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はじめに 

 

以前ある社長が知り合いの社長にこんなことを言っていました。 

 

「今売上も利益も過去最高のペースで増えています。でも１年後や

２年後どうなっているか不安で・・・」 

 

考えてみてほしいのですが、過去最高のペースで増収増益で不安に

なるってどういうことでしょう？ 

その地域の業界ではそこそこ有名で、その地域にある大手企業とも

中堅企業とも数多く取引している。 

しかもいわゆる右肩上がりの状態。 

「売上も利益も右肩上がりで不安」とはどういうことでしょう。 

 

でも実はこれ、よくある話なのです。 

 

社長や経営者が「安心できるか、不安か」というのは、 

「今の収入が多いか、少ないか」ではなく、 

「来年以降も同じことが続くかどうか」なのです。 
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来年はこうなるだろう、その次はこうなるだろうと予測できれば、

安心できるわけです。売上や利益が下がっても、予測ができればそ

の対策もできます。 

 

コロナショックで今後の経済の見通しが予測不可能になっていま

す。顧客企業が休業状態で、あなたの事業にもなんらかの影響があ

ると思います。 

 

将来の完全な予測が不可能としても、自社開発製品を持っていれば

対抗できる選択肢をたくさん持てることになります。 

 

対面での販売活動ができなければインターネットで 

特定の市場の製品が売れなければ違う市場、 

新たな需要が生まれたら、それに合わせて製品を作る 

 

自社開発製品を持っている会社は、コロナショック後の対抗措置を

着々と準備していますし、すでに前年比で大幅に売上を伸ばしてい

る会社もあります。 

 

一方顧客からの案件をただ待っていなければいけない「下請け」企

業はどうでしょうか。あなたの顧客は最後まであなたの会社を守っ

てくれるでしょうか。 



3 

 

あなたの周りにも高度経済成長期あたりから数十年続く会社、工場

はかなりの数があると思います。しかし、社長が倒れたらオシマ

イ、というような規模を超えないのはなぜでしょうか。 

年々成長している会社、魅力的な会社との違いは一つです。 

自社製品を開発できるかできないか、です。製品がすごいのではあ

りません。その製品を使って顧客の数と層を開拓したから成長した

のです。 

 

「下請け」だけをしていると、なぜ成長できないのか。 

資料①：経済産業省「2014 年版ものづくり白書」図 131-26 より引用 
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製造業は、 

企画・開発 → 生産・組立 → 販売 → サービス 

のサイクルを繰り返して成り立っています。 

ここの、最初の「企画・開発」と最後の「サービス」で一番付加価

値が高めることができます。 

中間の「生産・組立」は、一番付加価値が付けにくく、最終製品メ

ーカーにとってあなたは数ある選択肢のうちの一つでしかありませ

ん。「自社で作ることができるが、あえてやらない」だけで、あな

たや他の会社から調達した方がメリットがあるから、なのではない

でしょうか。 

 

ゆるまないナットで有名なハードロック工業。 

メーカーが調達するものとしては安価なものですが、企画・開発か

らサービスまでを握っているので「付加価値が非常に高い」と言え

ますし、少なくともコントロールできます。 

一方、メーカーから図面が出されて、その通りにナットを作って納

めているだけのサプライヤーで、成長している会社はあるでしょう

か。少なくとも近年ではないはずです。 

 

「下請け企業が日本を支えている」とよく言われていますが、大手

企業から「リスク管理」のため最前線に置かれているので、当たり

前といえば当たり前です。 
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不況が来たら真っ先にダメージを受けます。 

戦争で最初に死ぬのは最前線の軍人であり、後ろで指揮している将

校ではありません。今回のコロナ騒動でも明らかです。 

取引先から「内製化」をされたり、関係の深い会社にだけ仕事を回

したりされてしまうような経験を、あなたもしたことがあるのでは

ないでしょうか。 

 

あなたの経験や努力が報われるためには自社製品を開発して「下請

け仕事だけ」の状態から脱出するしかありません。 

自社製品開発なんて難しい、とあきらめてしまう経営者は多いで

す。 

専門家の中にも、「『脱下請け』はギャンブルだ」「まじめにコツ

コツと技術に磨きを掛けて、足下を固めながら永続する企業を目指

すべき」という人もいます。 

本当にそうでしょうか？ 

あなたの周りで「まじめにコツコツと技術に磨きをかけて」いる下

請け会社はたくさんあると思いますが、「永続」しそうな会社はそ

のうち何社くらいあるでしょうか。 

 

今のあなたと同じような境遇でも、あきらめずに行動を起こして成

功した会社の事例をたっぷり見ていただけば、リスクを少なくして

安定成長するの近道は「自社製品開発」をして下請けから脱却する

ことということを知っていただきたくて作ったのがこの冊子です。                      



6 

 

