
ターニング
ポイントとなった

製品
千住金属工業は、

80年の歴史の中でブレークスルーとなったポイントとなる

様々な製品を生み出してきました。

本頁では、各製品の紹介と共に、製品に込めた思いや背景、

エピソード、今後の展望などを関係者に伺いました。

M705

エコソルダー

M705-GRN360

はんだペースト

鉛フリーはんだは、1980年
代後半に人工衛星用として
開発されました。その後、乱
立する鉛フリーはんだを正
しく評価し、業界標準を選
定すべくJEITA※が主導と
なり、国家プロジェクトが発
足。トータルバランスが優
れる組成としてスズ-銀-銅
系が採択され、千住金属工
業は2001年「M705」の商
品名で市場にリリースしま
した。現在では、当時の保有
特許を広く公開したことも
あり、世界中で使われる業
界標準の鉛フリーはんだと
なっています。
※	 JEITA＝電子情報技術産業協会

鉛フリー 化当初のソルダ
ペーストは、濡れ性が悪く、
また経時変化も早く使い勝
手がいいとは言えませんで
した。それらの課題を解決
すべく2002年に鉛フリー
用に開発された表面実装用
ソルダペーストが「M705-
GRN360」です。濡れ性に
優れて印刷性も安定してお
り、業界に先駆けて6ヵ月保
証を実現するなど、使い勝
手を考慮した特性で、世界
中の多くのお客様に採用い
ただきました。

「M705」の開発に取り組んだ当初は、現JAXA※用途の鉛フリーとして、はん
だ合金とペースト・フラックスについて基本的性質を調査しました。人員が少
ないため、長谷川相談役をはじめ技術職以外の方々も巻きこみ、昼夜問わず
一丸となって対応したことが思い出されます。今後の「M705」の進化には、
新実装工法や低温実装・高耐熱、樹脂型実装などの開発が重要です。

「M705-GRN360」ペーストは、赴任していた米国で多くのお客様に
採用していただいた製品です。さまざまな使用条件にも適応でき、お
客様でのライン評価は、いつも自信を持って立ち会っていました。今
回はどんな結果が得られるのか、私自身いつもワクワクしていた思い
出があります。新技術は、さらに新しい技術が見つかれば既存技術と
なります。常に、技術のアップグレードを追求していくことが大切だと
思っています。

「M705」生産当初は、まだはんだはスズ-鉛が主流だったため、銀も銅も一
度、スズに溶かし母合金にしてから「M705」を製造していました。しかし、こ
れでは生産性が悪いので、研究部と一緒にプロジェクトを組んで、直接溶か
せる条件を見つけました。これが、「M705」の量産につながったと考えてい
ます。「M705」は鋳造と加工がしやすい合金です。今後も「M705」をベース
とした製品を、技術・製造・営業一体となって開発してください。

鉛フリーはんだが一般的でなかった時代に、当社の加藤技監がお客様と共
同開発したスズ-銀-銅はんだは、信頼性が高く、様々な形状に加工可能と
いった理由で注目を浴びました。これを、日本の産官学が連携し世界標準と
して提案。ISO、IEC※に採用され、長く続いていたスズ-鉛はんだからの大転
換を果たしました。現在、鉛フリーはんだは、はんだ付けの世界標準です。

本製品は、世界で鉛フリー化が始まった（特に日系電機メーカー
が世界に先駆け鉛フリー化を進めた）時期に、お客様と共に、当社
の技術・製造・営業の総合力で開発されました。製品の完成度も高
く世界中で広まりました。今後のはんだ製品は、高信頼性などの
新材料に加えて製造技術開発やはんだ付けプロセス開発まで、多
岐にわたって様々な製品形態での開発も活発化していくでしょう。
例えば、車載用途向けには高耐熱疲労性はんだ合金や、軽薄短小
製品向けには微細なはんだ粉末を使ったペーストなどが挙げら
れます。

