポート」
の一連の流れを「バリューチェーン」という。
○バリューチェーンの「差別化」による企業イノベーションの例
◆APPLE「企画・開発・設計」
「販売マーケティング」に特化《商品イノベーション》
◆EMS・Foxconn・Flextronics「購買物流」
「製造」に特化《生産イノベーション》
◆DELL「出荷物流」
「販売マーケティング」に特化《販売イノベーション》
※EMS ：Electronics Manufacturing Service
※Foxconn Technology Group：フォックスコン＇APPLE 製品の製造委託会社（
※Flextronics：フレクトロニクス
○バリューチェーンの「新結合」
＇新たな組み合わせの結合（を導入する企業
「新たなビジネスを創造」Amazon、楽天、Alibaba、SNS の LINE、Facebook など
「新しい生産方式の導入」Amazon、i-Tune など
※お客様のことをあまり考えない商品を「プロダクトアウト」という。SNS はお客様視点でビ
ジネスを構築している。
※アメリカの方がこういったことは起きやすい。Facebook、Amazon など、新しいビジネス・
技術を創造できる人材は、日本では尐ない。
○APPLE は現在「商品の新規性」や「デザインの斬新性」が競争力となっているが、商品は半導
体の塊なので、部品や商品が標準化＇後述（するのはいつかを注視している。
○エプソンなど日本の一般的企業のバリューチェーン
エプソンやパナソニックなどの日本企業は、
「企画・開発」
「購買物流」
「製造」
「出荷物流」
「販売・マーケティング」
「サービス・サポート」の全てを持つバリューチェーンでやる「垂直
統合型」企業が一般的。エプソンがそれでもやっていける主な理由は、①主力のインクジェッ
トプリンタの基幹要素である「ヘッド」
「インク」
「製造工程そのもの」がエプソンの独自技術、
②ブランド化している、③新規参入がない、など。
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○イノベーションを起こす人材
変わった人

常識の枠を越えた思考・発想をして、周囲には理解されにくい。できる、でき
ないよりも、今ないものを構築する

尖った人

問題の根源的な所在や解決策が人より先に見え、ビジネス全体の構想・構築が
できる

出しゃばる人

他人の仕事の領分を干渉し、ビジネスプロセスを最適化できる

このような個性豊かな人々の集まりによって、イノベーションが起きてくる。
○イノベーションを起こす「組織力」
「組織運営」
フラットな組織運営

肩書で仕事をしない

自由闊達な議論

組織の持っている「知の最大化」をすることができる

将来ビジョンを共有できる 目標に向かって、皆で一緒にスクラムを組んで進む
多様性を受け入れる

変わった人、尖った人を受け入れる土壌

○イノベーションにおける具体的役割
）尖った研究をイノベーションに繋げる人材
）新しいビジネスモデルを創造できる人材
）技術・アイデアをグローバルビジネスに発展させる人材
＇１（マネジメント層
）構想段階から事業化まで、組織を一貫してプロデュースできる
）イノベーション人材を発掘・育成できる
＇２（専門職
）ユーザー視点で地域ニーズにあった製品を考える人材
）技術を組み合わせ、ソリューションを提案できる人材
）性能・品質・コスト、知財・標準化を一体で企画・立案し、製品を仕上げる人材
）シミュレーション等技術、最適部品を用い、迅速かつ効果的な設計ができる人材
）グローバルで最適な部品調達、製造を遂行できる人材
）ビジネスをグローバル展開できる人材

