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技能五輪国際大会ロシア連邦・カザン大会に参加して

第45回 技能五輪国際大会
日本選手団 名誉団長
中央職業能力開発協会 会長

釡 和明

第45回技能五輪国際大会がロシア連邦・タタールスタン共和国の首都カザンで2019年8月に開催
されました。世界各地の若き技能者たちが大会において日頃の研鑽で磨き上げた技を競いました。
ロシアが、技能五輪国際大会を運営するWorldSkills Internationalに正式に加盟したのは、
2012年でまだ10年にも届きませんが、前回アブダビ大会よりも5職種多い56の職種で公式競技を
行うと共に、ハイテク技術の競技や展示を行うFuture Skillsや14-16歳を対象にしたWorldSkills
Juniorを併催し、技能五輪国際大会をロシアにおける技能振興の絶好の機会として捉えていること
が感じ取れました。開閉会式も盛大且つ非常に印象的なもので、開会式には、メドヴェージェフ首相
が、閉会式には、プーチン大統領がそれぞれ挨拶をし、ひとかたならぬ技能者の育成・強化に対する
熱意が示されていました。その成果として、ロシアは中国の16個に次ぐ14個の金メダルを獲得しまし
た。最高得点の選手に送られるAlbert Vidal賞を獲得したのもロシアの選手でした。
日本選手団は56職種中42職種に48名の選手が参加し、金メダル2個、銀メダル3個、銅メダル6
個、敢闘賞17個という成績でした。
出場した選手は、いずれも第56回技能五輪全国大会や国内選考などで優秀な成績を収めたトッ
プレベルの若い技能者であり、厳しい訓練を積んで国際大会に臨みました。長時間の移動、外国
語での競技の進行やギャラリーに囲まれた国際大会独特の雰囲気の中、一生懸命に課題に取り組

Summary of Events

み、頑張ってくれました。
しかしながら、金メダルの数は、前々回のサンパウロ大会が5個、前回のアブダビ大会が3個、そし
て今回のカザン大会は、更に1個少ない2個と減少傾向にあり、各国が選手強化に凌ぎを削る中、日
本選手団にとって厳しい結果となりました。今後、成績向上のための取組みを一層強化していく必要
性を痛感いたしました。
大会終了後、多くの選手は競技を離れ、活躍の場を職場に移していきます。それぞれのポジション
において、これまでに培った技能と国際大会での経験を、遺憾なく発揮することを期待します。選手
は、競技規則により１回しか国際大会に出場することができませんが、これからも後進の育成など、
日本における技能の振興に貢献していただきたいと思います。
最後に、今大会に携わった関係者の皆様に深く感謝の意を表すととともに、引き続き日本選手の
成績の向上に向けてご支援、ご協力をお願い申し上げます。
令和2年2月

4

第45回 技能五輪国際大会（ロシア連邦・カザン大会）の概要
１

大会概要

技能五輪国際大会は国際的に技能を競うことにより、
参加国の職業訓練の振興及び技能水準の向上を図ると
ともに、青年技能労働者（原則満22歳以下）の国際交
流と親善を目的とした大会で、1950年（昭和25年）に２
カ国（スペイン、ポルトガル）で始まりました。1971年（昭
和46年）まで毎年開催されていましたが、それ以後は原
則 2 年ごとに開催されています。
1966年（昭和41年）には、参加国の代表により技能
五輪国際組織委員会（ワールドスキルズインターナショナル）が組織

2

され、この組織委員会の定めた規約に基づき、大会が運
営されています。
我が国は、1962年（昭和37年）にスペインで開催され
た第11回大会（ヒホン大会）から参加しており、
1970年（昭
和45年）には第19回大会が東京で、
1985年（昭和60年）
には第28回大会が大阪で、2007年（平成19年）には第
39回大会が静岡で開催されました。
2021年
（令 和3年）は中国
（上 海）
、2023年
（令 和5年）
は、フランス（リヨン）において開催される予定です。

開催地・日程

1. 開催地：ロシア連邦（カザン） カザンエキスポ
2. 日

程：令和元年（2019年）８月22日（木）～27日（火）

８月22日（木）

開会式（Kazan Arena）

８月23日（金）～26日（月）

競技日（Kazan Expo）

８月27日（火）

閉会式（Kazan Arena）

3

競技職種（56職種）

01 ポリメカニクス

20 れんが積み

4
39 ITネットワークシステム管理

02 情報ネットワーク施工 21 左官

40 グラフィックデザイン

03 製造チームチャレンジ 22 広告美術

41 看護/介護

23 移動式ロボット

42 構造物鉄工

05 機械製図CAD

24 家具

43 プラスティック金型

06 CNC旋盤

25 建具

44 ビジュアル販売促進

07 CNCフライス盤

26 建築大工

45 試作モデル製作

08 石工

27 貴金属装身具

46 建設コンクリート施工

28 フラワー装飾

47 パン製造

10 溶接

29 美容/理容

48 産業機械組立て

11 印刷

30 ビューティーセラピー

49 重機メンテナンス

12 タイル張り

31 洋裁

50 3Dデジタルゲームアート

13 自動車板金

32 洋菓子製造

51 貨物輸送

14 航空機整備

33 自動車工

52 化学実験技術 ※2

15 配管

34 西洋料理

53 クラウドコンピューティング ※2

16 電子機器組立て

35 レストランサービス

54 サイバーセキュリティ※2

17 ウェブデザイン

36 車体塗装

55 水技術 ※2

18 電工

37 造園

56 ホテルレセプション ※2

19 工場電気設備

38 冷凍空調技術

09

業務用
ITソフトウェア・ソリューションズ

※1 赤字は日本が参加しない職種

1,348名 ※3

5

参加国・地域

62カ国・地域 ※3
※３

WSI資料から当協会が集計

Summary of Events

04 メカトロニクス

参加選手数

※2 今大会からの新規職種

5

大会プログラム及び日本選手団スケジュール
令和元年

8：00

10：00

12：00

14：00

16：00

18：00

8月16日（金）

第一陣 A グループ到着［技術代表・技術代表補佐・副チーフエキスパート］

8月17日（土）

第一陣 B グループ到着［エキスパート・通訳・技術幹事］

8月18日（日）
8月19日（月）
8月20日（火）
8月21日（水）
8月22日（木）

20：00

22：00

第一陣エクスカーション・歓迎レセプション
第二陣 到着［名誉団長・団長・チームリーダー・選手・公式代表］
エキスパートによる競技準備
エキスパートによる競技準備
第二陣エクスカーション・歓迎レセプション
エキスパートによる競技準備
ワークステーションの準備・選手のための現地習熟時間
エキスパートによる競技準備
一校一国サポートプログラム

開会式

8月23日（金）

競技 1 日目

審

査

8月24日（土）

競技 2 日目

審

査

8月25日（日）

競技 3 日目

審

査

8月26日（月）

競技 4 日目

審

査

8月27日（火）

エキスパートによる競技終了業務

閉会式・さよならパーティー

8月28日（水）

出

国

日本選手団の構成
● 名誉団長

● 公式代表

● 技術代表

● 技術幹事

● チームリーダー

釡

秋本

市川

福井 大典

佐々木 健治

馬上 駿一

尾髙 葵一

和明

中央職業能力開発協会

洋

中央職業能力開発協会

● 団長

Summary of Events

山田

● 技術代表補佐

亮

八木 健一

中央職業能力開発協会

中央職業能力開発協会

中央職業能力開発協会

中村 麻衣

中央職業能力開発協会

竹崎

涼

（株）デンソー

● 情報ネットワーク施工

伊藤

進

● 製造チームチャレンジ

今川

勉

（株）
デンソー

● メカトロニクス

加藤 寛敬

（株）
デンソー

● 機械製図CAD

● 溶接

時松 武志

（株）豊田自動織機

● 移動式ロボット

今井 悠太

（株）
デンソー

（株）
エイチ・アイ・エス

凸版印刷（株）

ものつくり大学

日産自動車
（株）

● 自動車板金

小林 大輔

トヨタ自動車（株）
● 配管

宇都

佐々木 昌孝
● 建具

生島 直樹

（有）
丸生木工所
● 建築大工

真

遠藤 公紀

西原工事
（株）

住友林業建築技術専門校

● 電子機器組立て

● 貴金属装身具

藤田

東北芸術工科大学

● CNC旋盤

● ウェブデザイン

● フラワー装飾

トヨタ自動車（株）

特定非営利活動法人 インターネットスキル
認定普及協会

● CNCフライス盤

石井 尚正

群馬県立高崎産業技術専門校
● 石工

白井 保浩
白井文雄石材店

● 業務用ITソフトウェア・ソリューションズ

大野 成義

職業能力開発総合大学校

（学）
中西学園 名古屋製菓専門学校
● 自動車工

トヨタ自動車（株）

石井 優介

西川 𠮷重

● 家具

野田 晃寛

水尾 考志

（株）日立ハイテクノロジーズ

● 洋菓子製造

● 印刷

佐藤 晴雄

神山

司

● 電工

清水 洋隆

職業能力開発総合大学校
● 工場電気設備

安藤 真悟

（株）
デンソー
● 左官

髙野 雅一

（一社）日本左官業組合連合会

河合

謙

透

フラワー装飾技能検定中央協議会
（株）
アルファフローリスト
● 美容／理容

佐々木 献信

（株）ヘアーコレクション
● ビューティーセラピー

幡野 徳絵

（一社）日本エステティック協会

中央職業能力開発協会

中央職業能力開発協会

響

● エキスパート
● ポリメカニクス

中央職業能力開発協会

城本 千晶

中央職業能力開発協会

中野

（株）きんでん

6

修

職業能力開発総合大学校

本田 良和
● 西洋料理

西山 恭正

（株）
横浜ロイヤルパークホテル
［
（一社）
全日本司厨士協会］
● レストランサービス

比嘉

洋

ザ・テラスホテルズ
（株）
● 車体塗装

木村

豪

トヨタ自動車
（株）
● 造園

今田 康正

（一社）日本造園組合連合会
● 冷凍空調技術

奥村 康則

オリオン機械（株）

● グラフィックデザイン

山下 久美子

特定非営利活動法人 インターネットスキル
認定普及協会
● 構造物鉄工

大西 基樹

三菱重工業
（株）
● プラスティック金型

藤田 信夫

日立ジョンソンコントロールズ空調（株）
● 試作モデル製作

原田 泰博

トヨタ自動車
（株）
● 産業機械組立て

岸川 和広

（株）
デンソー

● クラウドコンピューティング

遠藤 雅樹

職業能力開発総合大学校
● サイバーセキュリティ

寺島 崇幸

（株）
ディアイティ

● I T ネットワークシステム管理

上岡 敦哉

トヨタ自動車
（株）

● 洋裁

土田 卓宗

（株）プラス・ワン

（注）令和元年8月17日現在

掲載内容

選手紹介

❶誕生年

金メダル

01 ポリメカニクス／Polymechanics and Automation

岩見 泰輝
❶ 1999年

7位

❶ 1995年

04 メカトロニクス／Mechatronics

❶ 1997年

沼畑 辰也

もりもと りょうた

❶ 1998年

❸（株）
デンソー

うえだ けいご

❷ 京都府綾部市

❸（有）
ムレギ・ストーン

銅メダル
よしだ ゆうた

❷ 北海道札幌市

❸（株）日立インダストリアルプロダクツ

銅メダル

加藤 宏基
❶ 1997年

かとう こうき

❷ 愛知県豊田市

❸ トヨタ自動車（株）

きくち ゆうと

❷ 茨城県常陸太田市

09 業務用ITソフトウェア・ソリューションズ／IT Software Solutions for Business

菅原 敏夫
❶ 2002年

20位

Summary of Events

❶ 1998年

11位

13 自動車板金／Autobody Repair

銀メダル

❸（株）
日立ハイテクノロジーズ

08 石工／Architectural Stonemasonry

❶ 1998年

❷ 茨城県日立市

菊池 優斗

くもん みほ

❷ 佐賀県武雄市

吉田 悠太

ぬまはた たつや

07 CNCフライス盤／CNC Milling

銀メダル

10 溶接／Welding

敢闘賞 6位

❸（株）
日立ハイテクノロジーズ

❸ トヨタ自動車
（株）

❶ 1998年

❷ 高知県高岡郡日高村

05 機械製図CAD／Mechanical Engineering CAD

❷ 岐阜県中津川市

上田 圭悟

まつもと ひろき

❸（株）
デンソー

銅メダル

06 CNC旋盤／CNC Turning

銅メダル

松本 浩樹

やました しんざぶろう

❸（株）
デンソー

❶ 1997年

❷ 愛知県蒲郡市

04 メカトロニクス／Mechatronics

❷ 愛知県碧南市

公文 未歩

かべや こうき

❸（株）
デンソー

03 製造チームチャレンジ／Manufacturing Team Challenge 銀メダル

❶ 1997年

❷ 兵庫県神崎郡福崎町

壁谷 公貴

いちかわ みきと

❷ 愛知県岡崎市

森本 涼太

しみず ゆうた

03 製造チームチャレンジ／Manufacturing Team Challenge 銀メダル

❸（株）
デンソー

❶ 1995年

敢闘賞

❸（株）
きんでん

03 製造チームチャレンジ／Manufacturing Team Challenge 銀メダル

山下 慎三朗

銅メダル

02 情報ネットワーク施工／Information Network Cabling 金メダル

❶ 1996年

❸（株）
デンソー

❶ 1995年

❸所属（所属は 、令和元年8月28日現在）

銀メダル

志水 優太

いわみ たいき

❷ 愛知県西尾市

市川 幹人

❷出身地

すがわら としお

❷ 宮城県仙台市

❸ 宮城県工業高等学校

11 印刷／Print Media Technology

敢闘賞 6位

湯地 龍也
❶ 1999年

ゆじ りゅうや

❷ 宮崎県国富町

❸ 凸版印刷（株）

15 配管／Plumbing and Heating

箱石

敢闘賞 7位

翼

❶ 1997年

はこいし つばさ

❷ 岩手県山田町

❸ 西原工事（株）

7

選手紹介
16 電子機器組立て／Electronics

17 ウェブデザイン／Web Technologies

銅メダル

北本 悠真
❶ 1998年

阿部 金矢

きたもと ゆうま

❷ 愛媛県伊予郡砥部町

❶ 1997年

❶ 1998年

❸（株）
トーエネック

10位

❷ 栃木県栃木市

❶ 2000年

❷ 愛知県知多郡東浦町

Summary of Events

17位

❷ 北海道上川郡

11位
こじま ゆうた

❷ 東京都清瀬市

敢闘賞 16位

陽

❶ 1998年

みざわ はるか

❷ 島根県仁多郡奥出雲町

グラムール学院
❸（学）
グラムール美容専門学校
31 洋裁／Fashion Technology

三上

敢闘賞 11位

悠

❶ 1997年

みかみ はるか

❷ 岩手県盛岡市

❸（株）
三和ドレス

8

❷ 埼玉県行田市

26 建築大工／Carpentry

❶ 1997年

❸（学）
水野学園
専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

三澤

やまぐち ともひろ

9位
いわはら だいき

❷ 北海道恵庭市

❸ 住友林業ホーム
エンジニアリング（株）

27 貴金属装身具／Jewellery

29 美容／理容／Hairdressing

❶ 1997年

岩原 大樹

あくつ こうき

❸（有）
髙橋加工部

❶ 1999年

敢闘賞 9位

❸（株）
ガージーカームワークス

25 建具／Joinery

小島 佑太

❷ 岐阜県下呂市

山口 智大

❸（株）
デンソー

❶ 1998年

しみず ゆうと

24 家具／Cabinetmaking

なかにし じゅん

安久津 幸紀

敢闘賞 4位

❸（株）
デンソー

敢闘賞 4位

純

23 移動式ロボット／Mobile Robotics

❶ 1998年

❸（株）
町田建塗工業

中西

❷ 鹿児島県姶良市

清水 雄斗

まえばし こうへい

23 移動式ロボット／Mobile Robotics

かやはら しょうた

❸（株）
デンソー

21 左官／Plastering and Drywall Systems

❶ 1997年

敢闘賞 6位

萱原 勝太

しみず たかお

❷ 愛知県豊橋市

前橋 康平

❷ 神奈川県横浜市

19 工場電気設備／Industrial Control

敢闘賞 6位

清水 貴央

❶ 2000年

あべ かなや

❸ 総合学園ヒューマンアカデミー
横浜校

❸ トヨタ自動車
（株）

18 電工／Electrical Installations

敢闘賞 15位

28 フラワー装飾／Floristry

18位

猪狩 由生菜
❶ 1998年

いがり ゆうな

❷ 埼玉県蓮田市

❸（株）花弘

30 ビューティーセラピー／Beauty Therapy

西村 彩和子
❶ 1998年

敢闘賞 7位
にしむら さわこ

❷ 愛知県長久手市

❸（株）
ソシエ・ワールド
［（一社）日本エステティック協会］
32 洋菓子製造／Pâtisserie and Confectionery

川合 黎奈
❶ 1998年

敢闘賞 5位

かわい れいな

❷ 愛知県豊田市

中西学園
❸（学）
名古屋製菓専門学校

掲載内容

❶誕生年

金メダル

33 自動車工／Automobile Technology

❶ 1998年

27位

いしざか まさたか

❷ 兵庫県西宮市

21位

❷ 長野県須坂市

40 グラフィックデザイン／Graphic Design Technology

26位

うつのみや めい

39 ITネットワークシステム管理／IT Network Systems Administration 敢闘賞 4位
かわしま かずま

❷ 静岡県浜松市

42 構造物鉄工 ／Construction Metal Work

敢闘賞 5位

❷ 奈良県磯城郡田原本町

8位

いとう ひろあき

❷ 栃木県鹿沼市

坂元 裕二郎

さかもと ゆうじろう

❷ 宮崎県えびの市

❸（株）
デンソー

54 サイバーセキュリティ／Cyber Security

清水 祐太郎

45 試作モデル製作／Prototype Modelling

松添 美海
❶ 1997年

銅メダル

Summary of Events

まきの ともや

❸ 三菱重工業（株）

48 産業機械組立て／Industrial Mechanic Millwright 金メダル

❸—

❷ 奈良県奈良市

❶ 1997年

❸ 日立ジョンソンコントロールズ空調（株）
栃木事業所

❶ 1994年

❶ 1997年

牧野 寛也

あんぼ せな

43 プラスティック金型／ Plastic Die Engineering

❶ 1997年

盟

❸ トヨタ自動車（株）

❸（株）
タカヤ

❶ 1998年

宇都宮

❶ 1998年

❷ 岩手県八幡平市

伊藤 大晟

敢闘賞 4位

川島 一馬

きたざわ みすず

❸ オリオン機械
（株）

❶ 1998年

❷ 愛知県岡崎市

❸（株）
近江庭園

38 冷凍空調技術／Refrigeration and Air Conditioning

安保 星奈

やぎさわ まさや

37 造園／Landscape Gardening

❸（株）
近江庭園

❶ 1998年

21位

❸ トヨタ自動車（株）

敢闘賞 4位

北澤 未鈴

36 車体塗装／Car Painting

❶ 1999年

（株）
❸ ザ・テラスホテルズ
［ザ・ブセナテラス］

❶ 1997年

❷ 群馬県伊勢崎市

八木沢 柾哉

ちねん しおこ

❷ 沖縄県南城市

石坂 暢琢

こんどう なな

❸（株）横浜ロイヤルパークホテル
［（一社）全日本司厨士協会］

35 レストランサービス／Restaurant Service

37 造園／Landscape Gardening

敢闘賞

30 位

❶ 1997年

❸ 日産自動車
（株）

❶ 1997年

銅メダル

近藤 奈菜

うちお さきと

❷ 福岡県筑紫野市

知念 栞子

❸所属（所属は 、令和元年8月28日現在）

銀メダル

34 西洋料理／Cooking

敢闘賞 4位

内尾 咲斗

❷出身地

まつぞえ みうみ

❷ 長崎県長崎市

❸ トヨタ自動車
（株）

53 クラウドコンピューティング／Cloud Computing 銅メダル

濵﨑 智宏
❶ 1995年

はまさき ともひろ

❷ 山口県宇部市

❸（株）
デンソー

敢闘賞 6位
しみず ゆうたろう

❷ 長野県塩尻市

54 サイバーセキュリティ／Cyber Security

林

義徳

❶ 1998年

敢闘賞 6位

はやし よしのり

❷ 神奈川県藤沢市

❸（学）岩崎学園 情報科学専門学校

9

Summary of Events

第45回 技能五輪国際大会（ロシア連邦・カザン）日本代表選手の成績

10

職種名

氏名

01 ポリメカニクス

岩見

泰輝

（株）デンソー

02 情報ネットワーク施工

志水

優太

（株）きんでん

03 製造チームチャレンジ

市川 幹人
壁谷 公貴
山下 慎三朗

（株）デンソー

04 メカトロニクス

松本 浩樹
森本 涼太

（株）デンソー

05 機械製図ＣＡＤ

沼畑

辰也

（株）日立ハイテクノロジーズ

06 ＣＮＣ旋盤

公文

未歩

07 ＣＮＣフライス盤

菊池

優斗

（株）日立ハイテクノロジーズ

１１位
２０位

所属先名

金 銀 銅 成績
７位
金メダル

●
●

銀メダル

● 銅メダル
敢闘賞（６位）

トヨタ自動車（株）

08 石工

上田

圭悟

（有）ムレギ・ストーン

09 業務用ITソフトウェア・ソリューションズ

菅原

敏夫

宮城県工業高等学校

10 溶接

吉田

悠太

11 印刷

湯地

龍也

凸版印刷（株）

（株）日立インダストリアルプロダクツ

●

銀メダル

●

銀メダル

● 銅メダル
敢闘賞（６位）

13 自動車板金

加藤

宏基

トヨタ自動車（株）

15 配管

箱石

翼

西原工事（株）

16 電子機器組立て

北本

悠真

トヨタ自動車（株）

17 ウェブデザイン

阿部

金矢

● 銅メダル
敢闘賞（７位）
● 銅メダル

総合学園ヒューマンアカデミー横浜校

敢闘賞（１５位）

18 電工

清水

貴央

（株）トーエネック

19 工場電気設備

萱原

勝太

（株）デンソー

敢闘賞（６位）

21 左官

前橋

康平

（株）町田建塗工業

１０位

23 移動式ロボット

清水 雄斗
中西 純

（株）デンソー

敢闘賞（４位）

24 家具

山口

（株）ガージーカームワークス

敢闘賞（９位）

25 建具

安久津

（有）髙橋加工部

１７位

26 建築大工

岩原

大樹

27 貴金属装身具

小島

佑太

（学）水野学園 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

１１位
１８位

智大
幸紀

住友林業ホームエンジニアリング（株）

敢闘賞（６位）

９位

28 フラワー装飾

猪狩

由生菜

（株）花弘

29 美容/理容

三澤

陽

（学）グラムール学院

30 ビューティーセラピー

西村

彩和子

（株）ソシエ・ワールド［( 一社 ) 日本エステティック協会］

敢闘賞（７位）

31 洋裁

三上

悠

（株）三和ドレス

敢闘賞（１１位）

（学）中西学園

32 洋菓子製造

川合

黎奈

33 自動車工

内尾

咲斗

34 西洋料理

近藤

奈菜

35 レストランサービス

知念

栞子

36 車体塗装

八木沢

37 造園

石坂 暢琢
宇都宮 盟

38 冷凍空調技術

北澤

未鈴

39 I T ネットワークシステム管理

川島

一馬

柾哉

グラムール美容専門学校

敢闘賞（１６位）

名古屋製菓専門学校

敢闘賞（５位）

日産自動車（株）

敢闘賞（４位）

（株）横浜ロイヤルパークホテル［
（一社）全日本司厨士協会］

３０位

ザ・テラスホテルズ（株）
（ザ・ブセナテラス）

２７位

トヨタ自動車（株）

２１位

（株）近江庭園

敢闘賞（４位）

オリオン機械（株）

２１位

トヨタ自動車（株）

敢闘賞（４位）

（株）タカヤ

40 グラフィックデザイン

安保

星奈

42 構造物鉄工

牧野

寛也

三菱重工業（株）

敢闘賞（５位）

43 プラスティック金型

伊藤

大晟

日立ジョンソンコントロールズ空調（株） 栃木事業所

８位

45 試作モデル製作

松添

美海

２６位

トヨタ自動車（株）

48 産業機械組立て

坂元

裕二郎

（株）デンソー

53 クラウドコンピューティング

濵﨑

智宏

（株）デンソー

54 サイバーセキュリティ

清水 祐太郎
林 義徳

—
（学）岩崎学園 情報科学専門学校

ベストオブネイションは、情報ネットワーク施工職種の志水 優太選手。		
（注 1）成績欄の順位は、選手の具体的な得点の順位を記しています。
（注 2）敢闘賞は、各種競技において700点以上を獲得した者のうち、メダルを取得していない者に贈られます。

