
 滋賀県技能振興コーナー 

 

 

平成 29年度技能伝承に取り組む企業の好事例発表及び意見交換会について 

（ＩＴを活用した生産性向上の取組みを実施する企業の好事例発表及び意見 

交換会と同時開催） 

 

 

 

 

１．日 時 平成 29年 10月 28日（土）11:30～13:30 

 

２．会 場 竜王町ドラゴンハット（特設ステージ） 

 

３．参加者 

   ＩＴ活用生産性向上好事例発表企業 

             株式会社シンコーメタリコン 

                   取締役製造部長  綾野 道雄 氏 

技能伝承好事例発表企業   

キヤノンマシナリー株式会社調達本部製造部 

生産技術課 課長 神鳥 靖弘 氏 

    

   意見交換企業（パネリスト） 

  株式会社マツバヤシ 代表取締役社長 松林 克蔵 氏 

             株式会社伊吹機械  代表取締役   伊吹 宏一 氏 

             宮川バネ工業株式会社代表取締役   宮川 草平 氏 

             有限会社高野製作所 代表取締役   高野 元秀 氏 

 

コーディネーター（取りまとめ役） 

滋賀県立高等技術専門校 校長 野邉 俊和 氏 

 

                          聴講者 10社 20名 

 

４．ＩＴを活用した生産性向上の取組みを実施する企業の好事例発表 

 

 

   好事例発表   株式会社シンコーメタリコン 

               取締役製造部長  綾野 道雄 様 

 

  シンコーメタリコンの製造部の責任者をしております、綾野と申します。 



今回 ITを活用した生産性の向上の取り組みの事例ということでお話させて頂きます。 

この ITの取り組みですが、当社は 10年の実績があり取り組んでまいりました。 

まず会社概要を発表していきたいと思います。 

・株式会社シンコーメタリコン 

所在地は湖南市吉永 405 

京都で創業しまして京都の山科で 50年 

滋賀に移りまして 34年、84年の歴史がございます。 

資本金が 3000万 

売上が 12億 

取引先件数が 3283社 

従業員数が 80名となっております。 

社長を紹介させてください。 

名前が立石 豊、年齢が 56歳、京都で生まれまして大阪芸術大学映像学科を卒業 

1985年シンコーメタリコン入社、1994年代表取締役社長就任 

大阪芸術大学出身で、同級生に「エヴァンゲリオン」「シンゴジラ」などの庵野監督と同

じ学舎で学びました。社長はかなりのプラス思考で、この後ビデオにも出てきますが、映

画とワインをこよなく愛しております。 

 

これから会社の概要をビデオで紹介していきますが、日経スペシャル「夢職人」でご紹

介頂きました。 

 

ほんとうに面白い会社なので皆さんご覧ください。 

 

～映像紹介～ 

ありがとうございました。 

 

本当に面白くあたたかい会社なのですが、これまでのたくさんの取り組みが色々な形で

評価をいただいております。 

私共が大切にしていることがあります。「人を大切にする経営」です。人とは従業員です

がアットホームな社風で働き方改革、福利厚生の充実によって社員の満足度を充実させて

おります。 

具体的に働き方改革の説明をしますと、1から 5まであります。 

・ドリームセブンといいまして、7日間連続休暇制度があり、全社員年 2回取ることが 

出来ます。 

・イクメンファイブとして、男性の育児休暇も今年の 4月から実施しています。 

・女性も結婚して出産されたら全員に育児休暇。 

・定年後も継続的に出社して技術伝承に協力いただいています。 

こういった取り組みで、社員満足度 86％を実現しております。 

 

ここから改めまして、自社の溶射の説明をさせていただきます。 



溶射とは金属やセラミックスなどを様々な熱源で溶かして粒子にし、基材に噴きつけて表

面に皮膜を形成することを言います。 

ピストルのような形をしているので僕たちは「溶射ガン」と呼んでいますが、この溶射ガ

ンを使って色んな金属やセラミックを溶かして噴きつけてコーティングするという技術で

す。 

～映像を使って溶射の説明～ 

ここから ITの話をしたいと思います。 

当社はオリジナル 業務管理システム「シン魂」（シンコーメタリコンの魂）と命名して

います。 

今回は、このソフト開発のお話を致します。 

現在までの取引先は 3,283 社、お客様の様々な製品をお預かりして加工しています。お

預かりしているのも多品種、小ロットで、何万通りもの溶射仕様があります。 

今までは人に頼ったやり方で、作業指示書が何万通りもあるので、手書きの方が早いと毎

日手書きで 40枚～50枚発行しておりました。 

私も入社してから営業を 10年やっておりましたが、原価計算など非常に時間がかかって大

変でした。 

 また、現場の溶射の工程や納期がどうなっているかも、わざわざ現場に行って実際に溶

射している人に毎回聞きに行かないと分からないと言う苦労がありました。 

  

