創業者会長

田 中 恭一が 語 る

角膜コンタクトレンズ
誕生秘話

メニコン
ものづくりの
DNA
米軍将校夫人から実物を見せてもらえなかった。
米国人につくれて日本人につくれないはずがない。
年前、日本初の角膜コンタクトレンズを開発した

メニコン創業者のものづくりにかける信念と情熱。
文＝西島博之（編集部） 写真＝松永卓也（写真部）
写真提供＝メニコン

業界はいまとは異なった歩みを

れば︑日本のコンタクトレンズ

だが︑その出会いがなけ

史に﹁もし﹂は禁物だ︒

きているのか︒恭一にとっては

しているのか︑どんな素材でで

とはなかった︒どのような形を

はいた︒しかし︑実物を見たこ

文献などからその存在を知って

レンズを見ることはかなわなか

バッグに入っていたコンタクト

振ることはなく︑夫人のハンド

願した︒だが︑夫人が首を縦に

恭一は手を広げて︑何度も懇

みた︒

目のカーブに合うように削って

スチックの端をもらってきて︑

フレームをつくった残りのプラ

歴
たどったに違いない︒

った︒もともと探求心にあふれ

レンズの形状も固まった︒残

家族の反対を押し切り
自ら装用感を確かめる

まったく未知だった︒

ていた恭一は決意した︒

る工場で働いた経験をもつ恭一

﹁見せてくれないのであれば︑

１９４６年︑名古屋市内の老舗

は旋盤を操作する技術をもって

るのはレンズの形に加工するこ

コンタクトレンズが目に入れ

いた︒その工場でいちばん腕が

自分でつくればいい︒米国人に

るものであることはわかってい

いいといわれた職人から旋盤技

眼鏡店﹁玉水屋眼鏡舗﹂に就職

た︒自分の目を三面鏡で観察し

とだけ︒戦時中︑学徒動員され︑

たり︑家族の目を見たりして︑

術を学んでいたのだ︒市場を歩

できて日本人にできないはずは

ちょう

どんな形状のものをつくればい

に使われていた風防ガラスが市

くり上げることができた︒装用

こうしてようやく試作品をつ

ーブに合うように加工した︒
中に出回り︑眼鏡のフレームな

感を他人の目で試すことはでき
かない︒

ない︒自分の目に入れてみるし
コンタクトレンズの素材に使え

﹁目は二つあるから一つなくな

チック製で︑透明で︑きれい﹂
︒
るのではないかと考え︑眼鏡の

ど に 転 用 さ れ て い た︒﹁ プ ラ ス

そのころ︑戦時中の戦闘機製造

った︒では︑素材はどうするか︒ 材を探して買ってきて︑目のカ

き回り︑旋盤など使えそうな機

した︒終戦翌年のことだ︒店で
ちく

はレンズの加工やフレームの製
作を任された︒竹彫工芸作家の
父︑田中華山︵嘉尚︶譲りの手
先の器用さもあり︑腕はめきめ
きと上達︒２年後には技術主任
となり米軍病院の専属ライセン

月のことだ︒

ひと言が恭一のものづくりの心
に火をつけた︒

恭一は

﹁私︑コンタクトレンズを持っ
ているの﹂
コンタクトレンズ？

いかを具体的にイメージしてい

特殊潜航艇のスクリューをつく

一は︑国民学校高等科卒業後の

メニコン創業者会長の田中恭
﹁ぜひ︑それを見せてください﹂

「『あれをやりたい、これをやりたい』と思い
続けることが大切。その思いをかなえるには
努力しかない」

ない﹂
恭一の研究ノート。レンズのカー
ブを計算するための数字や切削
するための機械のデザインが記さ
れている
玉水屋で働いていたころの田中
恭 一と常 連 の 米 軍 将 校 夫 人
（左）
。夫人のひと言からコンタク
トレンズ開発が始まった

スを与えられるまでになった︒
年

眼鏡職人として名を知られる
ようになった
11

来店した常連の米軍将校夫人の

50

66
67

日本初！

70

物まねではまったく新しいものはつくれない

Menicon DNA

家族の﹁失明の恐れがあるか

っても大丈夫﹂
らやめておけ﹂という反対を押
し切り︑恭一は自分の目で﹁臨
床試験﹂を行った︒コンタクト
レンズという異物を目に入れる
のだ︒怖さはあった︒
だが︑コンタクトレンズを完
成させたいという信念がそれを
上回った︒試作品を装用して自
転車に乗り︑目にほこりが入っ
たとき︑どのような痛みを感じ
るか︑試した︒水に入ったらど

