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日本人の瞳に合う高機能のワンデーピュアシリーズを国内生産
世界に通用する「日本のシード」でアジア市場への挑戦を開始
浦壁 昌広 株式会社シード代表取締役社長
究を始める。１９６０年〜１９８０年代にハードレン
ズ、ソフトレンズ、酸素透過性ハードレンズ
と順次製造し、２００４年に国産メーカー初とな
る国内自社一貫生産による２週間交換ソフト
コンタクトレンズを発売。２００９年には、
「シ
ードワンデーピュア」で１日使い捨て市場に
参入する。現在は、１日使い捨て市場に大き
くシフトして、高機能・多機能のうるおいタ
イプや遠近両用レンズ、気分や TPO に合わ
せて瞳のオシャレも楽しめるサークルレンズ
うらかべ

まさひろ

浦壁 昌広 氏

を発売。日本人の瞳に合うレンズが好評でシ
ェアを拡大中。医療分野とアジア市場への進

１９６２年
８５年

茨城県出身
慶應義塾大学商学部卒業

出で、さらなる事業拡大を視野に入れる。
「チャレンジャーとしてスピード感をもっ

㈱富士銀行入行（現㈱みずほ銀行）

て経営に当たり、世界に通用する『日本のシ

８８年

人事部詰（海外留学）

ード』の礎を築きたい」と、浦壁社長は語る。

８９年

ロンドン大学 LSE 経済学修士課程

同 年

修了経済学修士
同 年

同行ロンドン支店

９４年

同行人事部調査役

２０００年

富士コーポレートアドバイザリー㈱

１０年

コンタクトレンズ♪」のテレ

ビ CM が印象的ですが、コンタクトレンズ

マネージングディレクター

の製造販売に取り組まれた経緯からお聞かせ

リー㈱）
同 年

「シード

出向
（現みずほコーポレートアドバイザ
０９年

日本で初めてコンタクトレンズの研究開始
「見えるをサポート」の想いを込めてシード

ください。
現在のような角膜にアクリル樹脂のレンズ

㈱シード取締役

をのせて接触させるコンタクトレンズの原型

同社取締役副社長

は、１９４０年代半ばにアメリカでつくり出され

同社代表取締役社長

ました。１９５１年に順天堂大学で義眼の技師を
していた初代社長の厚澤弘陳が日本でも作ろ

株式会社シードは、コンタクトレンズを中
心にコンタクトレンズケア製品、眼鏡など「見

１９５７年に株式会社東京コンタクトレンズ研

えるをサポートする」事業を展開する企業で

究所を設立、合わせ型の中に液体を入れて型

ある。

取りし、研磨して仕上げる製法によるハード

１９５１年日本で最初にコンタクトレンズの研

2

うと研究を始めたのが当社の創業です。
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コンタクトレンズを開発。１９６２年にブランド

当社事業の３本柱と商品群

名を「マイコン」とし、ハードコンタクトレ

ュア」シリーズが好調とお聞きしていますが、

ンズの製造販売を始めます。

使い捨て市場にはいつごろから参入したので

１９７２年に日本初のソフトコンタクトレンズ

すか。

「マイコンソフト」発売、１９８４年には酸素透

１９９０年代に外資系メーカーの J&J（ジョン

過性ハードコンタクトレンズ「マイコンハイ

ソンアンドジョンソン）やボシュロムが日本

O２」の発売と続き、１９８５年にブランド名を

で使い捨てレンズの販売をスタートさせまし

「マ イ コ ン」か ら「シ ー ド（SEED）
」に 変

たが、国内メーカーは使い捨てレンズの割高

更。１９８７年には社名も「株式会社シード」と

感が日本人には受け入れられないと考え、医

商号変更し、ブランド名と社名を統一しまし

学的に良いと言われているハードコンタクト

た。社名は英語で「種子」を表し、「無限の

レンズや数年間使えるソフトコンタクトレン

新分野に種をまき、結実した成果を収穫し続

ズだけを製造していました。ところが、使い

けることで、皆さまの『見えるをサポート』

捨てレンズの手軽さや清潔感が消費者に受け

していきたい」という思いを込めています。

入れられ、あっという間に普及し、国内メー

１９８８年には大宮研究所を設けましたが、
２００１年に桶川研究所に統合させて「シード総
合研究所」を設立しました。

カーはどこも出遅れてしまいました。
１９９７年に当社は外資系メーカーから商品の
供給を受けて、使い捨て市場に参入しました
が、２００４年には国内で最初に自社工場で製造