《イノベーションと日本産業の変化》
○技術開発そのものが成果に結びついていない
新規領域＇過去３年の間に新たに提供を開始した商品・サービス（の売上は、日本企業 6.6％、
アメリカ 11.9％。中国 12.8％で、新規領域の売り上げは他国と比べて尐し弱い。
○その理由は、
外国はどちらかというと、最初にビジネスを考えて、そのための商品・サービスを考えるが、
日本は商品・サービスを考えてからどうやって売るか、と考える。その違いが出ているのかな
と推測している。
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○標準化・モジュール化による完成品産業の競争力の衰退
①成長期：各社が固有の技術・製品設計・独自生産方法で製品を進化させ・・・、
②成熟期：標準化した技術・部品による製品製造になっていき・・・、
③最後は「価格競争」になって、日本企業は苦しい事業展開を強いられている。
＇カラーテレビ、液晶テレビ、PC、ビデオカムレコーダー・・など（
○たとえば EMS はこの中で、
「購買物流」
「製造」に特化するバリューチェーンで《生産イノベー
ション》を起こしているわけで、標準化・モジュール化後は、作り方・売り方を差別化する必
要がある。
○日本の企業は成熟期で、なかなか新しいバリューチェーンモデルに移行できなかったために、
今苦しい状況を迎えているが、プリンタ・複写機・自動車・材料関係等は、日本はまだまだ強
いポジションにいる。
○「主要先端製品・部材の売上高と世界シェア」からみると、ハイブリッド自動車、DSC＇デジ
タルスチルカメラ（
、MFP＇複合機（等は日本のシェアが高く、医薬品・バイオ関連はもっと頑
張ってよい。エレクトロニクス全体としては、日本は元気がない方向に向かっている。