もくじ 

はじめに 1 

もくじ 6 

下請けに未来はあるか 8 

自社製品開発事例 13 

事例① スズキ機工株式会社 13 

「脱・下請け」を目指すきっかけ 13 

自社商品開発が成功 15 

事例② 愛知ドビー株式会社 19 

鋳造と加工の特長を生かす 19 

「一生完成しないのでは？」 22 

事例③ 山本電気株式会社 24 

「このままでは会社が危ない」 24 

道場六三郎ブランドを拝借 25 

会社の雰囲気が明るくなる 26 

事例④コデン株式会社 28 

トップダウンのアイデアから 28 



7 

 

新たな需要が見つかる 28 

展示会で反応を探る 30 

自社商品を開発して「脱・下請け」に成功した会社の共通点まとめ

 31 

サプライヤーからメーカーへ 31 

できることから始める 31 

ニーズから始める 31 

アイデアを形にする 32 

高付加価値 32 

新規事業開拓 33 

イノベーション 34 

製品の仕様、原価を決められる 34 

外部業者を利用しやすい 35 

市場を狙い撃ちできる 35 

売上高・経常利益が増加傾向にある 36 

さいごに 37 

参照文献 40 

著者紹介 40 



8 

 

下請けに未来はあるか 

 

「下請け」でいることは悪いことばかりでしょうか。 

そんなことはなく、特に大手企業と取引できるようになるとたくさ

んのメリットがあります。 

 

まず、安定して一定の量の仕事を発注してくれます。 

大手企業は市場に投入している商品が多いので、だいたい安定した

仕事量を持っています。 

購入先を決めるまでのプロセスに時間はかかりますが、一度決める

と、よほどのことがない限り購入先を変えたがりません。 

購入先を変えるとなると、また一から監査やら調査をしなければな

らないからです。そんな面倒なことをするのはたいてい上司からの

圧力であることが大半です。 

 

他にも、大手企業と取引をしていること自体が自社の信用を高めて

いる、ということがあります。 

小さな規模の会社でも、 

 

「○○自動車向けの仕事をしています」 

「○○の部品に使われています」 
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と言えば、初めて知り合う人にもあなたの会社の凄さをアピールで

きます。 

他にも普段あまり意識していないかもしれませんが、 

 

「最終製品に直接の責任を負わなくてよい」 

 

ということもあります。 

あなたの会社が納めたモノを、顧客企業が最終製品にした結果、 

 

あまり売れなかった 

製品が不具合を起こした 

 

となっても、最終的な責任を負うことはほとんどありません。 

現実に責任を負えるような規模ではないこともありますが、製品全

体の企画・設計に携わっているわけではないので、顧客企業の担当

者には「残念でしたねぇ」と暗い顔をして合わせておけばそれで終

わり、ということが大半です。 

もしあなたの会社が世間で誰からも知られている会社と取引してい

るなら、それはあなたが思っているよりも多くのメリットを受けて

いる可能性があります。 
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一方で三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングの資料②によると、 

無理な取引条件を受け入れざるを得なかった理由として、 

 

取引が自社の売上高に占める割合が高い 

顧客企業が別の協力企業を容易に見つけることができる 

 

ということが挙げられています。 

 

ではなぜ資金も人材もたっぷり持っている大手企業ともあろうお方

が、あなたの会社のような規模の会社からモノを買うのでしょう

か？ 

それに関して、テレビなどのメディアにも出たことのある大手自動

車メーカーの取締役（当時５０代半ば）から、6、７年前に直接話

を聞いたことがあります。 

 

「リスクに対応するため」 

 

彼は一言でこう言い切りました。 

 
資料②：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「平成２５年度素形材関連取引実態調査（素形材産業取引ガイドラインの

改定等）報告書」平成２６年３月 
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彼の会社が作っている製品・自動車は景気変動、販売不振など多く

のリスク要因があると。他にも海外移転や調達の方針転換など、突

然変わることがあります。 

そうです。 

つまりあなたの製品はリスクが生じた時に 

「切り捨てることができるよう」 

あなたに発注しているのです。 

 

そんなこと言われなくても、もう何度も実際に経験しているとあな

たにお叱りを受けるかもしれません。 

大手企業の顧客から切り捨てられないよう無茶なコストダウン要求

も呑んできた、一方的な予算や指値の発注にも耐えてきた、難しい

条件も甘んじて受け入れてきたんじゃないかと。 

 

安定も成長も自分たちにはできないんじゃないかとあきらめてしま

う前に、後でご紹介する会社の事例を見てください。 

こちらで登場する会社は、何も特別な会社ではありませんでした。 

今これを読んでいるあなたより厳しい状況だったかもしれません。 

 

