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上級MOT短期集中研修「戦略的技術マネジメント研修」について（第20回）

ものつくりに学ぶシステム開発の原点 〜自動改札機の開発に携わって〜
（独）中小企業基盤整備機構近畿本部・元	オムロン（株）　田中	寿雄	氏　講演録

企画・編著：（株）東レ経営研究所 MOT チーフディレクター　宮木 宏尚
記録・写真：フリーランス・ライター　山崎 阿弥

宮木 宏尚（みやき ひろひさ）
（株）東レ経営研究所 特別研究員 ＭＯＴチーフディレクター 
東京農工大学大学院 技術経営研究科 非常勤講師
1968年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年東レ（株）入社。13年間合繊原料工場において合成繊
維原料・エネルギープラント等設備の計画・管理、特に省エネルギープロジェクトを担当の後、全社の技術戦略企画、
新事業企画、経営企画、情報システム企画などを担当。2002年 12月退社。2003年 3月より東レ経営研究所特別
研究員、MOT人材育成プログラム開発担当。2006年 8月東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師。現在、
ミヤキ（株）代表取締役社長、公益社団法人化学工学会	監事・経営システム研究委員会委員長・中国委員会	副委員長、
日本技術者教育認定機構（JABEE）審査員、国立音楽大学評議員、工学院大学孔子学院中国・アジア研究センター
客員研究員など。

山崎 阿弥（やまさき あみ）
フリーランス・ライター
繊維メーカーやWEBのプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門学校講師、企業グルー
プが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌でのライティング、各種デザインのクリエイティブ・
ディレクターのほか、企業のブランディングに関わるリサーチャーとしマーケティングに携わる。2006年より「戦略
的技術マネジメント研修」の講義記録、「経営センサー」の取材などを担当。

（独）中小企業基盤整備機構フェロー 同近畿本部中小企業支援 チーフアドバイザー　
元 オムロン（株）、オムロンフィールドエンジニアリング（株） 代表取締役副社長
田中 寿雄（たなか としお）
1960年立命館大学理工学部電気工学科卒業。同大学電気工学科助手を経て、1961年立石電機（株）（現オムロン（株））
中央研究所入社。以後、開発・生産・営業・企画・品質保証部門等を歴任。1990年オムロンフィールドエンジニア
リング（株）に転社、代表取締役副社長、2001年同社退職。1962～ 1976年主として自動改札機の開発に従事、
第2回市村産業賞本賞、近畿発明協会賞、京都府知事賞など多数受賞。2003～ 2005年（財）京都高度技術研究所
総合相談員、NPO法人XOクラスター理事・事務局長。2005年から（独）中小企業基盤整備機構フェロー近畿本部
中小企業支援チーフ・プロジェクト・マネジャーを経て現在はチーフアドバイザー。自動改札機の開発は、1985年
朝日新聞経済特集「やったぞ！アイデアの軌跡」、2000年NHK総合テレビ「プロジェクトX　挑戦者たち：通勤ラッ
シュを退治せよ～世界初	自動改札機誕生～」に取り上げられて出演。自動改札機は、2007年 IEEE（電気電子学会）
より「IEEE	Milestone」を授与され、2007年には日本機械学会より「機械遺産」に登録された。

Point
❶	 	前例のない自動改札機の開発を成功に導いたのは、真のユーザー（乗降客）の視点に立って貫き通

した開発理念。それは『性善説』に立脚し大多数の正しい券を持つお客さんの利便性を最優先する
ことであり、どんなささいな事柄も自分たちの都合では決して妥協しない信念であった。

❷	 	『ユーザーフレンドリー』なシステムを作り上げるためには、徹底した「三現主義」（現場＝駅を
知り、現物＝乗降客を見て、現実的な対策を導く）の考え方に基づき、データ収集を行った。

❸	 	自動改札機の開発から学んだリーダーのマインドとは
	 ・ 周到な情報収集と分析により、的確にターゲットを絞り込み、そこに特化して経営資源を投入す

ること。
 ・ 部下を使って目標を達成させ、それを通じて人材を育て、経営資源である人材＝人財を守り増や

すこと。
 ・ リーダーは『人十度、我百度』の心がけで、平時は電車型、緊急時は機関車型で組織の力を最大

化すること。
 ・ 失敗を恐れ、チャレンジ精神を萎縮させてはならない。またリーダーは部下の前では決して弱音

を吐いてはいけない、等。

人材／人材育成の視点
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このシリーズは東レ経営研究所が主催する上級
MOT 短期集中「戦略的技術マネジメント研修」で
ご協力いただいている講師の方々へのインタビュー
や講演録をお届けするものです。