宇宙を駆けるはんだとして、M705の開発ははじまった

米国のお客様のライン評価に、自信をもって立ち会った製品
世界に先駆けて行った、前例のないスズ-銀-銅はんだの量産

鉛フリーはんだは、一大転換を果たして世界標準のはんだとなった

世界的な鉛フリー化の流れを、
大きく後押ししたM705-GRN360

※	 JAXA=宇宙航空研究開発機構

※	 ISO	＝国際標準化機構、IEC	=国際電気標準会議

F E A T U R E

鉛フリー化の波に乗り遅れないよう「M705」のペースト化が急
務でしたが、従来発想と体制の延長では限界に達し、市場では劣
勢に転じる場面もありました。しかし、製造・販売・技術、各部門が
この状況を真摯に受け止め、部門枠を超えた本質的な議論（鉛フ
リープロジェクト）が、従来にない協業体制と情報展開スピード、
幾つもの技術ブレークスルーを生み出しました。その活動から生
まれた「M705-GRN360」の市場承認は、勝敗以上の大きな価値
を当社にもたらしたと思っています。

部門枠を超えた異次元の協業「鉛フリープロジェクト」

田口研究所 技監 
加藤 力弥

真岡研究所 部長 
鶴田 加一

千住金属(恵州)有限公司　
工場長
舟山 茂男

栃木事業所 所長 
奥野 哲也

海外営業部 統轄部長
秋田 智

ハンダテクニカルセンター　
部長 

島村 将人
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ニッケルボール入り
プリフォーム

プリフォーム

パワー 半 導 体 の 実 装 は 、
放熱性向上との闘いです。

「ニッケルボール入りプリ
フォーム」は独自の技術で、
はんだ中に均一にニッケル
ボールを分散させ、実装後
の傾きを抑制。放熱板との
接触を確実とし、放熱性を
向上させました。HEV※、EV
といったエコカーをはじめ、
ほとんどのパワーモジュー
ル製品で使用されていま
す。今後は、EV、IoT、AI、
サーバー関連（情報・通信・
インフラ）分野へ、グローバ
ルに展開してまいります。

当初は、他製品のような開発部門も技術資料もありませんでした。しかし、顧
客要求を忠実に伺い、製造現場と相談して未経験領域に挑戦し続けた結果、
プロジェクトチームが発足され、競合に勝るスピードとレスポンスで製品採
用に至りました。国内大手自動車メーカー向け営業スタイルを確立させ、共
に成長し続けた業界初製品です。今後はEVも加わることで未経験領域が増
えますが、『顧客要求を忠実に伺う』ことをさらに追求してまいります。

2003年、車載用パワー半導体向けの製品提案
を行いました。ペレットにニッケルボールを入
れてはんだ付け後の高さや姿勢を安定化させる
プリフォームという当社初の製品で、高級HEV
への採用というビッグテーマでした。しかし初
期サンプルは、圧延技術もニッケルボール品質
も顧客要求に応えられませんでした。そこで
故・佐藤一策会長は、専用圧延機の投資、ニッケル
ボールも自社開発を決定。幾多の困難を乗り越え
て顧客要求に応え、高級HEVに採用されました。

本製品は、フラックスレス実装用プリフォームの開発中に、ニッケルボール入
りの開発依頼が同時にあって完成しました。当時、圧延は“薄くすればよい”と
いう考えでしたが、ボイド※が多く不合格の連発でした。そこで、お客様と共同
開発で全工程を見直し、ボイドを減少させて現在に至ります。この高品質な
プリフォームの完成によって、ニッケルボール入りの開発につながりました。