● 銅メダル
●

金メダル
● 銅メダル
敢闘賞（６位）

第45回 技能五輪国際大会 入賞国・地域一覧 ①
競技職種名

参加数
国・地域 選手

金

銀

銅

敢闘賞

その他
日本選手の成績

01 ポリメカニクス

10

10

オーストリア、中国

—

チャイニーズタイペイ

韓国、タイ

7位

02 情報ネットワーク施工

16

16

日本

中国、ロシア

—

韓国、ブラジル、マカオ、他2

金メダル

03 製造チームチャレンジ

8

24

中国

日本

チャイニーズタイペイ

ブラジル

銀メダル

04 メカトロニクス

34

68

チャイニーズタイペイ

中国

日本、ブラジル、スイス

カナダ、香港、インド、他10

銅メダル

05 機械製図CAD

31

31

ブラジル

韓国

コロンビア

中国、チャイニーズタイペイ、日本、他10

6位（敢闘賞）

06 CNC旋盤

28

28

中国

スイス、ブラジル、日本

—

タイ、韓国、デンマーク、他7

銀メダル

07 CNCフライス盤

31

31

中国

韓国、日本、ベトナム

タイ

オーストリア、ブラジル、スイス、他8

銀メダル

08 石工

11

11

中国

オーストリア、フランス

—

ロシア、ハンガリー、韓国

11位

09 業務用ITソフトウェア・ソリューションズ

27

27

チャイニーズタイペイ

インドネシア

イラン

ブラジル、中国、韓国、他8

20位

ブラジル、日本、韓国

アメリカ、チャイニーズタイペイ
インドネシア、他12

銅メダル

スイス

中国、フランス、日本、他2

6位（敢闘賞）
不参加

10 溶

接

11 印刷

38

38

中国、ロシア

15

15

オーストリア、ロシア —

—

12 タイル張り

25

25

ドイツ、スイス

—

ロシア、ブラジル

インド、デンマーク、南チロル・イタリア、
他6

13 自動車板金

21

21

中国

チャイニーズタイペイ

フランス、日本、スイス

ロシア、デンマーク、韓国、他3

銅メダル
不参加

14 航空機整備

16

16

イギリス

ロシア、中国

—

チャイニーズタイペイ、カナダ、
シンガポール、他2

15 配管

30

30

韓国

中国

オーストラリア、スイス

ドイツ、リヒテンシュタイン、日本、他10

7位（敢闘賞）

—

日本、
チャイニーズタイペイ

ロシア、シンガポール、韓国、他6

銅メダル

シンガポール、インドネシア、ロシア、他9

15位(敢闘賞）

韓国、日本、マカオ、他12

6位（敢闘賞）

16 電子機器組立て

24

24

中国、スイス

インド、スイス、
—
チャイニーズタイペイ
チャイニーズタイペイ、 ブラジル、
ロシア
南チロル・イタリア

17 ウェブデザイン

32

32

韓国

18 電工

37

37

中国

19 工場電気設備

16

16

韓国

スウェーデン

中国

ドイツ、スイス、日本、他2

6位(敢闘賞）

20 れんが積み

31

31

中国

オーストリア

南チロル・イタリア

ロシア、ドイツ、スイス、他10

不参加
10位

16

16

ロシア

中国

フランス、スイス

22 広告美術

22

22

オーストリア

スイス

フランス

中国、ドイツ、ロシア、他6

不参加

23 移動式ロボット

25

50

中国

韓国

ロシア

日本、マカオ、チャイニーズタイペイ、他7

4位（敢闘賞）

24 家具

30

30

ハンガリー

スイス、中国

—

フランス、韓国、オーストラリア、他9

9位（敢闘賞）

25 建具

24

24

フランス

韓国

スイス、オーストリア

ドイツ、チャイニーズタイペイ、中国、他5

17位

ロシア、中国、オーストリア

9位

26 建築大工

15

15

ドイツ

韓国、スイス、南チロル・
—
イタリア、フランス

27 貴金属装身具

16

16

ロシア

中国

インド、イラン

韓国、オーストラリア、
チャイニーズタイペイ、香港

11位

—

—

イギリス、フランス、スイス、他4

18位

28 フラワー装飾

22

22

オーストリア、南チロル・
イタリア、ロシア、中国

29 美容 / 理容

34

34

中国

ロシア

イギリス

韓国、ブラジル、ハンガリー、他11

16位（敢闘賞）

30 ビューティーセラピー

24

24

イギリス

中国

韓国

マカオ、ロシア、チャイニーズタイペイ、他6

7位（敢闘賞）

—

ロシア、フランス、マレーシア、他11

11位（敢闘賞）

31 洋裁

32

32

中国

ブラジル、
チャイニーズタイペイ

32 洋菓子製造

23

23

韓国

中国

チャイニーズタイペイ

フランス、カナダ、日本、他7

5位（敢闘賞）

—

日本、スイス、フランス、他12

4位（敢闘賞）

中国

韓国、デンマーク、タイ、他18

30位
27位

33 自動車工

35

35

ロシア

中国、
チャイニーズタイペイ

34 西洋料理

46

46

ロシア

ポーランド

35 レストランサービス

33

33

スイス

フランス

タイ

アイルランド、フィンランド、ラトビア、
他11

36 車体塗装

27

27

チャイニーズタイペイ

イギリス

オーストラリア

ブラジル、ロシア、スイス、他8

21位

37 造園

24

48

スイス

南チロル・イタリア

コロンビア

日本、フランス、イギリス、他6

4位（敢闘賞）
21位

38 冷凍空調技術

28

28

ロシア、韓国

—

オーストラリア

チャイニーズタイペイ、オーストリア、
フランス、他9

39 ITネットワークシステム管理

28

28

韓国

インドネシア、イラン

—

日本、シンガポール、中国、他8

4位（敢闘賞）

40 グラフィックデザイン

35

35

チャイニーズタイペイ

オーストリア、フランス

インド

カナダ、タイ、中国、他12

26位
不参加

41 看護 / 介護

19

19

シンガポール

ブラジル

スウェーデン

アラブ首長国連邦、チャイニーズタイペイ
ハンガリー、他4

42 構造物鉄工

13

13

韓国

中国、オーストリア

—

ブラジル、日本、フランス、アイルランド

5位（敢闘賞）

ブラジル

中国、インドネシア、
チャイニーズタイペイ

韓国

8位

43 プラスティック金型

11

11

ロシア

Summary of Events

21 左官

ブラジル、韓国、チャイニーズタイペイ、
ドイツ

11

第45回 技能五輪国際大会 入賞国・地域一覧 ②
競技職種名

参加数
国・地域 選手

金

銀

銅

敢闘賞

その他
日本選手の成績

44 ビジュアル販売促進

15

15

ロシア

中国

スウェーデン

ラトビア、香港、オランダ、他2

不参加

45 試作モデル製作

12

12

ロシア

韓国

日本

ブラジル、タイ、中国

銅メダル

46 建設コンクリート施工

9

18

中国、オーストリア

—

ドイツ

フランス、ロシア

不参加

—

中国

ロシア、マカオ、インド、他4

不参加

47 パン製造

19

19

スイス、
チャイニーズタイペイ

48 産業機械組立て

12

12

日本

オーストラリア

中国、アイルランド

ロシア、カナダ

金メダル

49 重機メンテナンス

15

15

ブラジル

カナダ

アメリカ

スイス、韓国、中国、他3

不参加

50 3Dデジタルゲームアート

12

12

シンガポール

中国

ロシア

韓国、インド、ブラジル

不参加

51 貨物輸送

7

7

アイルランド

シンガポール

ロシア

ドイツ

不参加

52 化学実験技術

9

9

ロシア

フィンランド

ブラジル

イギリス、オーストリア、中国

不参加

53 クラウドコンピューティング

15

15

アイルランド

ブラジル

日本

韓国、オーストラリア、シンガポール、他2

銅メダル

54 サイバーセキュリティ

11

22

ロシア

中国

ブラジル、シンガポール インド、日本

6位（敢闘賞）

55 水技術

11

11

中国、インド

—

シンガポール

韓国、ドイツ、ベトナム

不参加

56 ホテルレセプション

16

16

ロシア

オーストリア

スウェーデン

シンガポール、クロアチア、ベルギー、他2

不参加

合計（56職種）

第45回 技能五輪国際大会

Summary of Events

獲得数順位

12

参加国・地域

国・地域別参加選手数及びメダル獲得数（上位 20 位まで）

平均メダルポイント

参加職種数

メダル獲得数
金
銀

銅

計

敢闘賞

1位

中国

2.38

56

16

14

5

35

17

2位

ロシア

1.80

56

14

4

4

22

25

3位

韓国

1.62

47

7

6

2

15

26

4位

スイス

1.54

39

5

5

6

16

13

5位

チャイニーズタイペイ

1.51

45

5

5

5

15

23

6位

南チロル･イタリア

1.50

14

1

2

2

5

7

7位

オーストリア

1.35

40

5

5

1

11

17

8位

オーストラリア

1.20

15

0

1

3

4

9

9位

フランス

1.14

36

1

4

3

8

19

10 位

アイルランド

1.13

15

2

0

1

3

7

11 位

ブラジル

1.11

56

2

5

6

13

27

12 位

日本

1.10

42

2

3

6

11

17

12 位

シンガポール

1.10

29

2

1

2

5

17

14 位

ドイツ

0.91

32

2

0

1

3

19

15 位

イラン

0.90

10

0

1

2

3

2

16 位

イギリス

0.88

32

2

1

1

4

15

17 位

タイ

0.70

23

0

0

2

2

12

18 位

インドネシア

0.69

29

0

2

1

3

12

18位

マカオ

0.69

16

0

0

0

0

11

20 位

ハンガリー

0.68

22

1

0

0

1

11

※ 平均メダルポイントは、それぞれ金 4、銀 3、銅 2、敢闘賞 1 として次の式によって算出された数値。
平均メダルポイント＝（金メダル数×４＋銀メダル数× 3 ＋銅メダル数× 2 ＋敢闘賞数× 1）÷参加選手数（ホストメンバー職種を除く）

技能五輪国際大会の日本選手団の成績状況
回

日本のメダル獲得数
出場
銀
銅
選手数 金

金メダル獲得上位３カ国・地域名 と日本の順位

開催年

開催国(開催都市)

第11回 1962年

スペイン（ヒホン）

8

5

1

—

1 位 スペイン

第12回 1963年

アイルランド（ダブリン）

14

10

—

2

1 位 日本

2 位 アイルランド

第13回 1964年

ポルトガル（リスボン）

17

12

4

—

1 位 日本

2 位 イギリス

第14回 1965年

イギリス（グラスゴー）

19

6

5

2

1 位 イギリス

第15回 1966年

オランダ（ユトレヒト）

20

9

3

2

1 位 日本

第16回 1967年

スペイン（マドリッド）

20

5

7

2

1 位 スペイン

第17回 1968年

スイス（ベルン）

20

6

2

5

1 位 スイス

第18回 1969年 ベルギー（ブリュッセル）

23

9

2

4

1 位 日本

2 位 スイス

第19回 1970年 日本（東京）

30

17

4

3

1 位 日本

2 位 西ドイツ、韓国、スイス

第20回 1971年

スペイン（ヒホン）

26

10

3

5

1 位 日本

2 位 スペイン、スイス

第21回 1973年

ドイツ（ミュンヘン）

27

5

5

8

1 位 西ドイツ

第22回 1975年

スペイン（マドリッド）

26

4

7

5

1 位 スイス

2 位 韓国

第23回 1977年

オランダ（ユトレヒト）

26

7

4

3

1 位 韓国

2 位 西ドイツ

第24回 1978年

韓国（釜山）

27

1

5

6

1 位 韓国 2 位 スイス 3 位 オーストリア他3カ国 7 位 日本

第25回 1979年

アイルランド（コーク）

28

7

8

1

1 位 韓国

2 位 日本

3 位 スイス

第26回 1981年

アメリカ（アトランタ）

28

5

8

4

1 位 韓国

2 位 日本

3 位 スイス、西ドイツ

第27回 1983年

オーストリア（リンツ）

28

4

5

4

1 位 韓国 2 位 チャイニーズタイペイ 3 位 オーストリア 4 位 日本

第28回 1985年

日本（大阪）

34

11

8

4

1 位 韓国

2 位 日本

3 位 チャイニーズタイペイ、スイス

第29回 1988年 オーストラリア（シドニー）

30

6

—

3

1 位 韓国

2 位 日本

3 位 チャイニーズタイペイ、他2カ国

第30回 1989年 イギリス（バーミンガム）

27

3

6

1

1 位 韓国 2 位 チャイニーズタイペイ 3 位 オーストリア 5 位 日本

第31回 1991年 オランダ（アムステルダム）

26

4

2

2

1 位 韓国 2 位 チャイニーズタイペイ 3 位 オーストリア 4 位 日本

第32回 1993年

台湾（台北）

27

2

6

5

1 位 チャイニーズタイペイ 2 位 韓国 3 位 ドイツ 4 位 日本

第33回 1995年

フランス（リヨン）

28

4

3

1

1 位 韓国 2 位 チャイニーズタイペイ 3 位 日本、ドイツ、スイス

第34回 1997年 スイス（ザンクトガレン）

29

2

—

4

1 位 韓国

第35回 1999年 カナダ（モントリオール）

34

6

3

2

1 位 チャイニーズタイペイ、韓国

第36回 2001年

33

4

2

4

1 位 韓国

2 位 ドイツ

3 位 日本、オーストリア

第37回 2003年 スイス（ザンクトガレン）

34

6

2

4

1 位 韓国

2 位 スイス

3 位 日本

第38回 2005年

フィンランド（ヘルシンキ）

36

5

1

2

1 位 日本、スイス、南チロル・イタリア 4 位 ドイツ、フィンランド 6位 韓国他3カ国

第39回 2007年

日本（静岡）

51

16

5

3

1 位 日本

2 位 韓国

第40回 2009年

カナダ（カルガリー）

45

6

3

5

1 位 韓国

2 位 スイス

第41回 2011年

イギリス（ロンドン）

44

11

4

4

1 位 韓国

2 位 日本

第42回 2013年

ドイツ（ライプツィヒ）

45

5

4

3

1 位 韓国 ２ 位 スイス ３ 位 チャイニーズタイペイ ４ 位 日本、オーストリア

第43回 2015年

ブラジル（サンパウロ）

45

5

3

5

1 位 韓国 2 位 ブラジル 3 位 日本、オーストリア、中国、南チロル・イタリア、チャイニーズタイペイ

第44回 2017年 アラブ首長国連邦（アブダビ）

45

3

2

4

1 位 中国 2 位 スイス 3 位 韓国 4 位 ブラジル 9 位 日本、
フィンランド

第45回 2019年 ロシア連邦（カザン）

48

2

3

6

1位中国（16） 2位ロシア（14） 3位韓国（7） 7位日本（2）他5カ国

3 位 ポルトガル、スペイン

2 位 日本

3 位 スペイン

2 位 オランダ

3 位 イギリス、イタリア

2 位 日本
2 位 日本

3 位 西ドイツ

3 位 西ドイツ
3 位 韓国
3 位 西ドイツ

2 位 韓国

3 位 日本、スイス
3 位 スペイン

4 位日本

3 位 日本

2 位 チャイニーズタイペイ、スイス

Summary of Events

韓国（ソウル）

2 位 日本

8 位 日本

3 位 日本

3 位 フランス
3 位 日本
3 位 スイス

※ 第45回の（

）内の数字は、金メダルの数。
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競技会場見取図
6 カテゴリー / 56 競技職種
構造・建築系

アート・ ファッション系

情報通信系

Summary of Events

製造エンジニアリング系

14

Construction and Building Technology

Creative Arts and Fashion

Information and Communication Technology

Manufacturing and Engineering Technology

サービス系

Social and Personal Services

輸送系

Transportation and Logistics

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ポリメカニクス
情報ネットワーク施工
製造チームチャレンジ
メカトロニクス
機械製図CAD
CNC旋盤
CNCフライス盤
石工
業務用 ITソフトウェア・ソリューションズ
溶接
印刷
タイル張り
自動車板金
航空機整備
配管
電子機器組立て
ウェブデザイン
電工
工場電気設備

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

れんが積み
左官
広告美術
移動式ロボット
家具
建具
建築大工
貴金属装身具
フラワー装飾
美容 / 理容
ビューティーセラピー
洋裁
洋菓子製造
自動車工
西洋料理
レストランサービス
車体塗装
造園

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ITネットワークシステム管理
グラフィックデザイン
看護 / 介護
構造物鉄工
プラスティック金型
ビジュアル販売促進
試作モデル製作
建設コンクリート施工
パン製造
産業機械組立て
重機メンテナンス
3Dデジタルゲームアート
貨物輸送
化学実験技術
クラウドコンピューティング
サイバーセキュリティ
水技術
ホテルレセプション

冷凍空調技術

※色を薄くしている職種は日本からの参加がありません。52,53,54,55,56 は今大会からの新規職種です。

若年者の競技、日本からは不参加

FS

フューチャースキルズ

K

関係者レストラン

L

ロジスティックセンター

M

メディアセンター

Summary of Events

WSJ ワールドスキルズ・ジュニア

最先端技術を用いた競技、
日本からは不参加

15

プログラム

To provide consistency across all documentation from year to year, abbreviations are used to indicate days before, during and after the Competition.
For example, "C1" is Competition day 1, "C-1" is one day before Competition day 1 and "C+1" is one day after the last day of the Competition.
毎年全ての文書において一貫性を保つため、大会開催前、開催中、開催後の日程を以下の省略形で示す。
例：「Ｃ1」とは大会 1 日目、「Ｃ－１」は大会１日前、「Ｃ＋１」は大会最終日の翌日（大会 1 日後）のことである。

C-7

C-6

C-5

C-4

C-3

C-2

C-1

C1

C2

C3

C4

C+1

C+2

大会 7 日前

大会 6 日
前

大会 5 日前

大会 4 日前

大会 3 日前

大会 2 日前

大会 1 日前

大会 1 日目

大会 2 日目

大会 3 日目

大会 4 日目

大会 1 日後

大会 2 日後

17.08.19

18.08.19

19.08.19

20.08.19

21.08.19

22.08.19

23.08.19

24.08.19

25.08.19

26.08.19

27.08.19

28.08.19

8 月 16 日

8 月 17 日

8 月 19 日

8 月 20 日

8 月 21 日

8 月 22 日

8 月 23 日

8 月 24 日

8 月 25 日

8 月 26 日

8 月 27 日

8 月 28 日

Fri

Sat

8 月 18 日
日
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Mon

Tues

Wed

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

16.08.19

Arrival

Arrival

Arrival

Opening

TD, TDA
CE, DCE

E, I

OD, OO
C , TL,

Ceremony

技術代表
技術代表
補佐

ｴｷｽﾊﾟｰﾄ

公式代表

開会式

ﾁｰﾌ･ｴｷｽ
ﾊﾟｰﾄ,

通訳者

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Closing

Departures

Ceremony
大会 1 日目

大会 2 日目

大会 3 日目

大会 4 日目

閉会式

出発

公式
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

到着

選手
ﾁｰﾑ･ﾘｰﾀﾞｰ

副ﾁｰﾌ･ｴ
ｷｽﾊﾟｰﾄ
到着

到着

Preparation

Competition

Post-Competition

準備期間

大会開催期間
WorldSkills Kazan 2019
(event dates as advertised to the public)

大会終了後

第 45 回技能五輪国際大会カザン
（一般向けに告知されている開催期間）

See last page for legend of abbreviations.
当文書の最終ページに記載されている略語解説を参照のこと。

Summary of Events

8:00
Friday
16.08.19

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

17:00

18:00

19:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Arrival: Technical Delegates (TD), Technical Delegate Assistants (TDA), Chief Experts (CE), and Deputy Chief Experts (DCE)

到着 ― 技術代表(TD)、 技術代表補佐(TDA)、チーフ・エキスパート(CE)、副チーフ・エキスパート(DCE)
SCM meeting
COMPETITIONS
MEETING ROOM
職種競技マネージャ会議