豊富な資金があったわけでもなく、世界中が驚くアイデアがあった

わけでもない、下請けから脱却しようと行動しただけ、ということ

がわかると思います。 
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下請けから脱却できた会社はなぜ成功したのか。 

 

下請けから完全に脱却した会社、 

下請けと最終消費者に製品を直接販売する会社、 

 

色々ですが、自社ブランド・自社製品を生み出したことによって、 

 

下請けの仕事にも良い影響を受けた 

人材が集まるようになった 

社員のモチベーションが目に見えて変わった 

先行きの不安がなくなった 

 

など当初思い描いていたメリット以外の幸せを獲得したケースも多

いです。 

是非あなたの心にある 

「自社製品を開発できればいいけど難しいんでしょ」 

という心の壁が少しでも低くなれば、本誌の目的は果たせると思っ

ています。 

あなたの会社の規模、状況は関係ありません。 

あなたの行動さえあれば、かなり高い確率で自社ブランドや自社製

品ができるんだという確証を得て行動してください。 
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自社製品開発事例 

事例① スズキ機工株式会社 

  

概況  

食品メーカー向けの自動機械の設計・制作・メンテナンスをする会社。 

生産現場で必要な機械、設備をその都度設計・制作して納入している。 

当初１８ℓ缶を作る製缶工場の設備の保全サービスからスタート。その後機

械装置の設計製造へと業務拡大。しかしバブル崩壊後は製缶工場の倒産・廃

業が相次ぎ、業績は悪化。技術職の社員の離反や貸し倒れもあり「なんとか

売り上げを維持している」状況。社員の意識改革や業務効率の改善をすすめ

ていたが「それでも何かが足りない」と感じていた。 

 

「脱・下請け」を目指すきっかけ 

片道２時間かかる取引先の食品メーカーから 

「大至急機械を設計してほしい」 

と言われ、すぐに見積りと図面を提出。 

その後しばらくして「方針が変わった」と連絡があった。 

その後別の日にこの食品メーカーを訪れたところ、スズキ機工が設

計した図面の設備が置かれていた。 

「勝手に図面を地元の業者に渡して作らせたことは許せない。た

だ、一か月に一回くるかどうかの自分たちよりも、すぐに来てくれ

てなんでも対応してくれる地元業者を選ぶのは道理かもしれない」 
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と思った。 

「それまでは会社をつぶさないために売上をあげることに必死だっ

たが、それは何のためかと改めて考えたときに“社員とその家族の幸

せな生活を守るため”。そのために何をすべきかを突き詰めて考え抜

き、具体的な戦略や戦術に落とし込んでいった」 

 

当初営業エリアを絞り込む戦略をとった。 

「１時間以内」と定めたが、実際には片道２０〜３０分程度の工場

ばかりだったという。週に何度も訪れるようローテーションを組ん

で、営業範囲を狭めたことで顧客数は減ったものの、客単価が向

上。利益率が改善して社員の幸せを実現するための経営基盤ができ

た。 

 

脱・下請けのコツ① 「やらないことを決める」 

普通なら良い顧客を求めて「営業エリアを広げて」しまいそうなと

ころ。顧客の立場から考えて、顧客にとっても自社にとっても良い

ことに集中するという決断。両方にとって満足度の高まる結果にな

りました。 

 

ただ狭いエリアだけではいずれ成長に限界が来る。 

それでは写真とその家族に幸せを提供し続けられない。 

そこで考えたのが自社ブランド製品開発と物販事業であった。 
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自社商品開発が成功 

潤滑油ベルハンマーを開発。 

顧客だけでなく自分たちも一般の

潤滑油に不満を持っていた。 

市販の潤滑剤の多くが表面部分に

しか付かないのに対し、ベルハン

マーは金属内部まで浸透し、潤滑

剤としての性能が格段に高い。 

 

すぐにヒット商品になったわけで

はない。 

２年目の売れ行きは年間４０００本程度。 

それが、15 年、ある地上波のテレビ番組で紹介されたことから大量

の注文が舞い込むようになった。放映された直後の 24 時間だけで

６０００件もの注文があったという。 

しかしそれは単なる幸運や偶然ではない。 

 

同社ではこの製品をプロモーションするために、発売当初から積極

的に展示会に出展。年間１２００万円を宣伝広告費にかけた。 

 

展示会では、単に製品を並べるだけではなく、ベルハンマーの性能

を体験できる装置をつくり、来場者にその場で体験してもらった。
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同社のブースの前には行列ができ、それが件のテレビ番組制作スタ

ッフの目に止まることとなった。 

テレビ放映に至るには、こうした周到な準備があったのだ。 

 

