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鉄道と道路の安全を守り続けて70年
最新技術を取り込み100年企業を目指す

信号器材

鉄道の信号保安装置で
国内シェアの ％を占める

ともに国内シェアの ％程度を占め

として 、レール絶縁とレールボンド

れた信号器材は 、その専門メーカー

戦後間もない１９４７年に設立さ

ールボンド」という 。

導体部材が必要になる 。これを「レ

ようにレールとレールをつなぐ電気

では 、絶えず電気が効率よく流れる

である 。また 、信号機がないレール

全を守るための最重要部品のひとつ

れを「レール絶縁」と呼び 、鉄道の安

絶えず絶縁しておく必要がある 。こ

を防ぐためには 、レールの端と端を

いないレールにまで電気が流れるの

て信号機が赤になる 。車両が乗って

両が乗ると 、レールにも電気が流れ

つなぎ目がある 。このつなぎ目に車

ただ 、新幹線を除き 、レールには

らの追突を防止するのである 。

ある限り信号は赤になって 、後ろか

になる 。つまり 、レール上に車両が

れると電気が流れなくなって青（緑）

信号機が赤になり 、そのレールを離

両がレール上にあると電気が流れて

号などの保安装置を取り付ける 。車

る原理を活用して 、この回路上に信

ール上で 、電気回路（軌道回路）を作

いる 。車両の車輪と車軸が２本のレ

鉄道の安全の仕組みはよくできて
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戦後間もない 1947 年に旧運輸省

と旧国鉄技術研究所の支援を受け
て設立され、鉄道の保安装置、道路

上の標示・区画線、道路標識など、
公共交通の要となる製品・サービ

ス を ず っ と 提 供 し 続 け て き た。

は 、戦後日本の復興のため 、鉄道を

省の支援の下で設立された信号器材

所内の信号器材室が独立し 、旧運輸

もともと 、国鉄（現ＪＲ）技術研究

ことが世界の鉄道業界の課題と言っ

す 。それに耐えるレール絶縁を作る

ですから 、極めて過酷な環境なんで

相当な重量の車両が通過する継ぎ目

にはレール絶縁やレールボンドが必

ムで追い越す列車を待つ状態のとき

ており 、つなぎ目はないが 、駅ホー

新幹線は１本のレールでつながっ

強度の繊維などが使われている 。

た 。現在は綿製の帆布に代わり超高

積層して熱を加え 、圧着して作られ

樹脂と綿製の丈夫な帆布を８枚ずつ

レール絶縁は１９５１年に 、合成

の遠藤芳郎会長は語る 。

ずっと改良し続けています」と 、同社

では最適な材料と生産方法を求めて

てもいいほどです 。硬くすると割れ

「レールとレールの間というのは 、

を置く信号器材である 。同社は 、

再建するという使命を担い 、保安装

ている。

ラを支えているのが川崎市に本社

要になる 。１９６４年の東海道新幹

2020 年の東京オリンピック・パ

インフラのバージョンアップを担
藤芳郎会長に 、これまでの経緯と

今後の展望について聞いた。
るが 、開業 年を迎え

という快挙を続けてい

以来 、死亡事故がゼロ

東海道新幹線は開業

採用された 。

レール絶縁（伸縮用）が

ポリカーボネート製の

線開業時には日本初の

ラリンピックに向けて 、さらなる

たときに 、その記念で
信号器材はＪＲ東海か
らゼロ系新幹線の模型
と感謝状を受け取った。

だけでなく 、秒単位で正確に運行す

う低温溶接を開発し 、 年には国鉄

１年にはそれまでの工法の欠点を補

「日本の鉄道は安全な

る安定輸送も誇るべきことで 、その

（右）新幹線に採用されたレールボンド
（上）
レール絶縁部品
（下）
レールボンド製品

とレールボンドの信頼性があるから

安定輸送が可能なのも 、レール絶縁

を与えてしまうが 、低温溶接ならそ

来の高温溶接ではレールにダメージ

電化区間に全面的に採用された 。従

た。

の心配がなく 、国鉄に高く評価され

です」と 、遠藤会長は少し誇らしげに
語る 。

レールボンドにおいても 、１９５
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53

ど 、なくてはならない社会インフ

る 。柔らかすぎても変形する 。当社

企業データ

い 、100 年企業を目指すという遠
50

多くの人が普段は気にしないけれ
置を生産し始めた。

本 社…神奈川県川崎市中原区市ノ坪 160
設 立…1947 年
資本金…1 億円
売上高…136 億円（2017 年度）
従業員…300 名（グループ 400 名）