顧客要求を忠実に伺い、未経験領域に挑戦し続けた

専用圧延機の投資とニッケルボールを自社生産、高級HEVに採用

お客様と共同開発による、圧延技術の追求

ターニングポイントとなった製品FEATURE

RMA22

やに入りはんだ

「RMA22」は、情報・通信・車
載向けのニーズが高まり出
した1990年初頭に、当社が
初めて米国規格QQ-S-571
に準拠するRMAタイプ適合
品として開発した、やに入り
はんだです。当時フロン規制
による無洗浄化が進んでお
り、絶縁性を低下させず、濡
れ性を確保するという、相反
する特性が要求されていま
した。この要求に応えた製品
で、その技術は現在まで受
け継がれています。

はじめて“世界”の扉を実感した、やに入りはんだRMA22

高信頼性で腐食性が極めて少ないにも関わらず高いはんだ付け性の
「RMA22」の開発に取り組んだ当時は、あらゆる化学材料を徹底的に評価
しました。そのため、目的の特性を見出した時は開発チーム全員で大興奮、
最終的には米国の自動車基板に採用され、これからは世界だ！と実感しまし
た。現在、改良が進み、軟残渣のMACROSなど特徴のある新製品が開発され
て、情報・通信・車載向けのやに入りはんだは成長を続けています。

※	部品と基板の接合強度を低下させる空洞のこと

※	HEV：Hybrid	Electric	Vehicle	
ハイブリッド電気自動車

BGAボール

はんだボール

はんだボールは1977年か
らはじまって、40年以上の
歴史がありますが、当時はご
く限られた用途で生産量も
わずかでした。しかし1994
年にはんだボールを格子状
に並べた「BGA（ball grid 
array）」というパッケージ基
板が生まれ、はんだボール
の需要が急増。千住金属工
業も急ピッチで増産体制を
整え、市場の要求に応える
ことで柱となる事業に成長
しました。

「BGAボール」の過去を振り返ると、鉛入りから鉛フリーへの切り替えに苦
戦したことが思い出されます。基本的に人海戦術で行ってきた工程に対し
て、現在は機械化、自動化の推進に知恵を絞り出し改善を進めています。具
体的には、遠隔監視による自動で球径を調整する機構、外観検査装置の開
発と推進を行っています。今後も、お客様の要求に答えられる生産体制を強
化し、さらなる自動化による省人化を目標に取り組んでいきます。

2000年初頭にかけ大手半導体企業へボール製品の納入を開始し
て、トップシェアを得たことで、営業と連携した研究開発・製造技
術、検査と品質システムを根底から変えました。この経験は当社に
おける半導体ビジネス黎明期を彩ったと考えています。現在は品
質の差別化が難しく、コストや納期、キャパシティ、対応力といった
総合力がなければ、他社に勝ることはできません。お客様とのお付
き合いを強固にして、勝ち抜いてまいります。

これからは自動化の推進で、お客様のさらなる要求に応える

営業、開発、製造、検査…すべてを変えたBGAボール

「亜鉛-スズ-マグネシウム合金」は、溶融温度域
が大きく偏析しやすく硬くてもろいため、押出
を中心とした従来設備では加工できませんでし
た。そこで、1年以上かけて設備面の検討から行
い、その結果、連続鋳造圧延方式の開発で実現
しました。現在の主力製品は400kg梱包単位の
ため、欠陥なく断線しないよう管理しています。
また、客先から出る廃材をリサイクル材として処
理、再使用しています。

高度経済成長期に敷設した多くの水道管は、耐用年数を経過してい
ましたが、更新されていませんでした。この課題を解決する、高寿命
(100年)水道管の開発には「亜鉛-スズ-マグネシウム合金」が不可欠
です。しかし、手掛ける企業・団体が少ない中、当社は「亜鉛-スズ-マグ
ネシウム合金」の量産化に挑戦。幾多の失敗を乗り越え、2年後に新製
造技術で量産に成功しました。