今回は、オムロン（株）で自動改札機開発リーダー
を務められ、現在は（独）中小企業基盤整備機構近
畿本部で中小企業のものつくりを支援しておられる
田中寿雄さんに「ものつくりに学ぶシステム開発の
原点～自動改札機の開発に携わって～」と題して講
演をお願いいたしました。（2012 年 2 月 4 日、キャ
ンパスイノベーションセンター、田町にて）

この自動改札機の開発物語は、2000 年 NHK 総合
テレビの「プロジェクト X　挑戦者たち」で紹介さ
れましたが、今回の講演では、この開発秘話と共に
リーダーには " 何が必要なのか " をお話しいただき
ました。

R&Dに力を注ぐ企業たち
アイデア研究室への就職

私がオムロン株式会社（立石電機株式会社：当時）
に就職したのは 1961 年のことでした。この当時
多くの企業が「これからの市場制覇には R ＆ D だ」
と競って中央研究所設置を推進していました。オ
ムロンも 1950 年代後半、市場規模の急速な拡大
に対応し脱部品メーカーを目指して研究開発の強
化が急務となり、1960 年、当時の資本金の 4 倍に
当たる 2 億 8,000 万円の資金を投入して京都府長
岡町（現長岡京市）に中央研究所を建設しました。
私はそこにできたアイデア研究室に入社しまし
た。これからの技術動向を調べ、シーズを応用し
て新しい事業をつくる研究室です。

自動改札機のプロジェクトに携わる前は、電子
温冷灸機など、シーズ指向でいろいろなものを作
りましたが、発表会では皆さん面白がってくれる
のに一つも買ってくれません。シーズ指向では、

「製品」はできたけれど「商品」はできなかったの
です。

一方、営業がつかんで来てくれたものに、警察

から「信号を決まった秒数で変更するのではなく
状況に合わせて変わるようにしてほしい」といっ
た具体的なニーズがあり、別の技術者たちが、路
面にループコルクを埋めて交通量に合わせて各色
の長さを調節できるようにしました。

その後、社長の立石一真が米国を視察したこと
をきっかけに、1965 年米国で自動販売機最大手で
あるオートマティック・キャンティーン社の要請
を受け、世界初クレジットカードで買える自動販
売機の開発を行いました。発表の翌日にはキャン
ティーン社の株価も上がるほどセンセーショナル
なニュースにはなりましたが、それっきりで広が
りはありませんでした。これはアメリカ人の生活
習慣に沿わなかったことが大きな原因でした。彼
らは給料からカードで使った金額を前もって差し
引かれ手取りが減るということを嫌がったのです。

ところが日本でこのニュースを見た東銀座の消
費者金融業者から驚くような依頼が来ました。「同
じシステムで機械からお金を出せないか」と言う
のです。一部上場企業の社員に専用カードをあら
かじめ渡しておき、接待でお金が足りなくなった
時に、機械から封筒入りの 2 万円を取り出せるよ
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うにするということです。さらにこれがニュース
になり銀行の目に留まりました。今度は「封筒じゃ
なくてバラで預金通帳から引き出せないか」と。
それがキャッシュディスペンサーへ発展し、さら
に預金機も作り、この二つを一体化することで
ATM の開発へとつながりました。

このように形を変えて発展したものの、最初の
製品の開発費は単体ではとても回収できず、その
後も合算しながら変遷し、最終的には新しい市場
ができたことで採算に乗りました。ニーズ指向の
試行錯誤は事業にはならなかったけれど技術を上
げるためには大いに勉強になりました。しかし市
場形成への鍵は、やはりニーズから入ることが必
要でした。