年２月︑眼球の角膜

うなるか︒実際に川に飛び込ん
そして

でもみた︒

掲載された︒そのコンタクトレ

わずか３カ月後︒短期間にこれ

レンズの存在を知らされてから

米軍将校夫人からコンタクト

の眼科医が以前︑勤務していた

にも一般的とされたものだ︒そ

ンタクトレンズとしては世界的

いわれるもので︑そのころのコ

ミリの大きさの強角膜レンズと

装用できず︑時間がかかった︒

大きさのため︑患者は簡単には

発したコンタクトレンズはその

自信をもっていた︒眼科医が開

題はなかった︒品質には絶対の

て自転車も乗り回した︒何も問

ないのは恭一だ︒自分で装用し

と言われた︒だが︑納得でき

Kyo i c h i Ta n a k a

トレンズの原型が完成した︒日
ンズは眼球の白目まで覆う約

の部分だけを覆う角膜コンタク
本初の角膜コンタクトレンズの

だけのことを成し遂げた恭一の
大学には︑研究用にドイツ製の
これに対し︑恭一のレンズは現

実用化だ︒

努力︑行動力︑そして︑執念に
コンタクトレンズがあったとい
イズの小さなもの︒実際に患者

在のハードレンズとほぼ同じサ

居ても立ってもいられなくな

われている︒

は驚くほかはない︒

強角膜レンズより
患者の評判はよかった
に試してもらったところ︑装用

たことがなかった恭一の独創性

コンタクトレンズの実物も見

われ︑評判は上々だった︒

った恭一はその眼科医を訪問し
せた︒

が楽でちゃんと見えて快適とい

内で開業する眼科医が﹁日本初
﹁こんなものはコンタクトレン

た︒自分が開発したレンズを見

のコンタクトレンズの開発に成
ズではない﹂

その矢先のことだ︒名古屋市

功した﹂との記事が地元新聞に

医と共同研究することになり︑

が勝ったのだ︒結局︑その眼科
けの冷蔵庫も売られていない時

ともあります︒まだ一般家庭向

ていたら︑ボンッと爆発したこ

コンタクトレンズ﹁Ｍ．
Ｔ．コン
しようかと頭を悩ませました︒

代でしたから︑どうやって冷却

入れた︒今度は︑コンタクトレ

だ︒人を介してその樹脂を手に

いた義歯の素材︑アクリル樹脂

販売までを一貫して自社で手が

じことをしたかもしれない︒で

素材開発︑デザイン開発︑製造︑ を見ていたら︑その眼科医と同

ンタクトレンズ株式会社を設立︒ ﹁僕もコンタクトレンズの実物

のメニコンの前身となる日本コ

も︑自分の目を見て︑家族の目

まこう話す︒

ンズの素材として使うため︑液

けるコンタクトレンズメーカー

た︒それがものづくりの原点だ

のアイデアを独自に考えていっ

会社沿革
メニコンのあゆみ

History

創業者田中恭一が日本初の
角膜コンタクトレンズの実用化に成功。
日本コンタクトレンズ研究所を創設。

「Ｍ．
Ｔ．
コンタクトレンズ」発売
（商品化第１号）
。

日本コンタクトレンズ株式会社を設立。

メニコンの前身である

「Ｋ．
Ｔ．
コンタクトレンズ」発売。
東洋コンタクトレンズ株式会社に社名変更。
ブランド名「メニコン」商標登録。

「メニコン８」発売。

「メニコンソフト」発売。

フランスにメニコンヨーロッパを設立。

「メニコンO ２」「メニコンO ２ケア」発売。

「プロージェント」発売。
株式会社メニコン設立。
製造と販売を分離し、東洋コンタクトレンズ
株式会社は製造会社として継続。
主力工場として、岐阜県関市に関工場を新設。
眼内レンズが国内初の製造承認を受け、
白内障関連ビジネスを開始。

「メニコンＥＸ」発売。
東洋コンタクトレンズ株式会社と株式会社
メニコンが合併、新生・株式会社メニコン発足。

２
」発売。
「メニコンO ︲

「メニコンスーパーＥＸ」発売。

「メニコンソフトＭＡ」発売。

を設立。
ドイツに Menicon GmbH

32

「メニコンスーパーコンサート」協賛開始。
「メニコンソフト 」発売。

東西対抗戦
〈Ｕー 〉
）
に特別協賛開始。

「メニコンカップ
（日本クラブユースサッカー

本社ビル
（現本館）
を新設。

着色眼内レンズ
「メニコンシングルピースＮＶ」発売。

「メニコンソフトＳ」発売。

旧毎日ビルにメニコンギャラリー
「Ｍｅｎｉｏ」を開設。

フランスに Menicon Pharma SAS
を設立。

72

「メニわん治療用コンタクトレンズ」発売。

動物治療用レンズ

「マンスウエア」「メニコンO ２ケアネオ」発売。

岐阜県各務原市にメニコンテクノステーションを新設。

スペインにメニコンエスパーニャ
）
を設立。
（現 Menicon Iberia S.L.
を設立。
アメリカに Menicon America,Inc.
定額制会員システム
「メルスプラン」をスタート。

