INTERVIEW
【 イ ン タビュー 】

株式会社 住田光学ガラス

世界中の顧客が信頼をよせる
開発から製造まで一貫した光学ガラスメーカー
JR 京浜東北線・与野駅から歩いて 5 分ほどのところに本社工場を構える住田光学ガラスは、国内で唯

一、材料の調合に始まる開発から製品化までを一貫して行っている光学ガラスメーカーである。
「世の中
にないものを創り出す」
「人とは違う道を進んで行く」ことをモットーに、
これまで非球面レンズや光ファ
イバーなどを開発してきた。住田利明社長は、1924（大正 13）年に豊島区西巣鴨で住田光学工業を創業

した祖父の利八氏、1953（昭和 28）年に光学ガラスを国産化する目的で前身の住田光学硝子製造所を
設立した父の進氏、前社長の兄の正利氏らの意志を継ぎ、自由闊達な社内環境を整え、全ての従業員が

楽しく働けるように努めている。
「管理が必要ないのなら、それがベストだ」とまで言い切る。そして、
これまで培ってきた技術力を融合し、医療機器の内視鏡の開発にも乗り出した。
「光学ガラスのことなら
SUMITA に行け」といわれるほど、世界中から注目される同社の強さの秘密に迫る。
株式会社住田光学ガラス
代表取締役社長
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LEADER'S PROFILE

1950 年（昭和 25）東京都生まれ。74 年、青山学院大学経営学部卒業後、住田

光学硝子製造所（現・住田光学ガラス）へ入社。経理をはじめとする管理部門の
仕事に従事し、87 年取締役、90 年常務取締役、93 年副社長を経て、2009 年 10

月に社長に就任。趣味は写真撮影で、外出する際はいつもデジタルカメラを持ち

歩いている。そして、撮影した画像は毎月、会社のホームページにアップされて
いる。尊敬する偉人は、現在の埼玉県深谷市生まれで、第一国立銀行の設立や東

京ガス、王子製紙などの創設に携わった渋沢栄一。また、50 歳のときから天文・
暦学を学び始め、日本全図を作成した伊能忠敬の生き様に憧れるという。

連綿と続く設立当初からの取り組み
──住田社長が青山学院大学を卒業後、入社

されてから今年で 45 年目、そして社長に就任
されてから 10 年目に当たります。

私が住田光学硝子製造所（88 年に現社名へ

変更）に入社したのは、1974 年 4 月のことで

す。もともと会社を継ぐ気はありませんでし

た。大学 4 年生になり、卒業後の就職先をど

うしようかと考え始めた矢先、当時の専務だっ
た方から「経理を担当している女性が退職す
ることになり、後任がいなくて困っているの

で入ってくれないか」と、
声がかかったのです。
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私が在籍していたのが経営学部だったことが、
白羽の矢を立てる一つの理由だったかもしれ
ません。

──お兄さまで前社長の正利氏も、同じ青山

学院大学をご卒業されていらっしゃいますね。
2 歳年上の兄は理工学部の出身です。大学卒

業後はフォードの国内ディーラーで営業マン

として２年ほど勤め、それから 73 年に当社へ

入社し、一貫して販売を担当しておりました。
私はといいますと、先の経理を皮切りに、総務、
人事、財務などいわゆる管理関係全般を担当
してきたのです。その間に互いの仕事のこと
に口出しすることは一切なく、各々の立場を
尊重しながら仕事を進めてきました。

── 2009 年 10 月の社長ご就任の際は、どの

ようなお気持ちでいらしたのでしょうか。そ

して、社長就任から 10 年間の取り組みについ
て教えてください。

■ 住田光学ガラスの理念

自由に、

自在に、 しなやかに

89 年に父から社長職をバトンタッチされ、着

実に業容を拡大・発展させてきた兄が急逝し、
「こ
れも自分の運命なのかもしれない」という思い

何ものにも束縛されず、
自分の力を存分に発揮

どんな変化にも
柔軟に対応

逆境をかわし、
真の強さを身に付ける

でした。父や兄が先頭に立って礎を築いてきた
開発や販売の体制は磐石で、知識や経験の乏し
い私が引き継いでも、心強いスタッフに任せれ
ば安心だとの思いも、社長職を引き継ぐことを
後押ししてくれた気がします。