脱・下請けのコツ② 「広告に力を入れる」 

素晴らしい製品であれば、口コミや紹介で大量に売れるようにな

る、ということはほとんどありません。広告の方法にもよります

が、最初はどの広告の方法が良いかを小さくテストし、効果がある

とわかれば可能な限りの予算を使ったところが成功の要因です。自

社の設備や車には大金をポンと出すわりに「売る」ことに投資はし

ない、という姿勢では自社開発商品は成功しません。 

 

 

他にも、食品工場では食品原料が入ったビニ

ール袋を開封する際ハサミを使用するが、一

般的なハサミでは切りにくく、ささくれや切

りくずが発生しやすい。 

それらは異物混入事故の原因にもなる。 

そうした顧客の課題解決に役立つものとして

薄いビニール専用はさみ「ベルシザー」は開

発された。 

 



17 

 

脱・下請けのコツ③ 「顧客との距離の近さ」 

顧客の悩みを解決することが事業の目的ですが、意外と顧客の本当

の悩みはなかなか知ることができません。顧客自身が「解決すべき

課題」と気づいていないことも多いからです。顧客と頻繁に接触

し、コミュニケーションをとっていたからこそ、無視されてしまっ

ていた課題に気付くことができました。 

 

「それができるのは、当社とお客様との距離が近いからです。顧客

接点を多く持つことで、現場のニーズを他社よりも早く、深く知る

ことができる。これこそが当社の強みです」 

 

電線収納ラック『パケット

リールシステム』は、絡ま

りやすく保管にも困りがち

なケーブルを美しく収納・

持ち運びできるアイテム

だ。この商品は、収納用フ

レームとケーブルをセット

で販売。ユーザーは空のボ

ビンを返却すると、次回以降の注文ではボビン代金が値引きされた

価格で、ケーブルを買い足すことができる。商品自体が便利なだけ

でなく、継続して購入したくなる工夫がなされているのだ。 
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「継続的に消耗されるもの・消耗品が生じるもの・契約が自動更新

されるもの。このいずれかに当てはまれば、開発を進めることにし

ています」 

 

 

脱・下請けのコツ④  

「やみくもに開発すればいいわけではない」 

継続的に消耗されるものであるか、契約が自動更新されるものであ

れば将来にわたっての販売が期待できます。開発費を投資、顧客と

コンタクトを取る理由にもなり、事業の安定成長が期待できます。 

 

脱・下請けの名言 

「販売サイクルが継続すると踏んだら、新規事業として立ち

上げる。そして、勝つまでやるんです。リスクをとってでも

商品を売ろうという気概が経営者にあるか、そこに懸かって

いると思います」 

 

スズキ機工編 ―おわり― 
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事例② 愛知ドビー株式会社 

 

概況 

愛知ドビーは１９３６年創業の鋳造メーカーで、船舶やクレーン車に使われ

る油圧部品という精密部品を製造しているいわゆる下請けの町工場であっ

た。開発を始めた２００７年当時はリーマンショック前で下請け事業の業績

は好調で、技術力にも自信はあったが、今後浮き沈みの激しい下請けだけで

は将来的に会社を成長させることができないのではないかと悩んでいた。 

 

鋳造と加工の特長を生かす 

どこにでもある普通の町工場であったので、投資をして新しい工程

をつくることはできなかったので、自社の既存の技術・工程を使い

組み合わせることで製品開発をする必要があった。 

 

町工場ながら、鉄を溶かして形をつくる「鋳造工程」と、鋳造で

完成した鉄の鋳物を精密に削る「精密加工工程」の両方をもってい

たので、その特長を活かして 

 

「世界最高の製品を作る」 

 

ということになったが、当初は全くアイデアも浮かばなかった。 
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脱・下請けのコツ⑤ 「すでに持っている駒で戦う」 

新たに開発するからといって、いきなり人材や設備に投資するので

はなく、鋳造と加工という手持ちの駒で戦えることに気付いたこと

が勝因ではないでしょうか。何十年と同じ仕事をしていると、自分

たちのやっていることが普通のことで、特別なことは何もないと誤

解しがちです。 

さらに、自分たちの手持ちの駒が一番評価される可能性があり、市

場があるかを探した姿勢が◎です。 

 

そんななか、鋳物の特長を調べていく内に、鋳物が「調理」に非常

に適していることがわかる。 

 

特にアウトドアで使う鋳物の鍋である「ダッチオーブン」は「魔法

の鍋」と呼ばれるほど美味しく調理ができ、海外製の鋳物ホーロー

鍋は何冊も書店でレシピブックが並ぶほどの人気だとわかった。 

 

「鋳物」は産業機械部品の素材という意識が高く、「本当に鋳物で

おいしく調理ができるのか？」と疑問はあったが、実際に海外製の

鋳物ホーロー鍋を購入して調理してみると他の鍋で調理するより格

段に素材のうまみを感じた。 

 



