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●同社における技能五輪の位置づけ

デザインと品質を重視した家具づくり
チャレンジする精神をバックアップ
株式会社カンディハウス

●第 50 回技能五輪全国大会、および第 42 回技能五輪国際大会に出場した林香さんの場
合、入社前の北海道立旭川高等技術専門学院在学中に技能五輪全国大会で銅賞を受
賞した実績があり、入社時点において次の大会に再度挑戦したいという気持ちがあっ
た。

参加の経緯

●このため、会社として林さんの五輪へのチャレンジ希望を受け入れることにした。
訓練は全国大会、国際大会とも、林さんの母校である旭川高等技術専門学院で行われ、
また、在校時の担当指導員から引き続き指導も受けた。

高級家具メーカーとして椅子やテーブルからシステム家具ま

で手がけるカンディハウス。国内外から評価される高い品質

▲

は、卓越した技能と優れたデザインに支えられている。

2012 年に入社した林 香さんが第 50 回技能五輪全国大会で

みごと金賞を受賞し、国際大会に参加した。技能五輪への参

●社員が全国大会で金賞を獲得、また国際大会に出場したことは、会社にとって誇り
でもあり、パワーにもなった。地元紙をはじめメディアに多数取り上げてもらい、
パブリックリレーションの面でも影響は大きかった。

員で支援した。他の社員にとっても、技能五輪は、優れた技

●全国大会、国際大会の支援を全社員で行い、会社の結束が固まることにもつながった。

加は、同社では初めてのことだったが、林さんの挑戦を全社
能に対する誇りと意欲を高めるきっかけになった。

●会社が全面的にバックアップするということで、真に技能を重視しているという姿
勢を社の内外に示すことになった。

参加の意義

●技能五輪大会へチャレンジする社員の存在は他の社員にも刺激となり、より高度な
技能を得ようとの向上心へとつながる。

デザインと技術にこだわる製品づくり

技能向上への意欲を高めるきっかけに

による訓練を受け、最終作品が認められれば資格が与えられ

りとしたつくり、良質な素材、秀逸なデザインを兼ね備えてい

る。また、社内では全社員が参加可能なデザインコンペが開

るのが特長だ。このような高品質な家具には、職人の高い技

催されている。デザインを重視する同社ならではの試みだ。

能が活用されている。

技能五輪は、若手教育のプログラムとして特に組まれてい

木材は部分や木目によって、木の性質が大きく変わって来

るわけではなく、2012 年に入社した林香さんの挑戦が、同社

るので、職人には材料の適性を見極め、管理する技能が必

にとって初めての参加となった。林さんは、入社年に行われ

要とされる。

た第 50 回全国大会で金賞を受賞し、「家具」職種日本代表

同社はデザイン性に加え、構造なども重視し技術開発を進

選手として第 42 回技能五輪国際大会に出場した。

めている。「高度な技術に挑戦しようというチャレンジ精神は、

技 能五輪への参 加は会 社 として初めてで、

て家具作りをしています」と話すように、同社の家具はしっか

対 応のノウハウも あ り ませんでしたが、とに

や図面加工など家具職人として独立できる内容のプログラム

かく 社 を あげて全 面 的に支 援していく 態 勢

藤田哲也氏が、「当社は、徹底的にデザインと技術にこだわっ

を 取 り ました。 国 際 大 会では、開 催 地のド

けられている。マイスター制度応募者は、数か月、デザイン

イツに現地法人があり、ドイツ人である社長

メーカーの中でも先駆的メーカーだ。同社代表取締役社長の

自らが通 訳として参 加 をし、選 手の不 安 を

さらに、経験を積んだ中堅社員には、マイスター制度が設

解 消 するよう 大 会 期 間 中 を 通してサポート

を生かした家具づくりを進めるために創業した。旭川の家具

してもらいました。このチャレンジは、当社に

込む。

とってもよい経験になったと思います。

實氏がドイツ研修で学んだ、本場ヨーロッパの技術やデザイン

当 社は、品 質 とデザインを 徹 底 的に追 求

関する知識から繊細な加工などの専門技術までを若手に叩き

するものづく り をしていま す。 工場にはコン

家具メーカーや工房が点在する。同社は、現相談役の長原

ピュータ制御の先進的な加工マシンも稼働して

社員教育は現場で行い、熟練した職人が素材やデザインに

いますが、マシンだけでは理 想とする製 品は

旭川近郊は、木の町、家具の産地として知られ、多くの

作れません。 材 料とする木を読む目、微 妙

工場では、若手社員もベテラン社員と共に作業を行っていた。

な仕 上げの加工、部 材の形 状の設 計、マシン

ドイツにも販売会社がある。

の加工条 件の設 定など、人 間の技 能 と経 験

程では、
職人の高い技能を生かした家具作りが行われている。

が不 可 欠です。 その姿 勢はこれからも 変わ

まな家具を製作、販売し、全国 12 拠点をもつほか、米国や

り ません。 ですから、技 能を高めるために、

入れているが、仕上げをはじめとする手作業が生かされる工
例 えば技 能 競 技 大 会にチャレンジしたいとい

具メーカーだ。椅子やテーブルからシステム家具まで、さまざ

う 社 員の積 極 的な意 欲については、これから

同社では合理化できる工程では先進的な機械技術を取り

も歓迎します。

株式会社カンディハウスは、北海道旭川市に本社を置く家

●若手社員にとっては高度な技能獲得の機会であり、技能五輪の参加は会社にとって
もプラスと言える。今後も挑戦者がいれば、積極的に支援していく。

代表取締役社長

藤田哲也氏

［会社概要］

同社は林さんを業務のシフトから外して訓練時間を与えると

北海道旭川市に本社を置くカンディハウスは、従業員数 268 名。すぐれたデザインの高級木製家具メーカー

創業以来変わりません。これまで高い技能を必要とする新し

ともに、練習用の材料や国際大会で使用する膨大な工具類

として知られる。住宅やオフィス用の家具からオーダーメイドの家具まで幅広い製品の製造、販売を行う。先

い製品づくりやデザインに、どんどん挑戦してきました」と藤

を提供するなど、全面的なバックアップを行った。

進加工技術を取り入れながらも、職人の熟練の技術を活用し、高品質の家具を作る。本社には開発、業務、

田氏は話す。

販売部門と直結した自社工場を持ち、
“made in 旭川”にこだわった事業活動を行う一方、米国とドイツの２
つの拠点を持ち、世界に通用する製品を生み出している。
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技能五輪訓練レポート