《エプソンのイノベーションと企業構造の変化》
○エプソンの売上構造の変化＇もともとは「メカ時計」の会社である（
◆1970 年の売上高は約 270 億円。ほとんど全てが Watch。
◆2010 年は Watch・精密機器の売り上げ 7％。あとは、電子デバイスと情報関連機器。
◆2014 年 3 月期連結売上の約 83％がプリンタなどの情報関連機器セグメント、約 15％がデバ
イス精密機器セグメント、ロボット・センサーが 1.6％。
○エプソンの歴史＇概略（
◆服部金太郎が 1881 年に創業した「服部時計店」は舶来時計・腕時計を売る会社。その後「精
工舎＇掛け時計（
」
「第二精工舎＇腕時計（
」と系列工場を操業。
◆製糸業の下火に伴い地域発展・産業振興のため、山崎久夫は「服部時計店」に丁稚奉公した
後、1942 年に「大和工業」を創業。1943 年に諏訪に疎開した「第二精工舎諏訪工場」と 1959
年に合併し「諏訪精工舎」に。
「諏訪精工舎」と情報機器関連会社「信州精機」と 1985 年に
合併して「セイコーエプソン」に。
◆エプソンには「服部時計店の DNA」
「起業家山崎の DNA」が入っている。
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○エプソン製品の変遷
1956年 SEIKO MARVEL発売。通産省「時計精度コンテスト」で各賞をさらう。スイス製に务らない精度。
1958年 独自設計による部品の互換性を確保し、大量生産で個々の製品の精度や耐久性を保障、ベルトコンベアでの流
～ れ生産、大衆商品価格で工業製品として衣替え。
1960年 機械式時計「グランドセイコーファーストモデル」を発表。しかし、機械時計の精度には限界＇日差±20秒（
～ があり、徐々に電子時計の開発に軸足が移っていく。
1964年 東京オリンピックでの契約が契機となり「卓上型・可搬型卓上時計」、「プリンティングタイマー」を開発。オ
リンピック用に開発したストップウォッチの機能付の「クロノメーター＇クオーツ（」は、日差は±0.2秒とな
るも、大きさは横が 15cm、縦が 20cm、厚みが 7cmで、腕時計するには各部品が多すぎる。
1968年 世界初の「ミニプリンタ」EP101
1969年 腕にはめられる時計「セイコークオーツアストロン」完成。
1970年代 販売網を全世界に敷き始め、1980年代にはほぼ全ての国に販売・サービス網を構築。
1973年 世界初の「液晶表示デジタルウォッチ」発表。これらをベースにして、現在の電子デバイス事業に発展。その
～ 後、電卓に組み込んだ「小型軽量デジタルプリンタ」をベースにプリンタ事業へ発展。自社開発により、デバ
イスの内作 CMOS、LSI、LCD、水晶振動子の技術が確立。
1975年 EPSONブランド＇EPの息子 SONという意味（
1980年 MP80＇ドットプリンタ（
1989年 3LCDのプロジェクタ発売。
1973年 インクジェットプリンタ開発開始
1993年 MJ500＇モノクロインクジェット（
1994年 インクジェットプリンタ MJ700V2C＇汎用機（、PM700C＇超高画質写真プリント技術を確立（
1995年 Windows95によって操作性が向上し、誰でも使える。デジタルカメラが出てきて、今では携帯・スマートフォ
ンによってデジタルカメラが飛躍的に普及する、そんな環境下でプリンタ事業が育ってきた。
○エプソンのイノベーションと企業精神
＇１（もともと時計は職人が作るものだったが、エプソンは 1950～1960 年代、メカ時計を工業製
品として位置付け、部品の互換性の確保、ベルトコンベアによる大量生産、大衆商品としての
価格設定など、商品・生産イノベーションを起こした。
＇２（東京オリンピックのために開発した「プリンティングタイマー」と「クロノメーター」の
CMOSIC、水晶振動子、希土類ボンド磁石、液晶パネル等の「独自開発部品」の技術がベース
になって「電子時計」
「デジタル時計」を開発し、今日の「電子デバイス事業」に発展した。
＇３（液晶パネルをベースにして「プロジェクタ事業」に発展し、電卓にプリンティングタイマ
を組み込み、軽小短薄化を追求したことが「デジタルプリンタ事業」に発展した。
＇４（必要な技術は自ら開発する「創造と挑戦」の文化が生まれた。
○EPSON の企業精神「創造と挑戦の文化」の３本柱
「チャレンジ精神」高い目標に挑戦し、スピードを持ってやり遂げる
「独創性の追求」強い技術開発と育成、他社に真似できない商品を一歩先駆けて創出する
「総合力の発揮」組織・事業・会社の壁を越え、グループ一丸となって取組みやり遂げる
これらは「創造と挑戦」
「EPSON S&A＇スクラム＆アチーブメント（
」
「One EPSON」とし
て今に残っている。
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○エプソン製品の「パラダイム・シフト」
）アナログカメラ・フィルム・写真屋・DPESHOP ⇒ PC・プリンタ
）OHP によるプレゼン ⇒ PC・プロジェクタによるプレゼン
○複雑な要素が絡まって起こるイノベーション
＇１（東京オリンピックを契機に水晶振動子やデジタルプリンタを開発できた
＇２（売れない商品もいくつも出したが、それによって技術が進歩し時代を先取りできた
＇３（エプソンブランドを確立できた
＇４（周辺環境の変化
）Wiindows＇OS（により PC が大衆化し、操作性が向上した
）PC の普及でインクジェットプリンタが普及した
）PC とパワーポイントにより、プロジェクタ事業が成功した

《今日学んで欲しかった事・まとめ》
○技術革新≠イノベーションである。イノベーションは「ブランド」
「販売網」
「時代の波」
「商品
に要求される技術の成熟度」などの複合的な要素によって起こる。
○人の知的生産活動によってイノベーションは生まれ、人々の豊かな生活に貢献する。
○先人たちのたゆまぬ努力によってイノベーションは生まれ、今ある我々の豊かな生活がある。