380 人規模の会社であっても
光学ガラスの市場で常に輝く存在に

光学ガラスメーカーは母材となるガラスを

当社はレンズやプリズムなどに使用される光

外部から購入して加工するケースが多いので

車載カメラ、インターフォン、防犯カメラ、光

解、冷却、加工、製品化までを一貫したライ

学ガラスを製造し、デジタルカメラ、携帯電話、
ファイバー照明、医療用スコープなど様々な分

野で活用されています。現在、
製品のラインナッ
プは 200 以上を数え、その主要製品の一つが
光学ガラス材料を熔解して紡糸した光ファイ

バーで、月間 50 万㎞を生産しております。こ
れは地球 12 周半ほどの距離に相当し、主に光
や画像で伝達する「非通信系光ファイバー」で

は、少し前まで国内シェア 4 割を誇るまでに

すが、当社ではガラスの原材料の調合から熔
ンで行っているのが特徴で、また強みでもあ
ります。父の進が 1953 年に前身の住田光学硝

子製造所を設立した頃は、母材であるガラス

の大半は輸入品でした。
「その製造から手がけ
たい」との一念で、当時としては大金の 1,000
万円を投じて当社を設立したときから、この
体制を貫いてきたわけです。

通常、光学ガラスは石英のほかに、希土類

なっていました。

など５～ 15 種類の原材料を組み合わせて製造

10 年の間に何か特別なことをしたのかという

るかによって、光の屈折や膨張、熔解する際

実のところ、私が社長に就任してからこの

と、そうではありません。創業当初から取り
組んできたことを連綿と続けてきただけなの

です。つまり、世の中にない新しい光学ガラ
スを創り出し、その用途開発とともに新たな
市場を開拓することを絶えず繰り返してきま

した。そうした姿勢は、これからも変わるこ
とはありません。

松下電器産業と非球面レンズを共同開発
──デジタルカメラをはじめとする光学機器

します。そして、どんな原材料を組み合わせ
の融点などが変わってくるのです。たとえば、
鉛を混ぜると屈折率が高くなり、ホウ酸を混
ぜると重量が軽くなります。そうした組み合
わせは無限であり、そこから手がけることで
お客さまが希望される光学ガラスを、短期間
のうちに開発できるのは国内では当社だけで
あると自負しております。

──それゆえ「光学ガラスのことなら SUMITA
に行け」と顧客の皆さまから頼りにされてい
るわけですね。

他社が断るような無理難題と思われるご要

で日本は世界をリードしています。そのメイ

望があったとしても、当社は決して断りませ

ている御社の特徴や強みを教えてください。

らえて、楽しそうじゃないか」と考えます。

ンパーツである光学ガラスを開発・製造され

ん。むしろ「面白そうなことに挑戦させても
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SUMITA の柱「3 つのガラス」

ガラス素材の開発から最終製品まで一貫して手掛けることで、
技術と経験が蓄積され、それが財産となっています。

光学ガラス

光システム

光ファイバー

SUMITA のコア技術である素材開発から光学ガ
ラスの熔解・製造を行っています。

光学ガラス材料から、非球面レンズや
光学部材を製造しています。単体だけ
でなく複数のレンズや光学部材を組み
合わせることで、様々なかたちで光を
変化させ、目的へと導きます。