株式会社カンディハウス

技能五輪国際大会に参加して（第 42 回技能五輪国際大会
時間内に作業する難しさを実感

「家具」職種）

時間内に課題が完成しないかもしれない。「いくらいいも
のがつくれても、課題が完成しないと意味がないですか
ら、ジレンマはありますね」。

小さいころから、工作や木工が好きで、大工になろうと

練習では、工程ごとに完成させる目標タイムを決めた。

思ったこともあった。林さんが家具職人になるのを目指し
たのは、高校生のころだった。高等学校を卒業後、北

作業が完成するまでのタイムを計り、目標に近付くよう作

海道立旭川高等技術専門学院造形デザイン科に進学し、

業を繰り返した。タイムがなかなか縮まらないときは、苦し

2 年間みっちりと家具作りの基礎を学んだ。「技能五輪の

かったという。大会前に発表された課題が大会の当日に

参加を決めたのは、在学中です。私の進んだ学校は、

は30% 変更されるので、大会が近付くと、変更を想定し

技能五輪の参加に力を入れています。まわりの先輩たち

た練習を繰り返した。競技の指導は、主に旭川高等技

の活躍ぶりを目の当たりにして、自然に技能五輪に挑戦

術専門学院の吹谷眞一教諭から受けたが、会社をはじ

する気持ちが芽生えました」と林さん。1 回目の挑戦は、

め、旭川家具工業協同組合など地域をあげての支援が

2011 年の第 49 回大会だった。

あった。練習にもたくさんの助言をもらった。

そのときは、銅賞を受賞。「時間内に作業するむずか

緊張の連続だった国際大会

しさを実感しました。再度挑戦して、金賞を獲得したいと
いう気持ちが強くなりました」と林さんは振り返る。
2012 年 4月に林さんは、( 株 )カンディハウスに入社し、

林さんは現在、仕上係を担当しているが、同社ではジョブローテーションを行っており、この先複数の技能を身につけていく。「木材を使ってカタチを作り上げることが楽しい」
と語る林さんは、機械を使うのではなく手で加工することにより「作り上げた」という高い満足感が得られると言う。

そうして、臨んだ技能五輪国際大会。初めての海外

椅子の加工係として勤務しながら競技の練習に励む日々

に戸惑うばかり、緊張の連続だったという。「国際大会は

が続いた。2012 年の第 50 回大会では、
見事金賞を受賞。

日本の大会とかなり規模が違います。言葉も人も道具も

翌年 7月にドイツで行われる国際大会への出場が決まっ

違うので、何がなんだかわからなくて、まわりを見る余裕

た。

もありませんでした」。
いちばん戸惑ったのは、作業台の高さだったという。日

目標タイムを決めて練習

本のよりも10㎝も高い作業台だったので、特注サイズを
用意してもらった。機械も日本で使ったのとは違うドイツ製
のものだったので、使い方に慣れるまで時間がかかってし

11月の全国大会ののち、翌年 1月の中旬から国際大

まった。無我夢中のまま、国際大会は終わった。

会に向けた練習が始まった。午前中は会社で仕事をし、

「入賞はできませんでしたが、国際大会に出た経験は、

午後は母校である旭川高等技術専門学院に出かけ練習
をした。4月末からは、練習は本格的になり、朝から学

かけがえのないものとなりました。全国大会や国際大会を

院にでかけ、ひたすら課題に取り組んだ。

通して、家具作りのおもしろさがますます深まったと思いま

林 香さん

「 競 技を行う上

す。もし技能五輪の参加を迷っているならば、絶対挑戦

で、 作 業と時 間と

したほうがいいと思います。一生懸命取り組んだ経験は

の折り合いをどうつ

自信につながります」と林さんの興奮はいまだ冷めない。

けるかということを

「木目を見るのが好き」と話す林さんは、家具ばか

一 番 考えました」。

りでなく工芸品もつくれるような家具職人になりたいという。

時間をかけて納得

国際大会に参加した日本代表メンバーとは、今度は技能

いくまで作品をつくり

グランプリで会おうと誓いあった。技能グランプリはさらに

たいという気持ちが

熟練の技が試される。その日まで、腕を磨く日々が続く。

あるが、それでは

写真（上３点）は、第 42 回国際大会での競技風景。競技中は時間との戦いに自分の中で葛藤が生じる。「競技であっても、やはり時間を掛けて、手を掛けて、自分が
納得できるような加工をしたいんですね」。しかし現実には、制限時間と折り合いを付けた作業となってしまい、それがとにかくもどかしい。まさに職人らしい実感だ。

［技能五輪参加データ］
2012 年 4月に入社した林 香さんは、第 50 回技能五輪全国大会（2012 年）の「家具」職種に出場して金賞を受賞し、翌 2013 年
7月にドイツ・ライプツィヒ市で開催された第 42 回技能五輪国際大会に、日本代表選手として参加した（21 位）
。林さんの技能五輪へ
の参加は、同社で初めての事例。
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