代表取締役会長に就任。

田中英成が代表取締役社長に、
田中恭一が

「メニフォーカルＺ」「メニフォーカルソフトＳ」発売。

眼内レンズ
「メニフレックス」発売。

犬用眼内レンズ
「メニわんレンズ」発売。

「メニコンＺ」発売。

証明する
「ＣＥマーク」取得。

輸出する際に安全基準条件を満たしていることを

「ＩＳＯ９００１」、製品をＥＵ加盟国に

メニコン教授席を設置。

アメリカＭＩＴ
（マサチューセッツ工科大学）
に

愛知県春日井市に総合研究所を新設。

15

年︑商品化第１号となる角膜

タクトレンズ﹂を発売した︒
がったところで保管することに

だが︑素材のプラスチックは︑ 結局︑自宅の台所の一段掘り下
こすると甘いにおいがした︒燃
したのです﹂

製造機械の組み立ても
独学で研究する

やすと黒い煙が出た︒
﹁コンタクトレンズは目に入れ
るもの︒安全でなければならな
い︒不純物の多いプラスチック
や製品デザイン︑製造方法の開

恭一はその後も︑素材の配合

そう直感した恭一は︑新たな

発や製造機械の組み立てなどす

は素材として好ましくない﹂
素材候補を探し歩いた︒最終的
べて独学で研究し︑

年︑現在

に見つけたのが歯科で使われて

状の樹脂をどうやって固めて形

＊

と考えています︒物まねではま

を観察して︑コンタクトレンズ
恭一が日本初の角膜コンタク

ったく新しいものは生み出せま

︒

としての礎を築いた

トレンズの実用化に成功した日

せ ん︒ い ま で も 若 い 社 員 に は

︱

にするか︒安全な素材とするに

から数え︑２０２１年２月︑メ

﹃物まねをしたらいかん﹄と言

は純度を高めなければならない︒
化学の知識もなく︑それは試

ペ

周年を迎えた︒

原料を蒸留したりもした︒
行錯誤の連続だった︒恭一はい

ニコンは創業

この間の同社の歩みは

〜

ま︑当時を振り返る︒
﹁樹脂を蒸留して純度を高くす

メニコンのものづくりのＤＮ

ると爆発する危険がありました︒ ージの沿革をご覧いただきたい︒ い続けています﹂
年前を振り返り︑恭一はい

Menicon DNA
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たなか・きょういち／ 1931年生まれ、愛知県出身。国民
学校高等科を卒業後、
「玉水屋眼鏡舗」で働く。常連客の
米軍将校夫人に見せてもらえなかったことがきっかけとなり、
51年、日本初の角膜コンタクトレンズの開発に成功。52年、
日本コンタクトレンズ研究所を創設。57年、
メニコンの前身
となる日本コンタクトレンズ株式会社を設立。2000年からメ
ニコン会長。趣味は達磨（だるま）大師刻画制作。

田中恭一
試作したレンズを自らの目に入れ
ている恭一。
「自分で体感するこ
とで、改良点がすぐにわかった」
1953年、
「M.T.コンタクトレンズ」
の商品名で発売された角膜コン
タクトレンズ。商品化第１号

