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株式会社京三製作所
代表取締役 COO 社長執行役員
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新年、あけましておめでとうございます。今回は、今年創立 100 周年を迎える株式会社京三
製作所の戸子台社長をお訪ねして、インタビューをさせて頂きました。まずはじめに、戸子台社
長のご経歴を簡単にご紹介致します。
戸子台社長は、1974 年に ( 株 ) 京三製作所に入社され、2006 年に 取締役 執行役員 半導体機
器事業部長、2009 年に常務執行役員、翌年 2010 年に 主席常務執行役員 企画・管理部門統括、
そして 2012 年に 代表取締役社長 COO 執行役員社長 にご就任されました。現在は、代表取締
役 COO 社長執行役員 海外事業推進部担当 としてご活躍をされておられます。
インタビューにて、今年の抱負から経営方針や事業展開、鉄車工への期待などについて、幅広
くお考えを伺いました。
（インタビュア 鉄車工常務理事 伊藤 陽一）
インタビュア ( Ｑ ) 本日はお忙しい中、「鉄
道車両工業」誌の「トップに聞く」インタ
ビューにお時間を割いて頂き、ありがとうご
ざいます。そして御社が今年 2017 年に創
立 100 周年を迎えられる事、お喜び申し上
げ ま す。 御 社 の 企 業 理 念「KYOSAN New
Vision-100」の実現、そして「世界一安全
な信号システム」と「世界一地球環境に優し
い電源装置」という「夢」の実現に向けた新
たな 100 年のスタートの年頭にあたり、今
年の抱負をお聞かせ頂けますでしょうか。
戸子台社長 世界情勢は激動の様相を極める
中、新しい年を迎えましたが、本年はいよい
よ創立 100 周年となり、『技術で世界に役立
とう』という気持ちを新たにしました。
当社は 1917 年 ( 大正 6 年 ) の創業時から、
世界に目を向けて事業展開を重ねて来まし
た。そして、当社が道路や鉄道の信号保安
に関する事業を拡大する立役者となった樋
口佐兵衞 (1944 年～ 1965 年、1969 年～
1972 年の 2 期で社長 ) も、新製品を積極的
に海外にも PR する事で事業の礎を築きまし
た。この“ Kyosan DNA”を強 く 意 識 し つ
つ事業を進めており、昨年も幾つかの国と
地域で、新たな協業や共同開発が芽吹いて

来ました。国内と海外の事業を分ける事なく、
一体のグローバル事業として展開して行くに
は様々な困難がありますが、技術とエンジニ
アのマインドは「万国共通」と考え、当社の
“ 強い技術 ”で世界に役立ち、結果として事
業が成長していくよう、積極的にグローバル
展開を進めてまいります。
そのためにスピードと実行力のあるマネジ
メントへの変革も進めています。
「Quality」
を製品・サービスの品質から「会社の Quality
＝経営方針・業務執行方針の展開力とその結
果である持続的な収益力と顧客満足」と定義
し、持続的に向上させるマネージメントシス
テムの構築を目指します。
そして、「品質と技術」「安全と信頼」を存
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立基盤として、「市場有用性」の高い技術で
企業価値を高め、ステークホルダーからの信
頼と期待に応えてまいります。
新年を迎え想いの一端を申し述べさせてい
ただきましたが、100 年の長きに渡り当社
を支えてくださいました関係の皆様方に感謝
し、先達が培った「技術の京三」に恥じない
ようこれからも研鑚を重ねてまいります。

言葉の違いを乗り越える「グローバルな思考」
です。協業パートナーとの信頼関係をいかに
築くかが重要であり、そのためには相手の価
値観を認めて、尊重するという考え方が必要
になります。三つ目は、
「知的財産権の保護」
であります。企業にとって知的財産権の保護
が重要なことは言うまでもありません。
これまでの取り組みを通じて、少しずつです
が海外事業が前進していると実感しています。
インタビュア ( Ｑ ) 少し具体的な事例をご紹
介頂けますか。

