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●同社における技能五輪の位置づけ

国際競争に打ち勝つモノづくり
ゆるぎなき「技能立社」を目指して
安川マニュファクチャリング株式会社

参加の経緯
いかにして世界市場で勝ち抜くモノづくりの体制を築け
るか。安川マニュファクチャリングはその解として、「技
能立社」というコンセプトを導いた。技能五輪への挑戦

を頂点に、人材・技能の育成を強化し、問題解決力を発

●近年、効率化・合理化が追求され、かつてのように先輩社員の仕事を観察し、その
技と経験を学ぶ機会が少なくなっている。一方、世界市場で勝つための「高付加価
値なモノづくり」を実行するには、属人的な熟練技能が必要とされる場面が数多く
存在する。この状況では、モノづくりの重要な要素技術である機械加工などの熟練
技能が伝承されず、失われるという危機感があった。
●そこで 2015 年のあるべき姿を示した中期経営計画（YEM ビジョン）を策定。人材技
能育成部を新設し、社員個々の技能レベルを最大化するため、教育・育成システム
の全社的再構築を推進。なかでも技能五輪挑戦はその頂点に位置する。それ以外に
も技能検定取得推進や独自の社内検定を設けるなど、個々の習熟度にきめ細かく対
応した、技能習得プログラムを整備している。

揮する高技能集団へと組織を向上させる。属人的な技能

▲

をいかにして全社共有の武器へと昇華させるのか。同社
では今、経営戦略と軸をひとつにした技能五輪への挑戦

●人材育成システムの中核にあり、人材・技能育成が経営の重要課題であることを示
すための象徴的な存在でもある。大会で入賞、メダル獲得という、あえて目標設定
を高くすることが、若年層の技能レベルを大きく向上させ、人格面においてもリー
ダーにふさわしい忍耐力や判断力養成につながる。

が進行中だ。

技能継承を担う、将来のリーダーを育成

した熟練技能者の技と知識。YEMでは自動化が進む現場に

参加の意義

おいて、ともすれば失われてしまう属人的な熟練技能を確実
に継承し成長のエンジンとするため、技能五輪挑戦を通じ、

1960 年代後半、安川電機は世界で初めて機械制御に電
子技術を応用したメカトロニクスという概念を提唱する。その

技能継承を担う人材や工場管理技術者などの継続的育成を

高精度な機械制御技術はあらゆる産業の技術革新を牽引し

目指している。

●大会経験後、技能とリーダーシップを備えた人材がさまざまな職場に配され、現場
においてその経験を発揮・指導にあたることによって、得られた経験を全社の財産
にすることができる。その意味では技能五輪への投資は、優れた個人の育成である
と同時に、組織風土づくりでもある。そのため技能五輪挑戦は長期的取り組みの視
点が重要である。熟練技能者を継続的に育成するには、大会参加は選手個人の問題
ではなく「YEM の挑戦」という企業文化としての醸成が大切になってくる。

支えてきた。そんな革新的なイノベーションをDNAとして持つ

▲

参加することで見えてくる課題をクリア

同社グループにあって、安川マニュファクチャリング（YEM）
は、「モノづくり」の基幹を担う製造アウトソーシング専門企業
である。製造拠点の海外移転が加速する中、YEMは国内

●新卒採用活動の時点から、入社後の技能五輪参加を前提にした選考を実施している。
優秀で意欲のある人材を獲得できるほか、早い段階から将来の生産現場を担うリー
ダーとしての責任と自覚を促すことができる。また入社間もない段階から、最高レ
ベルの技能を体感することは技能への向上心を高め、将来の目標設定をより高いレ
ベルに置くことにもつながる。

