
これからの千住金属工業に求められるもの

新しい技術に挑戦し、新しい製品を世の中に送り出す

司会	 若手研究員の皆さんは、千住金属工業の仕事について
	 どのような夢や希望をお持ちですか。

杉井	 当社のはんだや軸受などの製品は、家電製品や電子機

器、自動車などに不可欠のものばかりです。当社の名前

は知らなくても、当社の製品が使われているものが身近

にないという人はいません。そこはとても誇らしく感じ

ますし、私のチームで開発する製品がそのような形で世

の中に広がっていって欲しいという夢を持っています。

田口技監長はこれまで多くの製品を手がけてこられ、特

にソルダペーストなどは世界中で使われていますね。

田口	 そうですね。ただ開発している最中は、ものづくりの喜び

はありますが、売れる製品かどうかはわからないもので

す。売れ出す頃にはもう別のものづくりに取りかかって

創立以来、80年という長きにわたって産業界に寄与・貢献してきた千住金属工業。

技術面から当社を牽引してきた田口研究所の田口稔孫技監長を囲み、

若手研究員たちがこれからの千住金属工業や自分自身の未来について語りました。

写真背景にある橋は、本社のすぐ裏にある千住大橋。徳川家康が江戸に入府してすぐの1594年に架橋され、今に至る。

過去から現在、そして未来に向けて、人々の生活を支えていく。

いますから、忘れた頃に売れるという感じですね。我々は

研究者ですから、一番楽しいのはやはり開発している時

ですよ。開発したものがすぐ売れるということは少ないで

すし、開発中は自信を持てなかった製品が後になってよ

く売れるということもあります。ですから、一生懸命開発

を進めていればいつか売れるというぐらいの考え方でい

いのではないでしょうか。ただ、アフターフォローは大切

で、常に改良を続けていくということも、売れる製品づく

りには忘れてはなりません。

浅見	 千住金属工業は常に新しい技術に挑戦し、新しい製品を

世の中に送り出してきました。私もいつかは画期的な製

品を生み出して世の中に送り出せたらという夢を持って

います。

田口	 浅見さんには基礎的な研究に取り組んでもらっています

が、とても期待しています。当社の強みの一つに、お客様

のニーズに柔軟に対応していく姿勢がありますが、それ

ができるのもしっかりした基礎研究があってのことだと

思います。加えて、チームワークを大切にするところも、

当社の良さですね。

浅見	 ええ、そう感じます。チームでの仕事は学ぶことも多く楽

しいですし、お互いにフォローし合いながら取り組んで

います。

宮城	 私はソルダペーストの開発を主に担当しているのです

が、当社には鉛フリー化当時に開発されて、20年近くも

お客様から信頼を得ている「M705-GRN360」という製

品があります。決して簡単なことではなく、困難なことも

多いでしょうが、この製品を超えるようなものを生み出し

たいというのが目標です。

田口	 目標は高ければ高いほど素晴らしいと思います。目標と

いうのはお客様の要求が決めることですから、これに応

えていこうとするのは重要なことでしょう。しかも、要求

そのものが以前とはまったく違ってきてかなり多様化し

ています。結果的に当社の製品も、より多様化していくこ

とになるでしょう。

村岡	 私はフラックスコート・プリフォームを担当しています。

“売り手よし、買い手よし、世間よし”という考えで、当社

の利益を上げつつ、お客様や社会にも喜んでいただける

製品を生み出したいというのが夢です。私自身、まだ知識

と経験が不足しているので、さらに努力を重ねていきた

いと思います。

田口	 大切なのは、お客様の言葉に耳を傾けるということです

ね。海外のお客様とのコミュニケーションは多いですか？

村岡	 ええ、中国のお客様が中心ですので、出張などで中国の

方とコミュニケーションを取ることが多いですが、なか

なか難しく苦労しています。

田口	 お客様の前では当社の代表として話すことになりますか

ら、プレッシャーがあるでしょうし、苦労されることも多

いと思います。しかし、そうした苦しみはぜひ味わって欲

しいですね。それが“お客様に育てていただく”ということ

につながるのですから。

金属の面白さを感じ取る技術者であってほしい

司会	 若手研究員の皆さんから田口技監長に
	 ぜひ伺ってみたいことはありますか。

村岡	 研究開発がうまくいかず、精神的に追い詰められるよう

な経験はありましたか。そのとき、どのように打開されま

したか。

田口	 一番きつかったということで思い出すのは、ホームビデオ

カメラ用のはんだ開発に携わったときでしたね。お客様

の高い要求に対し、生産技術が確立できていなかったの

で、要求に応えることがなかなかできず、責任者として大

変に苦しみました。

村岡	 やはり製造技術の皆さんとの連携が不可欠でしたか。

田口	 そうですね。製造部門の仲間と一緒になって条件を変え

ながらいろいろと試してみて、お客様の要求に応えてい

きました。数多くの失敗も含めて、貴重なノウハウを得る

T A L K  S E S S I O N

田口	稔孫	技監長浅見	愛 杉井	拓志 宮城	奈菜子村岡	学
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ことができたと思います。こうした苦労の末に、お客様が

