report 企業紹介

ニッチな分野で先端技術製品を創出する
小回りの利く 研究開発型企業

◎はじめに
下関市吉見地域は、蒲鉾や竹輪等の製造業者

株式会社 ヨシミエレクトロニクス

が集積する加工団地があり、山口県でも有数の
練り製品の産地が形成されている。この吉見地
域に創業当時から本社を構え、練り製品とは全
くイメージの異なるエレクトロニクス分野にお
ける先端技術製品を生み出す企業が、本稿で紹
介する㈱ヨシミエレクトロニクス（本社：下関
市）である。

◎経営理念は「チャレンジと努力」
当社社長の中川氏は、大学卒業後に就職した
大手電子部品メーカーを家庭の都合で退職し、
中 川

郁 夫 社長

（なかがわ・いくお）

昭和55年に地元下関で吉見電子工業を個人創業
した。しかし、創業から2 〜 3年は、取引先の
言い値で工賃仕事をこなすだけで収益も思い通

●会社概要

り上がらず、経営の先行きに不安を抱く日々が

所 在 地：下関市永田本町 2 丁目 2 番 6 号

続いた。そこで、設計や開発を担当してもらう

年

商：120 百万円（平成 17 年 12 月期）

スタッフを採用することで、
「技術力のある企

設

立：昭和 58 年 1 月

業」へ脱皮する足がかりを築いた。

資 本 金：10 百万円
従業員数：19 名（平成 18 年 9 月末現在）
営業品目：各種電子機器類の一般設計製作、
マイコン応用装置、電子応用装置、

その後、基本的にどんな小さな仕事でも断ら
ず、経営理念の「チャレンジと努力」で幅広い
分野の製品開発に携わり、顧客の要望に応えて

無線応用装置、通信関係機器応用

きた。その結果、長年にわたり蓄積された当社

装置、各種制御・監視・操作機器・

の開発力・設計技術は、大手メーカーをはじめ

基板設計･ソフト開発
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.tip.ne.jp/yoshimie/

●会社沿革
昭和55年11月

吉見電子工業個人創業

昭和 58 年 1 月

有限会社吉見電子設立

平成

年

月

新社屋開設

平成

年

月

株式会社ヨシミエレクトロニクス
に改組

「ソーラー街灯の制御基板」
（受注品）
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とする取引先企業から一目置かれている。
開発・設計を担当するスタッフは、現在でも
中川社長を含め5名（うち助手2名）と少数精鋭