チ−37号偽札事件発生
新紙幣製造制御から自動改札機開発へ

さて、私の入社の翌年「チ− 37 号偽札事件」
という大変な事件が起こりました。日銀のベテラ
ンでも見分けられないほど精巧な偽千円札が出
回ったのです。ニセ札判別機を開発し科学警察研
究所に協力しましたが犯人は捕まらず、当時の千
円札は現在の一万円札以上の価値があるので社会
的不安も広がるばかりでした。そこで伊藤博文の
新千円札への切り替えが 1963 年に前倒しされ、
これを機にお札のデザインコンセプトが変わり、
透かしは必ず印刷のない額縁部分に入ることにな

りました。私たちは紙をカッティングする当時の
大蔵省印刷局で、透かしの入る位置がピタッと一
致するように紙をカッティングする機械の制御を
お手伝いしました。

この取り組みが業界紙に載り、これが縁で鉄道
会社から相談を受けることになりました。ニーズ
が飛び込んで来たのです。
（改札に人が押し寄せる写真を見て）60 年代前

半、駅はこんな風景でした。軽快に切符を切る駅
員、満員の通勤地獄。これを解決すべく人を増や
せば人件費も増す、すると運賃に反映させざるを
得ない。しかし運賃値上げは国会の承認が必要で、
議員は国民の支持を得るため値上げにあまり積極
性を示さない…という状況でした。自動改札機へ
の期待はそんな事情も背景にありました。

鉄道とは全くの門外漢なので近畿日本鉄道の近
畿車輛技術研究所と共同開発チームを編成するこ
ととしました。バーが回転する昔ながらの改札機
では、全く役に立たないと分かったときは驚きま
した。券を正しく読み取るのはもちろん、ラッ
シュ時の処理能力が駅員を下回っては意味がない、
もし当時のような深刻なラッシュに対し、混雑が

写真 1　当時の通勤ラッシュ

出所：田中寿雄氏
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一層激しくなるようだったら恐らくパニックにな
るだろう、一度失敗したら社会は自動化／機械化
を受け入れてはくれなくなる…。相当な覚悟で取
り組まなければなりません。

そのためには途中でくじけないような開発理念
をまず打ち建てることが重要です。私たちはユー
ザーオリエンテッド、ユーザーフレンドリーなシ
ステムに徹するということを確認しました。それ
も “メーカーにとってのユーザー＝鉄道会社” で
はなく“真のユーザー＝乗降客”のために作るのだ、
と。

当時ある改札機といえば 3 本の腕木が回転する
ターンスタイル型で、不正防止が重視されるノー
マルクローズ型ですので、処理能力は 20 人 / 分
程度。それに対し駅員が立つ日本の改札は約 80
人 / 分でどんどん人が通る。優秀な駅員でも全て
を正確に抽出するのは難しい。けれど、ほとんど
の人が社会常識として正しい券をもって改札を通
ります。お客と駅員の信頼関係があるんです。で
すからまずは正しい券を持っているお客さんを最
優先し扉は常に開けておこう、「性善説」に立ちノー
マルオープンにしておこう、と決心しました。

三現主義の徹底

私たちは現場に足しげく通い三現主義を徹底し
ました。
①現場を知る。現場＝駅とその周辺。例えば階段
があると人の動きが全く変わる。バス停が近いと
人がどっと流れ込む。さまざまなケースがありま
す。
②現物を見る。乗降客がどんな荷物と格好でやっ
てくるのか、子供を連れている人もいれば、お年
寄りや妊婦もいる。動態を観察します。
③現実的な対策を導く。ストップウォッチ、カメラ、
8mm フィルムを動員し現場の実態を入念に観察し
ました。1 人の人が 1 コマで何ミリ動くのか計っ
て速度を出す。写真もつき合わせて分析する。パ
ソコンの無い時代、人海戦術あるのみです。

三現主義で導き出した多様なデータを分析する
と、特に大切なことが二つ見えてきました。一つ
は 1 分間に通過する人数が 60 ～ 80 人であるこ
と。もう一つは、誰も立ち止まらないというこ
と。要は人の流れを効率的かつ連続的にどうさば
くかということなのだと確信しました。そのため
には、歩行速度を落とさないように挿入口や取り
出し口が見やすい位置に扱いやすい形状で設置さ
れていること、券の挿入方向を制約せず表裏前後
の区別なく投入できること、券を 1.3m 前方に 0.6
秒で搬送すること、券の連続投入を受け入れるこ
と。これら 4 つが重要なポイントだと分かりまし
た。