21 

 

 

脱・下請けのコツ⑥ 「類似品で体験してみる」 

実際に方向性を決めるために「体験」してみる、ということを省略

しがちです。データや人の話だけでは本当に価値のある情報は得ら

れません。深い穴を掘るためには小さな穴だけでは無理で、周辺も

ある程度広く掘らなければ本当に価値のある深い場所にはたどりつ

けません。体験してみると、周辺の貴重な情報も得られる良い例で

す。 

 

ただその「鋳物ホーロー鍋」が「世界最高の鍋」と評価されている

のか調査してみると、実際には「無水調理のできるステンレス鍋」

が最高との評価を得ていた。 

鋳物の鍋の「フタと本体の密封性が悪くなり無水調理ができない」

という製品の完成度の低さが評価を落としていたのである。 

 

実際に両者で調理を行い、栄養素の残存率を計測し比較してみると

格段に無水調理が優れていた。 

しかし、できあがった料理の味は「鋳物ホーロー鍋」の方が素材の

旨みがでているように感じました。 

 

後の調査でそれは「鋳物ホーロー」という素材のすばらしさ、鉄の

持つ「熱伝導の良さ」と炭素（鋳物に含まれる）とホーローの持つ
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「保温性と遠赤外線効果」により食材への熱の入り方に差があるか

らだと分かる。 

そこで「鋳造」と「精密加工」という技術を使って、「無水調理可

能な精密な鋳物ホーロー鍋」を造ることができれば、それが「世界

一、素材本来の旨みを引き出せる鍋」になるのではないかと製品開

発に乗り出すことになる。 

 

「一生完成しないのでは？」 

 

「鋳物にホーローを焼き付ける」 

これに成功するまで 1 年以上かかる。 

そこからさらに「密封性の高い鋳物ホーロー鍋」を完成させるのに

1 年半。 

 

鋳物の鍋の肉厚は 3mm と非常に薄く、精密に加工するには大変技

術や手間が必要で、ホーロー加工で 800 度で焼成する際に「熱で歪

みが発生して」精度が悪くなる。 

 

そこで「精密加工の精度を極限まで高めて」、さらに「強度が高く

ホーロー加工の可能な鋳物材質の開発」を行うことでついに完成す

る。 
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「道のりは本当に長く、開発費も

かさみ、ちょうどリーマンショッ

クも起こっているなかで、一生完

成しないのではないかと考えて夜

も眠れない日々が続きました」 

 

 

 

脱・下請けのコツ⑦ 「まだ世の中にない製品」 

同等の類似品がない中、評価されているモノ A と評価されているモ

ノ B を掛け合わせて「もっと評価されるもの C」を作るという良い

例です。まだ世の中にない製品であれば何でもよいというわけでは

なく、評価される可能性の限りなく高い自社商品開発例。 

その分開発は困難でも「やれるのではないか」という直感のような

ものを信じて成功する好例です。 

脱・下請けの名言 

「最初はいい下請けになることを目指していました。でも、

それで売り上げをどれほど伸ばしても、消費者から感謝され

るようなものを作る存在にならないと、職人の誇りは取り戻

せないと感じたんです」   愛知ドビー編 ―おわり― 
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事例③ 山本電気株式会社 

 

概況 

山本プレス工業所としてプレス、金型製作からスタート。 

オーディオ関係の会社で働いていた創業者が独立して下請け仕事を受けて起

こした会社。その後モーター製造に乗り出しミシンや掃除機、自動車のエア

コン用モーターを製作してきた。 

 

「このままでは会社が危ない」 

デフレになった１９９９年頃から毎年モーターの単価は下がり、現

在は半値以下になっている。このままでは会社が危ない、モーター

だけでは食っていけない。 

いくら優れたモーター作っても付加価値をつけることが難しくなっ

た。OEM 供給では顧客の多くが大手企業であり、利益を圧縮して

くる。だからと言って全く新しい分野に参入し、別の技術力を獲得

していく余裕はなくこれまで培ってきた技術でこなせる事業を探

し、従来 OEM 供給として手がけていた調理家電に行きついた。 

設計から開発、製造まで完成品を作るところまでは経験があったの

で、自社ブランドの調理家電製品として農協や訪問販売、デパート

の実践販売などのルートに乗せて細々と売るところから始める。 

そういうルートに利益の一部を配分する形であるが、現在でもこう

した販路での販売は続いている。 
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脱・下請けのコツ⑧ 

「小ロットの販売が得意なルートに頼る」 

下請けの工場としてはめずらしく完成品を市場に出した経験があっ

たので、自社商品を作ることにハードルはあまりなかった珍しいケ

ース。それでも知名度のない会社が自力だけで販売をすることは難

しいので、少ない数量の販売が得意な会社とタッグを組むという良

い例です。 

 

