
どんなに時代が変わっても、
経営理念は不変なもの

司会	 まず千住金属工業において何が「変わらないもの」

	 なのか、お考えをお聞かせください。

長谷川	 故・佐藤千壽名誉会長がつくられた経営理念（P4参照）

が、いつの時代も「変わらないもの」でしょう。昔、名誉会

長から「君の頭は泉のごとくである、会社はそれに期待

しています。」と誕生日祝いのメッセージをいただいたこ

とがありました。後年、自分が経営者になった時、非常に

恵まれた下地があったと実感しました。従業員は会社の

財産ですから、人材育成や次世代への育成は今後も重

要です。

野沢	 私も経営理念だと思います。特に“会社は、人間完成の道

場である”というところ。つまり、根底として従業員あって

の会社であり、従業員が人間として成長する機会を提供

していく場であることが、千住金属工業の「変わらないも

の」でしょう。もちろん、企業だから利益は追求しなけれ

ばなりませんが、一方でどんな時代でも根底に必ずこれ

があると思っています。

司会	 なるほど。他に「変わらないもの」はございますか。

野沢	 もう一つは、お客様視点ですね。部署を超えて、お客様

ありきの視点が根付いていると思います。栃木事業所で

は、お客様によく工場内をご覧いただいています。“百聞

は一見に如かず”で、実際にご覧いただくことが信頼感に

つながるからです。

仕事を通して
大きく成長したターニングポイント

司会	 お二方の中で、人間的に成長する機会を与えられた
	 と思う出来事はありますか。

野沢	 SMT※用ソルダペースト工場を立ち上げた時でしょうか。

現在の栃木事業所のペースト工場は、以前は圧延工場と

なっていて、主にラジエーター用のはんだテープを製造し

ていました。技術革新の移り変わりで受注量が落ちた時

に、佐藤一策会長から「野沢、何か（アイデアは）ないか？」

と声をかけられたのです。そこで私は、これから生産量が

増え、製品の柱になるであろうと予想していたソルダペー

ストを栃木事業所の圧延工場にて生産し、はんだテープ

は操業間もない関西事業所で生産してはどうかと考えた

のです。加えて、お客様が工場見学をされることを想定し

たレイアウトにしたほうが良いと提案しました。すると翌

日には、臨時の取締役会議が開かれ決定しました。

長谷川	 後日談ですが、当時のソルダペーストは湿気に対して

粘度変化がある製品でした。そこで湿気対策のために、

野沢取締役は杉の板を新工場の壁に貼ったのです。杉は

湿気を吸収する効果があるのですが、これは佐藤一策会

長が秋田で酒蔵の見学をしたときに知って、野沢取締役

に伝えたのですよね。

野沢	 見栄えも良いため、お客様にも評判が良かったです。今や

SMT用ソルダペーストは千住金属工業を支える大きな

柱に成長して、関西事業所へ移した圧延工場も縁の下の

力持ち的存在になっています。ものづくりは、節目で然る

べき環境、工場で生産することで、より良い製品になると

考えています。

司会	 長谷川相談役はいかがでしょうか。

長谷川	 佐藤一策会長からよく言われていたのは「すべてはお客

様に聞きなさい」ということ。つまり、あらゆる課題はお客

様が持っていて、しっかりと声を聞いて実行すれば、自分

の成長につながる大きな仕事ができると考えています。

例えばニッケルボール入りプリフォームがそうです。この

アイデア自体は、お客様から提示していただいたもので、

当時は技術的に難しいとされていました。

野沢	 それを長谷川相談役のリーダーシップの下、千住金属

工業が業界に先駆けて開発・製造を行った結果、プリ

フォームが柱のひとつになりました。現在では、車載用途

を切り拓いた重要な製品となっています。

長谷川	 もう一つは、これもお客様の声を聞いて、溶解プラントに

コンピューター制御を導入した時です。お客様に直接、シ

ステムをご覧いただき、はんだメーカーとして画期的な

取り組みという評価をいただきました。

千住金属工業が大きく成長した
世界標準の鉛フリーはんだの開発

司会	 それでは、80年の歴史の中で会社として
	 大きく成長した出来事は何だと思われますか。

長谷川	 私は何といっても2001年に鉛フリーはんだの標準組成と

なるM705を開発したことだと思います。鉛フリーという

環境規制はEU発で、日本で早めに対策を取ることが重要

と言われていました。そこで1999年に経済産業省が「鉛

フリー国家プロジェクト」を立ち上げ、企業間の垣根を越

えて鉛フリーはんだの実用化に取り組んだのです。日本を

代表する大手メーカー各社が趣意に賛同して名を連ねま

したが、その中に千住金属工業もオブザーバーとして参

加できました。奇跡と言ってもよいプロジェクトでしたね。

不変の経営理念を基本に
世界のはんだを変えていく

変わるもの、
変わらないもの、

変えてはいけないもの
本格的なグローバル化時代を迎え、千住金属工業はどの

ように変わったらよいのか？逆に変わらないものは何か？

変えてはいけないものは何か？営業および製造の第一

人者として、長年にわたって千住金属工業を牽引した、

長谷川永悦相談役と野沢岩男取締役が語り合いました。

取締役事業所長
野沢	岩男

相談役
長谷川 永悦

※	本対談は2018年6月に行われました。肩書・役職は当時のものです。

※SMT：Surface	Mount	Technology、表面実装技術

E X E C U T I V E  T A L K
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お客様視点を持つことは
いつの時代も変わらない