2012 年に統括組織である人材技能育成部を設置し、同時

において効率化、高付加価値化に徹底的に取り組んできた。

に早くも同年からの大会参加を目指した。まずは「電子機器

世界と伍する効率性、生産性を国内立地で確立。ユーザー

組立て」で関東カンパニーと行橋カンパニーにおいて各２名

からの高度な要求にも、技術力を軸にきめ細かく対応してい

を選抜。４名の選手は短い準備期間ながら全員が予選を勝

る。グループ海外製造拠点のマザー工場という性格を併せ

ち抜き、全国大会出場を果たしている。

持つことでも分かるよう、その技術・マネジメントレベルは非常

あえて短期間での大会参加を目指したのは、参加すること

に高い。

で課題が自ずと顕在化し、自らの問題点を客観視できるから

2015 年に創業 100 周年を迎える安川電機では現在、節目

だという。課題解決のサイクルを回しながら改善・向上を図る

の年を見据えた中期経営計画が進行中だ。YEMでもそれと

ことで、結果として短期間で効果的な育成システムを構築で

連動した経営計画（YEMビジョン）が策定され、大きな柱と

きると考えたのだ。

して人材・技能育成が据えられている。なかでも技能五輪へ

２年度目は新たに八幡カンパニーで１名が「旋盤」で全国

の挑戦は、高度技能・技術者育成のための基幹ツールに位

大会に挑戦する。３年度目以降には、「電子機器組立て」で

置づけられている。

のメダル獲得も目指していく。もちろん結果にこだわりつつも、

トータルソリューションカンパニーとしての性格を強く打ち出

一方でYEMは高度熟練技能者育成のエコシステム構築にあ

す安川電機グループでは、製造部門においても顧客ごとに精

るという本質を見失わない。視線は常に技能五輪への継続

密で微妙なカスタマイズなど、高い課題解決能力が求められ

的な挑戦の先にある「技能立社」に向けられている。

活用方針

●継続的に選手候補生が入社することで、大会参加選手選考など良い意味での社内競
争環境が生まれる。互いの切磋琢磨によって、結果、技能レベルはさらに向上する。
●技能五輪への挑戦は、選手個人のスキルだけでなく、同時に指導者育成という面も
併せ持つ。大会参加経験者が、後に各現場で技術継承のキーパーソンとなるのはも
ちろん、高いスキルを持つ社内技術者が指導スタッフに関わることは、選手のみで
なく指導スタッフのスキル向上にも寄与する。

［会社概要］
安川マニュファクチャリングは、製造アウトソーシングの専門企業として、高効率モーター、サーボモーター、
リニアモーター等の各種モーター、産業用インバーター、コントローラー等の製造を請負う。従業員数 2,100
名。同社では各事業所ごとのカンパニー制を採用しており、本社（福岡県北九州市）ほか、関東カンパニー
( 埼玉県入間市 )、八幡カンパニー ( 福岡県北九州市 )、行橋カンパニー ( 福岡県行橋市 )、Rカンパニー ( 福
岡県北九州市 )、水巻カンパニー ( 福岡県遠賀郡 )にわかれる。（写真は関東カンパニー）

る。そこで力を発揮するのが「モノづくり」の経験を背景に
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技能五輪訓練レポート

安川マニュファクチャリング株式会社

——初参加した率直な感想を聞かせて下さい。

中井 「電子機器組立て」に４名が参加しましたが、大

高橋祐介氏

会への挑戦を通じて大きく成長したことを実感しました。

選手育成コーチから

予想以上の成長を遂げた選手たち

五輪の訓練では、たくさんの人
から指導して頂きます。中には
日常の業務では知り合わないよ
うな人もいて、新しい人脈づく
りにも繋がります。そういうこ
とも含めて選手には、日々、訓
練に没頭させてもらえることへ
の 感 謝 を 大 事にす る よ う 伝 え
ています。技能と知識を高める
だ け で な く、 さ ら に は 人 間 性
を磨き、現場に入った時に核と
なる 人 材に育って欲しいと 思っ
ています。

我が社の人材育成と技能五輪

技能はもちろんですが精神的・人間的な成長に目を見張
りました。当初は「やらされている」という意識もあった
かもしれませんが、大会終了後のミーティングでは各人が
「会社の代表」としての意識を持ち、「自分に何が足り
高い目標に向かい、それをクリアしていくことで、