済の製品に押させるなど、徹底した品質管理の
賜物で、
「製品の品質には絶対の自信がある」
と中川社長は自負する。

だが、自社製品の開発や技術力及び企業価値の

さらに、当社は、納期厳守を徹底し、
「モノ

更なる向上に努めている。また、社会に貢献で

づくりは、部品の入手が遅れるなどトラブルが

きる商品開発であれば、5 〜 10年先を見据えた

発生することも少なくなく、相手先に納品が完

共同研究開発にも協力していく考えである。

了するまで何が起こるか予測できない」との思
いから、1日でも早く製品を出荷できる体制を

◎当社の強み

整えるよう常に心掛けている。

＜ニッチな分野で多品種少量生産に対応（小回
りの利く組織体制）＞

◎ターニングポイントとなった2つの出来事

当社は、顧客のニーズに的確に対応した製品

＜困難な受注案件を自社開発で乗り越え、高い

を提供する研究開発型の企業で、取り扱う製品

技術力と大手メーカーからの信頼を獲得＞

は、エレクトロニクス分野の中でもマイコン・

平成2年、当社は、取引のあった大手電機メ

無線応用装置や監視機器等のニッチな分野に特

ーカーから設計技術を評価され、ニッカド電池

化している。短納期・小ロットでの多品種少量

の集合充電器の設計を受注した。完成品はコス

生産が可能で、大手メーカーでは対応しきれな

トパフォーマンスに優れ、依頼主からの当社に

い、 小回りの利く

対する信頼は格段に向上した。

組織体制が当社の最大の

強みである。

その大手電機メーカーからは、その後、新規

なお、製造・組立に関しては、対応可能な範

取引先を紹介されたほか、バッテリーの主流が

囲で本社に隣接する自社工場で実施しているが、

ニッカド電池からリチウムイオン電池に移る時

ロットが大きい場合には他社（中国等）に外注

期には、新たに電池（コンビニエンスストアの

している（大手電機メーカーへの納品数量は月

ＰＯＳシステムの検品用端末で使用）の集合充

に50 〜 100個程度の小ロットが大半を占める）
。

電器の設計を依頼されるなど、受注量は順調に

＜徹底した品質管理と納期厳守（いいモノを納

拡大していった。当時、リチウムイオン電池充

期通りに）＞

電方法の技術は確立されておらず、参考文献や

当社が取引先から信頼され、高い評価を受け

大学教授等の知識人からのアドバイスもなかっ

るもう一つの理由が、
「モノづくり」企業として、

たが、苦心の末自社開発に成功し、依頼主から

品質管理、納期厳守を徹底していることである。

の信頼と同時に技術力の向上にもつながった。

当社は、創業まもなく、市内の大手メーカー

「もともとモノづくりが大好きで、開発や設

から受注生産を開始し、現在では年間10万点以

計の仕事を楽しむことができたからこそ、大手

上の組立部分品を納入しているが、品質面での

メーカーに信頼されるほどの高い技術力をつけ

評価は非常に高い。これは、仕事に対する強い

ることができた」と中川社長は語る。

責任感を従業員一人一人に植え付ける（責任体

＜ＩＴバブル崩壊で受注量が激減＞

制の明確化）ため、検査・検品工程の担当者に

大手電機メーカーとの取引が本格化した平

名前（識別番号）を記したスタンプをチェック

成2年以降、当社の経営は順調に推移していた。
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しかし、平成13年のＩＴバブル崩壊による景気

『工事用自動信号機』

悪化で経営環境が一変してしまう。

道路工事現場で建設業者が使用する信号機。

原因は、仕入れ価格の低下を目論む大手電機

超音波センサーで通行車両を計測し、最適

メーカーが3社による合見積もりを実施するよ

な信号サイクルをマイコンでコントロール

うになったことである。当初、
「我社は、安い

することで、待ち時間短縮による道路渋滞

人件費、短い開発リードタイムで自社開発でき

の緩和に効果を発揮。

る強みがあり、大手企業には見積もりで負けな

道路渋滞の緩和による時間ロス軽減やアイ

い」と考えていた中川社長だが、競合するメー

ドリング時間の短縮による排気ガス削減が

カーが提示した見積もり価格は当社の想定価格

可能であるほか、建設業者にとっては環境

を大幅に下回るもので、零細企業の当社には到

面でのイメージアップが期待できる。

底太刀打ちできなかった。

今のところ他社の参入もなく付加価値の高

結果的に、年間の製造個数が約6万個という

い製品だが、通常使用されるタイマー式信

大きいロットの製品（停電時等に情報をバック

号機よりもコスト高で、販売拡大には行政

アップする装置）の受注をすべて失い、その後

の協力による実績づくりが必要と思われる。

の当社の経営に大きな打撃を与えた。これが独
自の自社製品開発に軸足を移す大きな転機とな
る。

◎外部の経営資源を有効に活用しながら、
積極的な自社製品の開発に注力
このようにＩＴバブル崩壊後、経営状態が厳
しくなったこともあって、当社はここ数年、自
社製品の開発・販売に力を入れている。
開発にあたっては、長年にわたって蓄積され
た技術やノウハウを応用しているほか、山口大
学や山口県産業技術センターとの共同開発に取
り組むなど、外部の経営資源も有効に活用して
いる。なお、知的クラスター創成事業（やまぐ
ち・うべ・メディカル・イノベーション・クラ
スター構想）にも参画している。