特に連続投入と順序正しい返却を正しい判定と
共に行うのが難しいのです。例えば後から投入し
た券が期限切れだった場合、判定はすぐにできま
すが、判定した瞬間に扉を閉じてしまうとその前
の正しい券を持った客が止められてしまう。パ
ターン認識によって今何人目の人が先頭なのかを
判断しなければなりません。さらに就学前の子供
は無料。子供がお母さんの切符を持って先に通っ
た場合は機械に記憶させ、後から来るお母さんが
無賃扱いにならないようにする。そしてこのよう
な正しい判定と動作の下、扉を閉めなければなら
ない場合でも、性善説に立ち違反者を拘束するの
ではなく気づかせるための “サイン” として扉を
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閉める。体に当たっても痛くない柔らかく安全な
扉にしました。

研究所の近所の方や家族の参加による試作テス
トでは 60 ～ 80 人 / 分が通れました。ロボットの
ように規則正しく通過したとして 120 人 / 分の設
計です。ここまでが大変だったので、これで 8 合
目と言えるでしょう。

社外との連携、常識を破る挑戦
相棒がなす世紀の大発明

私たちは部品メーカーでしたから自動改札機の
ような装置を作るノウハウも人材も社内にありま
せん。全ては外注業者の協力が頼りでした。

ピンと張った 5mm のベルトの背で乗車券を挟み
1.3m の装置の中を秒速 2m で通り抜ける。依頼し
たベルトメーカーにしてみれば「使い方が間違っ
ている、切れて当たり前」。麻や綿のコードにゴム
を巻いたベルトを 1,000 本以上切ってしまいまし
た。しかし無事に券を配ぶにはこれが最も良い構
造だからこちらも譲れない。そこで、当時アメリ
カで開発されたナイロンを入手し試行錯誤の末ベ
ルトを完成させます。ナイロンが熱に弱いことす
ら知らず、大量ロットでないと相手にされないと
ころを何とかお願いしました。でも今考えると、
当時自動車のタイミングベルトをチェーンからナ
イロンベルトに変えるなど大手は既にナイロンを

取り入れており、その下請けのベルトメーカーは
百も承知の企業秘密だったのです。

次は切符の問題です。使い捨てなので高価なプ
ラスチックではなく紙に磁気インクを塗布する方法
を選びました。でも紙は繊維なのでインクが染み
込みます。上下表裏問わず投入できるように磁気
ヘッドが両面にあるため染み込みすぎるとノイズに
なります。粘性を高め、ある程度厚く塗ることで
対応し何度も試作を重ねようやく完成しました。

幸いなことに協力いただいた企業の皆さんから
は、新しいチャレンジとして自らも勉強になるか
らと、試作料や開発費を無償にしていただきまし
た。

さて、次は機械の中に入った切符を縦にそろえ
るという大きな課題、これは相棒・浅田武夫さん
に託されました。彼はある日渓流釣りに行き、岩
に当たって方向を変える木の葉を見たとき、切符
を縦向きにそろえるコマの設置を考えつきました。

高速の回転体では通常いかにホイールバランス
を整えるかが常識ですが、ここでは逆に芯をずら
し回転数と偏芯量の相関関係から最適値を求めた
のです。まさに「非常識を常識に変える試み」で
した。今のようにパソコンでシミュレーションで
きる時代でもなかったので、実際に気の遠くなる
ようなあらゆるパラメーターを組み合わせる実験
を経て現在の形になりました。自動改札機は開発

写真 2　切符を縦向きに揃えるコマ

出所：田中寿雄氏
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後何世代にもわたりモデルチェンジしているので
すが、他社のモデルも含めて、ここだけは変わり
ません。これ以上優れた方式が無い、いちばん単
純でいちばん優れている。世紀の大発明と言って
も過言ではありません。もしこの発明が無かった
ら自動改札機の歴史は止まっていたでしょう。