C-7
8/16（金）
大会 7 日
前

SCM meeting
COMP.
MEETING ROOM
職種競技マネージャ会
議 / 競技大会ﾐｰﾃｨﾝ
ｸﾞ・ﾙｰﾑ

競技大会ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

08:00

09:00

10:00

Saturday
17.08.19

16:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Lunch 昼食

20:00

21:00

Dinner 夕食

Arrival: Experts (E), and Interpreters (I) 到着 - エキスパート(E)、通訳者(I)

C-6
8/17（土）
大会 6 日
前

CCD
Lead mtg

Skill

WSI
MTG RM
8

meeting

競技運営委
員会代理人
ﾘｰﾀﾞｰ会議

WSI ﾐｰﾃｨﾝ
ｸﾞ･ﾙｰﾑ 8
Competitions
Committee
meeting
CONCERT
HALL
競技運営
委員会
ミーティング
コンサート
ホール

SMT
SMT (CCD, SCM, CE and
networking DCE) orientation meeting

Skill competition preparation

CONCERT
HALL

WORKSHOPS AND CONFERENCE ROOMS

CONCERT HALL
職種管理ﾁｰﾑ

職種管理
チーム

(競技運営委員会代理人, 職種

情報交換

ﾁｰﾌ･ｴｷｽﾊﾟｰﾄ)

コンサート
ホール

オリエンテーション・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

競技ﾏﾈｰｼﾞｬ, ﾁｰﾌ･ｴｷｽﾊﾟｰﾄ, 副

management
COMP.
MEETING
ROOM
職種管理
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

SMT and WM
reception
SKILL OUT AREA
職種管理チーム ＆
ワークショップ・マネージャ：
レセプション

競技外エリア

競技大会ﾐｰﾃ
ｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

職種競技準備
ワークショップ＆コンファレンス・ルーム

コンサートホール

Lunch is served at the Kazan Expo main restaurant. (CE, DCE, SCM, TD, TDA, TO, WM). 昼食はカザン・エキスポのメインレストランで提供(CE, DCE, SCM, TD, TDA, TO, WM)。
Dinner is served at the Kazan Expo main restaurant. （TO, WM）. 夕食はカザン・エキスポのメインレストランで提供（TO, WM）。
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08:00

09:00

10:00

11:00

Sunday

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Lunch 昼食

18.08.19

C-5

19:00

20:00

21:00

Dinner 夕食

New Expert
orientation
meetings

8/18（日）
大会 5 日
前

18:00

TD, TDA, SCM, CE, DCE, E, I, TO, and O
Excursion including Welcome Reception
技術代表、技術代表補佐、職種競技マネージャ、チーフ・エキスパート、副チーフ・エキスパート、エキスパート、
通訳者、技術オブザーバー、オブザーバー

CLUSTER A
LEVEL 3

歓迎レセプションを含むエクスカーション

新任ｴｷｽﾊﾟｰﾄ
･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ミーテ
ィング

ｸﾗｽﾀ A

ﾚﾍﾞﾙ 3

Interpreter
orientation meeting
CONCERT HALL

通訳者ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
コンサートホール

・ There is no access to Competition halls or workshops. Experts and Interpreters will not get access to rooms unless they are attending the training sessions.
・ Lunch is served at the Kazan Expo main restaurant. (CE, DCE, E, I, TD, TDA, TO, SCM, WM).
・ Dinner is served at the Kazan Expo main restaurant. (SCM, WM)
・ Excursion departs from Kazan Expo from 13:00 by skill (first bus departs 13:05, last bus departs 14:30)
・ Transfer back to hotels after the Welcome Reception (first bus departs 20:00, last bus departs at 21:00)
・ 競技会場または各職種競技場への立ち入り不可。 エキスパートと通訳者は トレーニング・セッション参加者のみ入室可能。
・ 昼食はカザン・エキスポのメインレストランで提供。(CE, DCE, E, I, TD, TDA, TO, SCM, WM)
・ 夕食はカザン・エキスポのメインレストランで提供。(SCM, WM)
・ カザン・エキスポからエクスカーションに出発する。 職種別に 13 時から出発する。 (最初のバスの出発が 13:05、最終のバスの出発が 14:30)
・ 歓迎レセプションの後ホテルに戻る。(最初のバスの出発が 20:00、最終のバスの出発が 21:00)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

19:00

20:00

21:00

Lunch 昼食

Dinner 夕食

C-4

Arrival: Official Delegates (OD), Team Leaders (TL), Competitors (C), and Official Observers (OO) 到着: 公式代表(OD)、チーム･リーダー(TL)、選手(C)、公式オブザーバー(OO)

8/19（月）
大会 4 日前

Competition preparation by Experts as per Skill Management Plan 職種管理プランに基づく、エキスパートによる競技準備
Skill
management
meeting
COMP.
MEETING
ROOM
職種管理
ﾐｰﾃィﾝｸﾞ
競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

CCD Lead
meeting
WSI
MEETING
ROOM 8
競技運営
委員会
代理人ﾘｰﾀﾞｰ
会議

CCD Lead dinner
RESTAURANT LA FAMIGLIA

競技運営委員会代理人ﾘｰﾀﾞｰ
夕食会

Summary of Events

Skill Out until 22:30 スキルアウト（打ち上げ）22:30 まで

Monday
19.08.19

18:00

レストラン 「ラ・ファミッリア」

WSI
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・ﾙｰﾑ 8

New Technical Delegate training
WSI MEETING ROOM 10
新任技術代表トレーニング / WSI ミーティング・ルーム 10

・ Site operational for accredited persons. Competitors and Team Leaders have no access to site.
・ Lunch is served at the Kazan Expo main restaurant (CE, DCE, E, I, TD, TDA, TO, SCM, WM).
・ Dinner is served at the Kazan Expo main restaurant (TO, SCM, WM).
・ 会場は、認可された者のみ入場可。選手およびチーム・リーダーは立ち入り不可。
・ 昼食はカザン・エキスポのメインレストランで提供。(CE, DCE, E, I, TD, TDA, TO, SCM, WM).
・ 夕食はカザン・エキスポのメインレストランで提供。 (TO, SCM, WM).
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08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

16:00

15:00

17:00

Tuesday

19:00

20:00

21:00

Skill Out until 22:30 スキルアウト（打ち上げ） 22:30 まで

20..08.19

C-3

18:00

Lunch 昼食

Dinner 夕食

Competition preparation by Experts as per Skill Management Plan 職種管理プランに基づく、エキスパートによる競技準備

8/20（火）
大会 3 日
前

Skill
management
meeting
COMP.
MEETING
ROOM
職種管理
ﾐｰﾃィﾝｸﾞ

CCD Lead
meeting
WSI
MEETING
ROOM 8

Board meeting
WSI
MEETING
ROOM 11

理事会
競技運営委員会
WSI
代理人
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ
ﾘｰﾀﾞｰ会議
11
WSI ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・
ﾙｰﾑ

・ﾙｰﾑ 8

New Official Delegate training
WSI MEETING ROOM 10
新任公式代表トレーニング
WSI ミーティング・ルーム 10

C, TL, O, and OD
Excursion including welcome reception
選手、チーム・リーダー、オブザーバー、公式代表
歓迎レセプションを含むエクスカーション

・ Media Centre opening hours: 10:00-18:00.
・ Site operational for accredited persons. Competitors and Team Leaders have no access to site.
・ Lunch is served at the WorldSkills Village restaurant (C, TL).
・ Lunch is served at Kazan Expo main restaurant (CE, DCE, E, I, TD, TDA, OD, OO, O, TO, SCM, WM).
・ Dinner is served at the Kazan Expo main restaurant (TO, SCM, WM).
・ Excursion departs WorldSkills Village from 13:00 (first bus departs 13:05, last bus departs 14:30.
・ Transfer back to WorldSkills Village after Welcome Reception (first bus departs 20:00, last bus departs at 21:00).
・ メディアセンターの利用時間: 10:00 – 18:00
・会場は、認可された者のみ入場可。選手およびチーム・リーダーは立ち入り不可。
・昼食はワールドスキルズ・ヴィレッジのレストランで提供 (C, TL)。
・昼食はカザン・エキスポのメインレストランで提供(CE, DCE, E, I, TD, TDA, OD, OO, O, TO, SCM, WM).
・夕食はカザン・エキスポのメインレストランで提供 (TO, SCM, WM).
・ワールドスキルズ・ヴィレッジから 13 時よりエクスカーションに出発する（最初のバスの出発が 13:05、最終のバスの出発が 14:30）。
・歓迎レセプション後のワールドスキルズ・ヴィレッジへの移動 （最初のバスの出発が 20:00、最終のバスの出発が 21:00）。

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Summary of Events

Wednesday
21.08.19

C-2
8/21（水）
大会 2 日
前

18:00

19:00

20:00

21:00

Skill Out until 22:30 スキルアウト（打ち上げ） 22:30 まで
Lunch 昼食

Dinner 夕食

Competition preparation by Experts as per Skill Management Plan 職種管理プランに基づく、エキスパートによる競技準備
Team Leader meeting
and orientation
COMPETITIONS
MEETING ROOM
ﾁｰﾑ・ﾘｰﾀﾞｰ会議 ＆
オリエンテーション
競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

Team
Leader
meeting
COMP.
MEETING
ROOM
ﾁｰﾑ・ﾘｰﾀﾞｰ
会議

Skill
management
meeting
COMP.
MEETING
ROOM
職種管理
ﾐｰﾃィﾝｸﾞ
競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰ
ﾑ

Team Leader
Opening Ceremony rehearsal
KAZAN ARENA
ﾁｰﾑ・ﾘｰﾀﾞｰ
開会式リハーサル
カザン・アリーナ

競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・ﾙｰﾑ

Familiarization for Competitors including preparation of workstations, Health, Safety and Environment instructions, and equipment training.
ワークステーションの準備、安全衛生および環境規則の説明ならびに機材訓練を含む選手のための習熟
Strategic Development Committee
meeting
CONCERT HALL
戦略開発委員会会議
コンサートホール

GA finances
meeting

WSI
MEETING
ROOM 10

総会財務会議
WSI ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・ﾙｰﾑ 10

General Assembly
meeting
CONCERT HALL
総会

Board
meeting
WSI
MEETING
ROOM 11
理事会

コンサートホール

WSI ﾐｰﾃｨﾝ
ｸﾞ・ﾙｰﾑ 11

WorldSkills Champions
Night
CONCERT HALL
ﾜｰﾙﾄﾞｽｷﾙｽﾞ
・ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞ・ﾅｲﾄ
コンサートホール

Media tour
MEDIA CENTRE
ﾒﾃﾞｨｱ向けﾂｱｰ
メディア・センター

・ Media Centre opening hours: 10:00-18:00. メディアセンターの利用時間: 10:00 - 18:00

・ Final inspection (including HSE) of workshops. 各職種競技場の最終点検（安全衛生環境の関連内容を含む）。

・ WorldSkills Champions Trust lead the media tour. ワールドスキルズ・チャンピオンズ・トラストがメディア・ツアーを率いる。
・ Lunch is served at the Kazan Expo main restaurant(C, TL, CE, DCE, E, I, TD, TDA, OD, OO, O, TO, SCM, WM).
昼食はカザン・エキスポのメインレストランで提供。(C, TL, CE, DCE, E, I, TD, TDA, OD, OO, O, TO, SCM, WM)
・ Dinner is served at the WorldSkills Village restaurant(C, TL). 夕食はワールドスキルズ・ヴィレッジのレストランで提供。(C, TL)
・ Dinner is served at the Kazan Expo main restaurant (TO, SCM, WM). 夕食はカザン・エキスポのメインレストランで提供。(TO, SCM, WM)
・ WorldSkills Champions Night open to Competitors from previous Competitions 20:00-23:00. RSVP to alex.musial@worldskills.org.
ワールドスキルズ・チャンピオンズ・ナイトは過去大会の選手も参加可能。20:00-23:00。予約は alex.musial@worldskills.org まで
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08:00

09:00

10:00

Thursday

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

21:00

20:00

Lunch 昼食

22.08.19

Competition preparation by Experts as per Skill Management Plan

C-1

職種管理プランに基づく、エキスパートによる競技準備

Skill
management
meeting

8/22（木）
大会 1 日前

COMP.
MEETING
ROOM
職種管理ﾐｰﾃｨﾝ
ｸﾞ / 競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

One School One Country PARTICIPATING SCHOOLS
ワン・スクール・ワン・カントリー 学校訪問

Opening Ceremony KAZAN ARENA
開会式 カザン・アリーナ
Press
Conference
MEDIA
CENTRE
ﾌﾟﾚｽ
・ｺﾝﾌｧレﾝｽ
メディアセン
ター

・ Media Centre opening hours: 08:00-17:00.
・ Media Centre at Kazan Arena opening hours 16:00-02:00 next morning
・ Familiarization continues for CNC Milling, CNC Turning, and Floristry.
・ One School One Country is for C, TL, OD, TD only. Logistics per school coordinated by WSK2019.
・ Lunch is served at the WorldSkills Village restaurant(C, TL). ・ Lunch is served at the Kazan Expo main restaurant (CE, DCE, E, I, TD, TDA, OD, OO, O, TO, SCM, WM).
• Dinner is served at the WorldSkills Village restaurant at 16:00 (C, TL).
・ Departure for the Opening Ceremony from the WorldSkills Village for C, TL is from 17:15 in order of the Parade of Nations.
・ メディアセンター利用時間： 8:00 – 17:00
・ カザン・アリーナのメディアセンター利用時間： 16:00 – 翌朝 02:00
・ CNC フライス盤、CNC 旋盤、フラワー装飾の習熟は継続される。
・ ワン・スクール・ワン・カントリーへの参加は、選手、チーム・リーダー、公式代表および技術代表のみ。 各校への送迎は WSK2019 が手配する。
・ 昼食はワールドスキルズ・ヴィレッジのレストランで提供 (C, TL)。 ・ 昼食はカザン・エキスポのメインレストランで提供 (CE, DCE, E, I, TD, TDA, OD, OO, O, TO, SCM, WM)。
・ 夕食は 16:00 に ワールドスキルズ・ヴィレッジのレストランで提供 (C, TL)。
・ 選手およびチーム・リーダーは、国別パレード順にワールドスキルズ・ヴィレッジから開会式へ 17:15 より出発。

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Friday

8/23（金）
大会 1 日目

20:00

21:00

Lunch 昼食
ＣＣ
打合せ

Dinner 夕食
ＣＣ
打合せ

Competition and assessment 競技と評価
Team Leaders
meeting COMP.
MEETING
ROOM
ﾁｰﾑ･ﾘｰﾀﾞｰ 会議
競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

Skill
management
meeting COMP.
MEETING
ROOM
職種管理ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

Assessment 評価
Official reception on
behalf of the Organizing
Committee

CCD Lead
meeting
WSI MEETING
ROOM 8
競技運営委員会
代理人リーダー会

RESTAURANT
PYRAMIDA
組織委員会を代表した
公式レセプション

議

WSI
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ 8

レストラン. 「ピラミダ」

WorldSkills Competition open to the public 技能五輪国際大会 一般来場者へ公開
WorldSkills Conference CONCERT HALL
ワールドスキルズ・コンファレンス
コンサートホール

Summary of Events

23.08.19

C1

19:00

Skill Out until 22:30 スキルアウト（打ち上げ） 22:30 まで

WorldSkills Conference
Reception
CONCERT HALL
WS コンファレンス・レセプ
ション コンサートホール

Official
Opening
SAMSUNG
BOOTH
公式オープニング
サムスン
・ブース

・ Media Centre opening hours: 08:00-20:00.
・ Lunch is served at the Kazan Expo main restaurant for all event personnel. Experts and Competitors scheduled for lunch as per the Skill Management Plan.
・ Dinner is served at the Kazan Expo main restaurant for all event personnel.
・ WorldSkills Conference – ticket holders only
・ メディアセンターの利用時間: 08:00 – 20:00
・ 昼食は全てのイベント関係スタッフにカザン・エキスポのメインレストランにて提供。エキスパートと選手の昼食時間は職種管理プランに準ずる。
・ 夕食は全てのイベント関係スタッフにカザン・エキスポのメインレストランにて提供。
・ ワールドスキルズ･コンファレンスは、チケット所有者のみ。
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08:00

09:00

10:00

12:00

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Saturday

19:00

20:00

21:00

Skill Out until 22:30 スキルアウト（打ち上げ） 22:30 まで

24.08.19

Lunch 昼食

Dinner 夕食

C2
ＣＣ ｃ
打合せ

8/24（土）
大会 2 日
目

ＣＣ
打合
せ

Competition and assessment 競技と評価
Team
Leaders
meeting
COMP.
MEETING
ROOM
ﾁｰﾑ･ﾘｰﾀﾞｰ
会議 /
競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

Skill
management
meeting COMP.
MEETING
ROOM

Assessment 評価

CCD Lead
meeting
WSI MEETING
ROOM 8
競技運営委員会
代理人ﾘｰﾀﾞｰ会
議

職種管理
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

WSI
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ 8

競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

WorldSkills Competition open to the public 技能五輪国際大会 一般来場者へ公開
WorldSkills Conference CONCERT HALL
ワールドスキルズ・コンファレンス / コンサートホール

・ Media Centre opening hours: 08:00-20:00.
・ Lunch is served at the Kazan Expo main restaurant for all event personnel. Experts and Competitors scheduled for lunch as per the Skill Management Plan.
・ Dinner is served at the Kazan Expo main restaurant for all event personnel.
・ WorldSkills Conference – ticket holders only.
・ メディアセンターの利用時間: 08:00 – 20:00
・ 昼食は全てのイベント関係者にカザン・エキスポのメインレストランにて提供。 ・ エキスパートと選手の昼食時間は職種管理プランに準ずる。
・ 夕食は全てのイベント関係者にカザン・エキスポのメインレストランにて提供。
・ ワールドスキルズ・コンファレンス － チケット所有者のみ

Summary of Events

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Sunday

8/25（日）
大会 3 日
目

20:00

Lunch 昼食
ＣＣ

Dinner 夕食
ＣＣ
打合せ

Competition and assessment 競技と評価

打合せ

Team
Leaders
meeting
COMP.
MEETING
ROOM
ﾁｰﾑ･ﾘｰﾀﾞｰ
会議
競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

Skill
management
meeting
COMP.
MEETING
ROOM

Marketing and
Communications Working
Group meeting
MEDIA CENTRE
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・
ﾜｰｷﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

職種管理
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

メディアセンター

競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ

Skills Development
in Africa meeting
WSI MEETING
ROOM 7A

アフリカにおける
技能開発会議
WSI
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾙｰﾑ 7A

CCD Lead
meeting
WSI MEETING
ROOM 8

競技運営委
員会代理人ﾘ
ｰﾀﾞｰ会議

Assessment 評価
VIP and Sponsor Night
RESTAURANT PANORAMA
ＶＩＰおよびスポンサーのパーティ
レストラン 「パノラマ」

WSI
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・ﾙｰﾑ 8

Diversity
and
Inclusivity
meeting
WSI
MEETING
ROOM 6B
多様性および
包括性会議 /
WSI
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 6B

WorldSkills Competition open to the public 技能五輪国際大会一般来場者へ公開

・ Media Centre opening hours: 08:00-20:00.
・ Lunch is served at the Kazan Expo main restaurant for all event personnel. Experts and Competitors scheduled for lunch as per the Skill Management Plan.
・ Dinner is served at the Kazan Expo main restaurant for all event personnel.
・ メディアセンターの利用時間: 08:00 – 20:00
・ 昼食はカザン・エキスポのメインレストランにて提供。 ・ エキスパートと選手の昼食時間は職種管理プランに準ずる。
・ 夕食は全てのイベント関係者にカザン・エキスポのメインレストランにて提供。
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21:00

Skill Out until 22:30 スキルアウト（打ち上げ） 22:30 まで

25.08.19

C3

19:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Monday

18:00

19:00

20:00

21:00

Skill Out until 22:30 スキルアウト（打ち上げ） 22:30 まで

26.08.19

Lunch 昼食

C4

ＣＣ

8/26（月）
大会 4 日目

Dinner 夕食

Competition and assessment 競技と評価

Assessment 評価

打合せ

Team
Leaders
meeting
COMP.
MEETING
ROOM
ﾁｰﾑ･ﾘｰﾀﾞｰ
会議
競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・ﾙｰﾑ

Skill
management
meeting
COMP.
MEETING
ROOM

Board
meeting
WSI
MEETING
ROOM 11

職種管理
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

WSI
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・ﾙｰﾑ 11

理事会

競技大会
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・ﾙｰﾑ

WorldSkills Competition open to the public 技能五輪国際大会一般来場者へ公開
WorldSkills Juniors and
Future Skills Awarding
Ceremony
CONCERT HALL
ワールドスキルズ・
ジュニア、フューチャースキ
ルズ表彰式
コンサートホール

・ Media Centre opening hours: 08:00-20:00.
・ Lunch is served at the Kazan Expo main restaurant for all event personnel. Experts and Competitors scheduled for lunch as per the Skill Management Plan.
・ Dinner is served at the Kazan Expo main restaurant for all event personnel.
・ メディアセンターの利用時間: 08:00 - 20:00
・ 昼食は全てのイベント関係者にカザン・エキスポのメインレストランにて提供。 ・ エキスパートと選手の昼食時間は職種管理プランに準ずる。
・ 夕食は全てのイベント関係者にカザン・エキスポのメインレストランにて提供。

08:00

09:00

10:00

11:00

Tueday

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Lunch 昼食

C+1

Skill competition finalization 職種競技の終了とりまとめ

8/27（火）
大会終了
後 1 日目

Board
meeting
WSI
MEETING
ROOM 11
理事会

WSI
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
・ﾙｰﾑ 11

Competitions General Assembly
Committee
meeting
meeting
CONCERT HALL
CONCERT
総会
HALL
競技運営
コンサートホール
委員会会議
コンサート
ホール

Closing Ceremony and Farewell Party
KAZAN ARENA
閉会式 ＆ さよならパーティ
カザン・アリーナ

Summary of Events

27.08.19

Media Centre opening hours: 08:00-17:00.
Media Centre at Kazan Arena opening hours 16:00-02:00 next morning
Competition Information System (CIS) closes at 10:00.
Lunch and dinner are served at the WorldSkills Village restaurant (C, TL).
Lunch is served at the Kazan Expo main restaurant (CE, DCE, E, I, TD, TDA, OD, OO, O, TO, SCM, WM).
Closing Ceremony is 19:00-22:00, Farewell Party is 22:00-01:00.
メディアセンターの利用時間： 08:00 –17:00
カザン・アリーナのメディアセンターの利用時間： 16:00 – 翌朝 02:00
大会情報システム(CIS)は 10:00 に閉鎖。
昼食および夕食はワールドスキルズ・ヴィレッジのレストランにて提供(C, TL)。
昼食は、カザン・エキスポのメインレストランで提供 (CE, DCE, E, I, TD, TDA, OD, OO, O, TO, SCM, WM)。
閉会式： 19:00 - 22:00、さよならパーティ： 22:00 - 01:00
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08:00
Wednesday