仲間を信頼し
協力し合う風土は
変えてはいけない

司会	 千住金属工業は、なぜメンバーに加わることが
	 できたのですか。

長谷川	 主な理由としては、人工衛星に千住金属工業のはんだが

採用され、その技術力が評価されていたからだと思いま

す。太陽を浴びると人工衛星は高温になりますが、地球

の影になるとマイナスになります。こうした過酷な宇宙の

温度変化に耐えられるはんだということで、人工衛星に

採用されました。鉛フリーが話題になる10年位前の出来

事です。

司会	 この鉛フリーは、業界で大きな評価を受けたそうですね。

長谷川	 ええ。「鉛フリー国家プロジェクト」は、現在のパナソニック

社と千住金属工業の共有特許に含まれるスズ-銀-銅系鉛

フリーはんだM705を標準品として推奨し、世界に発表し

ました。これに伴い、私たちはM705の普及を進めるため

に、競合メーカーにもライセンスする事を決めたのです。

後に、この組成はJISを始め、ISO、IECといった国際規格

になり、結果として世界的な評価を頂くことになりました。

司会	 野沢取締役は、成長のターニングポイントは
	 どこだと思いますか。

野沢	 私も鉛フリーはんだだと思います。これはものづくりとい

う点でも、従来の鉛入りから、鉛フリーに製造方法を変え

たターニングポイントでしたね。やに入り、ペースト、ボー

ル、棒はんだ…、すべてが変わったのです。製造ラインを

従来の鉛入りと鉛フリーで設備を専用化して作業エリア

を仕切り、製法に合う設備をいち早く開発、投資したこと

で発展につながりました。

リーマンショック、東日本大震災…
従業員一丸で危機を乗りこえた

司会	 成長の一方で、様々な危機があったと思います。
	 どのような危機があって、
	 どのように乗りこえられたのでしょうか。

長谷川	 2008年のリーマンショックの時は、従業員の皆さんの協

力を得られてリストラをせずに乗りこえられました。あの

時は残念ながら、多くの会社がリストラを行いましたが、

千住金属工業はやらなかったのです。これは、従業員全

員で痛みを分かち合うという協力がなければできません

でした。

野沢	 東日本大震災の時も、協力会社と社員の皆さんの協力が

あって乗りこえられたと思います。2011年3月11日（金）

14時46分、約5分間、栃木では震度6強の地震が起きま

した。５分と言っても揺れが大きく、一瞬「もうダメだ」と

覚悟を決めたほどです。余震も続きましたが、栃木事業

所の八角形の建物は昔の蛇の目傘のような構造で耐震

性に優れているため、これなら大丈夫だとみんなを励ま

しました。また、当時は社長だった長谷川相談役が翌日、

駆けつけて下さいました。あの時はとても嬉しかったです

し、栃木事業所全員が勇気づけられましたね。

司会	 栃木事業所ではどのような被害がありましたか。

野沢	 一番、困ったのは電気が止まってしまったために、製造設

備が動かなくなったことです。特別高圧変電設備が被害

を受けて10日以上、受電できなかったのです。幸いにも

自家発電は動いたのですが、全体の40％しか稼働させる

ことができませんでした。そこで毎朝、部長クラスの役職

者に集まってもらい協議し、ラインごとに優先順位をつ

けて電力供給を割り振り、稼働させました。生産を止めて

はいけない、その一心で眠れない日々でしたので、特別高

圧変電設備に電力が供給されたときは、本当に感激しま

した。その他にも、食料、ガソリン、被災された社員のご家

族…。いろいろな問題がありましたが、乗りこえられたの