発売されたホームビデオカメラが大ヒットしたときは感

慨深かったですね。当時のホームビデオカメラは、今でい

うスマートフォンに匹敵する先端製品で、運動会のシー

ズンになると、どこの家庭でも我が子の姿を撮影するの

に使ったものでした。

杉井	 今のお話にも通じると思いますが、お客様の要求は多岐

にわたっています。そうした要求に応えていくためのヒン

トというのは、どのように得られてきましたか。

田口	 やはりとことん調べ尽くすことでしょうね。周辺技術も含

め、徹底的にデータを集めて勉強すれば解決のヒントは

見つかります。私が若い頃は国立国会図書館に足を運ん

で調べたものでしたが、今はインターネットで検索できま

すから、ずいぶん楽になったと思います。当社の素晴らし

い点として、部署間のなわばり意識がないという風土が

ありますので、部署の垣根を越えていろいろな人に質問

してみるのもいいと思います。また、他社製品を研究する

のも大事なことです。当社の関連会社に「産業分析セン

ター」という専門の分析機関がありますから、ぜひ活用し

ていただきたいですね。さらに、昔は特許の申請も技術者

が自分で書きましたが、あれはいい勉強になったので、皆

さんもある程度は経験されるといいと思いますよ。

杉井	 特許ですか。自分で申請したことはないですね。

田口	 ぜひやってみることをお勧めします。勉強になりますよ。

浅見	 研究の突破口が見つからないときには、焦燥感や孤独感

はありましたか。

田口	 今も言ったように徹底的に調べ尽くしますが、それでも

突破口が見つからないときはいったん忘れて、気分転換

していました。

浅見	 思うようにいかないときはストレスもたまりますね。

田口	 そうですね。ですから、行き詰まったときは趣味に没頭し

これからの千住金属工業に求められるものTALK SESSION

たり、仲間とお酒を飲みに行っていました。

浅見	 田口技監長ご自身がそういう経験をされたから、私たち

若手が行き詰まっているように見えたら、必ず声をかけ

てくださるのですね。私たちにとって、そのときの一言が

とても大きな救いになっています。

田口	 千住金属工業が長く大切にしてきたファミリーのような

社風は、従業員が増えた今も引き継がれていると思いま

す。とても素晴らしい文化だと思いますから、ぜひ若手の

皆さんには受け継いでいただきたいですね。

宮城	 田口技監長は、金属のどういうところに面白さや愛おし

さを感じるのでしょうか。

田口	 私は会社に入るまで、はんだなんてまったく知らなかっ

たし、フラックスなんて聞いたこともありませんでした。た

だ、見よう見まねで始めてみたら、金属というのは割合低

い温度で溶けて固まるということがわかったのです。そ

れがすごく面白くて魅力的でしたね。しかも、組成によっ

て色も違うし、つやも違う。昔のはんだはスズ-鉛が主体

でしたから、独特の光沢があって興味深かったですね。そ

れから、分析した結果が予想通りのものだったときは、非

常に痛快で嬉しかったですね。こういった金属の面白さ

というものは、ぜひ若い皆さんにも一緒に感じ取って欲

しいですし、受け継いでいってもらいたいですね。

多様な人材が力を発揮できる環境づくりが求められる

司会	 昔と比べ、今は女性の研究員がずいぶん増えましたが、
	 この点についてはいかがですか。

田口	 素晴らしいことだと思います。浅見さんは２人のお子さん

を持つお母さんとして頑張っておられると聞いています