日本人の瞳に合うレンズを国内一貫生産
コンタクトレンズ生産量日本一の鴻巣工場
１日使い捨てレンズ「シードワンデーピ

した２週間交換ソフトコンタクトレンズ「シ
ード２ウィークピュア」を発売しました。そ
して、２００９年に国産初の１日使い捨てソフト
コンタクトレンズ「シードワンデーピュア」

ぶぎんレポート No．
168 2013年7月号

3

おい効果をアップさせまし
た。これが好評で、売上が
確実に伸びました。国内で
日本人の瞳に合うものを研
究開発してきたからこそで
きる独自のノウハウである
と自負しています。
また、高齢化に対しては
遠近両用の「シードワンデ
ーピュアマルチステージ」
を開発。遠方と近方の見え
方のバランスを配慮した設
計で、歪みの少ない自然な

１日使い捨てコンタクトレンズの市場規模と当社のシェアの推移

見え方を実現しています。
を発売し、本格的に使い捨てレンズの市場に

そのほか、当社独自のものでは、電気的に中

参入することとなりました。現在は１日使い

性な両性イオン素材というものがあります。

捨てソフトコンタクトレンズに圧倒的にシフ

両性イオン素材には、汚れにくく目薬をさし

トしています。

ても変形しないというメリットがあります。

国内製造にこだわるのは、なぜですか。

さらに、日本人に多い高度近視の方のために

国内の使い捨てレンズのシェアは、J&J１

は、近視の度数の高いレンズも製造していま

社で６０％を超えている時期がありましたが、
外資メーカーでは世界中の人がみな同じ製品

主力商品のシードワンデーピュアシリーズ

を使うことになり、細かなところまでは考え

は、当社の５０周年に当たる２００７年に埼玉県の

が及ばないこともあります。一方、当社では

鴻巣市に設立した工場で、徹底した品質管理

国内生産にこだわって日本人の瞳に合う使い

と検査体制のもとで一枚一枚製造されていま

捨てソフトコンタクトレンズの開発に力を入

す。

れてきました。

4

す。

工場は、埼玉県にあるのですか。

日本はアメリカに次ぐ世界２番目の大きな

工場は、桶川市と鴻巣市にあります。ワン

市場で、コンタクトレンズを使うようになっ

デーを生産する鴻巣工場の生産能力は、月産

てから３０〜４０年が経っています。その中で、

１，
６００〜１，
７００万枚、これは１ヶ月当たり２５万

ドライアイにいいもの、目薬を点眼しても変

人の方に供給できる能力ですが、需要に供給

形しないもの、UV カット機能のあるものな

が追い付かないため設備を拡大中で、これが

どのようにニーズは多様化してきています。

完了すれば月産２，
０００〜２，
１００万枚に生産能力

そうした日本人のニーズにきめ細かく対応し

が上がり、約３０万人に製品をお届けできる体

て高機能、多機能なレンズを開発しています。

制になります。

例えば、
「シードワンデーピュアうるおい

ハードレンズ片目１枚を２年間使用したと

プラス」は、
「シードワンデーピュア」をバ

して、それがワンデーに代わると７３０枚が必

ージョンアップさせ、保存液に昆布等から抽

要となります。生産規模は７３０倍になる計算

出される天然成分のアルギン酸を加えてうる

です。現在、売上高では国産メーカー第２位
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ですが、トップ企業はワンデーの工場を海外