◆座談会記録＇要旨（◆
○はじめの言葉＇生徒（
組織の中には、自分と同じ考えの人は一人もいないし、もしかしたら、尖った人や変わった
人の方がチャレンジ精神を持っていると自分は考えました。そういう人たちを敵視せずに、グ
ループの中で尊敬していくべきだと思いました。
これから、イノベーション人材の話をもう尐し聞いて、勉強したいと思います。これから座
談会を始めます。よろしくお願いします。
○生徒Ａ
プロジェクタが売れるようになったのは、パワーポイントなどの時代の流れもあったと思う
んですけど、時代を先取りすることはもちろん重要だと思うんですが、時代の流れを掴む、時
代を知る方法について、秘訣みたいなものがあったら教えて欲しいと思います。
○花岡スーパーバイザー
今の情報の中に、将来を予見するようなものがたぶんあると思うのですが、それを感じる能
力をどうつけていくか、ということが非常に問題なんです。情報は等しく皆にあるから、今は
こういう時代ですよ、という今の状況というのは、絶対に知らなきゃいけない。でも、そうい
う今の状況を見る中から、将来はここの部分はこう変わるだろうなという風な姿が見えるか、
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見えないか、という所は、やはり磨かないと出てこないんじゃないか。言いたいのは、そうい
うところが見えるように自分の感性、能力というより感性なんです。感性を磨いていくほかな
いんじゃないかと思います。ですから、講演の中で言った「尖った人」
「変な人」というのは、
どちらかというと、先の方が見える、透視力があるようなそういう感性を持っている人ではな
いかな、と私自身は思っているんですけれども。尐なくとも私は、そういう人間ではありませ
ん。
＇笑（
○生徒Ｂ
アメリカの会社で副社長をやられていた、ということですが、日本の今の状況で、ここは足
りないな、というところがあったら教えてください。
○花岡スーパーバイザー
アメリカと日本で最も違うと思ったのは、現地の企業では、人がいとも簡単に辞めて、いと
も簡単に次の仕事が探せるということです。日本はどちらかというと、その会社に入ったらあ
る程度、ずっと長く勤めるということが前提になっているんですが、でもアメリカの労働の流
動性というか、働いている人の流動性はすごく高い。だから、新しいビジネスとかそういうと
ころへすぐに流れます。
例えば A さんが新しいビジネスを考えますよね。他の会社に勤めていた人で、その新しいこ
とをやりたい人が集まる。そういう風になって、ベンチャー企業が立ち上がりやすいですし、
それだけ、労働力の、人の流動性がある。そこは全然違うと思いました。
○生徒Ｂ
その、人材の流動性というところで、日本は過去の大学での成績とか、そういうのが重要視
されますが、アメリカにはそういうことがないということですか？
○花岡スーパーバイザー
アメリカでは学歴とか、そういうことはあまり聞いたことがないですね。だいたいどこの大
学を出たか、ということはあまり話題になりませんし、聞いたこともないです。しかし、今は
日本も、おそらくうちの会社では、学歴よりも、どういう働きをしてくれるか、そこで見てい
ます。日本もだんだんそうなってきているのでは、と思います。
○生徒Ｂ
アメリカに行ったとき、ここは日本でもやっていける、日本で学んだこと、日本の技術でこ
こならアメリカでもやっていける、ということがあったら教えてください。
○花岡スーパーバイザー
アメリカに行って最も学んだことは、エプソンアメリカという販売会社の副社長で行ったも
んですから、販売の仕組みがよく分かった。単純に言うと販売というのは売れるものを売る。
努力しないと売れないものは売らない。販売、セールスマンは売れるものを売る、学んだこと
はそれだけです。ですから、彼らが売ろうと思う売れる商品を出さないと売れませんね。
○生徒Ｂ
ありがとうございます。