09:00

10:00

12:00

11:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

Departure 出発

28.08.19
Board meeting

C+2

MARRIOTT
HOTEL

8/28（水）
大会終了
後 ２ 日目

理事会議
マリオット・ホテル

WSK2019, WSI Board,
Secretariat reception
RESTAURANT LA
FAMIGLIA
WSK2019 組織委員会
WSI 理事会、事務局
レセプション
レストラン「ラ・ファミッリ
ア」

Secretariat event completion 事務局による会場片付け作業

Media Centre opening hours: 10:00-18:00.
メディアセンターの利用時間: 10:00 - 18:00

Abbreviations 略称
WorldSkills positions and names
C

Summary of Events

CC
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Competitor
Compatriot Communication
Competitor Communication

WorldSkills positions and names

役職名等

役職名等

選手

OO

Official Observer

公式オブザーバー

同国のエキスパートと選手の打合せ

SA

Skill Advisor

職種アドバイザー

CCD

Competitions Committee
Delegate

競技運営委員会代理人

SMT

Skill Management Team

職種管理チーム

CE

Chief Expert

チーフ・エキスパート

SCM

Skill Competition Manager

職種競技マネージャ

DCE

Deputy Chief Expert

副チーフ・エキスパート

TD

Technical Delegate

技術代表

E

Expert

エキスパート

TDA

Technical Delegate Assistant

技術代表補佐

I

Interpreter

通訳者

TL

Team Leader

チーム・リーダー
技術 オ ブ ザ ー バー （ 2021 年上 海
大会のワークショップ・マネージャ）
ワークショップ・マネージャ

O

Observer

オブザーバー

TO

Technical Observer
(Workshop Manager from
WorldSkills Shanghai 2021)

OD

Official Delegate

公式代表

WM

Workshop Manager

略語・用語一覧
略語
－
－

CCD
CE
CIS
CR
DCE
DF
EX, EXP

執筆者が用いている主な略語や用語について、以下のとおり補足説明します。

用 語（読み方）

解説

Access Programme

エキスパートが技能五輪国際大会に参加する前に必ず修了しなければならない研修プログラ

C1、C-1、C+1

競技日を表す略語。C-2( 大会２日前）、C-1( 大会前日）、C1( 競技１日目）、C2（競技 2 日
目）・・・C+1（競技終了後１日目）となる。

Competitions Committee Delegate

競技運営委員会代理人。競技運営委員会を代表する技術代表であり、６職種までの競技の管

Chief Expert

各職種のエキスパートの中から選任される 1 名。当該職種の競技実施においてリーダーシッ

Competition Information System

大会情報システム。採点および結果の全項目を管理するための（WSI による）特別仕様のソ

アクセス・プログラム

コンペティションズ・コミッティー・デリゲート
チーフ ･ エキスパート
コンペティション・インフォメーション・システム
Competition Rules

コンペティション・ルールズ

ム。WSI よりガイドラインが示されている。

理状態を監督する。

プの発揮と指示が求められる責任者。
フトウェア。

競技規則。組織の決議や規則、技能五輪国際大会の実施内容について定義するもの。

Deputy Chief Expert
デュプティ・チーフ ･ エキスパート

副チーフ・エキスパート。各職種よりエキスパートの中から１名選任されるチーフ・エキス
パートの補佐。

Discussion Forum
ディスカッション ･ フォーラム

職種競技の開発と準備のために、討議、協力、連絡、調整を行うオンラインツール。エキス
パートは意見交換や情報共有にも使用する。通称、フォーラム。

Expert

ある技能、業界、または技術に経験を有し、その特定の専門分野の職種競技において準備と
実施に携わる。WSI 加盟国 / 地域から職種ごとに 1 名選任される。

エキスパート
Familiarization

習熟。技能競技大会開始前、作業場所の準備や工具・材料を確認し用意するために選手に与
えられる時間。

GSC

Global Skills Challenge
グローバル ･ スキルズ ･ チャレンジ

２年に一度オーストラリアで開催される技能競技大会。多くの国 / 地域の選手とエキスパー
トを招待し、技能五輪国際大会に準じた競技が行われる。

IL

Infrastructure List
インフラストラクチャー・リスト

通称インフラリスト。大会開催組織が各職種競技場で提供する全ての備品と材料が記載され
ているリスト。

－

Judgement
ジャッジメント

ジャッジメント（判定）採点。得点の付与において、特定の評価細目のために合意した方式
に基づいて採点する方法。

－

Measurement
メジャメント

メジャメント（測定）採点。採点者の主観判定に依らない、測定可能な基準を用いて採点す
る方法。

－

Medallion for Excellence
メダリオン・フォー・エクセレンス

敢闘賞。700 点以上を獲得したが、金・銀・銅メダルに届かなかった選手に授与される賞。

－

Module
モジュール

競技課題を構成する一部分のこと。競技課題全体における１つの段階、または独立した副課
題になることがある。

Skill Competition Manager

職種競技マネージャのこと。技能競技大会の 21 ヶ月前から終了 1 ヵ月後まで、１つの職種

Skill Management Team

職種管理チーム。職種競技マネージャ、チーフ・エキスパート、副チーフ・エキスパートで

Sub Criteria
サブクライテリア

評価基準項目。各評価基準項目は評点を付与する必要がある多くの評価細目に分割される。こ
の評価細目はジャッジメント ( 判定 ) またはメジャメント ( 測定 ) のいずれかの方法で採点する。

TD

Technical Description
テクニカル・デスクリプション

職種定義。各職種競技の作業範囲、競技課題の開発、採点方法、選手やエキスパートが準備
する材料、競技場への持込禁止品目等、競技実施に必要な事項を詳細に説明・定義する文書。

TP

Test Project
テスト ･ プロジェクト

競技課題。４日以内、15 ～ 22 時間で実施するよう考案されており、選手が職種定義に記
された基準で実演できるよう作成される。

Workshop
ワークショップ

各職種競技場。各職種競技が実施される特定のエリア。ここには選手のワークステーション、
エキスパートの事務室、倉庫等が含まれる。

Workshop Manager
ワークショップ・マネージャ

ワークショップ（各職種競技場）の設置、管理、エキスパートの業務の援助を担当する。担
当職種において豊富な経験と資質を有する。

WSC

WorldSkills Competition
ワールドスキルズ ･ コンペティション

技能五輪国際大会

WSI

WorldSkills International
ワールドスキルズ・インターナショナル

技能五輪国際大会等を運営する組織。

WSSS

WorldSkills Standards Specification
ワールドスキルズ・スタンダーズ・スペシフィケーション

WSI 標準仕様。ある職業または任務の実施における国際的最良事例を反映し、
実証する知識、理解、および特定の技能に関して記述する。

SCM
SMT
－

－

WM

スキル・コンペティション・マネージャ
スキル・マネージメント・チーム

競技における管理、指導、リーダーシップを提供する責任を負う。

Summary of Events

ファミリアリゼーション / ファミリアライゼーション

－

構成され、各職種競技の運営に責任を負う。
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第二部

選手の体験記
Experience Notes

構造・建築系

アート・ ファッション系

情報通信系

製造エンジニアリング系

サービス系

輸送系

Construction and Building Technology

Creative Arts and Fashion

Information and Communication Technology

Manufacturing and Engineering Technology

Social and Personal Services

Transportation and Logistics

職種

01

▼

ポリメカニクス
Polymechanics and Automation

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社デンソー

1

岩見 泰輝

…大会前の準備

この職種は、機械加工を専門で行う全国大会とは違い、
国際大会になると機械加工が未公開になり新たに電
気、プログラムの要素が入ってきます。今までやった
ことのない作業が多くあり、競技ができるのか不安で
した。競技中に今やっている作業が正しいのかを考え
ることが多くなり、作業に遅れが出てしまったり、遅
れが出た分作業が雑になったりすることがありました。
競技中に考えることを少なくするために、
作業のパター
ン化を意識して訓練を行ってきました。過去大会の課
題をもとにミスをしたところ、やりにくかったところ、
よくわからずに進めてしまったところを洗い出しまし
た。同じミスを 100％起こさない方法、最速で製品を
作ることができる工程を見つけ、何度も繰り返し練習
を行いました。また、海外に行って訓練を行いました。
何年も訓練している海外選手と自分との差をみたり、
慣れない環境での競技を行ったりしました。自分にとっ
ては、約 9 か月間の短い訓練期間の中でよい訓練がで
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きたと思っています。

IWAMI Taiki

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技は 4 日間、22 時間で行います。カザン大会の課

カザン大会の前に、ロシアの国内大会、中国合同訓練

題は、過去大会の課題と比べるとかなりサイズ感の大

に参加しました。そのため、ポリメカニクス職種の選

きい課題でした。日本にいるときに想像していたもの

手同士一度会ったことのある人が多く、挨拶、会話を

と違いすぎて、課題を見たときは焦りました。しかし、

スムーズに行うことができました。大会期間中、夜ご

どんな課題が出てきても機械加工や電気、プログラム

飯を一緒に食べたり、お土産を交換したり、それぞれ

ができるように訓練をしてきたので、競技は落ち着い

の国の文化を教えあったりして、国際交流を楽しむこ

てできました。競技内容は、機械加工のボリュームが

とができました。

多く、練習通りの作業速度だと時間内に完成しないよ
うなものでした。なので、機械加工の課題図面を競技
中に全て覚え、競技中にやることのイメージトレーニ
ングを入念に行い対応しました。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

4 日間ある競技の中で、特に辛かったことは、競技内
国際大会という大きな舞台に立つときに、どのように

した。競技中に変更が伝えられたり、それまで作って

訓練を進めたら良いか分からず、自分が本当にやり切

きたものの採点がなくなったりして、いろいろな感情

れるのかと不安になることがあります。その気持ちは、

が湧いてきました。しかし、どんなことが起こっても、

海外訓練に行って自分の足りないところを明確に把握

今までやってきた訓練の成果を 100％発揮しようと気

することで少しはなくなります。全国大会の時、勝つ

持ちを切り替えました。自分のやれるだけのことをや

ために努力を重ねてきたと思います。日本代表という

り切って競技を終えることができました。

誇りと自信をもって、世界と戦ってください。悔いの
残らないよう、選手生活を全力で楽しんでください。
応援しています。

ポリメカ
ニクス

Experience Notes

容の変更や、採点内容の変更が、頻繁にあったことで
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職種

02

▼

情報ネットワーク施工
Information Network Cabling

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社きんでん

1

志水 優太

…大会前の準備

全国大会が終わってからすぐに訓練が始まった。国際
大会で使用する工具、機械に馴れることから始めると
ともに、今大会の材料やブースの入手を行った。国際
大会は課題が非公開の為、どんな課題でも対応できる
よう様々な作業方法を訓練した。
５月上旬には日本で海外の選手と合同訓練会を行い、
５月下旬には中国の一帯一路大会に参加した。また、
７月には日本で海外の選手とフレンドリーマッチを
行った。海外の選手と訓練して自分に足りないものを
知り、海外の選手の実力も知ることができた。競う相
手を知ったことでその後の訓練のモチベーションにも
繋がった。海外の選手に比べると作業スピードが遅く、
スピード強化に取り組んだ。また、海外の選手やエキ
スパートとは英語での会話だったので、簡単な質疑応
答が出来るよう、英会話レッスンや訓練の中でも英語
で話すトレーニングを行った。
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SHIMIZU Yuta

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

１日目、２日目は自分の思うように作業が出来なかっ

他国との合同訓練やフレンドリーマッチで選手やエキ

た。国際大会ならではの空気感とプレッシャーに呑ま

スパートと交流していたこともあり、大会では、あま

れてしまい普段ならしないミスをしてしまった。正直

り緊張せずコミュニケ―ションをとることができた。

メダルを獲るのは無理だと半分諦めていたが、エキス

あまり英語が話せなかったが、笑顔で挨拶や握手をし

パートに「最後まで出来ることをしよう」と言われ、

ていると自然と仲良くなることができた。お互いの国

ここまで支えて下さった人たちの為に精一杯出来る事

の挨拶や文化を教えあい、楽しく交流が出来た。

をして日本に帰ろうと気持ちを切り替えて残りの競技
に取り組んだ。
３日目からは訓練通りの作業をすることができ、順調
に作業を進めることができた。
この日、１日目２日目と順調だった他国のライバル達
が体調を崩したり、トラブルが発生しており、４日間
の競技で全てうまく進めることは難しく、ある程度の
開き直りも重要だと感じた。
大会を通して反省することもあったが、支えて下さっ
た方々の支援や応援もあり、終了したときは、やりきっ
たという思いだった。

人生で一度きりの挑戦なので悔いの残らないようにし

Experience Notes

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

てください。
支えて下さる方々への感謝の気持ちをもって、指導し
てくれたエキスパートと指導員を信じ、そして何より
厳しい訓練を積んできた自分自身を信じて最後まで諦
めずに競技に臨んでください。

情報ネット
ワーク施工
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職種

03

▼

製造チームチャレンジ
Manufacturing Team Challenge

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社デンソー

所属・氏名

▼

株式会社デンソー

所属・氏名
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▼

株式会社デンソー

市川 幹人

ICHIKAWA Mikito

壁谷 公貴

KABEYA Koki

山下 慎三朗

YAMASHITA Shinzaburo

▼

選手の体験記

1

…大会前の準備

を受ける可能性があります。そのような減点を受けな
いように様々なパターンで設計を行うことで、解釈の
違いに備えました。

市川 幹人 選手

また、大会では材料や部品を持ち込み、用意された設

前回出場の先輩から、
「アブダビ大会ではインフラリス

備を使用して製品を完成させます。作業時間 ( 人件費 )

トという工具表に記載されている工具が全く揃ってい

をはじめ、材料費や設備の使用時間なども全て製造コ

なくて苦労した」という話を聞き、カザン大会でも同

ストとして換算されるため、仕様をクリアしつつも、

じことが想定されると考え、訓練段階から作業環境を

材料や加工コストを抑えた設計を考え、チーム 3 人で

悪くして取り組んできました。

最も効率の良い作業スケジュールを組むなど、安く早

また、サプライズプロジェクトではどのような難易度

く作るための訓練も並行して実施しました。

の課題となるかが分からないため、訓練段階では本番
想定以上の高難易度課題を積極的に行い、対応力をつ

山下 慎三郎 選手

けてきました。

大会前は、大会と同じスケジュールで競技を行う訓練
を実施しました。国際大会は、準備されている工具が
事前情報と違う、または準備されていないことが当た

製造チームチャレンジ職種には、メインプロジェクト

り前のように起きるということから、最低限の工具で

とサプライズプロジェクトという 2 つの課題があり、

訓練を進めていきました。

私は主にメインプロジェクトを担当しました。

大会前に行った準備は、本番のシミュレーションを何

メインプロジェクトは大会の 1 年前に公開される課題

度も行いました。頭の中で作業を何度も繰り返しなが

のテーマと仕様書をもとに製品開発を行い、開発した

ら、トラブルが起きた時に最適な対処は何かを指導員

製品の完成度と製造コストを競う課題であり、今回の

やチームメンバーと一緒に考え、自分の実力が最大限

課題テーマは「電動車椅子」でした。

発揮できるように準備しました。私の担当する作業で

事前にどのような製品を作ればいいのか検討し、開発

実際に起きたトラブルは、どれも想定した範囲内のト

を進めることはできますが、仕様書は英語で書かれて

ラブルだったため、訓練通りの作業をすることができ

いるため、仕様の解釈を間違えると大会で思わぬ減点

ました。

競技風景 市川 幹人選手（左）・山下 慎三朗選手（中）・壁谷 公貴選手
（右）

製造チーム
チャレンジ

Experience Notes

壁谷 公貴 選手
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▼

選手の体験記

2

…競技

可能性があったので、慎重かつ速く作業する能力が求
められました。
競技 3 日目に懸念していた点で問題が発生してしまい、

市川 幹人 選手

作業時間をいつもより要してしまいました。今回の課

私は、CNC Milling、汎用フライス、汎用旋盤、3D プ

題はとてもボリュームが多く、仕様も本番直前まで変

リンタを使った造形を主に担当しました。これらはサ

わることがあったために、課題の作りこみをすること

プライズプロジェクトのため、競技前日に 30 分のみ

ができず、不安を抱えながらの競技となってしまいま

図面を公表され、そこで工程等の作戦を考え、競技に

した。不安を抱えて本番を迎えてしまうと、競技中に

備えます。

必ず問題となって出てくるので、不安をなくして大会

CNC Milling は Mastercam というソフトを用いて配

を迎えることができる準備が必要だと感じました。

Experience Notes

布された図面に従って、CAD/CAM 作業を行い、汎用
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フライス / 旋盤は、
配布された図面通りに汎用機を使っ

壁谷 公貴 選手

て加工するものです。3D プリンタによる造形は図面

競技は 22 時間以内であれば、各チームが自由に作業

の寸法公差を満たすようにモデリングをし、それを印

時間を決めることができます。

刷するというものでした。

しかし、課題の製作に必要な設備は、作業開始時に予

要求図面を満たすためには、C-2 で機械の特徴を知る

約をしなければ使うことができません。設備は種類ご

必要がありました。しかし、各機械 1 時間以内で工具の

とに台数が限られていますし、チームそれぞれが自分

使い方把握・工具準備・加工・掃除をしなければならず、

たちに都合の良いスケジュールで設備を予約しようと

かなり忙しかったです。ただ、この段階で機械を習熟

我先に詰め寄るので、予約担当だった私にとって、最

しなければ本番まで触れないので、自分が最低限見た

大の難関は、設備の予約をスケジュール通りに取るこ

いポイントをまとめておく必要があると感じました。

とだったといっても過言ではありませんでした。

今回のカザン大会では工具の不備がなく、自分の想像

幸いにも、全体を通してほぼ予定通りに設備を使用す

以上にスムーズに競技を行うことができました。しか

ることができ、電動車椅子の製作は順調に進み、組立

し、機械加工後の掃除不良や、備品の損失等をすると

まで無事に終えることができました。しかし、提出前

その都度ペナルティが課せられてしまい、点数に響く

の最終確認をしている最中に仕様の 1 つである「10

競技風景 市川 幹人選手

競技風景 山下 慎三朗選手

度の坂道でブレーキして停止する」がうまく機能しな

を確実にやりきろう」と冷静さを取り戻すことができ

いことが分かりました。加工精度のばらつきや、訓練

ました。結果的にブレーキ性能の得点は落としました

時と本番の坂道の材質や摩擦の違いなど、様々な要因

が、そこで気持ちを切り替えることができ、コース走

によるものだと考えられます。

行では一番早いタイムで完走することができました。

襲われた私たちですが、一旦作業を中断し、指導員を

山下 慎三郎 選手

含めてチームの皆で話し合うことで「もう一度確認し

私が一番頑張ったことは、メインプロジェクトの電子

てみて、それでもダメなら仕方ない。それ以外の部分

基板組立とプログラミングです。私は、メインプロジェ

競技風景 壁谷 公貴選手

製造チーム
チャレンジ

Experience Notes

競技終了まであと一歩のところで大きな不安と絶望に
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選手の体験記

▼

クトの電子担当だったため、1 年間修正と改善を繰り
返し、一番良い状態の基板や部品を会場に持参して、

3

…交流

当日組立てとプログラミングをしました。しかし、国
際大会に行く前の最終課題で、組立てた基板が誤動作

市川 幹人 選手

して部品を破損させてしまい、最後まで安定して動作

どの国も非常に友好的であり、自分たちの拙い英語で

させられる確証が持てませんでした。そのため、何度

もなんとか聞いてもらえ、楽しく会話をすることがで

も行っている組立てとプログラミングですが、とても

きました。印象としては、中国、韓国、台湾は競技に

不安でした。

集中していましたが、ヨーロッパの人たちはお祭り感

実際、当日メインプロジェクトの電子基板組立とプロ

覚でワールドスキルズに挑んでいました。競技終了後

グラミングを終えて、動作チェックをしたら、一か所

には各国が作成した電動車いすの乗り合いをして楽し

だけ誤動作している部分がありました。自分が想定し

み、お互い作った電動車いすを称えあうことができま

た通りにトラブルシューティングをしましたが、原因

した。また、お土産交換も非常に盛んで、日本からは

が見つからない…。この状況に陥った時、精神的に焦

各選手１つずつのお土産を持っていきましたが、国に

りと不安でいっぱいでした。しかし、
「トラブルを乗り

よっては３～４つのお土産を持ってきてくれるところ

越えるだけの訓練を自分はしてきた」と自分に言い聞

もあり、非常にありがたかったです。日本も複数のお

かせることで落ち着くことができました。そのおかげ

土産を持っていくとさらに喜んでくれると感じました。

Experience Notes

で、冷静に問題を解決することができ、その後は競技
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終了まで一回も誤動作を起こさずに作業を進めること

壁谷 公貴 選手

が出来ました。結果としては、銀メダルでしたが、自

競技スケジュールの都合上、エクスカーション ･1 校

分のやるべきことをしっかり果たすことができてよ

1 国プログラムに参加することはできませんでしたが、

かったと思います。

職種内の他国選手と交流できたことは貴重な経験でし
た。各国の選手とは、お互いに金メダルを目指すライ
バルでありながらも、同じ苦楽を経験してきた仲間と
して、競技以外の時間で様々な話や、お土産の交換な
どをして楽しい時を過ごすことができました。話した

いことはたくさんありましたが、自身の英語力が足り

壁谷 公貴 選手

ず、伝えられない ･ 聞き取れないことが多く、心惜し

国際大会は一生に一度しか経験できない貴重な舞台で

い気持ちです。

す。
世界一になることは簡単なことではありませんが、そ
の中で経験する数多くの失敗や貴重な成功も、夢見る

大会期間中、どの国のチームの選手にも、お互いを認

者だけに訪れる出来事であり、幸せなのだと大会が終

め合っていたことが強く印象に残っています。
製造チー

わった今、感じています。

ムチャレンジは競技 4 日目に電動車椅子の採点があり、

だからこそ、やるからには世界一を目標に頑張ってほ

観客や他のチームに見られながら、各チームごと、評

しいと思います。また、大会で金メダルを目指すこと

価項目に沿って行われます。一つの評価項目の採点を

はもちろん、国際大会というイベントを楽しむために

終えるたびに、観客・他のチームから大きな拍手が起

も語学力などのスキルも磨いてください。そして、自

こり、すべてのチームの選手に称賛を送っていました。

分が日本代表であることに自信と誇りをもって大会に

また、採点の合間には電動車椅子の構造や、競技への

臨んでください。

取り組み方についても質問し合い、お互いを高め合う
こともできました。

山下 慎三郎 選手
僕たちは、金メダルを取れるレベルでしたし、それだ

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

Experience Notes

山下 慎三郎 選手

けの訓練をしてきたと自負しています。しかし、結果
としては、銀メダル。あと一歩届きませんでした。中
国やロシアの力が著しく伸びてきている中、今までの
延長線上の訓練をしていては、金メダルを獲得するこ