鉄道の信号保安装置から始まった
００度ほどの熱で溶かしてラインを

脂を原料とした溶融式の塗料だ 。２

同社が開発したボンラインは 、樹

ボンサインも高速道路上の

ゼーションはさらに飛躍し 、

路が開通すると 、モータリ

１９６９年に東名高速道

ン」というブランド名で現

同社だが 、昭和 年代の高度経済成
引くと 、すぐに固まるので道路を長

案内標識にまで拡大して 、

に時間がかかり 、その間 、道路が使

長に伴う 、モータリゼーション社会
時間通行止めにする必要がない 。ま

さらに信号器材の成長につ

在に至っている 。

が到来し 、道路のインフラも手がけ
た 、ペンキに比べてはるかに長寿命

ながっていく 。いまでは郵

えなくなる 。

るようになった。１９５９年に、
「ボ
の上 、視認性が向上 、つまり運転手

便局や駅 、一般店舗の各種

日本初の樹脂を原料とした
路面標示塗料を開発

ンライン」という路面標示塗料を日
からよく見える 。

看板や経路案内サインなど

本で初めて開発 、施工 。路面の中央

１９６４年の東京オリンピックで
の道路でボンラインが使われた 。こ

ラインの施工機を積んだ黄

当時 、ボンサインやボン

も手がけている 。

それ以前は 、国道など幹線道路は

れが公安委員会と道路管理者の間で

色いトラックが東京 区内

は 、首都高速道路や国立競技場周辺

ペンキで塗られており 、国道以外は

評判になり 、全国的にボンラインが

なってしまうので 、何度も引き直さ

ペンキは耐久性が低く 、すぐに薄く

品の開発 、販売を始めた 。道路標識

し 、安全性と施工性を向上させた製

１９６３年には道路標識にも参入

の意）と英語を組み合わせたものだ

ランス語の「ボン」
（グッド

いう 。このブランド名はフ

いまでは北海道の横断歩道すべてに

を中心に走り回っていたと

なければならない 。また 、乾くまで

な条件でも見やすい全天候対応型の

ボンラインはその後も進化を続け 、 「これまで昼も夜も雨の日も 、どん

雨の日も排水性機能によってはっき

広がっていった 。その後 、ＳＫカー

になっている 。

で支柱に容易に取り付けられるよう

触による損傷を低減し 、ワンタッチ

路標識は 、板の縁をカールさせて接

に 、路面表示塗料「ボンラインシェ

理に困っていたホタテの貝殻を原料

北海道では 、産業廃棄物として処

もラインがくっきりと浮き上がる 。

より透水するので 、雨の日の夜間で

ミストラインは特殊な塗料と工法に

黄色のラインが見えにくくなるが 、

ライン上に雨水が滞留すると 、白や

運転は必要ですね 。当社は絶えず 、

まった高齢者の多い地方ほど 、自動

いでしょうか 。免許証を返納してし

ドルの段階までなら実現間近ではな

く 、自動アクセル・ブレーキ・ハン

る製品開発も進めています 。おそら

ンピックに向け 、自動運転に関連す

いう研究が進んでいます 。東京オリ

ラインを自動運転にも活用しようと

り見える「ミストライン」を開発した 。 ラインを作ってきました 。最新では

ルは素材を鉄から軽量かつさびない

ル」を公立研究所と一緒に開発した 。

周辺の交通安全対策に多く使用され 、

これも東京オリンピックで競技場

アルミニウムに改良され 、
「ボンサイ

同社の「ＳＫカール」と呼ばれる道

な種類がある 。

標識 、横断歩道の指示標識など様々

使われている 。

1964 年の東京オリンピック開催前に、国立競技場周辺の道路で「ボンライン」を突貫工事。