7

○生徒Ｃ
プリンタの普及によって写真屋さんがどうしても苦しくなったようなイメージがあって、う
ちの近くの写真屋さんも尐なくなったようなイメージがあるのですが、やっぱり、そういった
ことはしょうがないことと私たちは受け入れることなのかな、と思います。また、そういう時
代を生き抜いていくには、写真屋さんはどうしたらいいですか？
○花岡スーパーバイザー
正直に申し上げます。1994 年にカラープリンタを出して、それからぞくぞく写真品質のプリ
ンタを続けて出しました。たぶん、2000 年の初頭から写真屋さんが非常に苦しくなってきて店
を閉じられた。心の痛みは感じますが、そういう時期を迎えた、ということです。ビジネスと
うのは固定的なものではなくて、常に変わるものだということを前提にして経営していかなけ
ればいけない。それは写真屋さんも、エプソンも同じじゃないかと思います。
また、変わってもビジネスはできる、というのはあります。PC を店頭に置いて別の機械で写
真をプリントするようなビジネスでやって生き抜いたところもあります。
また、こういうことが出てきたので、そろそろ自分たちの商売も危ないな、という風に考え
られる人たちが生き残っていくのではないかと、そんな風に思います。
○生徒Ｄ
まず、ご講演ありがとうございました。先ほどの話と似たような質問ですが、花岡先生はイ
ンクジェットプリンタの技術を開発されたということで、一つお聞きしたいのですが、自分の
家はエプソンプリンタを愛用させていただいているんですが、一つの色が切れてしまうと、全
部のインクを交換しないといけないのです。あの交換は利益を上げるためですか、それとも技
術的に丌可能なためにそうなさっているのかを今までお聞きしたかったです。
○花岡スーパーバイザ
エプソンプリンタを使っていただいてありがとうございます。ただ、ずいぶん古いプリンタ
をお使いのようです。
＇笑（インクカートリッジを一括して交換するのは、そうとう古いタイプ
です。
○生徒Ｄ
そ、そうなんですか。
○花岡スーパーバイザー
今は一つずつ交換できます。
一括して交換していたのは商売のためではなくて、ただ１つにしておくとカートリッジの製
造コストが安くなったんですよね。それはあくまでもメーカー側の都合であって、今から考え
れば非常に丌親切なものを出したと思います。今は独立で各種換えられるようになっておりま
すので、ぜひ買い換えていただければ、と思います。
＇笑（
○生徒Ｄ
ありがとうございました。
○生徒Ｅ
商品開発のスピード、世界初、というお話がありました。僕みたいな考えが尐ないのかもし
れませんが、先駆けで一発目に出たものは、まだ有名なところが出していなかったり、丌確定
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な要素が多い感じで、僕は引いちゃうことが多いです。有名なメーカーが出た時に買おうかな、
という風になるんです。先駆けで出し過ぎて売れないリスクを考えたことはありますか？
○花岡スーパーバイザー
メーカーサイドから言いますと、だいたい最初に出したものは、品質が煮詰まっていない場
合もあるもんですから＇・・もあるんですよ（
、私もエプソンを買う時にですね、９月発売だと
だいたい 12 月に買います＇笑（
。
ただ、ビジネスの観点からすると、やっぱりマーケットのポジションを早く取るというのが
ものすごく重要です。たとえば、クオーツ時計を初めてエプソンが出して、これは売れそうだ
ということになると、各販売店が欲しがる。２番手で出すと先に出ているのがあるからいらな
い、とこういうことになる可能性があるので、商売上はファーストポジションをとる、初めて
のところを取る、というのはビジネス上の鉄則なんです。２番手で出すんだったら、出ている
商品を越えるような商品を出さなきゃいけない。先ほどの「MJ700V2C」ですが、それ以前に出
ている他社のプリンタは写真品質じゃなかったんです。でも、プリンタとしては先行されてい
ましたから、我々は何とかそれを逆転しなければいけない、ということで他社のプリンタの性
能をはるかに超えるものを出しました。あとは値段です。要するに後から出す苦しみというの
も私は味わっていますので、最初に出した方が絶対に強いと思います。
○生徒Ｅ
ありがとうございました。