光学ガラス材料から光ファイバー
を紡糸します。光や画像の伝送が
可能となります。

棒材
レンズのもととなる棒状
の光学ガラス材

特殊高機能ガラス
耐熱性や電気的特性をは
じめ、蛍光、抗菌性、感
光性など多機能にわたる
高機能性ガラス

精密モールド非球面レンズ
研磨不要の超精密加工技術で
作製された金型による非球面
レンズ。一枚で画像の歪みや
焦点のズレを補正できる

精密モールド用光学
ガラスプリフォーム材料
非球面レンズや特殊レンズ
をモールド成形するために
最適化されたガラス材

精密モールド特殊形状レンズ
SUMITA ならではの精密加工
技術による金型と光学ガラス
材料製造ノウハウにより実現
した特殊形状レンズ

精密モールドプレス用
高屈折率ガラス
モールド用ガラスの中で
も特に高い屈折率を持つ
ガラス

多面体光学モジュール
カメラ 1 台で対象物を同時に
多方向（最高 5 方向）から観
察できる

光学ガラス

ライトガイド
着色のない優れた分光
透過性、ムラのない明
るさが特長。通常の照
明では不可能な狭い場
所を均一に照らす

UV センサ
目に見えない紫外線を
捉え、表示するセンサ。
工場の製造ラインの監
視に最敵

メディカル

3 つの柱より作り出されたレンズやイメージ
ガイドを使用し、医療用の部品やモジュール
品を製造しています。

メディカル
イメージガイド
世界の医療用内視鏡、工業用スコープメーカー
の製品に使用されている

光ファイバー

光システム

そうしたなかから誕生した製品の一つが、

松下電器産業（現・パナソニック）の開発研
究所と共同で開発した研磨が必要ない超精密

ガラスによる「非球面レンズ」です。従来の「球
面レンズ」は中央から入ってくる光と、端か
ら入ってくる光の焦点がズレる「収差」が起
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内視鏡（OEM)
高画質、細径でこれまで
に見ることのできなかっ
た部位への応用（視認治
療）や低侵襲治療に最適

こり、複数の球面レンズを重ねて調整してい

ました。しかし、収差の小さい非球面レンズ

は 1 枚で複数の球面レンズの役割を果たせる

ため、重量が軽くなるうえ、コストも安くなり、
デジタルカメラやＣＤピックアップ用のレン
ズなどに広く使われています。

INTERVIEW
【 インタビュー 】

硬性内視鏡の開発にチャレンジ
──今後の 10 年先を見据えた、これまでのポ
リシーも微動だにせず、世の中にないものを
創造されていくわけですね。

当社のポリシーを表現するため、88 年の社

度の光ファイバーを活用することで、約 9,000
画素相当の高画質で血管のなかを見ることが

できます。これによって血管内の動脈硬化の
様子や、狭心症や心筋梗塞の治療で血管内に
留置された「ステント」の状態を鮮明な画像

で確認することができるようになったのです。
この内視鏡は体内へ挿入する部分が曲がる

名変更の際に誕生したのが「ナゼ太郎」です。

「軟性内視鏡」の一種で、日本の医療機器メー

なぜ次々と新製品が創れるのだろう」という

分野です。しかし、お腹に小さな穴を開けて診

当時の社長であった父の進が、
「うちの社員は、
質問に対して、
「それは、庭で放し飼いにされ
て育ったニワトリみたいな従業員がいるから

だよ」と答えたことを象徴したものです。狭
い養鶏場のなかに安住するような常識的な人

材でなく、ヤル気と才能に溢れた個性的な従

カーが世界トップシェアを握っている数少ない
断を行う「腹腔鏡」に代表される、挿入部分が
曲がらない「硬性内視鏡」の分野はドイツやア
メリカなど海外メーカーの独壇場で、日本の医
療機関は輸入品に頼っているのが現状です。