と遠藤会長は説明する 。

普及していった 。

23

とは「止まれ」や速度制限などの規制

引いていることも珍しくなかった 。

運動会で使うような石灰でラインを

使われるものだ。

線や横断歩道などのラインや文字に

30

2014 年の「東海道新幹線 50 周年」に JR 東海から贈
られた初代 0 系のレプリカと感謝状。

18
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り込んで製品開発をしてきた伝統が

コア技術をベースに 、最新技術を取
ザイン化も必要です」

ば 、交通標識などのユニバーサルデ

れることになり 、現在 、交換が進ん

に英語で「ＳＴＯＰ」という表記を入

識の表記変更が進められている 。

すべての高速道路のコード化と 、標

貢献したいと思っています」と遠藤

あり 、今後も交通インフラで社会に
る 。たとえば規制標識の「止まれ」は

路標識は国際標準化が求められてい

遠藤会長が語るように 、日本の道

数字を見れば行き先がすぐにわかる 。 ころが 、日本ではヨーロッパのよう

コード化が進み 、外国人観光客でも

高速道路も 、海外では数字による

用する人たちも出てくるだろう 。と

客が殺到すると 、中には自転車を利

また 、オリンピックで外国人観光

会長は語る。
日本では三角形だが 、世界では八角

でいるという 。

現在では鉄道関連よりも道路関連

LED 内照道路標識

に自転車専用レーンがほとんどなく 、

案内標識

ところが 、日本ではまだ首都高速が

規制標識

形が標準だ 。八角形に変更する検討

溶融噴射式遮熱塗装「フレグリップ」

事業のほうが大きくなり 、売上高の

全天候型路面標示

自動車や歩行者とぶつかる事故が心

溶融噴射式路面標示「ミストライン」

コード化されただけなので 、現在 、

溶融噴射式カラー塗装「ミストグリップ」

もなされたが 、今回は「止まれ」の下

リブ式高輝度標示「バイブラライン」

％を道路が占めている 。鉄道は全

通常路面表示「ボンライン」

国のＪＲおよび民営鉄道などあらゆ

縁石鋲「ボンエクレール」

る鉄道会社と取引し 、道路では全国
都道府県の警察 、国交省 、ＮＥＸ

ＣＯ各社が顧客となる 。まさに 、戦
後の交通インフラを信号器材が支え
続けてきたことがわかる。
遠藤会長は「今、顧客ニーズは大き
く変化しています 。当社は人材育成
や技術革新 、設備投資など 、未来へ
の投資をしながら生産性を高めてい

蓄光防災標識

センサー式
LED 注意喚起標識

モーションピクチャー
サイン

きます」と語る。

２０２０東京五輪に向け
進むインフラの更新
１９６４年のオリンピックによっ
て日本の社会インフラが整備された
ように 、いま日本政府は２０２０年
のオリンピックを 、インフラをバー
ジョンアップするきっかけにするべ
く取り組んでいる。
「オリンピックだけでなく 、パラリ
ンピックのためにバリアフリーの移
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動環境を作らなければなりません 。
また 、インバウンドの増加を考えれ

道路の安全を守る信号器材の製品

85
47
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配される。
「自転車は健康によく 、環境汚染も
ないので欧米の人たちに人気です 。
日本ではようやく法規制や路面標示・
標識の統一が図られ 、東京を中心に
自転車の優先レーンや専用レーンの