  （パワポで紹介）別添資料参照 

 

 最後に、・・・本当に楽しい会社なので是非ホームページをご覧ください。ご清聴ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．技能伝承に取り組む企業の好事例発表 

 

 

   好事例発表  キヤノンマシナリー株式会社調達本部製造部 

生産技術課 課長 神鳥 靖弘 様 

 



 神鳥といいます。 

会社は滋賀県内では草津と守山にあります。 

自社事業ですが、ひとつは FAシステム事業です。別添資料参照 

エネルギー分野では、車などに搭載されている電池関係、それを組み立てる装置も作って

います。ラインとしては長いものでは 10Mのものなども作っています。 

その他では、電子コンポーネント分野として ICカードなどに電子部品を貼りつける装置や

自動車の電装部品を組み立てる装置なども手がけています。  

あとはキヤノン製プリンターのカートリッジ組立ラインです。 

職場などにあるトナーカートリッジと皆さんのご家庭にあるインクジェットカートリッジ

を組み立てるラインを製作しております。 

 

もう一つの事業としてセミコンシステム事業があります。 

これは半導体製造装置と言われるもので、当社ではダイボンダーという装置を手掛けてい

ます。どの様な物かと言いますとパソコンやスマートフォンなどの中に入っている ICチッ

プを製造する装置の一部になります。 

当社の装置は半導体製造の後工程になる所でシリコンウエハーから切り取ったチップをリ

ードフレームに並べるという装置になります。 

 

ここから私の所属している職場の話になりますが、私達の職場ではこれらの装置に組み

込まれている様々な金属部品を工作機械と言われる物を使って製作している職場です。 

当社が保有しておりますマシンとしてはフライス盤、マシニングセンタなど角物部品を切

削加工する物や旋盤、複合旋盤など丸物部品を切削加工する物があります。また高い精度

を必要とする部品を研削する研磨機や、型彫り放電、ワイヤ放電なども保有しております。 

また、高精度部品といわれるような部品においては 10μや 5μの要求精度といった物も

あります。 

部品形状は小さな物や大きな物、長いものや薄いものなど、様々で如何に要求通りの物が

製作できるかといった事が求められます。 

金属の切削加工は熱が発生するため歪みと呼ばれる変形が生じます。如何に変形させない

ように切削し、要求された精度に完成させるかが技能者には求められます。 

また国家検定でもある技能検定にも積極的に取組み 3級、2級、1級、特級と受検して頂

き結果を残していただいています。 

機械加工、放電加工、鉄工、工場板金、仕上げ、電子機器組立て等いろいろありますが、 

今年の 3月の時点で延べ 311名の方が合格しています。 

合格者は技能士とし玄関に名前を入れ貼っています。 

もう一つ、厚生労働省、中央職業能力開発協会、一般社団法人全国技能士会連合会が主

催の技能グランプリという全国大会にもチャレンジし自分の技能を試していただいていま

す。2年に１回の開催ですが、出場者は入賞を目指して頑張っていただいています。 

 