○生徒Ｆ
ご講演の中で「成長期」と「成熟期」がある、という風におっしゃられていたと思います。
PC のように成熟してしまったものを、また進化させる、独自性のものを出す、そういうことを
見いだしていくということを考えたことはありますか？
○花岡スーパーバイザー
製品が成熟すると売り方が変わってくる。先ほどのバリューチェーンで言いますと、DELL は
開発から製造まで全てを持っていたんですね。しかし、一転して「販売」だけにして、あとは
全部他の所に頼んでやる、というビジネスモデルへ移行しました。我々は「オーバーヘッド」
といいますが、会社を軽い体制にして安く売る。そういう風に売り方そのものを変えていかな
いと、いいポジショニングは取れないと思います。DELL はとてもいいポジショニングの取り方
をしたと思います。
○生徒Ｆ
ありがとうございます。
○生徒Ｇ
プリンタとハイブリッド車が高い世界シェアを占めているというお話でした。その理由は販
売の方法にあるのか、まだ成長期だからなのか、そこがよく分からないのでお願いします。
○花岡スーパーバイザー
市場で他社の参入があるかないかは、マーケットの大きさが強く関係しています。プリンタ
や複写機は、たぶん１兆円から２兆円ほどのマーケットしかないんです。そのマーケットがそ
んなに大きくないので、外から入るのはあまり魅力がない。
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もう一つは、こちらの方が理由としては大きいのかなと思いますが、固有の技術、特殊な部
品を使っていますので、そこをやってまでプリンタや複写機を作る、というメリットがない、
という風にも言えると思います。どちらかというと、技術がまだ成長期にあり、技術そのもの
をコピーして製品を出す、というのが難しいのではないかな、と思います。
ハイブリッドは、出来がよいということです。ただ、軽自動車でリッター30 数キロというの
が出てきました。普通車でも燃費が相当良くなってきていますから、ハイブリッド車は、ある
意味伸び悩んでいるのではないでしょうか。伸び悩んでいるところには、やっぱり入っていけ
ない。やはり、これから爆発的に行きそうだというマーケットはみんな入ってくる。だからマ
ーケットシェアが高いのではないか、と私自身は思っています。
○生徒Ｇ
わかりました。ありがとうございました。
○生徒Ｈ
最近テレビでエプソンと他社のＣＭを見るんですが、失礼になっちゃうかもしれませんが、
他社は、一般向けに出さずに企業向けに出している。花岡さんのお話の中でもビジネス向けと
いうお話があったので、ビジネスに向けたものを一方向で出していくのか、それともエプソン
みたいに、一般向けと企業向け両方に行くのか、どちらが儲かるのか、ということをお聞きし
たいと思います。
○花岡スーパーバイザー
正直に言うとプリンタ本体は、公衆向けはあまり儲からないです。それと、一般は消耗品も
あまり使わないのです。ある意味で、エプソンはビジネス向けに軸足を置いているんじゃない
かと思います。今の時期は年末商戦向けで、今はコマーシャルベースではコンシューマ向けが
多い。それを過ぎて１月くらいになるとまたガラっと変わって、ビジネスの方は３月が締めに
なりますので、それまでに使ってしまおう、ということになります。エプソンもビジネス向け
の宣伝を１，２，３月は打ちます。
○生徒Ｈ
もう一つあります。エプソンはビジネスの方が儲かると分かっているのに、なぜ一般向けを
出すのかというのが疑問なんです。他の会社より儲かってやろう、という風に思っているのか、
そこを聞きたいんですが。
○花岡スーパーバイザー
ビジネスというのは丌思議なものです。皆さん中学生くらいからプリンタを使い始めますよ
ね。高校生ももちろん使います。だから、エプソンというブランドを浸透させるということな
んです。コンシューマで儲かる、儲からないというよりも、いわゆる一般のお客さんに向けて
エプソンのブランドを広げるというのが、非常に重要なことなんですね。それは 5 年、10 年と
いうスパンの中で考えています。皆さんが大人になったときに、やっぱり小さい時に刷り込ま
れたブランドイメージで、次に買う時にはそれがよみがえってくるはずです。今日もお伝えし
たのは、ビジネス上でこれからイノベーションを起こしていくのは、ただ単に製品の良さや技