中井ミヤ子氏

部長

ら忙しい現場にとっては正直痛手でもあるのです。それ

自信とともに自覚と責任感が芽生えたように思います。技

でも協力してくれたのは、大会参加が経営戦略の重要な

能五輪への挑戦は、将来のリーダー育成という期待があ

柱のひとつという共通理解があったからでしょう。

りますが、想像以上に選手たちは成長したと言えます。
――人材技能育成部を設立され、すぐその年から大会に

大会参加後の教育こそが重要になる

参加されました。準備など大変だったと思いますが。

中井

前年下期から情報収集していたとはいえ、実際の

——技能五輪を今後どのように人材育成に活かしていかれ

参加となると大変でした。ただ参加したことで見えてくる

る予定でしょう。

部分も非常に多かったですね。「電子機器組立て」は当

奥園

社の現場作業から考えて比較的参加が容易ではないか

加対象年齢を過ぎたからといって、それで終わりにしては

と考えていましたが、実際に取り組みを開始すると、設計・

意味がありません。大会参加で彼らが得た技能が個別

プログラム等いわゆるソフト部分に弱さがあることが分かり

最適だとするなら、今度はそれを全体最適にしていかな

ました。その点では自社の強み・弱みを客観的に判断す

ければなりません。彼らが社内マイスターとして指導者、

る上でも技能五輪は有効なツールとも言えるでしょう。

さらには経営のリーダー層となるべく継続的な教育が必

奥園

要だと考えています。

大会参加の推進部署である人材技能育成部を社

木村健一さん

継続的に取り組むのはもちろん、各選手たちも参

長直轄部署とし、トップ自らがこの挑戦を「全社的な取り

中井

組み」と明確に位置づけたことが短期間で全国大会へ

能については社内認定制度を設けるなどして、社内全体

参加できた大きな要因だと思います。ベテラン社員をコー

の技能スキルを底上げしていきます。その点においても

チ役に任命するにしても、現場の協力がなければ難しい。

技能五輪参加者が得た技能、経験が特に指導面などに

コーチ役になるということは、それだけ優秀な人材ですか

おいて大きな財産になることは間違いないでしょう。

五輪以外にも技能検定取得、国家検定のない技

左から植竹翔平さん、出川智大さん、木村
健一さん。訓練生は各１年ずつ入社年次が
異なる構成だ。選抜を経て、関東カンパニー
からは今回、２名が五輪に出場する。

図：技能五輪推進体制
社
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技術指導
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訓

……技能五輪訓練生

安川電機
専門スタッフ

長

関東カンパニー人材技能育成室

技能五輪訓練生から

奥園

人材技能育成部

奥園幸典氏

前 回 大 会では、 とにか く 時 間
が足りなかったというのが実 感
です。基板組立ては自信があっ
て思い通りできましたが、回路
課 題の対 応が難 点でした。 今、
電 気 回 路がわかってきて、もっ
と 勉 強 し たいと 思 え る よ うに
なっています。技能五輪は、若
いう ち に 自 分 の 技 能 を 作 り 上
げる良い機会だと思います。こ
こで身につけたこと を、 将 来、
会社の中で伝えていけるように
なりたいと思います。

ないか」をしっかりと自覚していました。

常務取締役 関東カンパニー社長

技能五輪全体を管轄するのは、
社長直下に置かれた本社の人
材技能育成部。そして各カンパ
ニー内に、選手が所属して、日々
の訓練・技能育成を推進する人
材技能育成室がある。選手は日
常は各カンパニーごとに訓練を行
い、年に数回、全社育成室合
同の研修・訓練が行われる。

写真は関東カンパニーの「電子機器組立て」
職種の訓練生チーム。他の訓練生も併せて
６名がこの人材技能育成室に所属している。
訓練生は入社してすぐに配属され、当職での
訓練期間内は製造業務には携わらない。朝
の全体ミーティングの後、各人ごとにその日
の課題を確認して、訓練に取りかかる。

［技能五輪全国大会参加データ］
第 50 回大会（2012 年）に初参加、「電子機器組立て」職種に全社で４名が挑戦した。次回の大会からは、「旋盤」職種にも選手を
送り込む。さらにその次年度には、入賞〜メダル獲得をと、目標を高く掲げている。

35