「工事用自動信号機」

主要な自社開発製品の概要は以下の通りで、
平成17年11月には、赤外線センサーによるベッ
ド監視システムの「離床センサー」が山口県の
1

新事業分野開拓事業者指定製品 に認定された。
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1

新製品の開発により、新たな事業分野の開拓を図ろうとする
中小企業者の販路開拓を支援するため、改正地方自治体法施
行令に基づき、県が認定した中小企業者が生産した新製品に
ついて、随意契約により購入できるという制度が創設され、
昨年 11 月に 4 事業者が認定（4 製品が指定）された。

『離床センサー』
（山口県認定品）

からの排水を一時的に溜めておく装置）を

病院等のベッドに寝ている人を見守る装置。

浄化・脱臭する装置。他社製品と比べた優

人（患者）がベッドから降りようすると、

位点は、低価格、オゾン発生装置の寿命が

検査距離限定のセンサーが反応し、離れた

他社の約2倍、マイコン制御で約5年間メン

場所にブザーで知らせる仕組みで、ナース

テ不要など。

コールへの接続も可能。但し、ベッドの柵

『独居老人見守り装置』
（共同開発品）

を乗り越えた場合、センサーが反応しない

家電製品の使用状況を監視することで生活

ことが判明したため、荷重の変化でセンサ

リズムがわかる装置（特許取得済）
。緊急

ーが反応する新製品も販売を開始。

通報装置と組み合わせることで、総合的な

『自動望遠鏡自動導入自動追尾装置』
観察したい星を設定すれば、自動的に星を

システムを提供可能で、商品化企業を募集
中。

みつけ、時間が経過しても追尾可能な望遠
鏡（萩博物館に設置、永田光機製作）
。
『ｂｂｓ（Broad Band Sound）アラーム』
人の声や音とｂｂｓアラーム（ザーザーと
聞こえる）を組み合わせることで、声や音
の発生方向を認識できる装置。高層建築物
等から緊急避難する際に、停電や火災時の
煙で視界不良状態となった場合、 こちら
が出口です、ザーザー、こちらが出口です、
ザーザー

という音の方向を頼りに非難方

向を認識することが可能。
『グリストラップ浄化・脱臭・殺菌システム』

「ｂｂｓアラーム」

オゾンを発生し、グリストラップ（厨房等

山口県の新事業分野開拓事業者指定製品に認定された「離床センサー」
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『ＳＤカードを利用したＭＰ3再生装置』
データを読み取ることが可能なＭＰ3再生
装置。これを応用し、アイドリングストッ
プ時間の計測により排気量削減量を表示す
る装置を開発、バス・タクシー会社へ販売
する企業との商談が成立。その他、音声観
光案内（音声と文字を同時に流すため、耳
や目の不自由な人にも利用可能）
、地震や
津波等の緊急時に使用する避難機器等への
応用も検討中。

◎ 新たなニーズの掘り起こしと販路開拓
が最大の経営課題
優れた技術や新製品を開発しながら、販路開
拓に苦労する中小・零細企業は多い。
当社もその例外ではなく、
「工事用自動信号
機」など多くの人から高い評価を受ける自社製
品を開発しながらも、販売実績が乏しいことや、
営業に関するノウハウや人員不足を理由に、販
路が思うように拡大していない。
営業力の強化や販売実績の積み重ねによる販
路開拓が喫緊の課題であることは中川社長自身
も十分認識しており、今後は営業人員の確保や
各種商談会への参加を通じた情報収集等によっ
て、新たなニーズの掘り起こしに努め、そうし
た課題を克服する方針である。

◎おわりに
「従業員が一生懸命努力する姿を見た時や、
従業員が困難を乗り越えて新製品を開発した時
に、大きな喜びを感じる」と語る中川社長は、
創業以来、従業員を最重要視する経営を貫いて
いる。今後、中川社長と「家族のような存在」
の従業員が一丸となり、
「ヨシミ」ブランドの
製品が広く普及することを期待したい。
（安岡
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和政）

萩博物館に設置されている「自動望遠鏡」