市川 幹人 選手

とはできないと思います。自ら新しい分野に踏み入り、

中国、ロシアをはじめとして、他国の力が非常に伸び

視野を広げていく。その中でも自分の専門分野を怠ら

ています。それらの国はかなりの訓練量をこなしてい

ないことが大切です。今回の大会より、次回の大会は

ると聞きます。僕たちもできる限りの時間を訓練に充

より苦戦を強いられてメダルすら怪しくなると思いま

てましたが、それでも銀メダルでした。中国に勝つた

すが、変化を恐れずに、どんどん新しいことに挑戦し

めには、自分の時間をできる限り訓練に充てて、指導

ていってほしいです。そのための支援は僕たちが全力

員やサポートの方々から、効率良く指導を受けられる

でします。上海大会では、金メダルを奪還しましょう。

ように工夫する必要があると感じました。
2021 年の上海大会で中国から金メダルを奪還しても
らいたいです。
製造チーム
チャレンジ
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職種

04

▼

メカトロニクス
Mechatronics

所属・氏名

▼

松本 浩樹

MATSUMOTO Hiroki

森本 涼太

MORIMOTO Ryota

Experience Notes

株式会社デンソー

所属・氏名

▼

株式会社デンソー
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選手の体験記

1

▼

…大会前の準備

・プログラムデータなどが入った USB メモリは事前に
チーフに預け、監視のもと使用することが許された。
・JS（ジョイニング sta）は FESTO チームから一度

＜全体を通して＞

だけ使い方を教えてもらえるだけで、自分たちで調

・メカトロニクス職種の競技は国際大会と国内大会を

整をさせてもらえなかった。

比べて、似ているところが多い職種だと思っていた

・工具展開の完了したチームからビジョンセンサ～パ

が、実際はかなり違うことが多く、9 ヶ月の訓練期

ソコン間の通信を確認させてもらえた。パソコンを

間で慣れることが難しかった。

複数台持ち込んでいるチームは全てのパソコンを確

特に PP 採点と呼ばれる主観採点のルールが国内大

認させてもらえた。

会と一番違いがあり、今までやってきた慣れを修正
することや、ルールはあるが合否の判断基準があい
まいで、エキスパートによって採点結果が違うこと
もあり、各国エキスパートの採点基準を情報収集す

2

…競技

ることが大変だった。
また、新しい機器の IO リンクやタッチパネル画面

＜ 1 日目＞

の作成など、国内でやったことのない作業も多く、

・Task A1 は HS（ハ

どんな課題が来ても対応できるレベルに到達するに

ン ド リ ン グ sta.）

は少し時間が足りなかった。

の製作、Task A2

しかし、前回までの大会出場者やメカトロニクス職

はメンテナンスで

種関係者の方々から国際大会の情報を頂き、支援し

あった。

てもらえたことで国際大会に近い形の訓練ができ、

題だが、今回のカ

＜事前公表と競技直前＞

ザ ン 大 会 から HS

・6 ヶ月前に IO Link、1 ヶ月前にビジョンセンサなど

が新しいモデルとなり、ボリュームが増え、時間内

の新しい要素が追加されるとの事前公表があった。
・競技エリアは事前にエキスパートが抽選して C-2 の
日には決められていた。

に終わらないチームが多々いた。
・採点は、Task A2 終了後に Task A1 と A2 まとめ

Experience Notes

好成績に近づくことができた。

・Task A1 は公開課

て行われた。
・プログラム動作は HS でワークを供給、黒色判別し、
黒ワークは HS の左テーブルに格納、赤銀は JS で
キャップを組付け後、HS のスライドに格納する。
・JS はハード、ソフト共に完成した状態で支給さ
れた。
・Task A2 は競技時間が 60 分から 90 分に変更され、
メンテナンス要素もアブダビ大会より多くなった。
・メンテナンス内容はモータコントローラを新型に
交換、マガジンエジェクタシリンダのメンテ、シグ
ナルコラムの追加、PLC プログラム（Magazine
empty）の追加であった。
・減点は、Task A2 の提出時間が最速チー
ムに対して遅れたことによる時間点
と、PP 採点でエジェクタシリンダの

競技風景 松本 浩樹選手

エア接続部から一つ目の束線が

メカトロ
ニクス
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選手の体験記

▼

60 ±5㎜になっていない、デジタル I/Oターミナル

チップの有無判

への配線がクロスしていることでの減点であった。

別をする。各判別
後、HS の ス ラ イ

＜ 2 日目＞

ド 1、2、VQS の

・Task Bは3MS（3-

スライドへの格納

マガジン sta.）の

やキャップ組付け

製作であった。

をする。

・ 主 な 機 器 は IO リ

・ビジョンセンサの

ンク、700 ㎜コン

調整方法はテストプロジェクトに記載があり、自分

ベア、D ver. マガ

たちでソフトウェアの設定をした。

ジン 3 個、フロー

・提出時間は 325 分で最速提出ではあったが、ビジョ

メーター、ディス

ンセンサの誤判定があったのと、セカンドチャンス

タンスセンサが付いた識別モジュールであった。

ではマガジン内でワークが引っかかってしまったこ

・IO リンクはマガジン 1,2 の配線集約が目的。IO リ

ともあり、機能 3 と時間点が減点されてしまった。

ンク未使用でも課題は完成できるが、その場合は機
能 3 で減点される。
・提出時間は 316 分で最速提出ではあったが、PLC

Experience Notes

プログラムにミスがあり、時間点はもらえなかった。

＜所感＞
・メカトロニクス職種の競技時間は 1 日目 4.5 時間、
2 日目と 3 日目が 5.5 時間 5.5 時間、4 日目 1.5 時

・審査の順番は、PLC、I/O、PP 採点の順であった

間の合計 17 時間と他職種と比べるとあまり多くは

が PLC 採点の前に PP 採点用のエリア内のごみの

なかったので、大会前に危惧していた競技内での体

チェックがあった。

力面は問題なかった。しかし、競技後の採点では競

・減点内容は評価シートの理解ミスによる PLC 動作

技以上の時間が掛かり、その間選手は全チームの採

の NG

点が終わるまで待機エリアで待たなければならず精

正解 ：指定数の良品（裏ワークを除く）を生産後、

神的に辛かった。課題内容としては、2 日目に大き

C：に続く間違い：指定数のワーク（裏ワークを含む）

なミスをしてしまいすごく落ち込んでしまったが、

を流動後、C：に続く（こちらの理解で設備を作っ

そのあとは気持ちを切り替えて作業ができ、あまり

たため NG）

ミスなく終えることができた。

・PP 採点では 1 日目の採点の傾向を取り入れて設備
を作ったため減点は 0 であった。
＜ 3 日目＞
・Task C は VQS（ビジョンクオリティ sta.）の製作
であった。
・3日目は前日の紛争の影響で4 か国（JP,KR,HK,SG）
が昼からのスタートとなった。
・主な機器はビジョンセンサと照明、RFID のインレ
イ（チップ有りと無し）
、ストッパ ‐ エジェクタモ
ジュールであった。
・動作は３MS のマガジンと HS のマガジンからワー
クを供給、識別モジュール（＋ディスタンスセンサ）
で色判別とインレイの有無判別をし、ビジョンセン
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サで裏ワークとインレイ有ワークの判別と、RFID

競技風景 森本 涼太選手

3

…交流

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

松本 浩樹 選手

松本 浩樹 選手

・自分はあまり英語が 得意ではなかったが、単語と

・最近の国際大会でのメカトロニクス職種は年々新し

ジェスチャーだけでも通じることがあるし、他国の

いもの・ことを取り入れてきており、どんどん国内

選手も話そうとしていることを理解しようとまじめ

大会の内容から遠ざかっています。それにより身に

に聞いてくれるので、いろいろな話がしやすかった。

付ける知識・技能も膨大な量となりますが、海外選

他国の選手と仲良くなることで、課題で分からない

手と一早く繋がり、自ら情報を取得することで、よ

ことや不安なことなども聞くことができ、課題をス

り課題を有利に進められるように努力してくださ

ムーズに進めることもできた。特にメカトロニクス

い。

職種は採点時間が長いので、他国の選手やエキス
パートと話せる時間が取れる。そのためその時間を

森本 涼太 選手

使って、どんなトラブルが出たのかを聞けるだけで

・国内大会から国際大会までの準備期間はとても少な

も次の課題に繋げられ、良い結果を出すことができ

いため、国内からのルール修正、課題練習など大変

るので、情報収集をするためにコミュニケーション

な期間になると思います。しかし国際大会に出場す

は大切だと感じた。

ることは、自分にとって貴重な経験になると思うの
で、頑張ってください。

森本 涼太 選手
・ブラジル、インドチームとの合同訓練会、中国国際
技能競技会、ロシアチームとの合同訓練会など各国

Experience Notes

の代表と交流をし、課題の情報収集はもちろんのこ
と、技能について話し合うことができた。
・本番では、採点時間がとても長く待たされることが
あったが、その時間に各国の選手といろんな話が出
来たので良かった。
・大会期間中でもピリピリとした雰囲気はなく、各国
の選手たちはとてもフレンドリーだった。

競技風景 森本 涼太選手（左）・松本 浩樹選手（右）

メカトロ
ニクス

39

職種

05

▼

機械製図CAD
Mechanical Engineering CAD

所属・氏名

▼

株式会社日立ハイテクノロジーズ

沼畑 辰也

NUMAHATA Tatsuya

1-2 出場大会

Experience Notes

4 月 : 広州競技会 ( 中国 )

1

…大会前の準備

シンガポール、マレーシア、香港、日本
6 月 : 北東アジア競技会 ( 韓国 )
出場国：韓国、台湾、日本

1-1 国際大会までの訓練

1-3 国内大会と国際大会の違い

国際大会に向けての訓練は 1 月から開始し、約 8

機械製図 CAD 職種は 4 日間、4 つの Module が

か月の訓練を経て大会に臨みました。

あり計 22 時間で順位が決められます。国内大会

1 月～ 2 月：国内大会競技では使用しない CAD

の約 4 倍（国内大会は計 6 時間）で日数も倍な

機能の勉強
・フレームジェネレータ機能や溶接、

ので疲労の回復とどこまで点数を取りきれるかが
鍵だと思います。

アセンブリ単位のアニメーションなど

PC、ノギスなどの計測器は大会側が準備するの

3 月：中国の競技会に向けた Module1 強化訓練・

でマウスやキーボードの備品を普段の訓練で使用

CAD 機能指導の受講

しているものを準備しました。ブリーフィングタ

4 月：広州競技会への参加・採点、課題傾向の分析

イムや課題文、質問はすべて英語なのであらかじ

5 月：ロシアの全国大会の見学・前回大会優勝国

め通訳者と名詞や部品名は翻訳しないことや製図

の作業分析
6 月：韓国で開催された北東アジア競技会への参
加・採点、課題傾向の分析
7 月：出場した大会課題の反復訓練・CAD 機能
指導の受講・トラブル想定の訓練
8 月：国際大会の時間や環境を合わせた訓練・メ
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出場国：コロンビア、中国、台湾、ロシア、イギリス、

ンタル、体調管理

独自の和訳などを話しておくと良いと思います。
1-4 苦労した点
自社での国際大会出場は 12 年、6 大会振りで過
去と比較すると CAD の機能向上に伴い課題が大
きく変更されていて課題の情報収集や追加機能の
勉強などほぼ 0 からのスタートでした。他国は国
際大会までの期間が長いので膨大な量の課題をこ

選手の体験記

▼

なすことができますが、日本の訓練期間が 1 年を
切っているため短期間でどれだけ実力を付けて他

3

…交流

国を凌げる作業ができるかを考えるのがとても苦
労しました。

国際大会まで 2 つの大会に参加していたこともあり多
くの選手とすぐ打ち解けあうことができました。また、

2

…競技

カザン到着の次の日に選手村で 10 か国以上の選手た
ちとスポーツやバッチ交換、記念撮影をして楽しむこ
とができました。
競技休憩中に進捗状況や取り組んでいる順番などを英

2-1 成功点・失敗点対策

語で話していてそこに入り一緒に会話できたのがとて

Module3,4 は物量が前回大会に比べてとても多

も楽しかったです。英語と笑顔、ジェスチャーがとて

く図面を真っ白で提出していた国もあった中、形

も大事です‼

にして提出できたことはとてもよかったです。
準備日の PC 設定でインストールソフトの確認不
足があり、競技 2 日目の Module2 の配付データ
開封に必要な Design Review というソフトが自
分ののみインストールされておらず、ブリーフィ
ングタイム中に確認できなくて時間をロスしてし
まいました。
どのような配付ファイルが来るか分からないので
しっかりと担当エキスパートを交えて不備が無い

４

2-2 大会で分かった点
他国の選手は大学の人が多く通訳者も選手の先輩な

国際大会は国内大会と比較して採点される部分が全く

どその職種に詳しい人がエントリーしていました。

違うのではじめはどのような箇所が採点されるのかを

前回大会の話を聞いていたので不安でしたが全て

よく分析してください。そして、たくさんの競技会、

が時間通りに行われ、測定工具の不備もなかった

プレ大会に出場して他国の選手と技術の交換や交流を

です。

してください。

2-3 競技を終えての反省

Experience Notes

ようにすべきでした。

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

また、大会中に物量の多い難しい課題が出題されたと

3D スキャンデータをモデルにするソフトは PC

してもみんな同じ課題だと思って作業してください。

が落ちやすいということを訓練時に分かっていま

きっとほかの国も苦しんでいるはずです。

したが、本番でロスタイムをもらう質問をするこ

機械製図 CAD は実物として形に表れないので他の人

とができなかったのが非常に残念でした。何か

に見学されても何の作業をしているか分からないと言

あったときは質問をして自分が有利になるように

われることが多いですが、分からないぐらい難しいこ

しなければならないと感じました。声に出さない

とに挑戦できている、自分にしかできない作業だとい

と何も始まりません。

う思いと出場することができなかった国内の選手の気

また、訓練を過去大会ベースにするのもよくな

持ちを他国にぶつけてぜひ世界一を取ってほしいです。

かったです。今年の大会は過去に例を見ない自由

最後に、国際大会は一生に一回の大会なので

さと物量の多さでした、どこを取ってどこを捨て

後悔しないように力を出し切ってください。

るかの判断をもう少し早くできた
ほうがよかったと思います。

機械製図
CAD
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職種

06

▼

CNC旋盤
CNC Turning

所属・氏名

▼

Experience Notes

トヨタ自動車株式会社

1

公文 未歩

…大会前の準備

CNC 旋盤を使っての訓練期間は、選考会があったた
め、1 年 8 か月で例年より長く訓練が行えました。刃
具や機械などの研究が深く行えたため、充実した訓練
ができたと思います。
大会前には海外の国内大会に参加でき、日本とは違う
海外の大会の雰囲気を事前に知ることができました。
訓練では、前回のアブダビ大会と同じ課題の形式で訓
練を行い、大きく 4 種類の課題をメインに訓練時か
ら本番を想定した課題作りをしました。訓練課題はア
ブダビ大会より高難度の課題で訓練を進めていきまし
た。アブダビ大会から、ボリュームの多い課題や、複
雑な形状の課題が出て、時間が厳しいと感じたので、
CAD・CAM と作業のスピードアップを図りました。
また、訓練から本番と同じ機械を使って課題ができたた
め、本番に似た環境で訓練することができました。選考
会で使用した機械と国際大会で使用する機械では違いが
多くあり、慣れるのに時間が掛かるため、機械に対する
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不安なく大会本番に臨めたことはよかったと思います。

KUMON Miho

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技は 1 ～ 3 日目で 3 課題作り、4 日目はチームチャ

フランスの国内大会やロシアとの合同訓練を通して、

レンジを行いました。午前と午後の 2 グループに分か

各国の選手と事前に知り合うことができたため、大会

れ、日本は午前のグループで競技を行いました。課題

でも交流することができました。

は全て当日公表ですが、競技に使われる材料のみ、機

本番前の観光や歓迎レセプションでは、ロシアの文化

械習熟の時間に配布されました。

や人と交流することができ、大会前ですがリラックス

競技の 3 日間を通して、機械等のトラブルはありませ

できました。また、選手村ではいろんな国籍の方と交

んでしたが、本番の課題は訓練ではやったことのない

流する機会があり、バッジ交換などで交流ができまし

ボリュームの課題や、加工方法が求められる課題でし

た。 大会期間中でも、選手とバッジ交換やお土産の交

た。過去大会に比べて、難度も高く、他国を見ても未

換でコミュニケーションが取れ、一緒に写真を撮った

完成での提出や加工途中に機械をぶつけるなどのトラ

りして交流し、楽しむことができました。

ブルが多くありました。
1 日目は、量産課題でボリュームの多い課題で、高難
度の課題と材料にうまく対応することができませんで
した。指示された個数の全てを作り切ることができな

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

かったので他国と差が開いてしまいました。１日目の
国際大会と全国大会では違いが多く、大変なことも多

エキスパートやコーチとコミュニケーションが取れ、

いと思いますが、訓練期間も長くなり、より深く訓練

対策や対応を話し合うことができたため、次の課題に

ができると思います。訓練ではいろんな方法を試して、

向けて切り替えることができました。

自分の経験や知識を増やしていってください。大会本

2 日目、3 日目も部品数が多く、対応力が求められる

番は何が起こるか本当にわかりません。訓練から、ト

課題ではありましたが、時間内に完成させ提出ができ

ラブルを想定して課題を作り、対応力をつけて、自信

ました。しかし、1 日目の差を埋めることができず、

を持って本番に臨んでほしいです。

金メダルを取ることができませんでした。

また、訓練から楽しんでやれると技能も伸びてくると

Experience Notes

課題ではうまくいかず気落ちすることもありましたが、

思います。競技中もうまくいかないこともあると思い
ますが、最後まで諦めず、楽しんでやり切ってほしい
と思います。

CNC旋盤
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職種

07

▼

CNCフライス盤
CNC Milling

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社日立ハイテクノロジーズ

1

…大会前の準備

CNC 職種は今大会から全国大会の後に選考会を経て
国際大会に出場となりました。
選考会までの期間で基本となる作業を身につけたこと
で、過去大会の選手に比べ問題点を追求する時間を多
く確保することができました。
EUROSKILLS へオープン参加として出場できたこと
で、日本国内の競技会との違いを肌で感じることが出
来ました。準備されているはずの工具が無い、事前に
把握していた内容で競技が実施されないなど、海外で
の競技会の難しさを知りました。
また、他国の選手を日本に招いての訓練会、ロシア現
地訓練など、海外の関係者と多く触れあえたことで、
現状の自己レベルを把握できたことは良い経験となり
ました。
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菊池 優斗

KIKUCHI Yuto

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

前回大会の内容から訓練の課題難易度を上げていたた

訓練期間中に他国関係者と交流が図れたことで、友人

め、落ち着いて作業出来れば問題ない難易度でしたが、

と再会する感覚で大会に臨むことができ、歓迎レセプ

国際大会特有の雰囲気や緊張により、1 課題目で大き

ションやピンバッジの交換などで、それ以外の選手と

な失敗をしてしまいました。失敗を取り返すためにも

の交流も図れました。

一つも落としてはならないという状況でしたが 2、3

職種エリア内では積極的に選手・エキスパートと交流

課題目を諦めずに取り組みメダルを獲得できました。

を図り、競技終了後もお互いの健闘を称え合い、終え
ることができました。

Experience Notes

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

国際大会も全国大会同様、多くの方の支えにより出場
することが出来ます。感謝の気持ち忘れず最後まで諦
めないで挑戦してもらいたいです。そして、全国大会・
国際大会と共に競い合ってきた選手たちと競技を通じ
て大切な存在になってもらえたらと思います。

CNC
フライス盤
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職種

08

▼

石工

Architectural Stonemasonry

所属・氏名

▼

Experience Notes

有限会社ムレギ・ストーン

1

…大会前の準備

国際大会で使われる材料は国内大会では使用されてい
ないため、まずは国際大会の競技にあわせた道具・材
料を集め、それらに慣れる練習から始めました。これ
まで使用したことのない道具も含まれており、適切に
使いこなす技術を身につけ、より技能を高める必要が
ありました。エキスパートや指導員の方々からたくさ
んの助言・ご指導を受け、より高い技術習得を目標に
日々の練習に取り組みました。
この度、前回大会エキスパートにお会いする機会をい
ただき、技術に対する指導や心構えについての助言を
受けました。前回大会の課題と今回の課題を練習する
ことで、あらゆる課題に対応できる技術を習得できる
ような練習を重ねました。さらに、国際大会ではテン
プレートを作る作業もあるので地元の板金加工技能士
の方にもご協力をいただき、板金加工の練習も取り入
れました。また、長時間の競技に対応できるための体
力が必要と考え、体調管理や練習前の走り込みを行い
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ました。

上田 圭悟

UEDA Keigo

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技本番では研修時に聞いていたとおり予想外のこと

国際大会は国内大会と違ってお祭りのような雰囲気で

も起こりました。

参加者全員が大会を楽しんでいる印象を受けました。

競技前に与えられた 30 分間で初見の課題を理解し、

大会期間中、同じ職種の選手とはその国独自のプレゼ

技法や製作手順を考えて競技に取り掛かるのですが、

ント交換をし、大会に参加されている方々とはバッジ

競技前特有の緊張感とあせりや不安な気持ちを抱えな

交換を行うことでお互いの交流を深められました。も

がら競技に入りました。大半の選手は、課題変更の影

ちろん、日本の選手とは職種が違っていても同じ目標

響を受けて課題を完成させることが出来ていませんで

に向かって頑張っている仲間ですから短期間でとても

した。そのなかでも自分は制限時間内に課題完成が成

仲良くなれました。

し遂げられたので良い結果がでると思っていましたが、

今回、国際大会に参加することによってできた繋がり

結果は最下位でした。課題を完成させることばかりに

は私の今後の人生にとってかけがえのないものになる

神経を集中させすぎたため、精度が低く、全体的な見

と確信しています。

栄えも悪すぎたことが敗因でした。今回、精度よりも
完成させることが審査されるための前提条件と考えて
いたので、精度が落ちてもまずは時間内に完成させる
ことを優先した練習をしていたので根本的な考え方が
違っていました。
国内大会と同じ考え・取り組みでは世界で結果が残せ
ないので自分なりに意識をしておりましたが認識が甘