 

道場六三郎ブランドを拝借 

製造面では自社の強みを出せるものの、ブランド力をどう構築する

かということや販路開拓・営業の方法が問題となった。「山本電

気」という名前は世の中にほと

んど知られていないので、どう

やって信用してもらうか。信用

がないと製品を出しても相手に

してもらえない。そこで自社の

名前を使ったブランドにはこだ

わらず社内でアンケートをと

り、“道場六三郎”の名前を使う

ことが良いとなり、名義使用料

の相場も売り上げ歩合の計算方
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法もよくわからないまま直接交渉したところ即決で快諾してもらえ

た。 

 

脱・下請けのコツ⑨ 「ブランド」を買う 

多くの顧客に信頼されて初めて自社というブランドの価値は高まっ

ていくもので、まずは製品を買ってもらうことを考えたいもので

す。製品を買ってもらうために、すでにあるブランドを使うという

投資の仕方を見習いたいものです。買ってもらわずにブランドはで

きません。厳密にいうと大手企業のような湯水のような予算を使え

ばそれも可能ですが、それですら製品の品質や価格で優れていなけ

れば保証されないものです。 

 

会社の雰囲気が明るくなる 

自社製品開発を始めてから会社の雰囲気が明るくなった。 

以前は自社製モーターがどう使われているのかわかっていなかった

し、OEM での調理家電用モーターで国内シェア８〜９割を占めて

いたころでさえ、そういう事実を社内の従業員は皆知らなかった。 

新聞記事などに紹介されると、調理家電を直接担当している社員以

外の部門のモチベーションアップにもつながっている。 

 

今後も他のモーター事業は続ける。利益はあまり期待できず、固定

費分をカバーできれば良いという状況だが、調理家電製品単独の事
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業だけでは一桁も二桁も少ない物量の調達になり、安い価格では買

えない。 

技術力をけん引してきたのはモーター事業で、特に自動車業界は１

００万個のうち１個でも不良を出せば大変な業界である。そうした

なかで培われた技術は調理家電のモーターへも今後も生かされるか

らだ。 

 

脱・下請けの名言 

「消費者が直接扱う家電なので、安全性にかなり配慮してい

る。こうした社内の安全思想の根本にあるのは、特に自動車

部品を供給してきたなかで、徹底的な安全重視や品質保持が

しみついてきたことがある」 

山本電気編 ―おわり― 
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事例④コデン株式会社 

 

概況 

医療機器や電機メーカーの下請けとして差込プラグのプラスチック成型で創

業。早い段階から参入障壁の高い技術・製品に取り組んでいる。防水ソケッ

トなどを開発し特許取得をしたことが、以降のオリジナル商品の開発に乗り

出すきっかけとなった。 

トップダウンのアイデアから 

リーマンショックがきっかけとなっている。 

受託生産品が多かったのでリーマンショックによる影響が大きく、

自社製品の必要性を認識した。現在自社製品となっているボートや

イヤースコープは現会長からのトップダウンのアイデアが始まり。

自動ボート事業は、現会長の個人的な趣味の釣り用ボートから始ま

ったが、釣り用としては高額であまり売れなかった。 

 

新たな需要が見つかる 

これを展示会に出した際に測量

会社から深浅測量に使えないか

と相談を受け、新たな需要が見

つかった。現在ではほぼ測量用

のボートとして販売。 
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川やダムの地形を測るのにつかわれており、本体に搭載するソナー

も自社開発している。 

 

イヤースコープも、独身の

社員が「耳掃除は自分でで

きないね」とつぶやいたこ

とや、現社長がシャワーを

浴びて突然耳が聞こえなく

なり、耳鼻科を受診した際

に水で膨らんだ耳垢を取り

除いて治ったという経験が

あったことによる。最初に

市場調査をしたわけではない。こちらは後に工業用スコープとして

の需要も発掘した。 

脱・下請けのコツ⑩  

「最初の予定とは違う市場に売れる」 

社長の個人的趣味が釣りなので、人が近づけないようなポイントを

攻略できるように、というかなり危なっかしい商品開発の仕方。イ

ヤースコープも市場調査をしたわけではないにもかかわらず、工業

用途にも転用し自社商品の開発としてトータルで成功しています。

意外とこういう例は多くあります。市場調査はあくまでも目安にし

かなりません。「こういうモノが欲しい」といいながら、いざ作っ

て販売してみると全く売れないという例もたくさんあります。 
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展示会で反応を探る 