以上のような経過を経てハードウエアは完成し
ましたが、同時進行でもう一つの挑戦であるソフ
トウエアの開発、「全国統一規格の制定」の活動を
進めました。乗る駅と降りる駅は必ず違い、鉄道
会社が同じとは限らないので規格の統一は必須で
す。日本鉄道サイバネティクス協議会（JRCA）
に自動改札研究会を設けてもらい、機械・乗車券・
運用の仕様、各駅に付けるコード等の標準化を進
める草案を提出しました。駅のコードは後から新
しい駅や路線ができてもそれ以前のコードを変更
しなくても良いように、また、そのコードを使っ
てどの駅なら降りられる／降りられないのか判断
する理論を大阪大学に考えていただき、それを
ハードに載せました。

さらに重要なことは特許のオープン化です。ビ
デオレコーダーのβと VHS の問題のように、先
発企業として特許を囲い込めば困るのはユーザー
です。特許の公開を社長に申し出たところ、即答
で OK を出してくれました。もちろんロイヤル
ティーは頂きますが、オムロンのような小さな会
社が莫大な資金を投じて研究開発を行ったのです
から、これには社内にも批判も少なからずありま
した。しかし立石社長が「潜水艦もいいけど、た
まには潜望鏡を水面に上げてみようか」と助け舟
を出してはぐらかしてくれるというような場面も
あり励まされました。おかげさまで一部の地域を
除き鉄道サイバネティクス規格として、今も守ら
れています。

規格を統一できれば後は鉄道会社の胸襟次第で
す。関西では「スルッと KANSAI」で全部乗れま
す。装置の機能としては、すべての鉄道会社に共
通で利用できます。各社がそのためのスイッチを
押すかどうかだけなのです。

完成した自動改札機は関西を皮切りに、関東、
全国へと広がり、皆さんのお役に立つことができ
ました。でも本当は、手から乗車券を離さなくて
もよい自動改札機を開発したかったのです。しか
し当時作るとすれば弁当箱大の巨大な乗車 “ボッ
クス” が必要で、しかも毎日帰宅後に充電をしな
ければなりません。そこは後輩が夢を果たしてく
れました。2001 年に Suica、2003 年に ICOCA の
使用がスタートします。2004 年には PiTaPa、次
い で 2007 年 pasmo と、 ク レ ジ ッ ト 機 能 付 き
チャージ不要後払い、利用実績に応じた割引サー
ビスが付いたカードも出ました。さらに現在は携
帯と天井に設置されたアンテナの間で bluetooth で
通信し乗車券代わりになり、買い物や身分証明に
も使えるという広い用途での実験が東京で行われ
ています。

なお 2007 年には “鉄道自動改札システムの開
発と普及への貢献” が評価され IEEE（電気電子
学会）から「IEEE マイルストーン賞」が大阪大学、
近鉄、阪急、オムロンの 4 者に授与されました。
これまで贈呈式を終えた総数は 18 世紀から数え
てもまだ全世界で約 75 件です。また、2010 年に
は日本機械学会の「機械遺産」第 43 号にも登録
されました。

技術で社会に貢献する

オムロン（株）の創業者の立石一真自身も技術
者で、技術で社会に貢献したいという強い想いを
もつ人物でした。“技術を大切にする” という会社
の明確な姿勢が私の背中を支え、その安心感がお
客さんとの折衝にも自信を与えてくれました。社
憲と呼ばれるものは、「われわれの働きで、われわ
れの生活を向上し、よりよい社会をつくりましょ
う」があります。これは近江商人の経営理念「三
方よし：売り手よし、買い手よし、世間よし」や
リコー創業者の市村清氏の「三愛精神：人を愛し、
国を愛し、勤めを愛す」にも通じますね。

私たちは自動改札機のようなシステムをパブ

ものつくりに学ぶシステム開発の原点〜自動改札機の開発に携わって〜
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リック・オートメーションと呼んでいます。それ
はセルフサービスマシンであると同時に、対象者
が不特定で経験の有無や年齢、性別、使用頻度等
が多岐にわたります。事前の教育や訓練、説明書
の配布もありません。その機械をどうやって使う
のか自分で瞬時に判断してもらわなければならな
いのです。