53
実際︑真夏に棚にそのまま置い

70

2002

51

誰も成し遂げていないことに果敢に挑戦する

Menicon DNA

開発︑安全性・品質へのこだわ

Ａともいえる独創性のある商品
ば︑メニコン初の使い捨てレン

２０００年代以降も︑たとえ
１ＤＡＹメニ

ズ﹁Mag ic

どを生み出してきた︒

た化学︑機械学的な専門知識は

削機械の設計・組み立てといっ

あったものの︑素材の開発︑切

代の旋盤の操作の知識や技術は

ズの開発にあたり︑軍需工場時

日本初の角膜コンタクトレン

いまでもしょっちゅう現場には

か﹄とアドバイスしています︒

うやったほうがいいのではない

る ん で す︒ そ し て︑
﹃もっとこ

うすると︑アイデアが湧いてく

向いたりして直接話を聞く︒そ

に来てもらったりこちらから出

ばせる︒新商品に関するアイデ

が大きな特徴だ︒常にレンズ内
面が下を向いた状態で入ってい
るため︑ユーザーはレンズの外
面をつまんで取り出し︑そのま
ま装用できるメニコンの独自技
術だ︒

知識がものづくりの
邪魔をすることがある
このように他社にはない商品
には︑
﹁何もないところから新たな価
値を生み出し︑誰もやっていな
いことに果敢に挑戦する﹂
という恭一のものづくりの精
神が受け継がれている︒
では︑恭一にとって︑新しい
ものを創造するための秘密はど
こにあるのか︒
﹁知識を取っ払うことです﹂
即座に答えが返ってきた︒
﹁もちろん︑ものづくりには知
識が必要です︒しかし︑その知
識がものづくりの邪魔をするこ
とがある︒知識があるばかりに︑
何かに挑戦する前に常識で考え︑
﹃ あ れ は い か ん︑ こ れ は い か
ん﹄と勝手に思い込んでしまう︒
その常識を取り払わないと新し
いものは生み出せません﹂

につける衣服にも及んでいる︒
﹁僕が今日︑着ているシャツも
自分でデザインしました︒シャ
ツの襟︑カフスボタンホールの
大きさや位置もオリジナルです︒
シャツのポケットは眼鏡が落ち
ないように工夫しています﹂
︒そ

服は店舗で売られている既製

︱

品を買うのが当たり前

んなわれわれの常識を吹き飛ば
してしまう恭一の姿勢は︑まさ
にものづくりの原点に違いない︒
﹁
﹃こういうものがつくりたい﹄︒
そう思うと自分が楽しくなりま
そういたずらっぽく問いかけ

せんか？﹂
る恭一︒ものづくりへの情熱は
決して失われることはない︒

株式会社メニワンを設立。

フランスにメニコンホールディングスヨーロッパを設立。

2003
「エピカコールド」発売。

「プライバシーマーク」取得。

「マンスウエア トーリック」「エピカクリア」発売。

「メニコンO ２ケア ミルファ フレッシュ」

「エピカヒートシステム」「メニコン１ＤＡＹ」

「新プロテオフ」発売。

2005 2004
を設立。
シンガポールに Menicon Singapore Pte.Ltd

フォールダブル眼内レンズ
「アバンシィ」発売。

（現 Menicon B.V.
）
の株式取得。
オランダの NKL B.V.

を設立。
オランダに Menicon Holdings B.V.

2006

りは︑数々の画期的なコンタク
年発

売︶
︑柔らかさと優れた酸素透

トレンズを世に送り出してきた︒ コン フラットパック﹂︵
日本初のソフトコンタクトレ
年発売︶な

過性を併せもつ﹁１ＤＡＹメニ

ン ズ﹁ メ ニ コ ン ソ フ ト ﹂︵
発売︶
︑日本初の酸素を通す︵酸
素透過性︶ハードコンタクトレ
ンズの内面を触らずにレンズを

これらの商品はいずれも︑レ

といったように︒特にメニコン
装 用 で き る レ ン ズ 容 器

年発売︶

Ｏ ２は 同 社 の 知 名 度 を 飛 躍 的 に
﹁SMART TOUCH︵スマ
ー ト タ ッ チ ︶﹂ が 採 用 さ れ た の

すべて独力で学んだ︒その始ま

えなかったことだ︒余計な知識
アは三つ︑四つ︑いつも頭の中

恭一はそう言って顔をほころ

がなかったことが結果的に独創
で描いている︒
ンズにとどまらない︒ふだん身

そのアイデアはコンタクトレ

的な商品を生み出すことにつな

クトレンズの実物を見せてもら

口を出していますよ﹂

れている︒

高めることにつながったといわ

ンズ﹁メニコンＯ ２﹂︵

コン プレミオ﹂︵

年

11

りは︑米軍将校夫人からコンタ

レンズを加工する機械も自分で考案した。メニコンはいまでもさまざまな機械を独自
に開発し続けている

株式会社トーメーの株式取得。株式会社

）
の株式取得。
（現 Menicon Limited.