ートする」をコンセプトにおしゃれなパッケ

においているため、国内の生産枚数では当社

ージに入れて、ブラック、明るいブラウン、

がトップであり、ワンデーの工場のある鴻巣

濃いブラウンの３色のサークルレンズ「シー

市は、コンタクトレンズ生産量で日本一であ

ドアイコフレワンデー UV」を発売。すると

るといえます。

売上目標をすぐに達成し、急遽当初目標の２

鴻巣工場と桶川工場にはパートさんも合わ

倍の見通しに修正しました。

せて５００名を超える方が働いていて、地元高

さらに２０１３年５月には、サークルレンズの

卒生を昨年４０名、今年は８０名を採用していま

新色として、マスカラ等でも知名度の高い、

す。こうしたことから当社と埼玉県とは強い

アイメイク化粧品「ヒロインメイク」とコラ

繋がりがあると思います。

ボした形の「ヒロインメイクワンデー UV」

若い女性の間では、瞳が大きく見えるサ

を発売しました。赤っぽいブラウンで着色部
の外径が従来品の１３．
２㎜を超える１３．
４㎜にな

ークルレンズが流行だそうですが。
コンタクトレンズユーザーの６割が女性で

っています。おもしろいことに、欧米人は瞳

あることからも分かるように、もともとコン

を大きく見せることに関心がないのか、また

タクトレンズには美容の目的もあります。そ

はブラウン、ブラックという輪郭の色が合わ

れをもう一歩進めて、アイシャドウやアイラ

ないのか、サークルレンズは欧米では全く売

インのように目元の印象を際立たせる効果を

れません。欧米人は瞳を大きく見せる必要は

高めることのできるサークルレンズという商

ないのです。サークルレンズは完全にアジア

品があります。このサークルレンズは、レン

の商品で、特に日本の女性のニーズや TPO

ズの周囲に色を付けて瞳の輪郭を際立たせる

を想定して作っています。

効果を持ち、ワンデーを使っている２０代女性

高齢化が進む市場の中で、遠近両用あるい

の２割が使っているといわれ、洋服や化粧品

は女性の美容ニーズに応える商品が増えてき

のように気分や TPO に合わせて利用されて

たことで、国内市場はますます細分化し、多

います。

機能化が求められてくると思います。外資系

２０１２年に「チョコレートを選ぶようにアソ

環境と人にやさしいシード
環境に配慮した鴻巣研究所

メーカーの大量生産方式ではなく、ニーズに

コンタクトレンズ生産量日本一
敷地面積

約２３，
０００㎡（東京ドームの約半分）

生産能力

約５０万枚／日（月あたり約１，
５００万枚）

※平成２４年度末には月産１，
６００〜１，
７００万枚へ
※平成２５年度中には月産２，
０００万枚へ
ゼロ

オール電化工場で、工場内からの排出ガスは限りなく０
純水装置から排出される水を工場内で再利用し、廃プラスチック材も二次
利用しています。
現在、
屋上に太陽光発電システムの導入を進めており、
発電と遮熱のw効果
による電力使用量低減で、
さらに環境にやさしい工場に生まれ変わります！
コンタクトレンズ生産量日本一を誇る鴻巣研究所は当社の主力工場
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適合した製品を開発し、日本人だからできる

ソフトコンタクトレンズの多機能化や医療

細かな品質管理や製造管理により、少量多品

用コンタクトレンズなどの開発で、国内市場

種生産を推進することによってシェアを獲得

開拓に期待が持てるかもしれませんが、少子

していこうと思っています。

高齢化に伴う市場全体の停滞は否めないでし
ょう。そうしたことを考え、２００９年から輸出

コンタクトレンズを医療目的に活用
日本品質のワンデーレンズでアジア進出
今後の事業展開についてお伺いします。
医療用の機能を再確認し、コンタクトレン

の準備を始めています。医療機器品質マネジ
メントの国際基準規格「ISO１３４８５：２００３」
の取得や「CE マーキング（EU 圏安全規制
適合マーク）
」指令適合も、海外進出を考慮
してのことです。

ズを治療や予防に使うことも考えています。

ターゲットは、人口が多くコンタクトレン

具体的には、ソフトコンタクトレンズの素材

ズの普及率が１％未満のアジアです。その第

に薬剤をしみこませて、長い時間をかけて薬

一歩として、２０１１年に中国で現地法人を設立

剤を徐々に放出させるレンズ素材を開発して

しました。最初に「シードワンデーピュア」

います。例えば、コンタクトレンズの中に花

を輸出したベトナムでは、当社の製品がワン

粉症の薬をしみこませれば、コンタクトレン

デーで一番売れています。また、シンガポー

ズをつけながら目薬をつけたのと同じ効果が

ルでは鴻巣工場で製造されたユニバーサルパ

得られ、不快感を除去することができます。

ッケージ（英文パッケージ）のワンデーの発

見える＋αの機能です。

売を開始しました。その他、モンゴルにも輸

さらに医療用機能の高いもので、白内障の

出をしていて、今年度中にはシンガポールを

ような手術を必要とする場合、術前と術後の

起点に、インドネシアやマレーシアにも販売

抗菌薬や鎮痛薬を目薬の代わりに投与するコ

網を拡大していく考えです。

ンタクトレンズも研究中です。薬効成分を８
〜９時間かけて徐々に一定量に放出するには
高い技術が必要とされますが、ビジネスチャ
ンスでもあるので製薬会社と共同で開発に取
り組んでいます。
海外進出もお考えだと思いますが。

（注）CE マーキング
該当製品の製造者（輸入者）または第三者認証
機関が所定の適合性評価を行い、製品、包装、
添付文書に付与した CE マーキング貼付製品は
EU 域内での自由な販売、流通が保障されます。

瞳を大きく見せるサークルレンズは若い女性にこれからの一層の人気が期待される
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医薬分野との融合などの将来に向けた取り組み
（左）
と進行中のアジアを中心とする海外展開
（右）