応接室に飾られた社是

インタビュア ( Ｑ ) 御社が新たな 100 年の
スタートの年に、さらに大きく飛躍される事
を祈念しております。ところで昨年は、イタ
リアでの列車衝突事故や、アメリカのニュー
ジャージー州の列車事故等が発生しておりま
す。
「安全な信号システム」を世界に早期に
普及させて頂きたいと思っておりますが、御
社は既にインド、台湾の現地法人を持ち、鉄
道信号システムの海外展開に取り組んでおら
れます。現在の海外事業の位置付けと、今後
のご計画等について、差し支えない範囲でご
紹介頂けますでしょうか。
戸子台社長 今後の事業の成長には、国内・
海外を問わず、グローバルな事業展開が必要
であると考えています。ここで申し上げてい
る「グローバル事業展開」とは自ら市場を開
拓し、販売ネットワークを築いて行くもので
あり、私はこれを「自立的グローバル展開」
と呼んでいます。この「自立的グローバル展
開」を進めるためには、それぞれの地域で地
元の企業と「協業」及び「共同開発」を進め
ていくことが必要で、それを成功させるには、
３つの鍵があると考えています。
一つ目は「技術の移転力 (Transferability)」
です。
「技術の移転力」とは、いかにどこまで
技術を開示して移転するかであり、協業の成
否を分けると考えています。二つ目は、文化・
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戸子台社長 例えば、現地法人があるインド
では、インド国鉄向け「電子連動装置」（信
号機や転てつ機等を制御する装置）が 20 駅
で稼動するとともに、西貨物専用鉄道の「信
号設備 ( 電子連動装置、運行監視装置など )」
を受注し、バングラデシュ国鉄においては、
日本メーカーとして初めて電子連動装置を受
注することができました。このほか、中国の
高速鉄道・都市鉄道 ( 地下鉄 )、韓国における
新交通・都市交通、台湾やインドネシアに於
ける国鉄案件等、地元の協業先や関連会社と
ともに信号設備の基本となる電子連動装置を
コアに現地生産化や客先ニーズへの現地対応
を進めています。
今 後、
「鉄道信号事
業」では、鉄道建設や
電化・速度向上など鉄
道の近代化が急ピッチ
で進められているイン
ド・中国・インドネシ
アに注力します。そし
て「半導体機器事業(電
源事業 )」では米国で
の展開、「交通機器事
業」では道路交通信号
制御システムの実証試
電子連動装置 本体
験中であるロシアやイ
ンド、中国に、当社の技術を展開していきた
いと考えております。
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インタビュア ( Ｑ )
御社は、InnoTrans にも毎回ご出展をされ
ておられますが、欧州市場での反応は如何で
しょうか。
戸子台社長 当社は日本鉄道システム輸出組
合 (JORSA) が取りまとめる日本ブースに出
展し、昨年 9 月で４回目の参加です。回を追
うごとに来場者も増えて、規模が拡大してい
ることを実感しています。欧州をはじめとし
て、世界中の各地域から多くの来場者があり、
当社の技術・製品を知っていただく良い機会
になったと思っています。当社ブースには
400 名以上の来場者がありました。

す。当社としても「保全」をビジネスに展開
したいと考えています。
鉄道のような大量輸送機関においては、人
口減少社会の到来で、鉄道経営を取り巻く環
境は益々厳しくなり、鉄道事業者も運営に関
して一層の効率化に取り組まれることと考え
ています。当社も、このような環境を踏まえ
て、将来の鉄道システムにふさわしい安全性、
信頼性、保守性に優れた信号システムの開発
を積極的に進めて参ります。

インタビュア ( Ｑ ) 一方の国内事業ですが、
新設路線建設が一段落して国内需要は成熟し
た感じがしておりますが、今後の国内事業に
ついて、どの様な見通しをお持ちでしょうか。
戸子台社長 我が国の鉄道整備については、新
幹線の整備が一部残っているものの、在来線
に関しては、相互直通運転による利用者の利便
性向上事業や踏切道の除去のための連続立体
交差化事業等を除き、新線の建設は一段落し
たように思えます。今後は、信号設備等の更新
工事がメインになってくると考えます。
一方、鉄道の安全・安定輸送は不変のテー
マであり、特に鉄道事故の大半を占める人身
事故と踏切事故に対する安全対策に係る投資
は継続されると見込んでいます。例えば、近
年問題となっている高齢者の踏切横断対策の
一つとして次世代の踏切障害物検知装置の設
置や、ICT 技術を活用した新たな踏切保安
システムの導入、さらに駅ホームにおける安
全性向上のためのホームドアの整備に関して
は、今後需要が見込まれると考えています。
また、鉄道輸送の絶対条件である安全確保
のための鉄道施設と車両の「保全」は鉄道事
業を支える重要な業務であり、保守の省力化・
効率化を目的として、保守の機械化や自動化
など、新たな保全のあり方も求められていま

