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あ ら ま し

富士通フロンテックのシステム製造部門では，マシニングセンターなどの切削加工設

備を使って精密切削加工や金型の製造を行い，半導体製造装置や医療関連の会社に加工

部品の販売，自動車関連会社に金型の販売を行っている。特に切削加工部品は加工時の

固定方法や加工中の応力開放による材料歪などの課題を解決しながら精度を出す必要が

あり，加工や材料に対する知識や経験が重要である。システム製造部門には「金属工作機

械工」と「金属加工・金属製品検査工」の2名の「現代の名工」が在籍し，加工時の課題を解
決している。「現代の名工」とは，卓越した技能者表彰制度に基づき，厚生労働大臣によっ

て表彰された卓越技能者の通称である。本表彰制度は，技能者の地位と技能水準向上の

ために1967年度に設けられ，金属加工，機械器具組立・修理，衣服の仕立て，大工など
の職業を分類した全20部門の技能者から毎年約150名が表彰されている。
本稿では，2名が表彰された経緯と地域社会に対する貢献，技術伝承について述べる。

Abstract

The System Manufacturing Department of Fujitsu Frontech uses machining 
facilities such as machining centers to manufacture precision machined products and 
metal molds and sells machined parts to semiconductor manufacturing equipment 
and medical-related companies and metal molds to automobile-related companies.  
For machined parts, in particular, high precision must be achieved while solving 
issues such as a securing method for machining and material distortion due to stress 
function during machining.  This makes expertise and experience in machining and 
materials important.  The System Manufacturing Department has two contemporary 
master craftsmen for metal machine tool machining and metal working/metal product 
size inspection, and they are solving issues with machining.  “Contemporary master 
craftsmen” is a popular name for distinguished technicians awarded by the Minister 
of Health, Labour and Welfare based on the system of commending outstanding 
technicians.  The commendation system was established in 1967 in order to improve the 
status and skill level of technicians.  About 150 people are commended every year out 
of technicians in a total of 20 divisions as a result of classification of their occupations 
such as metal machining, assembly and repair of machinery and appliances, tailoring 
and carpentry.  This paper describes the background of the commendation of the 
two technicians, their contributions to the local community and the handing down of 
techniques. 
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るフィルムガイドを傷・打痕を一切排除し加工す
る工程を創出（詳細は後述の「加工品事例」の章
を参照）。
また，後進指導育成の面でも以下のとおり携わっ
ている。
（3） 技能試験の実技・学科指導員
機械加工・工具研削加工関連の技能検定試験

の実技・学科指導員として26名を合格させた。
1992年には職業訓練指導員免許も取得し後輩の指
導に当たった。
（4） 技能検定員としての活動
技能検定員として1992年から技能検定運営に貢
献した。
（5） 工業高校の指導

2004年から新潟県職業能力開発課，新潟県職業
能力開発協会からの要請を受け新潟県立の工業高
校3校の教師・学生へ技能検定試験の指導を行い，
合格者を輩出した（図-1）。
以上のように，各メーカからも絶賛される優れ
た技術力と後進指導を評価され「現代の名工」と
して表彰され，社内でも第一号のマイスター（卓
越した技能を有し，後進の指導・育成に力を注い
でいる社員を認定し処遇する制度）として認定さ
れた。

「現代の名工」：金属加工・金属製品検査工

川﨑勝司は2010年に金属加工・金属製品検査工
として「現代の名工」に表彰された。
川﨑は1975年に受入れ検査部門に検査員として
入社し，1985年にハードディスク製造部門の出荷
検査担当および検査技術スタッフとして業務に従

「現代の名工」：金属加工・金属製品検査工

ま　え　が　き

富士通フロンテック（FTEC）は，1940年新潟
県西蒲原郡燕町（現 新潟県燕市）に株式会社金
岩工作所として設立され，1946年から電話機部
品および交換機部品の納入を開始し，1971年か
らプレス金型の自主営業を開始した。これらの部
品を製造するため切削や旋削設備を保有してい
た。1980年代になると工作機械のNC（Numerical 
Control）化が進み加工技術も進化した。部品加工
部門は，当初は富士通長野工場向けのハードディ
スク部品であるアルミダイキャスト品の切削加工
を行っていたが，その後，グループ以外の切削加
工ビジネスを開始した。特に業種を絞ることなく
外販を始めたことで，様々な分野（半導体製造装置，
医療，通信など）から引き合いがあり，加工設備
も立型・横型・5軸のマシニングセンター，NC旋
盤にマシニングセンターの機能を持つ複合加工機
などを導入した。これらの設備を有効に活用する
ため，個人の技量アップを目的に技能検定取得を
推進し，最終的には特級技能士の取得を目指して
いる。その成果として，FTECでは2名の特級技能
士が「現代の名工」として表彰された。この切削
加工技術はFTECのコア技術の一つとなっている。
本稿では，｢現代の名工｣ として表彰された経緯
と地域社会への貢献，技術伝承について述べる。

「現代の名工」：金属工作機械工

五十嵐清英は，2004年に金属工作機械工として
「現代の名工」に表彰された。
五十嵐は1971年にフライス工・旋盤工として
入社し，フライス盤を使い部品加工に従事した。
自身の技量を判断するため，技能検定を受検し，
1978年に2級フライス盤技能士となった。その後
8回の技能検定に合格し，1995年に特級機械加工技
能士に合格した（表-1）。
この間，技術的には以下の加工法を開発し，各
メーカから絶賛を博した。
（1） 特殊有機繊維樹脂加工技能
ダイニーマ・ザイロンをミクロン単位で切削で
きる刃物の開発および加工方法，加工条件を開発。
（2） レントゲンフィルムガイド加工方案
レーザ画像処理できるレントゲン装置に使用す