販売するルートを持たない会社にとって販路開拓は難しいが、こち

らの会社では展示会が有効な手段になっている。 

ギフトショーやヘルスケアショー、雑貨ショー、釣り博、測量ショ

ーなど。「どんな人がどんなニーズをもっているのか、モノを出さ

ずに相手の真意を探るのは難しいので、何か試作品でも、ポスター

だけでも具体的なモノを見せて反応を探る方が良い」 

いくら社内会議をしてもわからない反応をみることができる。 

 

脱・下請けのコツ⑪  

「実際にモノを見せて意見をもらう場をつくる」 

ネット全盛の時代に逆行するようではありますが、色んな人がくる

場で直接見てもらって意見をもらうことが近道です。自社で開発し

た商品の評価がダメと評価される可能性もありますが、まったく他

で商品開発のヒントになる情報がもらえる可能性がグッと高まりま

す。 

脱・下請けの名言 

「トライしたプロジェクトの多くが採算が合ったわけではな

いが、そのうち一つでも大化けして残りをカバーしてくれれ

ばよい。ゴルフの『ナイスショット』が忘れられないのと同

じ」                コデン編 ―おわり― 
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自社商品を開発して「脱・下請け」に成功し

た会社の共通点まとめ 

 

サプライヤーからメーカーへ 

事例に登場した会社のすべてが部品供給業者から自社製品企業にな

りました。 

数人から十数人で、顧客企業からの無茶振りに食らいついていた、

諦めかけていた会社です。 

それまでの下請けの仕事も残しながら、下請けとメーカー両方の良

いとこ取りができています。 

できることから始める 

最初から予算をかけることができていた会社は一つもありません。 

倒産寸前、よくても 1 年後はどうなっているかもわからない会社ば

かりです。 

市場調査すらしていない会社もあるほどです。 

ただ、どこかの顧客、業界だけに依存していてはダメだと気づいて

行動したかしていないかの違いだけです。 

ニーズから始める 

自分たちや顧客が不満に思っていたところを改善するために始めた

ところもすくなくありません。 
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いきなり多額の予算を用意できなくても、それが本当に問題を解決

してくれる製品であれば小さく初めて大きく事業が膨らむ可能性が

あります。 

アイデアを形にする 

最初から特許がとれるようなアイデアを持っていたわけではありま

せん。 

アイデアを形にしたいという想いがまずあり、実際に形にしてみる

行動をとっただけです。形にしてみると色んな不具合や改善点が浮

かび、人に意見を網羅うことができる。その繰り返しでアイデアが

本当に人の悩みを解決するものになったのです。 

 

高付加価値 

冒頭の「はじめに」でご紹介した図（スマイルカーブ）のように本

当の意味での「付加価値」は、製品の一部の部品の開発では作るこ

とができません。 

製品の企画・開発から製品販売後のサービスまでを扱わない限り、

付加価値はつきません。 

BtoC のような消費者に売るということではなく、ハードロック工

業の「ゆるまないナット」のように BtoB で大成功している会社も

あります。 

各家庭で使われているようなものを想像する人もいますが、そうい

うことではありません。顧客が作る製品の一部品であることは変わ
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りませんが、自社商品開発は企画・開発から販売後のサービスまで

をコントロールして付加価値を最大限高められることが魅力です。 

 

新規事業開拓 

既存の事業がうまくいかない、 

将来の見通しがたたない 

 

ということから新規事業の必要性を感じた会社ばかりです。 

新規事業の一番の魅力は、 

顧客が広がる 

ということです。 

今まで販売していた製品だと、結局完成製品の企画からサービスま

で携わることができるような顧客に出会える可能性はほぼありませ

ん。 

いままでの商品では出会えなかった顧客に出会える。 

好きな顧客の数、種類が分厚くなる。 

自分たちで企画、開発して販売している商品を好きな顧客は誰だっ

て好きになりませんか？ 

自社の優良顧客の数も種類も大きくなることで、事業の安定成長が

達成できます。 
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イノベーション 

人の悩みを解決する 

あなたもこの思いをもっているのではないでしょうか。 

今自社の売上や将来の見通しに悩んでいて、それどころではない、

という場合もあるかもしれません。 

仮にその悩みがすべてなく、予算も無限にある、 

としたらどうでしょう。 

きっと人の悩みを解決して喜んでもらいたい、となるのではないで

しょうか。 

今もあなたの解決策を待っている人がいるかもしれません。 

 