ここからは、技能の評価の仕方ですが、まず新入社員で入ってからはＤ級技能者という

形で評価をしています。 



一般部品と呼ばれるものを、出来るようになるまで指導者と共にやっていく。 

技能検定では 3 級、スキルレベルの点数も 0～0.8 点ということで、1～2 年くらいまでは

この辺りのレベルです。 

次がＣ級技能者、技能検定の 2級が受かるレベルです。 

Ｃ級はベストオペレーター集団です。指導を受けなくても一般部品であれば自分でできる。 

これが 0.8点～1.8点。 

次がＢ級技能者、Ｂ級のプロ集団といわれる、技能検定 1級レベルです。 

指導を受けなくても難度の高い部品ができる。後輩にアドバイスができる。スキルレベル

も 1.8～3.6点になります。 

その上がＡ級です。技能検定は 1級、もしくは特級のレベルです。トッププロ集団です。 

スキルレベルも 5点までとなります。 

人に指導が出来、実務経験も 8年以上。現在 16名がいます。 

その上は、トッププロ集団の中で国から認定される「現代の名工」や滋賀県認定の「おう

みの名工」、また当社グループ認定の「キヤノンの名匠」を持った方が現在 3名おられます。 

 評価の基準ですが、 先程の詳細となりますが、上からＡ級、Ｂ級、Ｃ級、Ｄ級と分か

れていて 

 Ａ級の中でも 1～4まであり、それぞれに項目があります。これを達成したら上がれると

いうことになっています。 

 上級の方になると自分が保有している技能や技術だけでの評価ではなく、自分が培って

きた技能や技術を後輩に指導し伝承していくことが求められます。 

 この指導にあたっての計画ですが、やはり一つは国家検定、これはもう目に見えてわか

るので、この級のレベルの人材を育てていこうと言う考えで実施しています。 

 私が携わってきた機械加工の一種でフライス盤という工作機械を紹介いたします。どの

ように加工するかといいますと切削工具を用いて素材を削り出し様々な形状の角物部品を

作るものです。切削工具を使い分け穴を空けたり、ネジを立てたりも出来ます。 

 