ATC 車上装置

ホームドア導入例

インタビュア ( Ｑ ) もう少し詳しく、ホーム
ドア事業についてお聞きします。鉄道事業者
様の安全への投資は堅調に続くと思います
が、ホームドアについては設備投資コストが
大きい事が障害となり普及が遅れているとい
う報道がなされており、設置コストを削減す
るための軽量化や新型機器の試作等、各社の
競争が激しくなって来ていると感じます。し
かし御社は他社に先駆けて可動ステップを導
入するなど、市場をリードしておられますが、
今後の市場見通し等について、差し支えない
範囲でお聞かせ下さい。
戸子台社長

当社は平成 12 年に東急電鉄殿
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の目黒線で使用が開始された可動ホーム柵を
始まりとして、今では、地下鉄ほか多くの鉄
道事業者に納入させていただいています。
そして、駅ホームと車両の乗降口に間隙が
ある場所は、可動ステップと一体のシステム
として安全を確保しており、駅ホーム上での
安全はもちろんのこと、バリアフリー、ワン
マン運転への対応設備として意義があると考
えております。
利用者の安全へのニーズは益々高まってき
ています。駅ホームからの転落事故や車両と
の接触事故を防止するためのホームドアや可
動ステップの需要は増えていくものと考えま
す。
また昨年は、視覚障害を持たれた方が駅
ホームから転落する事故が相次ぎ、マスコミ
でも大きく取り上げられており、ホームドア
の設置が急務となってきていると感じており
ます。今後、ホームドアの設置を推進してい
くためには、いくつかの課題もありますが、
既設の駅ホームへの設置に関しては、施工性
の向上及びコストダウンのための軽量化に取
り組み、車両の扉の位置の違いに対応できる、
戸袋移動型のホーム柵の開発を進めていると
ころです。
さらに、海外においてもホームドアは都市
鉄道の標準設備になりつつありますので、各
国の導入実績を踏まえてガラス製の透過タイ
プのホームドアも開発し、各国に展開してい
きたいと考えています。
インタビュア ( Ｑ ) 話は変わりますが、御社
は今年度より、東京大学大学院で「先進ヒュー
マンモビリティ安全設計学」という寄付講座
を開設なさいました。この講座の目的や、産
学連携の取組みに対する期待等をお聞かせ下
さい。
戸子台社長 今後の高齢化や人口減少が進ん
でいく見込みの中で、持続可能な交通体系整
備のためにこれまでに鉄道業界で培ってきた
ノウハウを整理することを通じて、実システ
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ムに適用できる「安全設計学」が体系化され
ることにより、陸上交通産業の国際競争力強
化にもつながっていくものと期待していま
す。また、産学連携により、システムの安全性、
信頼性、省エネルギー性などの解析評価手法
が構築され、幅広く次世代の交通システムを
担っていく研究者、技術者の人材育成に貢献
されることを期待しています。
当社は長年にわたり、鉄道や道路交通など
の陸上交通産業界に向けて製品提供を続けて
参りました。この講座の成果が、今後も引き
続き我が国や業界全体の発展への一助になれ
ば幸いであると考えています。
インタビュア ( Ｑ ) 信号システムの安全を担
保する品質の作り込みについても、いろいろ
ご苦労があるかと思います。製作現場の方や、
信号システムを含めて鉄道関連事業に従事す
る我々関係者に対し、品質に対するお考えや
今後の品質向上に向けて期待する事等がござ
いましたら、ご紹介下さい。
戸子台社長 鉄道の安全・安定輸送を支える
信号保安装置を製作している当社にとって、
「品
質」は最重要テーマである考えています。近
年、品質に対する顧客の要求は以前にも増し
て厳しくなってきております。品質を失うこと
は顧客の信頼を失い、企業の存続をも危うく
します。また、地球環境保護の面からの要求
を踏まえた上で、品質向上との両立を図るた
めに、技術革新のスピードに追い付いていくこ
とは決してたやすいことではなく、日々、研鑽
を積み重ねていくことが必要不可欠です。
品質の作り込みのポイントの一つとして、