そこで、既存の海外メーカーのものよりも

業員が自由闊達に飛び回る。だからこそ、い

高品質な画像で見える硬性内視鏡の開発に２

し、人とは違う道を進んで行くことができる

なにも難しいのか」と嘆息が開発担当者から

い意味で非常識な世の中にない製品を創り出
のです。

また、93 年の設立 40 周年を機に建て直した

本社工場は、ニワトリの形をイメージして設計

しました。本社入口の上部が “ 頭 ” の部分に相

当し、その屋上にある避雷針は “ トサカ ” に見
立てています。また、玄関を入ってすぐに下を

年前から取り組み始めました。当初は「こん
漏れてきましたが、
「できるまでやる」という
のも当社のポリシーであり、ここ１年以内の
完成にメドがついたところです。

趣味のように働き、仕事のように遊べ

見ていただくと、ニワトリの足跡が目に飛び込

──将来が楽しみですね。ところで 380 人い

応援スタッフも含めて常時 40 人前後の開発担

を期待されていらっしゃいますか。

んできます。その本社工場には、製造部からの
当者たちが集っており、時代が要請する〝金の
卵 ” をこれからも産み出していきます。

──そうした金の卵のなかで、最近特に力を
入れているものは何なのでしょうか。

光ファイバーや非球面レンズなど、当社が

得意とする製品を融合させた医療機器の内視

鏡です。2010 年に福島県の田島工場で「医療

機器製造業許可」を取得するなど、開発・製
造の環境整備を進めてきました。

そして、2017 年に医療機器として認証を取

得できたものが、世界で初めての「極細高画
質血管内視鏡」です。直径わずか 0.49㎜であ

りながら、超精密加工されたレンズや高解像

らっしゃる従業員の方々に、どのようなこと

まず、
何よりも健康であることです。そして、

「自由に、自在に、しなやかに」という当社の
理念を、一人ひとりの従業員が自分の持ち場
で具現化していってほしいと常に願っていま

す。誰もが束縛されるのは嫌ですし、自由で
いたほうが自分の力を思う存分に発揮できま

す。また、自在であれば、どんな変化にも柔

軟に対応が可能です。そして、しなやかであ
ることで、どのような逆境に遭遇してもかわ
すことができ、真の強さを身に付けられるよ
うになります。

ですから、当社では開発の研究テーマに一

切、制約を課していません。自分で発案した
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海を渡る「ナゼ太郎」の思い

もの、販売から持ち込まれたお客さまの提案

に基づくものなど、何でも自由に進めてもらっ
ています。開発費についても会社としてトー

LEADER’ S INTERVIEW COLUMN

タルの予算枠を設けることはなく、開発担当
2004 年６月 15 日、
住田光学ガラスの本社
工場を天皇陛下がご視
察された。その際、本
社の３階にある数々
の製品が展示された
ショールームにもお立
ち寄りになられ、同社のマスコットである「ナゼ太郎」
も陛下をお出迎えした。
「お越しになられる皆さまが、
ナゼ太郎に関心を持ってくださいます。そして、当社
のポリシーをご説明しますと、
『なるほど』とおっしゃっ
て、当社のモノづくりの姿勢に対するご理解を深めて
いただけるのです」と、住田社長は笑みを浮かべなが
ら話す。
最近では海外からのお客さまもひっきりなしに訪れ
るようになり、
「そのなかでも、特にナゼ太郎に強い関
心を示されるのが中国からのお客さまです」と住田社
長はいう。中国では汎用品から付加価値の高いモノづ
くりへのシフトが急務となっており、技術だけでなく
モノづくりの精神や真髄を学ぼうとする意欲が高まっ
ているのだ。
「創業間もない中国のレンズメーカーの若手経営者も
その一人でした。何でも学びたいという一所懸命さに
打たれ、部材の光学ガラスの供給を承諾しました。そ
れと同時に『他所にないオリジナルのレンズを創り上
げること』を約束してもらったのです。すると、それ
から２、３年後にドイツの光学機器メーカーからＯＥ
Ｍ（相手先ブラン
ドによる供給）生