比べて 度以上低減できるという 。

2

いう配慮からだ 。必要があれば 、コ

が言うほど徹底している 。

はうちの社員ではない」と遠藤会長

社内イベントも活発だ 。運動会 、

ストを気にせず最新技術を躊躇なく

活用するのが同社の創業以来の伝統

前述したように 、自動運転やＩＣ

では卓球部が元気で 、１９６７年か

ちが親交を深めている 。クラブ活動

各種球技大会などが開かれ 、社員た

Ｔ 、ＩｏＴ（物のインターネット）に

ら２０１７年まで 年連続で全日本

なのだ 。

も取り組んでいる 。また 、路面標示

にプロパンガスを使っているが 、二

用塗料の施工でも 、現在 、加熱装置

７２年には優勝を飾っている 。２０

実業団卓球選手権大会に出場 、１９

「フレグリップはほぼ完成しつつあ

と共同で実証実験をおこなっている 。

を実現し 、若い人たちにいきいきと

藤会長は「希望、給料、休暇の新３Ｋ

社員の働き方改革にも熱心で 、遠

歳まで働けるが 、今後はさらに

13

２０１７年に創業 周年を迎えた

た。

１５年には 年ぶりに２部で優勝し

51

酸化炭素を出さない機械の開発もす

る必要があると遠藤会長は語る 。

ドローンも活用し 、超音波発生装

置などを搭載して 、道路上の大型案

内標識などのメンテナンスをおこな
うことも検討中だという 。

２０１７年 月には経済産業省の

地域未来牽引企業にも認定され 、そ

ります 。国立競技場のメーン会場や

働いてもらうとともに 、シニアの活

の技術力や未来志向が評価された 。

周辺 、マラソンコースなど 、少なく

用にも力を入れたい」と語る 。
当社だけでなく 、塗料会社などでも
力を入れています」

最新技術を躊躇なく
取り入れる伝統

現在 、定年は 歳で 、継続雇用で

とも 度ほどは下げる必要があり 、

現在 、川崎市環境局環境総合研究所

12

60

整備が始まりました」

3

同社だが 、遠藤会長は「いま 、１００

年企業を目指すことをうたい文句に

歳まで雇用を延ばして健康なシニア

社会の課題を解決しながら 、２０４

企業の中で１００年企業は１％程度 。

しています 。２７０万社ある日本の

に働き続けてもらいたいと語る 。健

信号器材は交通インフラの更新・

７年に向けて社員と力を合わせてい

３００人も社員がいるのに１人も落

維持管理という重要な役割を担って 、

康寿命を延ばすためにも健康診断の
Ｄを利用し 、避難場所の案内標識に

ちこぼれがないのは珍しい 。「挨拶が

さらに前進し続ける 。

きたい」と語る 。
使っていたという 。重要な標識なの

できない者と健康診断を受けない者

受診は必須で、受診率は１００％だ 。

で 、球切れを起こしてはならないと

信号器材はなんと 年前からＬＥ

70

マラソン競技開催時の暑さ対策も
課題の一つだ 。選手だけでなく 、沿
道の観客も熱中症になる危険がある
ので 、路面の温度を抑制する遮熱舗
装の導入が予定されている。
信号器材では 、アスファルトの温
度を下げるカラー塗装剤「フレグリ
ップ」を開発中だ 。従来の材料に遮

65

70

10

10

1

熱顔料を混合し 、一般的な塗装剤に

40

社内イベントやクラブ活動も盛ん。
❶は 1967 年の第 1 回運動会。現
在は各種体育行事が開催されている。
❷の卓球部は、全日本実業団卓球
選手権大会の常連。❸ 2017 年に
創業 70 周年を迎え、記念祝賀会で
スピーチする遠藤会長。
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が集まる武蔵小杉駅 。駅