 次に当社のフライス盤加工の育成と伝承を説明します。 

当社では育成と伝承を分けて考えています。 

育成に関してはステップアップ。経験年数に応じてランク別に指導を実施し仕事を通じて

レベルアップを図る。 

また、技能検定の取得に向けて練習計画から課題克服までやっていこうという考えです。 

競技大会でもある技能グランプリ出場においては、技能検定 1 級取得者の課題克服に向け

ても指導していく。 

もう一つは伝承技能です。これは勘とかコツになってきます。 

仕上げ加工の後、加工歪をハンドプレスといわれる油圧式のプレスやハンマー等を使用し、

力のかけ具合で修正していく、これはどれだけ曲げたらどれだけ戻るのを想定し勘で行う

作業です。1000mmくらいのものを、0.1ミリくらいまで修正できるような技能です。 

変形具合により、プレスで押したりハンマーで叩くポイントや力加減を教えた後は経験の

積み重ねになります。まさに勘やコツが必要な作業となります。 

フライス盤作業の育成計画になります。入社 2 年で技能検定 3 級レベル、4 年では 2 級レ



ベル、6年では 1級レベル、8年以上になると技能グランプリへの出場を目指し取組んでい

ます。 

社内製作部品においても一般部品から徐所に難度が上がり高難度の高い付加価値のある部

品製作へと上達していく様な計画となっています。 

次は先程の伝承事例になります。半導体製造装置の部品で非常に高い精度が求められて

おり、仕上がりは平面度、平行度共 50μ厚みや段においては寸法公差 20μ以内となってお

り、荒加工後の歪み修正が重要になり、歪修正の出来具合により最終の仕上げ加工に大き

く影響を与えます。 

これからの技能士に求められることとしての考えになります。 

新しい技術がたくさん増えてきている中で、それに対応するために指導者も知識、技能

を身につけなければなりません。5年 10年前とは金属加工もかなり変化しており、新しい

い知識を自分たちも勉強し身につけていかないとこれからの「ものづくり」に対応してい

けません。高度技能士が目指さないといけないのは、培った技能を生かし未知の加工分野

へのチャレンジをしていかなければならない。今持っている技能を教えているだけではダ

メだということです。 

また新技術を取り込み、新工法を生み出すということです。使用する工具も大きく変わ

ってきているので新製品を積極的に取り入れ、より速く、より良い物を作り出すという事

を常に考え取組んでいく事が必要かと思います。 

 今までの技能をいかに標準化というかたちで継承するか、伝承していけるかを考え取組

んでいかなければなりません。 

 技能を誰がやってもできるような形にまでする事はなかなか難しいですが、中には出来

る所もあるのではという考えを持ち取組む事が大切ではないかと思います。 

 次は育成、伝承の考え方になりますが、個人的な思いも入っています。 

人と人の関係である為、まずは信頼の構築と考えます。ただ単に自分の知識を押し付け

やれやれだけではなく意見も聞き取り入れてあげる。教えるにあたって、教える側と教え

られる側の信頼は大切です。 

次に、指導となりますが、ここでは納得するという事が大切で、人は納得しなければ行

動しませんから納得する様な教え方を実行しなければいけません。基礎となる所を指導す

る訳ですが、受講生が納得いくまで噛み砕いた丁寧な説明が重要だと考えます。これくら

い言えば理解してくれているだろうと思わず根気よく相手が納得するまで付き合う事が大

切だと考えます。 

次は育成ですが、基礎がしっかり出来ていればそれを基に応用し、新しいい仕事にも対

応できていけるので自分自身で考え能力を発揮していきます。 

最後に指導者と受講者の理想の関係ということで上げていますがやはりお互いが明るく

楽しく育成、伝承に取り組める事が発展へ結びつくものと考えます。 

受講者は指導者から教えてもらい、指導者は受講者を教える事により教えられる事もある。

この様な考えで win-winの関係でいられる事が理想だと思っています。 

 

以上 ご清聴ありがとうございました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．意見交換（パネルディスカッション）では、次のような意見が聞かれました 

 

○【Ｑ】自社システムのメンテナンスやアップデートについてお伺いをいたします。 

【Ａ】アップデートですが、ベンダーさんと継続契約をしております。 

ソフトの実測から 10年以上経ちますが、ソフトは継続的進化を遂げています。 

近年は現場社員に「こんなことをやって欲しい」「こういうネットワークが必要で 

す」という意見が多数出てきまして、ベンダーさんも継続して週 2回毎週来てい 

ただいて、私がリーダーになってやるのではなく、現場の社員がベンダーさんと 

積極的に関わってソフトを進化＝バージョンアップを行っています。 

継続的改善です。 

【Ｑ】ベンダーさんの費用について 

【Ａ】ベンダーさんとは月 1の契約をしておりました。このシステムは社内の基幹シス 

テムということで「魂」という名前をつけていたのですが、色々な方から「これ 

販売したら？」というたくさんの声をいただきまして、昨年の 8月に販売をスタ 

ートさせました。 

それも含めましてベンダーさんとは今契約をしており金額は、月に初任給を少し 

超えたくらいの額面をお支払いさせていただいています。 

ベンダーさんも社内では社員と同じ作業着を着ていただいています。 

 【Ｑ】うまく技能を伝えるためのコツとかあればお教えください。 

 【Ａ】コツと言うのはありませんが、私は、教える、指導するというよりも、一緒にや

ってみるという姿勢を大切にしています。また、なぜできないかではなく、どう

やったらできるようになるのかを考えるようにしています。 

 

 【Ｑ】マイスター制度を利用して、受講者にどのような効果がありましたか。 

【Ａ】マイスターに指導を受けた社員は、１級技能士の資格を取得し、後輩の指導にも 

あたってくれています。それも、ただ教えるのではなく、後輩にインパクトのあ 

る教え方を行い、技能的な成長が早くなりとても良い循環効果です。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．全体総括（コーディネーターまとめ等） 

  ＩＴ化による最大の効果は、「社員の意識変革」にあると思われます。「工程や原価、

利益率、業務時間、稼働率など社内のあらゆる情報を見える化・共有化することで、社

員一人一人の意識が確実に変わっていくと思われます。会社の利益への貢献度、自分の

仕事の熟練度、コストに対する感覚など、さまざまな面で各自が主体的な管理意識をも

つことです。 

  また、マイスター制度とか技能検定制度など、厚生労働省が企業さんに対する支援と

して色んな制度がありますが、今、滋賀県では 140 件余りのマイスターの方の登録があ

り、機械加工あるいは機械検査などについて活用事例も多く、今後も有効に活用いただ

くことで、それによって企業の中で一層の技能向上に取り組んでいただきたいと思いま

す。 

技能の習得度の指標となる一つが技能検定ということで、国では、新たに技能検定へ

の取り組みをされる企業さんに対しては、制度導入や企業の受検者への支援に対し、一

定の助成制度を設けられておりますので、それを活用されるなどして、一層技能の向上

やその継承に努めていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