者が「このくらいだろう」と見積もればＯＫ

です。といっても、光学ガラスの原材料費く
らいのもの。開発費の大半は開発担当者の人
件費が占め、年間４億～５億円程度で落ち着
いています。

──しかし、経営トップとして管理していく
ことも大切なのではないでしょうか。

以前から私は「管理をしないで済むのなら、

それがベストだ」と考えてきました。
「あれを
やれ」
「これをやれ」と上から押し付けられた

ら、従業員は面白くないでしょう。私の朝一
番の仕事は、本社工場の４階にある総務のフ
ロアーで書類に目を通して承認や決裁の印を

押すことです。それが終わったら３階の販売
のフロアーに移って、打ち合わせや電話での

やりときに耳を傾けています。そうすると、
会社全体の仕事が順調に進んでいるか、それ
とも何かトラブルを抱えているのか、手に取

るようにわかります。しかし、私からは口を
出しません。

お客さまとの契約についても、事前に示され

た基本方針を理解している販売の各担当者に判
断を任せています。私の役目は最終決裁と、お
客さまのところに出向いてご挨拶するくらいの
もの。もしも、その契約が失敗に終わったとし
ても、担当者を責めることはしません。なぜな

産の契約を取り付
け、見事に黒字に
転換したそうです」
と、住田社長は目
を細めながら語る。
ナゼ太郎の思いは
海を渡り、世界中
に広まりつつある

ら、そこから学ぶことは多く、次に活かせばい
いからです。そこでの損失は、担当者にとって
の「月謝」と考えれば安いものです。

──なるほど、どおりで社員の皆さんが活き
活きと働かれているわけですね。

それと私がいつも従業員に語りかけている

のが、
「趣味のように働いて、仕事のように

のだ。

遊びなさい」ということです。自分の好きな
趣味のように働けたら、その仕事は楽しくて

仕方がなくなるでしょう。また、遊びは中途
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半端に遊んだって、少しも面白くなりません。

社として苦渋の選択をしなければなりません

だらいいのです。そうした結果、自然と成果

した。だからこそ、世の中にない新しいもの

でしたが、誰一人辞めた従業員はいませんで

それだったら、仕事のように一生懸命に遊ん

を創り出していく力が温存され、いまに至る

がアップするようになってきます。

ことができているのです。

──経営者として最も心強いことですね。最

リーマンショック後のピンチを乗り切る

後に住田社長の座右の銘を教えてください。

『平家物語』の冒頭に出てくる「祇園精舎の

──そのような社風に魅かれて、優秀な人材
が集まるようになっているとか。

鐘の声、諸行無常の響きあり」のなかの「諸

ひ住田光学ガラスで働かせてほしいのですが」

も留まることなく移り変わって、同じ状態を

行無常」です。この世の一切のものは、一瞬

ありがたいことに、募集をかけなくても「ぜ

保つことがないことを意味しています。つま

との問い合わせがひっきりなしにあります。

り、どんな大企業であっても、未来永劫にわ

光学ガラスの開発はもちろんのこと、販売も

たって安泰という保証はどこにもありません。

高度な知識がないとお客さまへ説明ができず、

翻ってみると、組織は大きくなればなるほ

またお客さまの要望を理解することもできま

せん。その販売に理系大学院出身の方が数多

ど硬直化し、管理のための管理を始めたりし

者は全員が理系出身者です。ですから、開発

業員は楽しくなくなる一方です。ですから当

ます。そうなると自由闊達さが失われて、従

く応募してくださり、いま 25 人いる販売担当

社は、お互いの顔が見える現在の規模が丁度

担当者との意思疎通もスムーズに進み、開発

いいし、無理に売上高を増やしたり、利益を

部の部屋の片隅で新しい製品に関する議論に

アップさせていこうとは思っていないのです。

花を咲かせている姿をよく見かけます。

イタリアのフェラーリの年間生産台数はわ

──従業員を大切にされる住田社長にとって、
最大のピンチとはどのようなことでしたか。

ずか 9000 台弱ですが、世界中の自動車ファン

盛期の３分の１になったときでした。一瞬、

しく働きながら、世の中にない製品を創り続

を魅了してやみません。全従業員が自由に楽

08 年のリーマンショックの後、売上高が最

けることで、当社は光学ガラス市場における

早期退職の募集が頭のなかをよぎりました。

“ フェラーリ ” のような存在となって、諸行無

しかし、田島工場の製造現場から「給料を下

常の世の中をしなやかに生き抜いていきたい

げても構わないので、一人も辞めさせないで

と考えています。

ほしい」という声があがってきたのです。会
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