ま　え　が　き

「現代の名工」：金属工作機械工

表-1　五十嵐の取得技能資格
取得年 技能資格 
1978年 フライス盤（2級） 
1979年 旋盤（2級） 
1980年 工具研削盤（2級） 
1984年 フライス盤（1級） 
1985年 数値制御フライス盤（1級） 
1989年 マシニングセンター（1級） 
1993年 旋盤（1級） 
1993年 円筒研削盤（1級） 
1993年 数値制御旋盤（1級） 
1995年 機械加工（特級）
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化のため，地元企業の従業員に技術指導を行って
いる。
（5） 工業高校の指導

2005年から新潟県立の工業高校4校の教師・学生
へ技能検定試験の指導を行い，合格者を輩出した
（図-2）。
以上のように，五十嵐が開発した加工方法を保
証し，各メーカから高い信頼性を得たことと後進
の指導を評価され「現代の名工」として表彰された。
社内でも二人目のマイスターに認定された。

加工品事例

レントゲンフィルムガイド（図-3）は医療現場
で使用するレントゲンフィルムが通過する部品で

加工品事例

事した。五十嵐と同様に自身の技量を判断するた
め技能検定を受検し，1991年に1級検査技能士と
なった。その後1994年に精密切削部品製造部門に
配属され，出荷検査担当および検査技術スタッフ
となり，1998年に特級機械検査技能士に合格した
（表-2）。
この間，技術的には以下の検査技能を確立した。

（1） レントゲンフィルムガイドの検査技能
五十嵐が開発した加工技術を保証する品質検査
工程を測定機器および五感を駆使して確立。
（2） ワイヤボンディング装置用ホーン検査技能
ホーンはICと基板を結ぶ金線を溶着する部品で
あり，特殊な円筒精度は6 µm，面粗度は0.8 µm以
下の部品であるが，測定機器および視覚，触覚を
駆使し，検査工程を確立。
また，五十嵐と同様に後進の育成面において，
以下のとおり携わっている。
（3） 技能検定員

2000年から機械検査技能検定試験に検定員とし
て新潟職業能力開発センターへ出向き活動。
（4） にいがた県央マイスター

2005年から新潟県三条地域振興局の認定を受け
「にいがた県央マイスター」として地場産業の活性

図-1　五十嵐（左端）と高校生技能士

図-2　川﨑（右から二人目）の工業高校指導

表-2　川﨑の取得技能資格
取得年 技能資格 
1991年 機械検査（1級） 
1998年 機械検査（特級） 
2007年 機械系設備保全（1級） 図-3　レントゲンフィルムガイド

レントゲンフィルムガイドの特徴
・ 形状：7面多角形（長さ：400　mm）
・ 角度精度：±0.1度以内
・ 400　mmでの真直度：0.05　mm以内
※多角面はレントゲンフィルム通過面であるため，
　傷，打痕は不可（凸部は厳禁）
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査部門で多数の技能士を生み出している（表-3）。

切削加工の展望

最近のFTEC社内での切削加工品は，量産品は東
南アジアを中心に海外への転注が進み，国内での
製造は減少している。一方，3次元形状品（主に航
空機部品，医療関連部品）は生産量の比重を高め
てきている。これに対し，五十嵐は加工方法を立
案し，川﨑が精度保証を確認している。両者の高
いレベルでの技術協力が複雑形状品の加工を可能
にしている。

む　　す　　び

両者は自身の高い技術力を国家検定である，技
能検定特級合格という形で示し，公的機関（学校
など）で後進の指導が評価され「現代の名工」と
して表彰された。また，両者は「業務に精励し衆
民の模範たるべき者」として認められ黄綬褒章を
授与された（2006年五十嵐，2012年川﨑）。

FTECには30代で特級技能士に合格した社員の
ほか，合格を目指し自己研鑽

さん

している社員もいる。
今後，両者に続く第三，第四の「現代の名工」を
輩出したい。

切削加工の展望

む　　す　　び

ある。フィルムに傷を付けることが許されないた
め，凸部はあってはならない。五十嵐が考案した
加工方法は，
・ 多角面加工（マシニングセンター）
・ バフ仕上げ（マシニングセンター）
・ メッキ加工
・ バフ仕上げ（マシニングセンター）
・ 検査
の工程である。
特に多角面加工では特殊工具を考案し，角度・
真直精度を確保した。また，通常は手作業で行う
バフ仕上げをバフが製品に当たる角度や押し付け
る強さをコントロールし，マシニングセンターを
使用し，連続加工を可能にした。
製品精度保証については川﨑が検査方法を確立
させた。多面体の角度や真直度については3次元測
定機を使用したが，凸形状不可の検査については
フィルムの端面を用いて多面体をなぞり，手に伝
わる抵抗やフィルム端面から出る音など触覚，聴
覚など五感を使った検査方法を確立した。

後進の育成

両者は社内での後進の指導も積極的に推進して
いる。新規品を製作する際の加工方案の考え方や，
加工ミスや不具合が生じた場合は現場で加工者を
集め，原因・対策を理解させている。人為的なミ
スは形を変えて繰り返されることが多く，発生し
た都度指導している。また，新規品に対しては，
量産を意識したものづくりを進めさせ，特別な一
個ではなく安定して製造できる工程を指導してい
る。この指導により加工者に加工設備や工具の癖
や傾向をつかませ，ほかの部品にも応用するよう
に指導している。
社内でも技能検定の指導を行い，加工現場，検

後進の育成

表-3　マイスター指導による技能検定取得者数
技能 特級 1級 2級

機械加工 1
機械検査 1 3 17
平面研削盤 1
マシニングセンター 2
数値制御旋盤 1 3
数値制御フライス盤 6 8
治具仕上げ 1 1

計 2 11 32
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