術の高さだけではなくて、ブランド・販売網そういうところに全部絡まってきてビジネスのイ
ノベーションが起こります。ある意味では宣伝広告というのは、うちで言うと、5 年、10 年、
20 年の戦略を考えた上でコンシューマに売っている、そのように考えてください。
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○生徒Ｈ
ありがとうございました。
○生徒Ｉ
先ほどのシェアの話に関わってくるのですが、アメリカなどをみるとブランド名より価格を
重視するイメージがあるんです。たとえば、日本製のものより、尐し安い中国とか、韓国製の
ものが使用されるイメージがあるんですけれども、そのブランド名というのは、欧米諸国では
結構意識されたりするのですか？
○花岡スーパーバイザー
と、思います。マンチェスターユナイテッドをスポンサーすると、ある時間帯にエプソンの
広告がザーっと電光表示板の所に出るんですね。たぶん何年かの契約で億のお金を払ってやっ
ているんですが、それはまさに、エプソンのブランドをそこで定着させよう、あるいは知って
もらおうという中でやってます。そういう点では、ブランドというのは欧米、アメリカでも欧
州でもとても重要だと思っています。安ければよいということは、どこでもいいということで
すね。性能とか信頼性に差がないものは、ブランドは関係なくなります。そういう世界もある。
また、尐しお金が張るようなものになると、やっぱり皆さんブランドということを考えながら
買っておられるんじゃないかと思います。特にアメリカはその辺の使い分けが上手だと思いま
す。
○生徒Ｉ
ありがとうございました。
○司会生徒
花岡さんとはもう尐しお話したいところですが、時間になりましたので、これで講演会、座
談会を終わりにします。最後に花岡さんから、参加者や県内の高校生の皆さんに向けて、エー
ルをお願いしたいと思います。
○花岡スーパーバイザー
ははは。今日はつたない講演をさせていただきまして、本当にありがとうございました。こ
の講演をするにあたって、パワーポイントを駆使しなければいけなかったものですから、高校
生にわかるようにということで、原稿を書いてくれた裏方はいるのですが、その原稿に手を入
れまして、パワーポイントの使い方を尐しだけ覚えることができました。
＇笑（これも一重に皆
さんが私の話を聞いてくれる、ということで出来たので、大変良い機会をいただきましてあり
がとうございました。
＇笑（
あとは、私自身は勉強するというのは、やはり知識を得るというよりも、これからいろいろ
成長するにあたって、いろいろな課題や壁にぶつかる、それを乗り越えることによって、また
一つ人間が成長するということだと思います。ぜひ、課題にぶつかったら逃げないで、課題を
正面から解決して、人間的にも大きくなっていただきたいと思います。別の言葉で言えば、課
題解決型の人間になれるように、ぜひ、頑張っていただきたいと思います。それは、単純に言
えば「難しいことから逃げなければ、絶対に成長する」私自身はそんな風に思います。皆さん
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はまだ先の大学とか、いろいろな事をひかえて、大変だと思いますが、私自身は心・技・体の
心と技、そして身体も鍛えながら、励んでいただけたらと思います。今日はどうもありがとう
ございました。
○司会生徒
花岡さんより、たいへん温かい励ましの言葉をいただきました。どうも、ありがとうござい
ました。最後に、生徒代表のお礼のことばがあります。
○お礼のことば＇生徒（
本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。僕はイノベーションを技術とい
う一つのことだけだと思っていました。今日の講演の中に「技術で勝ってビジネスで負ける」
というお話があり、それがすごく印象に残りました。イノベーションということは、技術だけ
でなく、すべてをひっくるめてのイノベーションだということを理解することができました。
本日は、どうもありがとうございました。
＇以上（
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