イギリスのデービッド・トーマスコンタクトレンズ

「２ＷＥEＫメニコン デュオ」発売。

「２ＷＥEＫメニコン プレミオ トーリック」

「エピカコールドアクアモア」

「２ＷＥEＫメニコン プレミオ」「メニコンセレスト」発売。

「メニコンティニュー」発売。

2009 2008 2007
「２ＷＥEＫメニコン遠近両用」「Mag ic」発売。

経営体制を委員会設置会社に移行。

トーメーを株式会社メニコンネクトへ社名変更。

2010
株式会社ダブリュ
・アイ・システムの株式取得。

に
メニコンホールディングスヨーロッパを Menicon SAS
社名変更。

2011
「O ２ケア アミノソラ」発売。

「抗菌O ２ケア ミルファ」発売。

「ギャラリーＭｅｎｉｏ」「ＨＩＴＯＭＩホール」開設。

「２ＷＥEＫメニコン Attention」発売。

2012
韓国に Menicon Korea Co.,Ltd.
設立。

シンガポールに Menicon Singapore Sales Pte.Ltd.
設立。

設立。
オーストラリアに Menicon Australia Pty Ltd.

の株式を取得し、
Menicon Pty Ltd.

歌劇「あしたの瞳～もうひとつの未来」初演。

メニコンコンタクトレンズスクール開校。

「メルスプラン」
の累計会員数が１００万人を突破。

2013
１日使い捨てコンタクトレンズの製造工場

「メニコンビジネスパーク」を設立。

「２ＷＥEＫメニコン Rei」発売。

2014

株式会社アルファコーポレーションと

「２ＷＥEＫメニコン プレミオ 遠近両用」発売。

富士コンタクト株式会社の株式取得。

「２ＷＥEＫメニコン Rei toric」発売。

東証１部、
名証１部に上場。

として各務原工場を新設。

2015

円錐角膜用レンズ
「メニコンローズＫ」発売。

「１ＤＡＹメニコン プレミオ」発売。

定款に
「禁煙運動推進事業」を追加。

株式会社エーアイピーの株式取得。

2016

「１ＤＡＹメニコン プレミオ トーリック」

働き方改革「スマートクリエーション」始動。

2017

「メルスプラン」
の累計会員数が１３０万人突破。

遠近両用トーリック」発売。

「フォーシーズン」「２ＷＥEＫメニコン プレミオ

2018

犬用眼内レンズ
「メニワンＸ」発売。

アメリカＦＤＡ
（食品医薬品局）
の承認を取得。

が
「Menicon Z Nig ht」

「フォーシーズン バイフォーカル」発売。

「Ｆｕｎｄｕｓ ＡＩ」を開始。

獣医師向け犬の眼科診察サポートサービス

イタリアのＳOLEKO社の株式取得。

Nig ht」
がＣＥマークの認証を取得。

オルソケラトロジーレンズ
「Menicon Bloom

「Ｍｉｒｕ」
に統一。

メニコングループの販売店の共通ブランドを

オルソケラトロジーレンズ
「メニコンオルソＫ」発売。

2019

がった︒

身につける衣服も
自分でデザインする
社外の人に向けて講演を行う
機会も多い恭一︒講演後によく︑
こんな質問を受けるそうだ︒
﹁壁にぶつかったらどうしたら
いいのでしょう﹂
恭一はこう答えるという︒
﹁あなたが思っている壁とはど
こにあるのでしょう︒頭の中で︑
壁があると勝手に思い込んでい
るのではないですか︒壁はあな
た自身がつくっているのです﹂
年︑社長職を長男・英成に

譲り︑会長に就任してからも研
究開発のアイデアは次から次へ
と出てくるという︒
﹁社内で︑新商品を研究開発中

いまのように物が豊かではなかった時
代。子どものころからものづくりが得意
だった恭一は自分で履くげたや、子ど
もができてからはおもちゃのぬいぐるみ
も自分の手でつくった
本社北館１階にあるメニコンDNAコーナー。後ろの達磨大師の刻画は恭一の作品。手
前のボトルアーキテクチャーは恭一の末弟でメニコンの技術アドバイザー、勇輝の作品

16

73

関工場が
「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進
エクセレント企業」
に認定。
各務原工場増床。

「Mag ic toric」発売。
中国の温州欣視界科技有限公司の株式取得。
株式会社ハマノコンタクトの株式取得。

「１ＤＡＹ ＦＲＵＴＴＩＥ」発売。

板橋貿易株式会社の株式取得。
創業 周年。

70
71

社業に勤しむかたわら、達磨大師の絵を彫り、彩
色する刻画に取り組んでいる。※「刻画」は、同
様の作品カテゴリーがなかったことから恭一が造
語したもの

79

だと聞くと︑担当社員に会長室

70

00

2020

2021

壁は自分が勝手につくっているにすぎない

Menicon DNA