まったく新しい設備開発からはじまった、
亜鉛-スズ-マグネシウム合金の開発

100年腐食しない水道管のために、
どこもやらなかった合金開発に挑戦防食被覆合金

（亜鉛-スズ-マグネシウム合金）

水道用鋳鉄管

100年間腐食しない水道管
に欠かせない技術。それが

「亜鉛-スズ-マグネシウム合
金」による、水道鋳鉄管への
表面処理でした。開発当初は
まともに伸線する事も出来
ず、失敗の連続でしたが、2
年の歳月を経て2013年に量
産技術を確立。社会インフラ
を支える製品となりました。
現在はこの技術を活かして、
コンデンサ用溶射合金線や、
はんだ製品の量産技術向上
にも役立っています。

特品技術製造・研究部 技監
堀 隆志

営業三部 部長 
清野 雅文

営業一部 統轄部長
平山 充芳

電子材料部 部長 
渡辺 光司

中部主管営業所 担当長 
久本 直樹

真岡研究所 部長
鶴田 加一

ボール製研グループ 部長
相馬 大輔

千住電子工業株式会社 
製造部 統轄部長 
千葉 岩夫
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ターニングポイントとなった製品FEATURE

CB90

クリーンメタル

1952年スクーター用のブッ
シュ開発からはじまった軸
受製品。2007年に軸受の
鉛フリー化が本格的にな
るその前身として、1995年
に鉛フリー3層すべり軸受

「CB90」を開発しました。
当社特許技術による優れた
フリクション特性が、お客様
より高く評価され、ショック
アブソーバのガイドブッシュ
として採用。現在に至るまで
多くのお客様に採用いただ
いています。

「CB90」は、ある閃きを即時に実行して生まれた鉛フリーの軸受で、その当時
「軸受の摩擦を下げるには」と素人ながら毎日、考えていました。「CB90」は
開発から20年以上経過した現在でも、お客様への納入を持続しているロン
グセラー商品です。今では用途に応じて多品種化され、クリーンメタルは軸
受の最重要戦略製品の位置付けとなっています。

「軸受の摩擦を下げるには…」毎日考えて、CB90は誕生した

「CB90」は、オートバイの採用から始まりました。次のターゲットは自動車で
したが、オートバイの実績だけでは採用は困難です。そこで、お客様との距
離を縮めようと、自動車メーカーの実験室で共に耐久試験を行ったりしまし
た。現在「CB90」は多くの自動車に採用されており、低摩擦特性が強みの一
つです。この実現には、お客様と連携した評価方法の開発が不可欠です。

今までも、これからも、お客様と共に開発することが不可欠

WF-70
フラックス

1980年代IC（集積回路）の
リードフレームは、はんだ付
け性を良くするために、溶融
はんだメッキが主流でした。
この時、使用するフラックス
の活性力が強すぎると、部
材にダメージを与えること
があったのです。「WF-70」
はダメージを与える成分を
減らしつつ、良好な濡れ性
を実現。溶融はんだメッキ
に特化したフラックスとし
て、多くのお客様に採用い
ただきました。

リードフレームの溶融はんだメッキは、塩素によるアルミ
配線切断問題が多発し、対策としてハロゲンフリー化が
実行されました。「WF-70」は2年に及ぶ共同開発で実現、
全世界で半導体の大量生産体制の確立に貢献しました。
現在は、リードフレームからはんだ
ボールへと変化し、WF6000へ
移行しています。今後は３D化
が進みますが、さらなる技術
進化に応えたフラックスを
開発していきます。

半導体の大量生産体制を支えた、
ハロゲンフリー・フラックス

ZN型

スプリンクラー

はんだの応用製品として、
火災を感知して散水するス
プリンクラーヘッドの国産
型式認証第一号を1963年
に取得したのが千住金属工
業です。「ZN型」は、開発当
初から生産性を考慮した設
計として、業界に先駆けて自
動化による大量・安定供給
を可能にしました。1986年
のリリースから20年間、シ
リーズ最高のロングセラー
商品として販売を続け、シェ
アを70％まで押し上げる立
役者となりました。