急東横線など多くの路線
鉄道分野に限定していたならば 、

しかし 、事業のフィールドを
同社の現在の成長発展は実現し

東
周辺は 、以前の大手電機・情報
業を「鉄道部品の製造」といった

1959 年 日本初 溶融式路面表示塗料「ボンライン」を開発

えなかったであろう 。自らの事

業地帯の面影は消え 、近年の再
製品志向（物理的視点）で捉える

寺本明輝の

■信号器材の主な製品開発

通信関連企業が存在していた工
開発で日本有数のタワーマンシ
のではなく、
「交通の安全に貢献
能的視点）で定義していたこと

ョン 、大型商業施設が立ち並ぶ
その変わりゆく地に 、戦後間
が 、現在の成長発展につながっ

する」といった提供価値志向（機

もない１９４７年に本社工場を
ていく。

街へと一変した。

構え 年余、
「交通の安全を通じ
実際 、 〜 年代のモータリ
ゼーションの発展を予見し 、道

て社会に貢献する」という一貫
して変わらぬ使命を追求し 、成

る個の集合体ではなくチームと

しての力量が問われるものだ 。

ればならない 。社会的責任・社

影響についても責任を持たなけ

らず 、組織活動が社会へ与える

企業は利益を追求するのみな

マレーシアなど諸外国の交通安

た 、社内に限らず 、韓国 、台湾 、

に積極的に取り組んでいる 。ま

員教育ならびに社員の処遇向上

に」が掲げられているように 、社

経営理念の第１項に「人を大切

会的貢献を担えない企業は 、社

全を確保するための技術指導な

「ひとづくり・まちづくり」
で社会貢献

会的容認が得られず存在価値を

ど「ひとづくり」の面でも社会に

同社の場合 、鉄道ならびに道

失うからだ 。

れば 、他の現場の社員も駆けつ

路という公共性の高い本業自体

貢献している 。

ける 。チーム一丸となってやる

が社会に貢献するものであるが 、

「忙しい 、困っている現場があ

ことが企業文化になっていま

センサー式 LED 発光注意喚起標識「アテンション RS」を開発

路標示・標識などの安全施設の

本業以外でも 、地域の子供たち

2017 年

長発展し続ける企業が信号器材

出所：信号器材株式会社『創立 70 周年記念誌』（2017 年）より抽出作成

す」
（遠藤会長）

モーションピクチャーサインを開発

製造・施工に事業のフィールド

LED 内照式道路標識を開発

2015 年

（浜銀総合研究所常務取締役）

がっているようだ 。

のレールは 、着実に未来につな

後においても 、同社の成長発展

大きな転機となったように 、今

クが 、同社の成長ステージへの

１９６４年の東京オリンピッ

担う役割期待は大きい 。

的課題の解決に向けての同社の

の自動運転化」等々、今後の社会

ク・パラリンピック開催」
「車

「ＴＯＫＹＯ２０２０オリンピッ

「社会インフラの老朽化対応」

ための地域貢献活動に尽力する 。

工場見学など 、
「まちづくり」の

への交通安全の啓蒙活動 、小学

2010 年

同社の強みは 、開発力に加え

2006 年 ボンラインシェルを開発

生ふれあいスポーツ卓球教室や

2000 年 ミストグリップを開発

て現場力だ 。現場力とは 、単な

1995 年 ミストラインを開発

である。

〈ボンライン〉開発は 、道路の路

1995 年 ロウパックガス工法を開発

を広げていく 。日本ではじめて

「常に変化をつかまえてビジネ

面標示の耐久性 、視認性の向上

1964 ～ 1995 年

開発した溶融式路面表示塗料

ス展開を図る 。そういう企業文

に大きく貢献 。さらに道路標識
安全性と強度の向上かつ容易な

SK式道路標識（カール板）を開発（現在のボンサイン）

成長期

「ものづくり」で社会貢献

化を育んできました」
（遠藤会
１９４７年に鉄道の軌道回路

取り付けを可能にしたものだ 。

EP-V レール形（レール絶縁）を開発

〈ボンサイン（旧ＳＫカール）
〉は

に関する部品類の製造を主力事

さらに近年では 、交通安全対策

溶融噴射式高速塗装機を開発

1990 年

長）

業として創業 。鉄道技術研究所

だけでなく 、環境対策の製品開
これらの製品開発に代表され

から引き継いだレールボンド 、
発は 、幾多の苦難を乗り越え 、

るように 、同社の歴史は 、絶え

発にも注力している 。

１９４９年製品化に成功 。現在

ず時代のトレンドに基づき 、最

および強化繊維レール絶縁の開

でも 、レールボンドとレール絶

新技術を取り込んできた「もの
づくり」により築かれたものと

1963 年

60

言えよう（図表参照）
。

1973 年

学ぶ

低温溶接ボンドを開発

に

1947 ～ 1963 年

50

縁は 、ともに国内シェア ％の
シェアを占めるオンリーワン製
品である。

挑戦する 独創企業

21

1996 年～現在
飛躍期

東海道新幹線用特殊絶縁材を開発
1963 年

95

独創企業
創業期

1952 年

70

交通安全のパイオニア
信号器材の社会貢献事業