Experience Notes

く、世界の考え方に対応できていなかったのが残念
です。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

技能五輪という大会は年齢制限があり、若いうちにし
か挑戦できません。さらに一生に一度しか参加できる
機会が与えられない国際大会は、貴重な体験になり
ます。
チャンスを掴むために日々の練習を重ね、世界に通用
する技能を習得し、同じ目標を目指す仲間と出会える
ことはその後の仕事や人生にとって財産となるのは間
違いありません。その財産を手に入れられるよう、
自身の技能向上のため日々の努力を怠らず
頑張って欲しいです。
石工
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職種

09

▼

業務用ITソフトウエア・ソリューションズ
IT Software Solutions for Business

所属・氏名

▼

Experience Notes

宮城県工業高等学校

1

菅原 敏夫

SUGAWARA Toshio

…大会前の準備

9 月に国際大会の出場が仮決定してから、初めに過
去の選手の記録を参考に英字配列のキーボードを購
入しました。競技に向けてのアプリケーションの制作
環境は、デスクトップアプリケーションは Windows
Forms を 使 用 し、 モ バ イ ル ア プ リ ケ ー シ ョ ン は
Android Studio を用いることとしました。基本的な
訓練方法は、過去の大会の課題を繰り返し解いてい
き、知識と作業速度を上げていきました。2018 年 11
月にはアラブ首長国連邦アブダビ、そして 2019 年 7
月にはブラジルのブラジリアにて海外訓練をさせてい
ただきました。海外の競技会では日本では考えられな
いようなトラブルなどが多く起こるので、海外での訓
練はとても大きな経験になると思います。さらに地元
企業である日立ソリューションズ東日本様より技術支
援をいただくなど、多くの方々からご支援をいただき
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ました。苦労した点としては、やはり高校生である以

ければならなかった点です。また、通し練習を重ねる

上、学業と両立しながら訓練をしていかなければなら

ことができなかったので、本番での判断などがうまく

なかったので、少ない時間の中で効率よく訓練をしな

行えなかったように思います。

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

業務用 IT ソフトウェア・ソリューションズ職種では、

国際大会を通じて様々な方々と交流させていただきま

競技前の習熟日で大きなマシントラブルが発生しまし

した。

た。その結果、習熟日が延長されるという処置がとら

業務用 IT ソフトウェア・ソリューションズ職種では、

れました。競技の前の習熟日はとても大切な時間です。

毎回恒例のダンスやボードゲームのようなものなどを

習熟日に自身が使用する機材をしっかり確認しておく

習熟日の空いた時間や競技の開始前に行うので、各選

ことで、競技中でのマシントラブルを防ぐことができ

手との距離を縮めることができると思います。海外遠

ると思います。今大会の競技では、本来多くの時間を

征の初めのころは言語の壁で会話をするのに少し戸惑

かけて準備していたデスクトップアプリケーションの

うことがあるかもしれませんが、訓練を重ねるたびに

セッションよりもモバイルセッションが大半を占めて

うまくコミュニケーションをとれるようになると思い

おり、非常に苦しい戦いだったように思いました。そ

ます。

のほかにも、スタイルガイドなどの単純な点を見落と
す場合が多々あったので、点数を獲得できるポイント
は忘れないように訓練しなければならないと思いまし
た。また、モバイルセッションでは、アプリケーショ

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

ンだけでなくデータベースへアクセスするための API
業務用 IT ソフトウェア・ソリューションズ職種では、

なったとしても自分ができることを 100％出し切ると

知識と作業速度の勝負になってくると思います。でき

いう気持ちで挑むことが大切だと思います。他国の選

ることを増やしながら基礎的事項や多く出題される技

手の実力には正直なところ圧倒されましたが、自分に

術を繰り返し訓練していくことが大切になってくると

とって大きな刺激になりました。

思います。また、競技中はこれまで訓練してきたこと
を生かすために課題の取捨選択などの判断や気持ちを
落ち着かせることも大切になってくると思います。訓
練をしていく中でつらくなったり、逃げ出したくなる

Experience Notes

の作成も課題に含まれていました。予想外の課題に

こともあると思いますが、それから乗り越えたときは
これからの自分にとって大きな力になると思います。

業務用 IT ソフ
トウェア・ソ
リューションズ
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職種

10

▼

溶接
Welding

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社日立インダストリアルプロダクツ

1

…大会前の準備

大会が始まるまでの訓練は、公開されている課題を
ベースに行いました。日本と海外とでは材料の品質が
異なるので、なるべく現地材料に近いものを使用して
訓練を行いました。また、4 月にオーストラリアと台
湾で国際的な競技会に参加しましたが、実際の大会の
流れに沿ったスケジュールで課題を行いました。国際
大会ならではのトラブル等もあり、対応力の力量アッ
プに非常につながる良い経験となりました。
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吉田 悠太

YOSHIDA Yuta

▼

選手の体験記

2

…競技

本番前の機器調整時に持参した変圧器が壊れてしまい
「台湾チーム」から変圧器をお借りしました。また、競

3

…交流

他国の選手・エキスパートとピンバッチやお土産の交
換を行う等、楽しく交流することができました。

技中にも借りた変圧器のヒューズが切れてしまい、ス
タッフが現地の電気屋で代わりを買ってくるトラブル
がありました。
その他にも、会場に準備されているはずの溶接棒の乾
燥機が設置されていない等、国際大会ならではのトラ
ブルがいくつかありました。
課題も 30％程度変更されることは把握していました
が、全体として 50％以上、モジュール 4 ステンレス
の課題では 100％変更され、対応に苦労しました。
トラブルや課題の大幅な変更などが多くありましたが、
関係者のご協力を得ながら問題を冷静に対処できた事
で、無事に競技を終えることができました。

4

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

大会 2 か月前に溶接棒の銘柄の変更があり、また当日
のトラブルが国際大会では起こります。全てを予想す
ることはできませんが、考えられることは実際に訓練
や対策等しておくと、大会で冷静に且つスムーズに競
技を行えると思います。

Experience Notes

になって課題が大幅に変更になる等、その他にも大小

国際大会はとても楽しく、良い思い出になるので、是
非国際大会を目指して訓練に励んでください。

溶接
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職種

11

▼

印刷

Print Media Technology

所属・氏名

▼

Experience Notes

凸版印刷株式会社

1

湯地 龍也

…大会前の準備

大会前の訓練は基本的にオフセット印刷、色調の割合
が多かったです。
海外での印刷に慣れる為、ドイツのハイデルベルグ本
社へ行かせてもらい海外の資材や、どういった評価を
されるかなど色々な事を学ぶ機会を与えてもらいまし
た。

52

YUJI Ryuya

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

印刷職種は空き時間が特に長い職種で、その間トイレ

ピンバッチを国ごとに交換するのですが、国・職種の

休憩以外は外に出られないので競技を終えた後のメン

壁を超えて様々な人と交流できます。

タルケアが大事になってきます。

一校一国などでは、その国の文化を知ることができて

実際行う競技は長くて 120 分、短くて 20 分なので時

楽しいですし、日本の文化を伝えると相手も喜んでく

間に追われます。

れるのでとても良い交流ができました。

その短い時間の競技に挑む為に空き時間でどのように
するかイメージトレーニングする事が大切でした。

訓練は苦しくて辛い事も多いです。
しかし、それを発揮できる本番はとても充実感があり、
良い経験になる事は間違いありません。

Experience Notes

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

自信をもって楽しんで全力を出しきって下さい。
応援しています。

印刷
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職種

13

▼

自動車板金
Autobody Repair

所属・氏名

▼

Experience Notes

トヨタ自動車株式会社

1

加藤 宏基

…大会前の準備

訓練は競技の内容が変わり、自動車のボデーの仕組み
を理解することから始まった。
6 月には自動車修理機器メーカーのあるタイへ行き機
器の取り扱い講習を受講。7 月にはロシアの選手と合
同訓練を実施し、バンパー補修をメインに講習を受
講。最後の最後までパーツのすり合わせ、溶接の訓練
を行った。
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KATO Koki

選手の体験記

2

▼

…競技

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

前日や当日の朝にその日やるべきことのイメージト

全国大会から国際大会まで期間が少なく焦る気持ち

レーニングを行い、作業の抜け、チェックすべきポイ

もあると思いますが、焦らず、金メダルを取るために

ントをやり切れたが、溶接に慎重になりすぎてしまい、

今何をすべきなのかをエキスパートやコーチと一緒に

時間が遅れてしまった。

なって考えてほしいです。

またタイでの講習で 1 度触っていたスポット溶接の

そして必要な技能を一つ一つ確実に習得していくこ

機器であったが訓練で行っていないスポット打点の場

と、これが最終的に後戻りにならないと思います。

所、設定がうまくいかなかったこともあり、失点と時

技能がないと点数が取れないところを毎日少しずつ磨

間の遅れにつながってしまった。それにより鋼板修正

いていかないと、
訓練の後半になって間に合わなくなっ

にかける時間が少なくなってしまい、満足できる仕上

てきます。これは一朝一夕で身に付くモノではありま

がりにすることができなかった。

せん。

自分よりも 2 時間早いペースで進めていた中国が鋼板

そしてそれらを根本的に理解し、応用が効く状態にま

修正を完璧にやり切り、その結果中国が金メダルを受

で持っていけたら大会で存分に力が発揮できると思い

賞した。実力不足だったと感じた。

ます。
国際大会という一生に一度あるかないかの大舞台の経

3

…交流

験は人生において良い思い出も悪い思い出も忘れられ
ないものとなるでしょう 。
結果は大切だと思うし、もちろんそこを目指している
と思います。しかし、それ以上に自分がやり切った、
これ以上できないと思えるように日々訓練に励んでく

生活について話すことができて、交流を深めること

ださい。応援しています。

ができた。英語のレベルが同じくらいだとちょうど会
話が成立して話しやすいと感じた。また競技中には他
国のエキスパートとジェスチャーも交えながら直接英

Experience Notes

競技開始前には他国の選手と訓練状況だったり、私

語で交渉したりもした。
競技終了後は他国に
「上手だった」
と言ってもらえたり、
特に南アフリカのエキスパートには教えに来てくれな
いかと言ってもらえてとても嬉しかった。
また選手間で握手や、バッジ交換、ユニフォームに名
前を書いてもらったりとさらに交流を深めることがで
き、一生の宝物になった。

自動車板金
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職種

15

▼

配管

Plumbing and Heating

所属・氏名

▼

Experience Notes

西原工事株式会社

1

箱石

翼

HAKOISHI Tsubasa

…大会前の準備

今大会から課題が非公開になり、競技課題が当日まで
わからない状況でした。
初めは、どんな課題が当日公表されてもある程度対応

社内訓練風景

出来るようにと、ガス溶接など、今まで一度もやった
ことが無い訓練をしました。情報が少ない状況で、
オー
ストラリアで行われた GSC に参加しました。初めて
海外競技会に参加し、不安しかありませんでしたが、
今できることを全力でやり切り、結果金メダルが取れ
ました。その後中国重慶で行われた一帯一路技能大会
に参加しました、中国大会では参考課題があり、事前
訓練を積んで大会に臨むことができ、銀メダルを取れ
ました。
本番前に 2 回も海外競技会に参加できたのは良い経験
になり、自分の課題が山のように見つかりました。
インフラリストが整ってからは、ロシアプレ大会の写
真などと資材を照らし合わせ、本番課題を予測し訓練
をしました。常にどんな課題がでるか、どう対応する
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か考えていました。

競技風景

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

◇競技内容

競技 4 日目は作業グループに分かれて、地元孤児院に

モジュール 1：タスク A 局所暖房用タオルレール配管

トイレユニットを提供する作業を行いました。

タスク B 暖房系配管

採点などには関係は無く、他国の選手と一緒に楽しく

タスク C 給水管、給湯管、排水管、衛

作業する時間がありました。

生器具取付け

自分にとっては他国の選手と話す時間でとてもリラッ

モジュール 2：スピードテスト 銅管を使用した配管

クス出来ました。

モジュール 3：スピードテスト 鉄管を使用した配管

ライバルでもあり、同じ目標に向かって頑張ってきた

◇競技日程

理解者でもある他国選手との交流はとても有意義でし

C1：モジュール 1 5 時間

モジュール 2 1.5 時間

た。

C2：モジュール 1 6.5 時間
C3：モジュール 1 5 時間

モジュール 3 1.5 時間

C4：地元孤児院向けにトイレユニット作成（選手全員
の共同作業）※採点含まない。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

モジュール 1：16.5 時間（最初の 5 時間でタスク A
を完成させる、残り 11.5 時間でタスク B、C を完成

不安やプレッシャーは当たり前の様に押し寄せてきま

させる）

す。自分は成功するイメージを絶やさずに好成績を残
◇ ◇ ◇

して自分を認めて貰うことをモチベーションに訓練し
ていました。

ごとにスピードテストが行われました、モジュール 1

常に何が最善か工夫し、考えること、現状に満足しな

は 3 工程に分れていて、その日ごとに完成しなければ

いことが大事だと思います。

ならないタスクが決められていました。

応援してくださる全ての方々への感謝を忘れずに、強

モジュール 1 は訓練でやっていたことがほぼそのまま

い気持ちを持って頑張ってください。

だったので落ち着いていつも通り作業が出来ました。

Experience Notes

モジュール 1 を 3 日間に分けて作業しつつ、グループ

条件付きのフリースタイル配管を行うタスクがあり、
その条件の認識不足でミスをしました。
モジュール 2 スピードテストでは、銅管のはんだ付け
でラインポンプ周りの配管をしました。1.5 時間で壁
面に配管の設置と水圧テストまで完了させる内容で、
時間配分が難しく、モジュール 2 は完成させることが
出来ませんでした。
今大会だけかもしれませんが日ごろから訓練でスピー
ドテストの練習をやっておくべきだと思いました。
課題を見て瞬時に効率的な作業手順と、時間配分を判
断できる力が自分には足りなかったと思います。
技能以外の部分で負けていたところをとても悔しく思

C4 共同作業 風景

いました。
配管
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職種

16

▼

電子機器組立て
Electronics

所属・氏名

▼

Experience Notes

トヨタ自動車株式会社

1

北本 悠真

…大会前の準備

全国大会が終了してから約 9 ヶ月の間、様々な訓練を
行い、出来る限りの対策を行った。海外の公式大会に
は参加していないものの、韓国（参加国 : 韓国・台湾）
とロシア（参加国 : ロシア・中国・フィンランド）で行
われた訓練会に参加し、他国の実力や現地の様子を知
ることが出来た。また、国際大会における新規要素に
おいて、社外の講習や指導を受けた他、前回アブダビ
大会の出場企業からノウハウの共有及び本番課題の再
現訓練をさせて頂いた。
大会の 2 ヶ月程前からは徐々に課題に関する情報が
公開され始めた為、予想課題の作成や公表部品の解析
等の対策を行った。特に多くの情報が公開された修理
課題では、写真と部品表から実物の再現を行い、故障
個所等の検証を行った。
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KITAMOTO Yuma

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

設備・工具については、インフラリストと比較して多

待ち時間や選手村等、通訳無しで他国の方と接する機

少の差異はあるものの、それなりに充実しており、競

会はそれなりにあったが、相手が英語圏の方でもこち

技進行上困る事はあまり無かった。PC 用のキーボー

らが英語を話せない事を考慮して分かりやすく喋って

ドについては、
“自国語”の物の持ち込みが許可されて

くれるので、大きくコミュニケーションに困る事は無

いたが、US キーボードを持って来ていた為、使用す

かった。大会本番・訓練会等での他国とのコミュニケー

る事が許可されず、現地の RU キーボードを使用する

ションを通じて幾つかの国の訓練状況を知る事が出

事となった。幸いにも、配列は US から大きく変わら

来、非常に参考になった。

ない為、大きな問題にはならなかった。
競技 1 日目・2 日目は通訳関係のトラブルによって競
技開始時間が大きく遅れ、競技終了が夜の 9 時近くに
なる等、厳しい日程になったが、周りの方々のサポー
トもあり、大きなトラブル無く乗り切る事が出来た。
課題内容については、事前の対策や他国訓練会でのノ
ウハウが活き、大きく詰まるような事は無かったが、
動作の分かり辛い修理課題において全ての故障を見つ
ける事が出来ず、点数を得る事が出来なかった。また、
競技課題の提供がスポンサー企業になった関係上、運
営を行うエキスパートが課題を知るタイミングが選手
ないと言われる事が多く、対応に苦労した。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

Experience Notes

とほぼ同じであり、質問を行っても分からない、知ら

よく言われている事だが、流動的に変化する状況に
しっかり付いていけるだけの対応力が国際大会の競技
を行う上で重要な能力の一つだと思う。例え自分だけ
に不利な状況になったとしても、落ち着いて冷静に対
処出来るように、常日頃からトラブルを意識した訓練
を行い、予想外に強くなる事が大事だ。絶対では無い
が、ある程度の英語力があれば、より柔軟に問題に対
処出来るだろう。

電子機器
組立て
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職種

17

▼

ウェブデザイン
Web Technologies

所属・氏名

▼

Experience Notes

総合学園ヒューマンアカデミー横浜校

1

…大会前の準備

◇ 2 月から本格的に国際大会へ向けた訓練開始
◇ 3 月に韓国で、韓国・ブラジル・日本の合同訓練に
参加
◇ 7 月にブラジルにて、6 か国が参加する合同訓練
に参加
主なトレーニングは前回大会の課題や、事前公開課題
をもとに練習を行いました。
エキスパートとは直接訓練だけでなく、毎日ネットで
の確認を行い、わからないことは早期解決していまし
た。
他にも、全国大会出場経験のある学校の先輩のサポー
トで、プログラミングの特訓をしました。
練習した以上の力は発揮できないと考え、課題練習を
しっかり行い技術力を向上させました。
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阿部 金矢

ABE Kanaya

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

課題を見たときに「これが本当にできるのか．
．
．
」と不

開会式翌日から閉会式前日まで、みっちりと競技があ

安になりました。

りましたが、同じ職種の出場者は皆フレンドリーで楽

行き詰ってしまった時は、一旦その作業を中断して、

しめました。

別の作業を行うようにしました。

英語が話せなくても、プログラマーには共通言語があ

時間をおいて考えると案外簡単に解決できることがあ

るので安心でした！

りました。
頭を切り替えて、冷静になることが大事だとわかり、
最後まであきらめずに取り組む事ができました。
休憩時間にはサポートの先輩のおかげでリラックスで
きました。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

参加するにあたっては、さまざまな困難も多くありま
すが、一生に一度の貴重な経験です。
とにかく「技能五輪」すべてを楽しんでください。

Experience Notes
ウェブ
デザイン

61

職種

18

▼

電工

Electrical Installations

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社トーエネック

1

清水 貴央

SHIMIZU Takao

…大会前の準備

弊社としては国際大会に２２年ぶりの出場だったため、
作業場、海外材料がない状態でのスタートでした。作
業場が完成したのが３月末だったので、その間に前回
出場した企業を訪問して作品や材料を見せてもらった
り、大会までの予定や練習の進め方を教えていただき
ました。また、KNX の講習を受講し、簡易キットを貸

62

していただいて勉強ができ作業場がなくても練習でき

オーストラリアと重慶で二回の国際大会を経験し、た

るところから進めていきました。

くさんの失敗やうまくいかないことを含めて多くの経

４月にはオーストラリアのグローバルスキルズチャレ

験を積むことができました。

ンジに出場しました。結果はよくなかったですが、初

日本に帰ってきてからは、その反省と経験を活かして

めての国際大会で雰囲気や採点基準などを学び、他国

練習をしていきました。まず様々な場面に対応できる

の選手とも交流ができ、とても良い経験になりました。

経験が少なかったので、通しの練習を増やすことによ

５月には中国の重慶で行われた一帯一路国際技能大会

り色々な課題をこなし、加工したことがない形や材料

に出場しました。結果は４位とメダルには届かなかっ

がないように練習していきました。他にも、KNX の

たものの、工具は持参したものが、現地で使用できな

勉強やモジュール 2 のフォルトファインディングの練

いルールとなり、現地で支給されたものだけを使用す

習も少しずつ進めていきました。

るという慣れない作業環境の中では、良い結果だった

大会一か月前から大会と同じスケジュールでの練習

と思いました。

を行い、時間の使い方に習熟していきました。今まで

選手の体験記

▼

17 時間の作業時間を２時間短縮して 15 時間で行って
いたので、本番と同じ時間でそれまでより精度を高く

3

…交流

していきました。
大会までの練習で苦労したことは、KNX の設定画面

毎朝競技前には、エキスパートが列を作って挨拶をし

が英語表記のため、その英語を理解するのに時間がか

ながら握手をして、とてもアットホームな感じでした。

かりました。また取扱説明書も英語のためどの設定に

選手とは、英語は話せなくも携帯の翻訳アプリを使っ

したら、どのように動作するかが分かりづらく、実際

て話したり、簡単な英語だけで話したりと、どの選手

に動かしながら理解をしていきました。

も優しく、笑顔でのコミュニケーションを通して楽し
く交流できました。

2

…競技

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

練習は作業時間を２時間短縮していたため、作業ス
国際大会までの練習はとても大変で、全国大会とは比

く作品を完成させることができました。時間に余裕が

較にならないほど精神的にも体力的にも厳しかったで

できたため、考えるところやミスがあっても落ち着い

す。しかし、そこで経験したことは、自分のためにな

て対処することができました。

り、とても成長できたと思います。つらいこともたく

当日、会場では、材料、工具はしっかりと準備されて

さんありましたが、一生に一度しか経験できないこと

いて、困ることもなく順調に進めることができました。

でもあり、自分が成長できるとてもいい経験になりま

材料は下見に行ったときにロシアで買ってきたものと

す。後に続く選手の皆さんは、国際大会を目指して頑

似ているものが多く練習通りに作業することができま

張ってほしいと思います。

した。
食事は会場に準備されていましたが、日本から持参し
た味噌汁、おにぎりを口にしながら、少しでも日本の
環境に近づけることができたので、安心して食事もで

Experience Notes

ピードは一番早く、参加国が 40ヶ国ある中で一番早

き、精神的にも余裕ができました。

電工

63

職種

19

▼

工場電気設備
Industrial Control

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社デンソー

1

萱原 勝太

…大会前の準備

● 訓練内容
訓練を始めてすぐは、過去大会の TP を用いて課題を
形にするということを中心に、各工程の基礎を反復練
習で叩き込みました。基礎を叩き込んだ後に、公開さ
れた今回大会の TP に変更を加えてもらった課題を繰
り返し行い様々な変更点へ対処する応用力を身に付け
ていきました。また、毎年上位に食い込んでいる国へ
出向き、合同訓練を実施して過去大会の採点方法や
採点項目、他国の作業の進め方などの情報を収集しま
した。
● 大会へ向けた準備
やりにくい作業などがあれば改善するのはもちろんで
すが、各作業で使いやすい工具や治具などを準備・作
成しました。
● 苦労した点
プログラミング課題でエラーが英語で出てくるので、
エラーの原因と対処法をたどるのにとても苦労しまし