スプリンクラーヘッド「ZN型」の開発は、当社のターニングポイントです。業
界に先駆けて実現した自動化ラインは、その後の大量生産を可能にし、業界
シェアを70％まで押し上げました。今後、国内は少子高齢化に伴って建物
の数が減っていくと予想されます。しかし世界には1億個/年の需要があり
ます。故・佐藤一策社長が語られた『東山をスプリンクラーのシリコンバレー
に！※』という夢を実現すべく、安心と安全を世界に供給します。

東山をスプリンクラーのシリコンバレーに！

「ZN型」は、小型化を図るために新たな構造・技術を取り入れた結果、マ
ルチ型※に比べ原価が高く、コストダウンが課題でした。そこで、部品の
形状・材質の見直し、加工の内製化を進め、利益率の高い製品に変えて
いきました。現在、「ZN型」は、国内では後継のＫ型にその座を譲ってい
ます。しかし、「ZN型」の心臓である分解部の構造は他製品で継承され
ており、その代表格のRCシリーズは、毎月、世界中で販売されています。

ZN型の強みは、現在でも生かされている

※	東山は、岩手事業所のある岩手県一関市東山町のこと。

※	マルチ型は、当社のＭＦ型シリーズのスプリンクラーヘッドのこと。

ソルゼウス

はんだ付け装置

「はんだ付けの神」これがソ
ルゼウスの名前の由来で
す。SOLDER(はんだ)とギ
リシャ神話に登場する主神
ZEUSを組み合わせた造語

「SOLZEUS」。アルキメデ
スの原理に着目し、従来の
はんだ付け装置の常識を根
本から見直すことで、全く新
しい溶融はんだ付け装置を
開発。常に定量・定圧のはん
だを送ることによって、高品
質で安定したはんだ付けを
可能とし、車載電装品で多
くの実績を築きました。

熱容量の大きい車載用ECUの時代が来て、ディップ装置での基板における
スルーホールのはんだ上がりが課題となりました。結果として、はんだ槽単
体の開発からローダ・アンローダ付きのはんだ付けシステム装置へと発展し

ました。現在では、材料に合ったシステム装置を提供する産機部
門となっています。今後も、時代の変化に対応できる商品構成や
装置のデータ化、グローバルな人材育成を行っていきます。

「ソルゼウス」の心臓部にあたるのは、噴流ポン
プです。この噴流ポンプは、“連続フローポンプ”
といって約2年の開発期間を経て生まれました。
その後20年以上にわたって「ソルゼウス」だけで
なく、SSTの心臓部となっています。現在、自動車
関連メ－カーを中心に、必ず複数台の納入に結
びつけています。これはリピートを良しとせず、
改良・新機構を確実に提案し、お客様に最適な1
台に仕上げているからだと自負しております。

環境問題に端を発したはんだの鉛フリー化に伴い、弱耐熱性部品の後付け
はんだ工法として、局所フロー方式の「ソルゼウス」を2003年に開発・販売
開始しました。その後、リフローでの表面実装拡大が進んでいましたが、表
面実装に対応できない部品があり、ピンポイントで部品を後付けできる「ソ
ルゼウス」の注目はさらに高まりました。今後も、車のＥＶ化や自動運転化に
向けて、「ソルゼウス」の重要性は大きくなっています。

はんだ槽単体の開発から、はんだ付けシステム装置へ

ソルゼウスの心臓部は、
独自のノウハウが凝縮した噴流ポンプ

鉛フリー、リフロー実装、EV化…、さらに重要性が高まっていく

千住スプリンクラー株式会社　
社長 
菊池 光明

千住スプリンクラー株式会社 
技監

菊池 哲郎

国立大学法人大阪大学 
佐藤 直樹

軸受製造・研究部 課長 
田所 健三

常務
佐藤 勇

千住システムテクノロジー
株式会社（SST） 副理事 
橋本 昇

副理事 
角屋敷 敏丸

常務 
川又 勇司
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