シンプルでも即座に分かってもらえるようにす
るには的確なコンセプトづくりが欠かせません。
北千住駅では当初、朝のラッシュは 7 割が定期券
なので定期券専用機を作ってほしいという要望に
応えましたが、普通切符を買った方が定期専用改
札を通ろうとして混乱が起きました。ニーズを具
現化する際は、商品企画段階で自らが本当に納得
いくまで徹底した検証を行い、オートメーション
提供者と利用者とのインタラクティブなやり取り
を十二分に勘案する重要性を学びました。

リーダーに求められるものとは？

さて、よく人材は人財だと言われます。ある本
に「人十度、我百度」（人に十やってもらおうとし
たら、自分は百やらなければならない）の心がけ
が重要と書かれていましたが、リーダーはその心
掛けを持つと共に、「部下に目標を達成させ、それ
を通じて人材を育てる」ことが仕事だとの自覚が
必要です。私は、平時は電車型で部下をサポート
しアドバイスを与えながら挑戦のチャンスを与え、
緊急時には機関車型になって全責任を負い強い
リーダーシップで皆を引っぱって行く、そんなマ
ネジメントを心掛けてきました。

幸いなことに、自動改札機のプロジェクトは各
部署から選ばれた 12 人の少数精鋭部隊で編成され
ました。しかし、やがて昨今は事業部制や能力主
義の導入、年度予算と個人目標の徹底といったこ
とが会社の成長と共に重視されるにつれ、自分の
部署の実績を上げることに必死になって、部門を
わたる新しいプロジェクトから要請があってもつ
い最も無難な人間を出してしまいがちではありま

せんか？　このような時、良いリーダーは自分の
部署の最も信頼のおける優れた人材を送り出し、
それによって No.2 の人材に機会を与えて育て No.1
の不在を埋めるのです。皆さん、自信を持ってい
ちばん良い人材をプロジェクトに出しましょう！

それから、リーダーは部下の前で絶対弱音を吐
いてはいけません。「真っ暗なトンネルでも必ず光
が見えて来る」と励ましてください…と言いなが
ら私もたくさん失敗してきました。しかし、失敗
の中には成功の種が宿っています。ただ同時に失
敗した人の中には挫折の種も宿っているのです。
失敗した時は徹底的に原因究明をし成功へつなげ
ていく。そのためには不断の努力と忍耐で臨み、
強く幅広い好奇心が感性を磨くことを心に留めて
おきましょう。ノーベル賞を取った田中耕一さん
は試薬の入れ間違いをして、それがどうなるのだ
ろうと観察していたらノーベル賞をとってしまっ
た。彼は「起こってしまった失敗をくよくよして
も仕方ない。どこかに答えはある。遊び心ですよ」
とほほ笑んでインタビューに答えています。

失敗体験を無駄にせず、一つの失敗からそれ以
上のものを得る。私は同じ “田中” ですけどノー
ベル賞はもらってない。でも、彼より幾分長く生
きていますから失敗の数はうんと多い。その数が
私の勲章だと思っています。マニュアルを見て無
難に物事をこなしていくよりも、自分で試行錯誤
しながら自らつかんだ成果がその後の失敗を減ら
すのです。失敗を恐れるあまりチャレンジ精神が
萎縮することのほうがはるかにマイナスです。

入社面接で立石一真が私に言いました。「ウチみ
たいに小さな会社は、よその大手がまだやってい
ないことを一足早くやらなければならない。だか
ら七分の利があれば行動を起こす。三分のリスク
は走りながら検証しつぶしていけばいい（立石一
真の「七三の原理」）」と。これで入社を決定しま
した。男が男にほれた、というやつです。

どうか皆さんも素晴らしいリーダーになってい
ただければと思います。本日はご清聴ありがとう
ございました。

人材／人材育成の視点
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＜受講生とのQ＆Aから＞

Q：開発のマインド、原動力はどこから？
A：私はソーシャルシステム事業本部という部署
で、一般の皆さんが社会の中で使うシステムの開
発、直接社会に入って行ける事業に携わっていま
したから、脱部品メーカーということはもちろん、
どこにもないものをゼロから作る、というところ
に情熱を持っておりました。

Q：オムロンのコアの強みは何だったんですか？
A：実は何もないんですね。オムロンはあくまで
部品メーカーだったんです。自動改札機や ATM
のようにシステム的なことに携わるのは初めての
経験でしたし、われわれが先発でしたから自分た
ちで切り開かなければならなかったのです。
宮木：オムロンの強みは田中さんのように好奇心が
強く、チャレンジングな人材（人財）が活躍できる
企業風土を持っているところではないでしょうか。