から、大変なパワーだと感心していますよ。

浅見	 ありがとうございます。母親であると同時に１人の研究者

として生きていますので、やはり仕事で結果を出すことに

はこだわりたいと思っています。その点、子育てをしなが

らハンディキャップを感じることなく働き続けられる環境

であることに、皆さんには感謝しています。

宮城	 今は子育てしながら仕事をされている女性も多く、管理

職として活躍している女性もいます。その点からも当社

では女性だからというハンディキャップを感じることは

ないですし、プロフェッショナルとしてちゃんとキャリア

を積んでいける環境があると感じます。

田口	 嬉しい言葉ですね。やはり家庭という基盤があってこそ、

仕事にも全力を発揮できるわけですから、家庭と仕事を

きちんと両立できるようにしていかないと、会社の成長も

望めません。どんな人でも活躍できる会社にしていきた

いですね。

村岡	 私もそう思います。女性だけでなく、男性もそれぞれに事

情を持っていますが、多様性をしっかりと受け入れ、すべ

ての社員にとって働きやすい職場づくりができているの

ではないでしょうか。女性の働きやすさというのも、その

中の一部ととらえています。

田口	 子育てなどの事情で、会社で働く時間は限られていたと

しても、その中でしっかりとやっていただければまったく

宮城	奈菜子
P R O F I L E  2012年入社。

現在、ハンダテクニカルセ
ンターではんだペースト
の開発に従事。

田口	稔孫	技監長
P R O F I L E  1958年入社。常務取締

役開発技術部部長を歴任。1990
年に科学技術庁長官賞、1992年
に黄綬褒章。2008年にこれまでの
会社への貢献を称え、田口研究所
を設立し初代所長に就任。2011
年に日本溶接協会貢献賞を受章。

浅見	愛
P R O F I L E  2010年入社。

現在、ハンダテクニカルセ
ンターではんだペースト
の開発に従事。

村岡	学
P R O F I L E  2009年入社。

現在、研究員として真岡研
究所でフラックスコート・プ
リフォームの開発に従事。

問題ありません。もちろん私の普段のコミュニケーショ

ンでも、男性だから、女性だからという意識を持つことは

まったくないですね。

杉井	 私たち男性にとっても働きやすい職場であることは間違

いありません。仕事についても優先順位を判断してスケ

ジュール管理と紐付け、効率的に進めるようにしていま

す。それを上司はしっかりと見てくれて「これは後でもい

いんじゃないか」とアドバイスしてくれます。

田口	 働き方改革を進めていく上で、上司の関わり方は非常に

重要ですね。研究員は各人が自分のやりたいテーマに

集中できれば理想でしょうし、そうした環境をつくって

あげることが上司の責任でもあります。一方で、お客様

からの急ぎのご要望にもお応えしなければならないこ

ともある。そうした点を判断して、いかに効率よく取り組

める環境をつくっていくか、会社全体で進めていきたい

と思います。

司会	 お客様のためにもさらなる成長をめざし、
	 より活力あふれる会社にしていきたいですね。
	 本日はありがとうございました。

杉井	拓志
P R O F I L E  2010年入社。

現在、フラックス製造・研
究部でフラックスとはんだ
ペーストの開発に従事。
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