神奈川県横浜市の本社工場（2016 年 8 月完成）
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デザインレビュー ( 設計審査 ) の精度を上げる
ことが重要と考えています。オリジナルの設
計思想、設計手法をベースとして様々な視点
で製品を審査・評価する作業が大切です。そ
のために開発者や設計者の視点だけでなく、
社内の有識者と経験豊富な OB を活用するこ
とでデザインレビューの精度を高めています。
また、品質保証については、チームプレイ
と「下敷き」( ＝オリジナルの設計思想 ) が
重要と考えます。鉄道用品は長期にわたる品
質の維持が求められるため、長い時間を経て
も「下敷き」は共有されなければなりません。
関係者全員が「下敷き」を共有し、改善点を
洗い出し、合意した事項（これを「差分」と
いっています）を載せて新たな下敷きを作る、
これを絶やさないことが品質の作り込みの上
で大切なことと考えています。
品質保証体制に関しては、設計、製造、検
査、資材調達の各部門及び外注業者、関係会
社との連携を強化しつつ、各部門それぞれの
立場で品質を保証できるような体制で品質
向上に取り組んでいるところです。さらに、
品質向上のためには、人材育成、技術継承が
重要な課題であり、従前の教育プログラムを
抜本的に見直し、100 年の歴史で培ってきた
“ Kyosan DNA ”を受け継ぐエンジニアを
育成しているところです。
インタビュア ( Ｑ ) このあたりで、ご自身の
健康管理についてお聞かせ下さい。お立場上
ご多忙な日々をお過ごしかと思います。そし
て今年は創立 100 周年という事で、いつにも
増していろいろな行事が行われる事と推察致
しますが、体調管理で留意されている点や、
気分転換などはどの様にされておいでですか。
戸子台社長 休日には、よほどの悪天候でな
い限り、早足で 10km 程度歩いて心身共に
リフレッシュします。また出張の際にも、時
間を見つけては歩く様にしています。滞在先
での散歩も楽しみの一つです。それから、こ
れは健康管理と言えるかどうか分かりません

が、海外出張では取引先や現地の関係者との
会食が続くと酒量が多くなりがちで、特に中
国では、アルコール度の高い白酒(バイチュウ)
等をいただくと胃腸・肝臓に相当負担がかか
ります。この疲れた胃腸・肝臓を、次の出張
先のインドでは定番料理の「カレー」を食べ
ることで、「ターメリック ( ウコン )」の効能
により回復させることができます。（笑）

インタビュア ( Ｑ ) 最後になりますが、御社
には日頃より鉄車工の様々な活動にご参加頂
き、またご支援を頂戴しており、感謝申し上
げます。鉄車工として、今後も鉄道産業の発
展のために皆様にお役にたつ活動を進めて参
りますが、鉄車工として果たすべき役割につき
まして、忌憚の無いご意見をお聞かせ下さい。
戸子台社長 我が国の鉄道技術は、世界でも
トップレベルにあると思います。工業会は、
国内、海外を問わず、時代の要請に合わせて、
車両生産技術の向上、機器の標準化、環境保
全、規格への対応、鉄道車両の海外展開、人
材育成等、様々な技術課題に積極的に活動さ
れています。多様化、高度化する社会的ニー
ズへの対応、鉄道車両技術の発展、海外展開
のための競争力強化、国際規格への対応、人
材育成等に関して、業界の牽引役である工業
会の活動に大いに期待しております。
インタビュア ( Ｑ ) よく分かりました。本日
はお忙しい中、貴重なお時間を頂戴し、有意
義なお話しをお聞きする事ができ、大変あり
がとうございました。引き続き鉄車工の活動
に、ご理解とご支援をお願い致します。
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