Q：今の時代に何が求められていると思います
か？　何が社会との接点になるのでしょうか？
A：何ごとも情報を集める、相手を知る、それに
沿って戦略を立てることが大切です。今日は非常
に不透明な社会だと思います。現時点で判断でき
うるだけの情報をきちんと収集しておきましょ
う。ただ、それで進めていく先には予定通りにな

らないこともあるでしょう。しかし最初の条件を
明確にしておけば、どこがどう変わったのかが分
かりますよね。そしてそれらの比較の下に次の対
策を立てる。

昨今はオープンイノベーションという仕組みが
あり、良いシーズがあれば大手に積極的に売り込
めと経産省等が言っています。それはかつて大手
企業にはどこにもあった “協力社の会” というぬ
るま湯の護送船団が姿を消したことでチャンスが
生まれたことを指しています。私は今、中小企業
の支援をしていますが、自社の強みをいかに訴求
力を持ってプレゼンテーションし続けられるかと
いうことを指導しています。世の中が今何を求め
ているのか、見極めなさい、と。

＜チーフディレクターより＞

2 時間のパワフルな講演を通じ、田中寿雄氏から
は NHK で放映された「プロジェクト X」では到底
伝えきれていない開発の困難さやこれから得られた
教訓などを、盛りだくさんにお話しいただいた。

わが国がまだ高度経済成長期にあった当時の自動
改札機の開発は、社会インフラとして極めて大きな
期待を持たれており、「パブリックオートメーショ
ン」という不特定多数の何の予備知識や訓練も受け
ない乗降客が間違いなく使える「ユーザーフレンド
リー」なシステムをゼロから創るということは、大
変な困難を伴ったであろうことは容易に想像でき
る。

また、切符や定期券という違う形状の券を自動で
読み取ることはもとより、手を離れた券を歩く速度
以上で前方に搬送し、間違いなく投入した乗降客に
渡すという気の遠くなるような困難なシステムの開
発は、現在主流になっている IC カードや携帯電話
を使った非接触型のシステムに比べて、何倍も困難
であったろうと思われる。

この開発を担当したのが、田中氏の言によれば
「当時自動改札機のような装置、システムを作るノ
ウハウも人材も持たない」オムロン（株）であり、

ものつくりに学ぶシステム開発の原点〜自動改札機の開発に携わって〜
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同社がゼロの状態から個々の専門家の協力を得て、
磁気記録切符、高速に耐える切符搬送ベルト、切符
を縦向きにそろえるコマの開発から全国統一規格の
制定までまとめ上げられたのは特筆すべきことであ
る。

しかし、このことは「ゼロからの挑戦」であった
このプロジェクトでは、逆に成功の鍵であったのか
もしれない。前例にとらわれず、『性善説』に基づ
く「ノーマルオープン」の基本とするコンセプトを
作り上げ、あくまでも真のユーザーである乗降客に
対し、ユーザーフレンドリーなシステムを創り上げ
ることにこだわり、ささいなことにも自分たちの都
合では決して妥協しない信念を持って、この「非常
識を常識に変える」プロジェクトに取り組まれたこ
とによるものであろう。またこれを同社立石一真社
長が「七三の原理」の行動理念で支えられたことも

大きかったと思う。
本誌の限られた紙面では全てを伝えることができ

ないが、この講演では田中氏の体験に基づく「リー
ダーのマインド」が熱く語られ、受講生には大いに
参考になることが多かったと思う。

高度成長の時代、日本の技術者は、企業の要請だ
けでなく社会の要請に応えるべく前例のない課題に
チャレンジングに取り組み、その後の日本社会を築
いてきた。先の見えないと言われる現在のわが国
を、もう一度技術大国として再生させるためにも、
今一度、先人の歩まれた足跡を振り返ることは、大
変有益なことであったと思う。

最後にわざわざ京都からこの MOT 研修のために
お越しいただき、参加者に刺激と勇気を与えてくだ
さった田中寿雄氏にあらためて謝意を表します。

（MOT チーフディレクター　宮木宏尚）

人材／人材育成の視点