64

た。

KAYAHARA Shota

選手の体験記

2

▼

…競技

● Module A – メインプロジェクト
・訓練で使っていた材料とは違う材料がいくつかあり

3

…交流

・日本が好きな外国人の選手が多く、たくさん話しか
けられましたが英語がわからず会話などは翻訳アプ

ましたが、アブダビ大会でも材料の準備の状況が悪

リなどを通して行いました。カザンの観光をしたり、

かったと聞いていたので冷静に対応して、特に問題

現地の学校で文化交流をしたり、様々な国の方と

なく作業を進めることができました。

バッジやお土産の交換もすることができてとても良

・電線の端末処理方法で把握しきれていない採点項

い経験になりました。

目があり、大きく点数を落としてしまいました。エ
キスパート間でも採点方法の食い違いがあるので、
もっと様々な国のエキスパートの意見を取り入れて
作業するべきだと思いました。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

● Module B – PLC プログラミング
・タッチパネルの初期設定中に訓練では出たことがな

・トラブルは必ず起こるので、様々な視点からトラブ

かったエラーが出て、エラーの対処にかなりの時間

ルが起こった時の対処法をいくつか考えておくこと

を要してしまいました。初めは焦りましたが、冷静

が大切です。

になって考えることで対処することができました。
・訂正版の仕様書が一部の人にしか配られず、約 10
点という大きな点を落としてしまいました。訂正箇

・国際大会は人生で 1 度しか味わえない貴重な経験
なので、競技もそれ以外でも楽しめるように準備を
しっかりしましょう。

所には競技中に気づき、副チーフエキスパートに確

Experience Notes

認を取り、言われた通りのプログラムを作りましたが
減点されてしまいました。エキスパート間でも正しい
情報が回りきっていない可能性を考えて、チーフエ
キスパートにも確認を取るべきだったと思いました。
● Module C – 回路設計
・競技が開始して残り時間が 20 分くらいの時にソフ
トのエラーで作った回路がすべて消えてしまいまし
た。作った回路は上書き保存で 1 つしか残しておら
ず、エラーですべてが消えて結局作り終えることが
できずに競技時間が終了してしまいました。
● Module D – 異常診断
・異常個所はすぐに発見できましたが、解答の方法が
よくなかったのか減点されてしまいました。

工場電気
設備

65

職種

21

▼

左官

Plastering and Drywall Systems

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社町田建塗工業

1

前橋 康平

MAEBASHI Kouhei

…大会前の準備

1 月 16 日からエキスパートがいる新潟県の魚沼テク
ノスクールに行き 8 月のカザン大会に向けての練習が
スタートしました。国内大会と国際大会の課題は全然
違い、日本の左官業では行わない軽量鉄骨と石膏ボー
ドで壁を組み立てる作業が国際大会ではあり、一から
の練習が始まりました。練習当初は壁を一面組み立て
るだけでも 1 日で終わらず、壁の水平垂直が全然上
手くいかずに焦っていました。どのようにやればより
精度が上がるのか毎回考えながらエキスパートやコー

66

チ、前回左官職種で出場した選手などにアドバイスを

た。時間をはかり始めた頃は 9 時間で終わらせないと

貰いながら練習しました。ある程度組み立てられるよ

いけない課題が 6 時間オーバーするなど時間に全く間

うになったらコーナー取り付けと塗りの練習が始まり

に合いませんでした。1 番精度が高くなるやり方でも、

ました。日本とは違い壁を塗って平らにするのではな

時間がかかってしまってはタイムが縮まらないので時

く乾いてからペーパーで平らにするやり方だったので

間を優先するやり方で作業を進めていきました。そし

違和感があったのを覚えています。コーナーの穴が痩

て時間に間に合うようになったらその中で精度を上げ

せないように塗るのが難しく苦労しました。５月にな

ていき国際大会に通用するレベルまでには成長できた

り新潟から会社の倉庫に練習場所を移しタイムをはか

と思います。

り時間内に課題を終わらせるという練習が始まりまし

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

本番が始まってすぐハビトボードという種類のボード

ロシアに行き他国の選手や他国の人たちと話すのは

を加工していると練習で使っていた石膏ボードとは

無理だと思っていましたが、カタコトの英語やジェス

比べものにならないくらいの硬さで切れ目を入れても

チャーを使って多少はコミュニケーションを取ること

なかなか折ることができず焦ってしまいました。ドア

ができました。大会の会場では通訳の方がいたので困

や窓の部分をノコギリで切断していたのですがハビト

る事なく他国の人たちと話すことができました。それ

ボードの所は密度が高く切断するのに手こずってしま

ぞれの国のバッジやお土産などを交換して話すきっか

い時間がかかってしまいました。
軽量鉄骨も練習で使っ

けができてよかったです。

ていたものとは違い表面がボコボコしていて寸法に合
わせるのがすごく大変でした。４日目の午前中にやっ
たスピード競技のモジュール取り付けと寸法に合わせ
た粗面仕上げで速い選手では１時間で終わっていたの
ですが私は２時間目一杯使ってギリギリ終わったとい
う感じだったのでどうやってやったら１時間で終わる
のかわからずレベルの違いをおおいに感じた作業で
した。習熟日に公開された図面を見て組み立て方はわ
かっていたので時間内に完成させられると思っていた
のですが２日間が時間内に終わらずそこで他国の選手
たちと差が広がってしまったと思います。事前に材料
う情報もわかっていれば時間内に課題を完成させるこ

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

ともできたと思いますし、結果も変わっていたと思う
のですごく悔しかったです。

国内大会とは違い国際大会では課題が事前に発表され
ないため色々な課題に取り組まないとならないので、

Experience Notes

の情報や他国の選手が電動ノコギリを使っているとい

自分で考える力をつけてください。また、日本とは使
う材料が異なるのでできるだけ早く材料の情報をエキ
スパートや関係各社から入手して大会で使う材料に慣
れて本番に臨めば戸惑うことなく競技に取り組めると
思います。大会本番で練習していたように作業を進め
ることができず結果的に 10 位という順位になってし
まいすごく悔しい思いをしたので次の国際大会に出場
する選手にはできるだけ自分の経験を伝えて悔いの残
らない大会にしてもらいたいです。
国際大会は２年に１回で１人しか出れない大会なので
国内大会でいい成績を残して国際大会に出場できな
かった選手の分まで頑張って欲しいです。

左官

67

職種

23

▼

移動式ロボット
Mobile Robotics

所属・氏名

▼

清水 雄斗

SHIMIZU Yuto

Experience Notes

株式会社デンソー

所属・氏名

▼

株式会社デンソー

68

中西

純

NAKANISHI Jun

▼

選手の体験記

1

…大会前の準備

るんだ」と、今まで知らなかった新しいコントロー
ル法を身に付けることが出来て、新しい引き出しを
増やすことが出来ました。本番でもこのコントロー

清水 雄斗 選手

ル法を活かすことが出来てメンタル教育を受けてよ

1. ロボットの製作

かったと感じています。

移動式ロボット職種は準備が非常に大切な職種で
す。

中西 純 選手

本番までに課題をこなせるロボットを完成させる必

● 今回の課題の難しいところ

要があります。

今回の課題は、制限時間内に指定された色のボール

ロボットの形は国によって様々です。

をキャリアに入れて搬送するというもの。特に難し

課題をいかに効率よくこなせるロボットを作れるか

いところは、運ぶ物の多さだ。前回大会では最大 8

が勝つ為に必要な要素の一つになっています。

個のボールを搬送したが、今大会では最大 18 個の
ボールと 6 個のキャリアを搬送する。さらに、1 つ

私達は本番の 2 か月前に海外訓練の一環として中国

でもミスがあると大きく失点してしまう。走行をさ

大会に参加しました。中国大会では自分達の力を発

せるコートは迷路のように障害物が多く一部未公開

揮したにも関わらず強豪国には手も足も出ませんで

だが、調整作業は 45 分間で完了しなければいけな

した。その要因の一つとして圧倒的な機体の差があ

い。

りました。

● 何を重視して取り組んだか

私達はここで選択を迫られました。

ソフト担当の私が主に重視して取り組んだことは次

・今のままの機体の完成度をあげる

の 3 つだ。

・機体を一から作り直す

・ 開発効率向上
限られた開発期間での無駄な作業、待機を減ら

体で行くのか、それとも失敗するリスクもあるが機

す取り組み。ハードを変更したらソフトも対応さ

体を作り直すか非常に悩みました。しかし、私は絶

せる必要があるが、変更箇所が散在している影

対に勝てないと分かっている機体で大会に挑みたく

響で、変更忘れやトラブルが頻発していた。そ

ないと思い、リスクを背負って一から機体を作りま

こで、ソフトウェア構造の再構築を行った。

した。その結果、完成度は高いとは言えませんが何

Experience Notes

残り 2 か月しかなく、安全策を取って今のままの機

・ 走行速度向上

とか戦える機体が完成しました。大会の成績は敢闘

今までの方法で走行ルートを決めると、無駄な寄

賞という結果でしたが、あの時の決断を間違えてい

り道が多くなってしまい走行時間が遅い。最

たら、敢闘賞にも入れていなかったのではないかと
思います。この判断が出来たのは「勝ちたい」とい
う強い気持ちがあったからだと思っています。
2. 課題訓練
渡される資料を英語にしたり英語でコールをしたり
実際に本番を想定した訓練をしてきました。
国内大会には無い不確定要素等も沢山ありそれを想
定して訓練をすることがとても大変でした。
3. メンタルコントロール
本番でいかに平常心を保てるかが非常に大切だと思
いメンタル強化を行ってきました。元々メンタルが
弱い方では無かったのですが、メンタル教育に参加
してみて「こんなメンタルコントロールの方法があ

移動式
ロボット

69

▼

選手の体験記

適化しようとすると膨大な量のプログラムを書

しましたが、すぐに気持ちを切り替え競技三日目、競

かなければいけない。そこで、最適化したプロ

技四日目に臨むことが出来ました。これもメンタル教

グラムを自動生成するツールを開発した。

育を受けたおかげかなと思っています。

・プログラムミスの撲滅
45 分間の限られた調整時間を、ミスの発見・修

中西 純 選手

正ではなく確実に調整に当てる取り組み。調整

● C-2

時間の前に自分が入力したプログラムが正しい

工具展開、ロボットの分解を行った。輸送中に破損

かを確認するツールを開発した。

した部品があったが、予備部品を持っていたので対
応できた。取り返しのつかない事には必ず保険とな

2

…競技

る策を立てておくことが重要。
● C1
組付け作業が遅れ気味だったが、緊張すると遅くな
るタイプだということを練習で把握していたので、

清水 雄斗 選手

落ち着いて確実に作業することを心掛けた。基本動

○ 成功談

作課題では原因不明のセンサー不具合が発生した。

競技では採点が始まるとロボットを見守ることしかで

C2 以降に影響する可能性を考慮しチームで対策を

きないのでヒヤヒヤの連続でした。特に一日目の絶対

検討した。

Experience Notes

に点数を落としたくない課題では、
採点の時だけロボッ
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● C2

トが予期せぬ動きをして見ていてヒヤヒヤしました。

未公開コート。未公開コートの練習量はあまり多く

しかし、想定外のことが起こる想定をして対策をして

なかったので不安だったが、機能としては問題なく

きたので何とか運よく 1 日目は満点でクリアすること

やれる内容だったので、想定通り調整時間中に移

が出来ました。しっかりと対策をしてきたからこそ、

動確認できた。追加で要素のチェックをしようと思

運はついてくるのだと実感しました。

いパラメータを変更したが、採点前に戻し忘れてし

○ 失敗談

まいチェック項目からも抜けていたためそのまま採

競技二日目にはロボットに送るプログラムを間違える

点、失点してしまった。2・3 回目では修正できた

というミスをしてしまいました。競技二日目に点数を

が、今までそのミスをしたことは無かったので動揺

大きく落としてしまったことに最初はかなり気を落と

した。慣れない作業はワーキングメモリを消費する

ということを改めて実感できた。
● C3
C2 と同じコートだった。1 回目の採点時ボールの
チェックミスが発生、2 回目の走行ではセンサーの
誤差により 5・6 個目のキャリアを搬送できなかっ
た。採点担当のエキスパートが「光の影響か」と聞
いてくれたが、日本でも発生していた現象だったの
で自責にしてしまった。私たちは他国の選手に比べ
て主張することに慣れていないと感じた。
● C4
無線のトラブルにより、急遽方法が変更された。
C3 までとは大きく違う内容の課題なので C3 まで
のミスは受け入れて、ベストを尽くそうという気持
ちになれた。

3

…交流

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

清水 雄斗 選手
国際大会は一生に一回しか参加できません。
私は今回国際大会に出場して悔しい思いを沢山しまし

日本人はすごく消極的だなと痛感しました。他の国の

た。

方は躊躇うこともなく、どんどん色々な選手・エキス

今後大会に参加する皆さんは「目標」と「勝気」を持っ

パートと会話をしていました。これが英語の話せる人

て「全力」で取り組んで欲しいと思います。また国際

と自分との違いかと思い自分もそんな風になりたいな

大会に参加することで国際交流がたくさんできます。

と思って、今は英語を勉強しています。

結果はどうであれ、良い経験になると思います。ぜひ
技能五輪に挑戦してみて下さい。

Experience Notes

清水 雄斗 選手

中西 純 選手
本大会前の海外訓練で他国の選手とは面識ができてい

中西 純 選手

た。本番会場でも、知っている人がいるというだけで

年々進化する競技で勝つためには相当な努力と実力が

かなり安心できた。各国の選手とバッジやお土産交換

必要です。人生で一度しかチャレンジできない貴重な

もできた。
ボランティアの人も積極的にバッジをねだっ

機会を、
悔いの残らないようにやり切ってください。
「自

てくるので、常に数個持ち歩いていると良い。

分たちができることは他の選手もできる」という認識
を持って、慢心することなく高いレベルを目指し続け
ましょう !

移動式
ロボット
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職種

24

▼

家具
Cabinetmaking

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社ガージーカームワークス

72

1

山口 智大

YAMAGUCHI Tomohiro

…大会前の準備

2 月からものつくり大学で訓練を始め、入社後 5 月か
ら旭川の工芸センターで本格的な訓練を始めた。
入 社 間 も 無く、4 月に 開 催 さ れ た GSC（GLOBAL

い変更課題を用意した。通し訓練は本番同様のスケ

SKILLS CHALLENGE 2019）に参加した。GSC の

ジュールで行った。訓練 2 日前に変更課題を初めて

課題は事前に公表されていた 3 つの TP（テストプロ

見て、短時間（40 分程度）で図面を読み込み、作業

ジェクト）の一つである IE（アイルランド）の課題に

初日の朝に材料チェックをし、本番同様のタイムスケ

変更をかけたものだった。接合部の仕様変更や寸法変

ジュールで製作することを徹底した。

更だけでなく、キャビネットの本体となる脚部と箱部

本大会から 3 つの TP は大会直前まで 1 つに絞られな

に大きな変更がかけられていた。元の課題を忘れさせ

かったため、すべての課題を訓練する必要があり 4 ヶ

るような大幅な変更内容だった。

月間で計 10 回もの通し訓練を行った。

競技中はまるで異なる家具を作っているかのように感

通し訓練の合間にも、図面を読み解く訓練は欠かさな

じた。制限時間内になんとか完成させられたものの、

かった。過去の大会の図面をみて短時間で読み解き、

大幅な課題変更に苦しみ、初めての海外での競技大会

作り方やタイムスケジュールの確認などのイメージト

は 9 カ国中 5 位にという結果に終わった。

レーニングをした。

帰国後、約 4 ヶ月間の本格的な訓練が始まった。指導

エキスパートを交えての訓練は月に 1 回行った。エキ

者と相談し、通し訓練を中心とした訓練を行うことと

スパートとの訓練では主に採点基準の研究に重点をお

した。

いた。表面、面取りの仕上げや、仕口の嵌合度など、

本番の大幅な課題変更に対応するために、毎回新し

訓練課題を前にして確認した。

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技 2 日前に課題が発表された。訓練の成果もあり、

GSC に一緒に参加した選手がいて、4 日間の競技で

冷静に図面を読み解くことができた。

より仲良くなることができた。

斜めに削がれた前足と扉框、天板に刺さる脚部のホゾ、

家具職種だけでなく、他の職種の選手とも交流した。

はめ板になったパネル。課題のほとんどの部分に変更

言葉の壁はあったが、ピンバッジの交換をきっかけに、

がかけられていた。中でも扉をつりこむ特殊なフラン

様々な国の選手と交流できた。

ス蝶番をみて、すぐにこれは難しいと感じた。訓練で
は平蝶番しか扱わなかったため、想定外の変更だった。
そしてなにより作業量がかなり多かった。
競技が始まってからは課題を完成させることに必死

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

だった。休み時間は常にエキスパートとの打ち合わせ
と、次の一コマの作業工程を考える時間にあてた。休

国際大会は辛いことも多いと思いますが、自分が表彰

み時間も心が休まることなく 4 日間、計 21 時間 15

台に登る姿を想像して、モチベーションを上げて頑

分の競技を戦い抜くのは本当に過酷だった。

張ってください。

最終日、ギリギリで時間内に課題を完成させることが

国内大会と国際大会では競技内容が全く違うので、元

できた。形になったのは競技終了の 15 分くらい前だっ

選手やエキスパートなどの国際大会経験者から情報を

た。

集めることがすごく大切です。

30 か国の選手の中で完成したのは 6 割程度だったと

メダルまであと少しです。家具職種チームジャパンが

思う。練習通りに全てがいったわけではないが、慣れ

メダルを取れることを願っています。

Experience Notes

ない環境、プレッシャーの中、自分のやれることは全
てやったと思うことができた。完成した瞬間は言葉で
は言い表せない程の達成感を得ることができた。
本気で金メダルを目指して訓練をしてきたので、閉
会式に 9 位敢闘賞という結果を知らされた時は正直
ショックだったが、後悔なく競技を終えることができ
てよかったと思っている。

家具
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職種

25

▼

建具
Joinery

所属・氏名

▼

Experience Notes

有限会社髙橋加工部

1

安久津 幸紀

AKUTSU Koki

…大会前の準備

Joinery 職種では、過去の国際大会の課題を参考にし、
図面の理解力や描き方、目安となる制限時間に製作で
きるように、延々と反復練習しました。
課題の候補が出てからは「図面理解⇒図面描き⇒製作
⇒反復練習⇒部分練習⇒通し」と練習を積みました。
メンタル面では常に練習環境が周囲から見えるように
し、たくさんの人の前で作業するという環境を意図し

覚えています。

ました。また、何かあっても対処出来るよう応用力を

しかし、それを差し引いても余りあるほど現地で他国

培う練習もしました。

の選手との合同演習は非常に有益でした。

海外演習の経験も非常に重要だと思います。

作業により苦労した点は、図面に明記されていない寸

普段接しない言語野に囲まれ作業することへの慣れ、

法・角度等を憶測で作業するのが辛かったです。

日本とは全く違う湿度・気温・食事への対応の仕方等

また、課題は全候補を練習しなければならず、練習期

が非常に大きな経験になりました。

間的にも厳しかったです。そのため、多少ヤマを張り

日本ではほぼ起こらないですが、航空会社のストライ

練習しました。

キというものも体験し 2 日前の渡航手段の変更、宿の
手配は苦労しました。
私は方向音痴なので、一からの計画変更により経由す
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る空港・待ち時間大幅な増により非常に疲弊したのを

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

実際に競技が開催されて終了するまでは様々な思考を

他国の選手との交流ですが、当初は拙い英語しか話せ

しました。

ないのに大丈夫かなと思いましたが、意思の疎通はさ

全体を通してですが、無事作品を完成させることがで

ほど大きな壁にもならず、他国選手・エキスパートの

きたことが成功として大きいものでした。

方々と楽しく交流できました。

失敗をあげるとキリがないですが、加工ミスも挙げら

是非同じ職種を志した人と仲間になってください。

れますが「大量の変更点への動揺」です。図面を渡さ

持っていくものは開催国によって異なると思いますの

れた際にとても右往左往してしまいました。

で、その場に合わせるのが重要だと思います。

1 日目、2 日目と進むごとに落ち着きは取り戻せまし

また、言葉の壁は正直な話、翻訳アプリである程度ス

たが、本番という緊張感が相まってまだまだ練習が足

トレスなく話せると思います。

りていなかったのだなと痛感しました。

一番伝えたいことは、勇気をもって他国の人と交流し

海外の機械の扱いにも手を焼きました。一度使い方の

てください。

説明を受け、僅かな時間が与えられるだけでした。そ

多様な国の人や文化と大規模で交流できる大きな機会

の際に他国の選手の作業が見られるのは非常に参考に

です。

なりました。

世界が広がり、一生のものになります。

選手村に着いてからも常に頭の中が競技でいっぱいで
休まることがありませんでした。
長時間の移動に加え、大幅に環境が変わるのでその中
で如何にクレバーに立ち回れるかはそれを支える日々

Experience Notes

の練習だと感じました。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

競技は正直とにかく練習、来る日も来る日も練習。小
さなミスでは慌てない。
長期間で何か一つの事柄をやりきることによって得ら
れるものはとても大きいです。
何にせよ、一生に一度の経験、楽しめたら勝ちです。
他職種の日本代表の人とも、他国の代表の人とも仲間
になって楽しんできてください。