製品の仕様、原価を決められる 

今でもそうしている、といわれるかもしれません。 

実際には完成製品を作っていないと、本当の意味での製品の価格は

決めることができません。今でも競合企業より高価格帯で販売して

いる人もいるかもしれませんが、完成製品を生み出さないと、付加

価値は高止まりしてくれません。 

特に誰でも簡単にマネができて利益が見込める場合、競合のマネに

怯えなければなりません。 
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外部業者を利用しやすい 

強い系列に属している企業は、あなたの製品が気に入っても、系列

内でしか調達できない、ということもあったのではないでしょう

か。 

同じ製品を売り込めるチャンスがあっても、○○系列に納めている

から、○○社の競合には売ることができない・・・、これは完成製

品を作っていないからこのようになります。企画・開発からサービ

スまで一貫して行っている製品ではこのようになりません。 

 

市場を狙い撃ちできる 

ワッと花咲く市場は萎むときも割と急になくなったりします。 

コンパクトデジタルカメラや携帯電話などで経験されていることも

あるのではないでしょうか。 

こんな時、その市場に食い込んで一気に業績を上げることも手段の

一つではありますが、できればいきなり市場がなくなって困る、と

いうことはさけたいですよね。 

完成製品メーカーであれば、一つの市場だけでなく、普通は複数の

市場にシェアを伸ばすことができます。 
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売上高・経常利益が増加傾向にある 

実は完成製品を企画、開発をし始めた会社がどうなるか、というこ

とはデータできちんと出ています。 

 

 

下請けの事業を続けるリスクと 

自社製品開発を始めてみるリスク、 

ここまで読み終えたあなたにとって、どちらが大きいですか？ 

下請けの仕事で感じる喜びと自社製品開発が成功した喜びは、どち

らのほうが大きいと想像しますか？ 
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さいごに 

 

冒頭の「不安な社長」の話、実はかつての私自身のことです。 

この頃の私は、前年比でも 2 倍、一番落ち込んだ時から比べると４

〜5 倍くらいの売上を上げていたにもかかわらず、常に不安でし

た。自分のやり方が間違っているのではないか、もっと頑張らない

といけないんじゃないかと焦っていたわけです。 

 

このような冊子を読んで情報を得ようとしているあなたのことです

から、その悩みの原因が社長である自分にある、とかつての私のよ

うに自分を責める人も多いです。 

 

でも本当でしょうか。 

勉強熱心な経営者は、企業理念を作ろう、社内研修を充実させよ

う、コミュニケーションを充実させようと努力されています。 

新しい人材を入れて活性化させようと求人に力をいれている社長も

います。 

それぞれ大事なことですが、あくまでも枝葉の部分で、肝心な幹の

部分は自社開発製品を持っているかどうか、ではないでしょうか。 

 

自分たちの企画した製品がこう使われている 
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製品のユーザーから喜びの連絡をもらった 

自分たちは社会にこう役に立っている 

テレビで紹介された 

自分たちは小さいながらもこの市場で世界一だ 

 

など、企画からサービスまで一貫して提供しているモノでない限

り、こうした喜びは感じにくいのではないでしょうか。 

あなたの会社に応募してくる人はあなたの会社が何を作ってどんな

人に売り、どう評価されているかを知っていますか？ 

下請けから自社開発製品を生み出した会社は、応募してくる人の

数、質の変化に最初は驚いたと口を揃えています。 

 

「アメーバ経営」で知られる稲盛和夫さんはこのことをＪＡＬの再

建に積極的に使いました。 

“キミたち実は勝っていたよ、と２カ月後に試合結果を

教えられても、ちっとも燃えない。３万人の団体戦では

自分が貢献できたかどうかも分からない。しかし１０人

のチームで毎月、勝敗が分かると『やったあ』『残念だ

った』と社員が一喜一憂する。かつてＪＡＬは泣きも笑

いもしない組織だったが、アメーバで生きている会社に

なった”  
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ものづくりに携わる人は、「良いモノを作って人に喜んでもらいた

い」という潜在的な欲求をもっています。 

あなたやあなたの会社の人が作った製品が喜ばれた経験はあると思

います。それでもあなたの会社の人が皆そういう声を直接もらって

いるでしょうか。そういう構造にはなっていないと思います。 

下請けから自社製品メーカーに変わるということは、単純にビジネ

スモデルを変化させるだけではありません。 

事業を安定成長させたい、あなたや従業員やその家族も含めて幸せ

にしたいならば是非挑戦してください。         

― 完 ― 

 

自社製品を開発したいけど、なにから手を付けて良いか分からな

い、実際に自社製品開発を成功させる具体的な方法、情報がほしい 

方は「自社製品開発実践会」にご参加ください。 

 

期間限定 「自社製品開発実践会」 

下請けを脱却するためのモノづくり経営者限定の勉強会を始めま

す。あまり人数が増えても密なコミュニケーションの妨げになりま

すので数社から１０社を目安に募集中です。 

興味のある方は詳しい資料をお送りしますので 

https://makers-utopia.com/jissen からご依頼ください。 

https://makers-utopia.com/
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