アジアは黎明期のマーケットで、どう買っ

コンタクトレンズのケア用品全般を扱う事

ていただくかが課題です。３０日分が１パッケ

業と眼鏡事業を行っています。ケア用品は、

ージだと高くて手が出ないという消費者には

ソフトコンタクトレンズ用化学消毒剤の「シ

小分け販売等がポイントになるかと思います

ードゥソフトケアピュア」
、
「ソフトメイト」
、

が、各国の法的規制等に合わせる必要がもち

ハードコンタクトレンズ用酵素洗浄保存液の

ろんあります。

「ピュアティモイスト」等の商品を扱ってお

海外事業はまだ赤字ですが、機能的な商品

ります。眼鏡はレンズとフレームを２つの柱

で国内利益を上げている間にアジアのマーケ

としており、レンズはコンタクトレンズ開発

ットに入り込んで、数年かけて売上を拡大す

で培った技術とノウハウを応用し、
「シード

るというシナリオを描いています。５年後ぐ

EMU（エミュー）
」シリーズを発売、また高

らいには日本とアジアのカウンターバランス

齢化社会を見据えてさまざまなタイプの遠近

が取れるようにしなければ、日本企業として

両用眼鏡を発売しています。フレームは、
「ビ

生き残ることは難しいでしょう。

ビットムーン」と「プラスミックス」等のブ

５年後、１０年後、日本で生産することが価

ランドを展開。デザインと企画を当社で行い、

格面で合わなくなった場合は、埼玉の工場は

製造は福井県鯖江市にあるメーカーに委託し

マザー工場的役割になるかもしれません。今、

ています。フレーム単体で２万円ぐらいしま

サークルレンズは台湾の工場で委託製造をし

すが、触っていただければ国産のフレームは

ていますが、それと同じように日本で磨いた

値段相応の品質であると納得していただける

技をパッケージにして海外に生産を委託する

と思います。

という形です。

そして、アイケアメーカーとして視覚障害
の方の「見える」をサポートしたいと、昨年

社会貢献活動としてアイメイト協会に寄付
チャレンジ―そしてスピード感のある経営
コンタクトレンズ事業以外にどのような
事業をされていますか。

からピュアシリーズの売上の一部を「公益財
団法人アイメイト協会」に寄付を行っていま
す。昨年は５００万円弱を助成させていただき
ました。今年はピュアシリーズの売上も順調
に伸びていますので、さらに視覚障害の方の
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だわる」という方針のもと、
国内生産だからこその小回り
の良さを活かして、オンリー
ワンを重視した高スペックな
商品を投入し、成長する新興
国には Made by Japan の
高い品質をアピールするなど、
スピード感をもって規模拡大
と合理化を図り、外資系メー
カーを超える生産力と技術力
をつけることに取り組んでい
ます。
社員には、なるべく基本に
忠実な仕事をするように常々
言っています。
国内のコンタクトレンズ

アイケアメーカーとして「公益財団法人アイメイト協会」の活動にも支援

の歴史、レンズの多機能化と
自立支援助成ができたらと思っています。

アジア戦略など興味深いお話を聞き、とても

また、実際の活動にも関わろうということ

勉強になりました。埼玉県がコンタクトレン

で新入社員の研修にアイメイト協会の方に来

ズの生産量日本一というのも新しい発見でし

ていただき、目隠しをして盲導犬と歩いてみ

た。

たり、募金活動やチャリティに社員が参加し

本日はありがとうございました。

たりと、手弁当の活動を行っています。その
様子は専用ブログにも載せていますので、そ
ちらも是非ご覧ください。
（http : //www.
seed.co.jp/biog/eyemate/）

株式会社シード

最後に、経営理念と社員に期待する点に
ついて伺います。

創

業 １９５１年

日本の使い捨て市場は、まだ外資系メーカ

設

立 １９５７年

ーがシェアの６０％〜７０％を持っています。

資

本

金 １８億４，
１２８万円

２０１１年の推計で日本の医療機器の輸入超過額

売

上

高 １５０億３，
８８７万円

は年間で約６，
０００億円、そのうち約１，
６００億円

（２０１３年３月期連結ベース）

がコンタクトレンズの輸入で占められていま

従

す。このような面からみると、我々はまだま

本

員 ４９８名（２０１３年３月期連結ベース）
社

〒１１３‐８４０２
東京都文京区本郷２‐４０‐２

だチャレンジャーです。基礎体力では外資系

8

業

メーカーと雲泥の差があります。しかし「こ

電

んな時だからこそ『日本のものづくり』にこ

ホームページ http : //www.seed.co.jp/
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