は、24時間体制・土日も含めて、従業員が一丸となって復

旧作業をしてくれたおかげです。

長谷川	 BGAボールの立ち上げの時も全社一丸となりましたね。

受注が急激に増えていく中、設備もまだ自動化されてお

らず、正月休み返上で一年もの間、従業員全員で製造し

ました。その当時、私は営業職でしたが、一緒になっては

んだボールをつくりました。こういう風に、いざという時

に一丸となって協力しあう風土は、受け継いでいかなけ

ればならないでしょう。

野沢	 そのために一番大事なのは常日頃から、上司、部下、同

僚、協力会社も含めて、信頼し合えるつながりを構築する

ことです。そうすれば、ことわざにある“いざ鎌倉”という

時に協力してもらえます。長谷川相談役が言ったように、

仲間を信頼し協力する風土は、千住金属工業の「変えて

はいけないもの」でしょう。一方で自動化の導入など、時

代にあわせた改革を常に行っていくことも大事です。

世界に向けて、
これからの千住金属工業に対してメッセージ

司会	 最後に、これから千住金属工業の従業員が
	 世界で活躍するために重要なことは何でしょうか。

長谷川	 活躍の舞台は世界ですが、冒頭に野沢取締役が言ったよ

うに、工場にお客様を迎えれば大きな信頼関係をつくれ

ます。ですから、栃木事業所をはじめとする国内工場のグ

ローバル展開は非常に重要です。

野沢	 そのためには語学力が大事です。工場見学も海外から来

られる方が多く、通訳なしで対応しなければならないお

客様もいらっしゃいます。これは部署関係なく、全員で学

んでいくことが必要でしょう。栃木事業所では、世界中

からお客様がやってきますが、気持ちよくお客様を迎え、

帰っていただくために、事業所内全員でグローバル対応

するように努めています。

長谷川	 これから千住金属工業を担う若い方々に伝えたいのは、

はんだという製品は地味ですが、多くのお客様が世界の

超一流企業だということです。そうした方々を相手に、は

んだのトレンドは自分たちがリードする気持ちで海外に向

かってもらいたいと思います。インテル社からSCQI賞※を

2009年から8年連続で頂いていることは、千住金属工業

の製品品質が世界で認められている証でしょう。最近で

は20～30代で、欧州や米州に赴任する社員も増えまし

た。先輩たちがつくりあげた世界に誇るはんだを通じて、

グローバルに活躍してほしいですね。

司会	 お二方のお話は、これから90周年、100周年へと続く

	 千住金属工業にとって大事なメッセージになると

	 思います。本日はありがとうございました。

変わるもの、変わらないもの、変えてはいけないものEXECUTIVE TALK E X E C U T I V E  T A L K

相談役

長谷川	永悦
P R O F I L E  1966年入社。はんだ部

門営業部長を経て、2008年に代表
取締役社長、2014年に会長を歴任
し、2016年代表取締役相談役に
就任。座右の銘は「人の能力に差
はない あるとすればやる気の差」。

取締役事業所長

野沢	岩男
P R O F I L E  1967年入社。はんだ、

軸受、産機部門の製造部長と
品質保証部の担当役員を経て、
2009年栃木事業所長、2010年に
取締役に就任。座右の銘は「為せ
ば成る為さねば成らぬ何事も」。

※	 SCQI	賞は、インテル	コーポレーションから優れた成績を収めた供給企
業に贈られる最も栄誉ある賞です。
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