建具
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職種

26

▼

建築大工
Carpentry

所属・氏名

▼

Experience Notes

住友林業ホームエンジニアリング株式会社

1

…大会前の準備

国際大会は、約 3 ヶ月前に図面が公表され、そこから
当日に 30％以上の変更が加わります。その変更に対
応するための訓練を半年間やってきました。
大工の基礎である規矩術を用いた図面展開など、過去
の課題をベースに練習を行いました。
全国大会の加工は手工具でしたが、国際大会では電動
工具も使用します。慣れない海外製の電動工具で精度
の良い加工をすることに苦労し、
加工法を研究しました。
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岩原 大樹

IWAHARA Daiki

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技自体は緊張せず、楽しむことができました。

同じ職種の選手間でのプレゼント交換や、競技終了後

図面の変更は練習してきた変更とは違い、かなり難し

の道具にサインをもらって回ることが印象に残ってい

いものになりましたが、図面を解くことができ、なん

ます。

とか作品完成まで持っていくことが出来ました。

海外の方は皆フレンドリーで、色々な国の道具や、ぬ

競技に関して辛かったことは、ルールの把握ができて

いぐるみなどをもらいました。また、バッチ交換なども

いなかったことです。ルールは英語で専門用語なの

行い、いろいろな国の方と写真を撮ってもらいました。

で、理解が曖昧であったり、
「本番中に変わる」という
こともありました。ルールに拘らずに練習から綺麗で
100% の作品を作り出せるかが勝負になってくると思
いました。

初めは純粋に、自分のレベルがどこまで通用するのか、
どのような作品が来るのか、楽しみでたまりませんで

Experience Notes

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

した。本番が近づくにつれて、みんなの期待や不安な
どがかなり強くなりました。同じ職種の仲間が居ませ
んでしたが、チームジャパンのみんなで支え合いなが
ら一緒に戦うことができました。
この経験は自分の視野を広げることができる場所で、
一生の財産になりました。
競技に関しては、日本の技術は世界に負けていないと
思っています。あとはルールの把握と、チームジャパ
ンとして皆んなと一緒に頑張るしかありません。何が
あっても最後まで諦めず、支えてくれた方のため、頑
張ってきた自分のためにやり切ってください。日本が
活躍してくれることを心より応援してます。

建築大工
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職種

27

▼

貴金属装身具
Jewellery

所属・氏名

▼

Experience Notes

学校法人水野学園 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

1

…大会前の準備

２月 過去課題を自宅練習
３月 他の会社で一ヶ月訓練（国際大会を経験された先
輩から指導を受けさせていただきました。
）
４月 GSC（グローバルスキルズチャレンジ）
11ヶ国参加
（１位 , ロシア 2 位 ,中国 3 位 ,インド）
５,6 月 制作のトレーナーに課題を作ってもらい真鍮、
洋白で練習。
７月 18 金で練習。通訳研修。7 月下旬にデザインの
課題発表の流れが公表されました 。
８月 内定している会社で 1 週間練習し、ご指導いただ
きました。
制作の訓練は主に基本的な所を何度も繰り返しま
た。 配点はとても明確で基礎作業（ノコ、ロウ
付け仕上げ）といった箇所です。
デザインは 7 月まで課題形式が不明だっため、
GSC の課題を参考に練習しました。形式が明確
になってからは 1 日 6 個デザインするように練

78

習しました。

小島 佑太

KOJIMA Yuta

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技課題は当日発表で、デザイン発表は 4 日前とのこ

GSC の時に他国の選手と沢山話す機会があります。

とでしたが 2 日前に発表されました。会場に置かれて

競技の流れだけでなく他国の選手の顔を覚え交流して

いた矢坊主（金属を丸くするための工具）がデコボコ

おくことが、精神的に安心できました。バッチ交換が

ししていたため、競技 1 日目 40 分追加。2 日目 30

話すきっかけにもなりました。

分追加。

本大会の前に、選手がどんな方かわかり良かったです。

22 時間競技に 70 分追加で計 23 時間 10 分の競技で

歴史や文化に触れる機会も大切なので、体力を消耗し

した。

ない程度に参加することをお勧めします。

競技 3 日目は自身がデザインしたものを作りますが矢

日本代表選手の仲間とは、心を開き最後まで励まし合

坊主は使わないと判断して作業に取り掛かりました。

い、楽しみながら出場することができました。

競技課題は作業工程の練習をしていれば問題はありま
せん。
会場内は広く、何職種も一緒の所で行うため、競技中
他の職種の大きな音や観客の喋り声がかなり聞こえて
くる状況でした。
静かな場所で練習するよりも雑音があるところで慣れ
ておくと良いと思います。
（練習は様々な場所よりも、一箇所で行えたほうがスト
レスなく練習に打ち込めると思います。
）
2 個、3 日目は 1 個描き、そのデザインしたものを制
作するという流れでした。
（競技が終了してから聞いたのですが、他の選手はプ
ロデザイナーに指導を受け練習していたとのことでし
た。
）

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

Experience Notes

デザインに関しては競技 1 日目は 6 個描き、2 日目は

国際大会は一生に一度しか出られない貴重な大会で
す。本大会までは時間が少なく、国内に比べて遥かに
厳しく難しいですが、毎回の練習を無駄にせず一回一
回を大切に練習してください。途中何かのきっかけで
うまくいかなくなり、スランプに陥ることもあると思
います。
その時は一度見つめ返してみてください。周りにはト
レーナー、先輩方、家族や友人など支えてくださる方
が必ずいます。初心を忘れずに、常に日頃から応援し
てくれいる方々に感謝の気持ちを持って日本代表
として胸を張り、世界に自分の技を
魅せつけてください。
貴金属
装身具
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職種

28

▼

フラワー装飾
Floristry

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社花弘

1

猪狩 由生菜

…大会前の準備

訓練していた内容としては、主にデザインを学び多く
の引き出しを作ること、どんな資材、花材が出ても対
応できるように予めデザインを決めて、大会当日に迷
わないようにすることに重点を置いていました。
前回大会の引き継ぎが全くない状態からのスタート
だった為、何もかも手探りで、振り返ると色んなこと
に無駄な時間をかけてしまっていたと反省しています。
重慶大会に出場した際に中国のエキスパート、選手と
知り合い、後に上海で合同訓練を行い中国の技術と研
究熱心な姿勢に影響を受け、そこでやっと訓練の進め
方を理解しました。
遅すぎるスタートになってしまい、やっと何かをつか
みかけてきた時に本番になってしまい、やりきれなかっ
た気持ちとまだまだ学びたい気持ちでいっぱいでし
た。
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IGARI Yuna

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技 1 日目のモジュール 1 の時にタイムに間に合わず

上海での合同訓練の際に大会の流れ、世界で評価され

気持ちがとても落ち込んでしまい、2 日目まで落ち込

るデザイン、素材の選び方、審査時見られるポイント

んだ気持ちが続いてしまいました。落ち込んだ気持ち

など目から鱗が落ちるような情報を沢山頂きました。

の時に作る作品はどこか自信の無さが滲み出て見る人

前回大会の引き継ぎが全くなかった私たちはその情報

にも伝わってしまっていたと思います。そんな時に助

を元に訓練方法の見直し、デザインの改正、審査方

けてくれたのは一緒に戦っていた日本の選手の皆でし

法の確認など行いました。合同訓練を行った際に、包

た。選手と話すと元気が出てきて落ち込んでいられな

み隠さず多くの情報を提示して下さった中国のエキス

い、明日から挽回するぞという前向きな気持ちにさせ

パート、選手には感謝してもしきれないほどです。

て頂きました。どうしても競技中は 1 人で考え、1 人
で作らなくてはならないため孤独に思いがちですが、
一緒に戦っている仲間がいるということに気づければ
追い詰められた気持ちも少しは楽になると思います。

日本代表になり、嬉しい気持ちと自分が大会当日まで
どう成長していくのか想像もつかず不安に思うことも

Experience Notes

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

あると思います。それでも、これから日本の有名なフ
ラワーデザイナーの先生に教われること、日本選手の
仲間ができる事、世界の広さを知ること、どうか楽し
んで下さい。自分がいかに狭い視野でしか見れていな
かったか気付かされると思いますが、どんどん知って
ワクワクしていくと思います。辛い時も逃げ出したい
時も絶対にあります。そんな時は仲間を頼って下さい。
一緒に戦っている仲間だからこそ分かち合える気持ち
も多くあると思います。半年間という期間は短いです。
後悔のないように自分が出来る最上級を、人生生きて
きた中で一番頑張ったと胸を張って言い切れるぐらい
頑張って下さい。応援しています。

フラワー
装飾

81

職種

29

▼

美容 / 理容
Hairdressing

所属・氏名

▼

Experience Notes

学校法人グラムール学院 グラムール美容専門学校

1

三澤

陽

MIZAWA Haruka

…大会前の準備

訓練開始当初は何をしていいか分かりませんでした
が、毎年傾向が変わっていると聞き、まずはメンズス
タイルで必須となっている刈り上げ練習から始めまし
た。理容の技術が混ざってきたので毎日が新鮮なこと
ばかりでした。なかなかうまくはなりませんでしたが

82

少しずつ成長していることは感じてきました。1 ヶ月

き方も変わるので写真を見てそこからどんなブロッキ

ほどひたすら刈り上げ練習をして、そこから色々なス

ングでどんな巻き方をしているのかをひたすら練習し

タイル練習を始めました。カットはもちろんですがアッ

ました。そして自分の中で 1 番苦戦したのがカラーで

プスタイルやレディースのコマーシャルスタイルも並

した。カラーの減点項目が多く、薬剤を使う規定や塗

行して練習していきました。練習していくと技術の向

り残しなど細かいところがたくさんありました。2 種

上と共にわからない事も沢山出てきました。アップス

類のカラー剤でも放置時間が違ったり、1 剤と 2 剤の

タイルは日本のスタイルとは全くの別物でブロッキン

割合も違ったりと覚えることがたくさんでした。塗り

グからコテの巻き方 スプレーの使い方には苦戦しまし

残しの無いように沢山の塗り方を試行錯誤しました。

た。ボリュームの出し方、ボリュームの位置 シルエッ

最終的にはホイルを使うのが 1 番安定しましたがどう

ト、すること全てが新鮮でした。パーマスタイルの練

しても時間がかかってしまうのが難点でした。写真の

習では巻くロッドが海外製のものでラバーとロッドが

色を見て何色と何色が混ざってできているのかを瞬時

一体化していて日本の物と形状が違い巻くことに苦戦

に見極めて割合を考えて塗布する。普段のサロンワー

しました。さらにスタイルによってブロッキングや巻

クでも必要な事ですが、使い慣れていない薬剤の為、

▼

選手の体験記

苦労しました。
そして 4 ヶ月後初めてオーストラリアの大会に出場し

3

…交流

ました。そこでヘアエクステンションを使うスタイル
チェンジや課題の出題傾向や時間配分を再確認しまし

オーストラリアやロシアでの他国の選手との交流は訓

た。そこから 1 ヶ月後ロシアの国内予選に参加させて

練するにあたっていろんな励ましややりとりがあって

いただきました。ここでヘアエクステンションとカラー

とっても楽しかったです。

に関してたくさん学ぶことができました。

2

…競技

競技初日はメンズのコマーシャルスタイルとレディー
スのコマーシャルスタイルでしたがいきなりカラーの
規定変更により放置時間が変わり時間計算が変わり
ました。ここで少しパニックになりましたが、落ち着
いて時間を再計算してレディースのスタイルも安定し

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

て作ることができました。2 日目はレディースの生モ
後輩に真っ先に伝えたいのは“競技規定はすべて変更

アを意識してできました。作品も写真の課題もうまく

がある。変わらないと思われる規定も変わるかもしれ

出来ました。3 日目は初日で作ったマネキンのスタイ

ない”という全てに対応できる力をつけてほしいことで

ルチェンジでした。パーマスタイルとエクステを使い

す。髪型もコマーシャルという型にはまらず奇抜なス

ました。パーマスタイルは納得がいく作品はできませ

タイルも練習してほしいです。その為にはいろんな世

んでしたがエクステの方は納得できたので良かったで

界の髪型を見て作品作りにチャレンジして欲しいです。

す。最終日はメンズの生モデルのトラディショナルス
タイルでした。この競技はたくさん練習をしてきたス

Experience Notes

デルの競技でした。ここではしっかりクライアントケ

キンフェードのスタイルなので自信を持ってすること
ができました。この 4 日間正直あっという間にすぎて
覚えてることはごくわずかでしたが楽しかったのは覚
えています。

美容 / 理容
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職種
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▼

ビューティーセラピー
Beauty Therapy

所属・氏名

▼

株式会社ソシエ・ワールド

西村 彩和子

Experience Notes

［一般社団法人日本エステティック協会］

1

NISHIMURA Sawako

…大会前の準備

大会に向け、12 月から 3 月までは学業と並行しなが
ら練習をしてきました。3 月からは日本人をモデルに
した実践的な練習を始めました。そして 5 月、中国・
重慶でのプレ大会に参加致しました。大会ではのちの
ロシア・カザン大会で 2 位～ 6 位に入賞することにな
る選手たちが出場しており、洗練された動作やひとつ
ひとつの技術に対する厳しい時間配分など、金メダル
のために磨いてきた高度な技術を間近で見られたこと
は大きな刺激となりました。帰国後は週に 6 日のペー
スで日本人だけでなく開催国であるロシア人をはじめ
とする外国人モデルに対し、本番と同容の時間・形式

84

での練習や苦手分野の強化など、状況に応じたトレー

ションは一度も触れ合ったことがない私にとって、短

ニングを続けてきました。

期間でこれらをプロのレベルまで引き上げることには

ビューティーセラピー職種では、エステティックとメ

かなり苦戦しました。各分野とも専門の講師より指導

イクアップだけでなく、ネイルやワックス脱毛、まつ

を受けましたが、どなたからも「とにかく繰り返しの

毛エクステンションといった専門外の技術も対象と

練習が重要」とのアドバイスをいただき、自宅でも練

なっており、練習当時、メイクアップやネイルやワッ

習を繰り返し行い、本番直前のロシアに着いてからも

クス脱毛は少し経験がある程度、まつ毛エクステン

手を動かしていました。

選手の体験記

2

▼

…競技

をしました。相手の話を理解し、
自分の言葉が伝わって、
気持ちが通じたことがとても嬉しかったです。
また、モデルさんとも温かい出会いがありました。モ

本番では、感動的な出来事からトラブルまで、様々な

デルさんに対しても片言の英語での接客でしたが、と

ことが起きました。

にかく笑顔でいようと心掛けておりました。すると安

とても感動的だったのは、全てのモジュールを時間内

心して頂けたようで、競技終了後わざわざ選手ルーム

に終えられたことです。現地で発表されたモジュール

にお越しくださり、ハグをして応援の声をかけて下さ

は制限時間が非常に厳しく、半数以上の選手がタイム

いました。とても温かく、力になり、幸せでした。ま

アップとなっていました。そのような状況のなかで時

た私をナンバーワンだと言って下さるギャラリーにも

間内に仕上げることができたのは、あえて短い時間で

出会えました。

の練習を繰り返し組んで下さったエキスパートや指導
員のおかげであり、込み上げるものがありました。
またトラブルとしては、競技中に日本だけ必要な化粧
品がなかったことや、ネイル機器の使い方の説明がな

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

いまま競技が始まってしまったことです。そのうち説
明があるだろうと待つのではなく、自ら進んで確認す

技能五輪国際大会は、一生に一度の大変刺激的な大会

るという当たり前のことを海外でも行うことが重要で

です。自分を応援して下さる方ができたり、海外や日

あると感じました。

本の高い技術を知ることができたり、同じ日本の代表
選手の頑張っている姿に刺激をもらったり、この先の
自分にとってプラスになることばかりです。
国内大会とは違い、大変なことがたくさんあると思い
ます。最後まで気持ちで負けずに競技をやりきること、
海外の技術を見にプレ大会に参加すること、様々なモ

他国選手との交流はとても心温まるものでした。英語

ジュールを想定して多く練習をこなすこと、これらが

は片言でしか話せませんが、理解できる言葉や周囲の

とても大切だと感じました。

表情をくみ取って、
「長いモジュールだったね、頑張っ

出場される皆様、心より応援しております。

Experience Notes

3

…交流

たね」
「少し失敗してしまったけど、もう気にしても仕
方がない！」など、選手同士にしかできないやり取り

ビューティー
セラピー
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職種
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▼

洋裁

Fashion Technology

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社三和ドレス

1

三上

悠

MIKAMI Haruka

…大会前の準備

国内大会とは大きく異なる内容なため、1 からの準備
になりました。
最初は全く無知だったドレーピングの練習から始め、
ドレーピングしたものを平面に起こしたり平面を立体

86

に起こしたりしながら最終的にモジュール 4 のコート

る動きはあるみたいなので近い将来ほぼ国際大会に準

の作成に繋がる様な練習をしました。

じた内容になることを願っております。

一通りできるようになったら平日は短時間でできるモ

◇ ◇ ◇

ジュールと部分縫いの練習を、
休日はモジュール 4（一

私は特に平面が立体的に見えてしまうことで困ったの

番ボリュームのある課題）の練習を主にしました。

ですが逆の選手もいると思いますし、当たり前ですが

自分は縫うのもアイロンも苦手で作業スピードも速く

得意不得意は人によって違います。日常的に指導・ア

はなかったので、上位選手が作るような作業量が多

ドバイスを受けることが困難な中で、エキスパートや

かったり高度な技術が必要な物ではなく、いかに減点

指導者の方とはベストな練習内容を考えるのは極めて

されず加点されたいところは採点者に伝わるものであ

大事だと思います。また、言われたことを全部聞いて

ること、仕上がりに影響がでないものを目指して練習

やっていれば良い成績が残せるとは限らないと思いま

しました。この先を行かないと当然ですが銅以上のメ

す。周りから色んなことを言われてだんだん「やって

ダルを取れません。余程体力があったりスタート地点

いればいい」練習にならない様に気を付けて下さい。

のレベルが非常に高い選手でない限り練習期間的に厳

惰性でやることは全く身になりません。

しいと思います。国内大会を国際大会に近いものにす

限られた時間を大切に練習して下さい。

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

テストプロジェクトとほぼ同じ内容だったため本番で

他国の選手との交流は非常に貴重な体験でした。大会

困ることは一切ありませんでした。次の大会でもそう

が終わっても交流は続いているので是非交流を深めて

とは限らないので突然の課題に対応できる様に準備す

欲しいです。

ることも必要だと思います。
又、タイムスケジュールやインフラリスト、使って良
い道具は大会直前までしっかり何度も自らの目で確認
するべきだと思います。現地で不安なこと、分からな
いことは何でも聞いて確認をしてから競技に臨んで欲
しいです。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

自分の事を一番大事に思ってくれるのは自分しかいま
頑張りをきちんと分かってくれる人もいますが見てな
い人は分からないし、そういう人達は己の頑張りを結
果だけでしか評価してくれません。そんな自分を一番
幸せにできるのは自分だけです。次の選手の方には自

Experience Notes

せん。自分のベストは自分しか分かりません。自分の

分が一番幸せになる方法を大会の練習を通して見つけ
て欲しいです。

洋裁

87

職種
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▼

洋菓子製造
Pâtisserie and Confectionery

所属・氏名

▼

Experience Notes

学校法人中西学園 名古屋製菓専門学校

1

…大会前の準備

大会に出場すると決まってからすぐに訓練し始めまし
た。課題がまだ発表されていなかったので、過去の大
会で先輩方が作った物を再現したり、お菓子作りの基
本的な訓練をしました。今までやったことのないチョ
コレート細工や作ったことのないお菓子を 1 人で作れ
るようにするのに苦労しました。基本がしっかりでき
ていなかったので毎日繰り返し練習しました。
課題が出てからは本番を想定した通し練習をしました。
なかなか時間内におさめられず、作る作品もなかなか
上手く出来ませんでした。それでも諦めずにどうした
ら上手くできるのか考えて毎日練習に取り組みました。
安定したものが作れるようになるまでひたすら練習し
ました。1 度できたはずのものができなくなることが
多かったので、当たり前に良い物が作れるように体に
覚えさせるよう心がけました。

88

川合 黎奈

KAWAI Reina

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

本 番ではとても緊張していてミスが多かったと思

海外の選手を初めて見た時、とても自信があって強そ

います。まず 準 備の段階で 焦って自分 の 思う通り

うにみえ近寄りがたい感じでした。でも競技が終わっ

に道具のセットができなかったのが失敗したなと思

たあとには挨拶したら挨拶を返してくれたり、ハグを

いました。1 日目は、考えていた工程表より時間が

してくれたりしてとてもフレンドリーだなと思いまし

遅れてしまい良い物が作れませんでした。もし落ち

た。言葉が通じなくてもみんないい人ばかりなのが伝

着いて考えていればもう少し良い物が 作れたと思

わりました。簡単な会話しかしていませんが、同じ年

うと悔しくなりました。2 日目は 1 日目の反省を活

に同じ大会に出場したことは奇跡だと思うので、この

かし落ち着いていつも通りの作業ができたと思います。

出会いを大切にしたいなと思います。お土産やバッヂ

焦りと緊張を押さえ込んで楽しいという気持ちが出て

を交換して、やっぱり国によって選ぶものが違って面

きてよかったです。

白いなと思いました。最後に写真撮影をしましたがそ

2 日目の勢いで 3 日目と 4 日目もなんとか乗りきれま

の時連絡先を交換したりして親睦を深めました。選手

した。上手くできたなと思ったのが、チョコレートボ

はみんな年が近いはずなのにすごく大人びた人がいて

ンボンで今までで 1 番ツヤが出ていて綺麗に作ること

驚きました。

が出来ました。反省は味が薄かったことです。ちゃん
と味見をして対応できたらよかったなと思いました。
時間内にちゃんと提出できて作業に余裕ができました。
周りは英語だらけで不安でしたが、たくさんの方に助

４

けて頂いて少し安心しました。

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

もしれないけど諦めなければ後悔はしないと思います。
自分がやりたいと思って始めると思うので、そのやり
たい気持ちを忘れずに自分のために頑張って欲しいで
す。

Experience Notes

大会を目指してたくさん練習して、辛いこともあるか

大会を通して人との繋がりの大切さや新しい技術など
たくさんのことを学べると思うのでそれをちゃんと自
分のものにして ｢いい経験ができた。
」と思えるように
してほしいです。
本番までたくさんの人に助けてもらえると思うので感
謝の気持ちを忘れずに頑張ってください。お世話に
なった人達に頑張ったねって言って貰えるように自分
にできることを精一杯やりきってほしいです。本番で
は緊張すると思いますが練習してきた日々を思い出し
て後悔しないように頑張ってください。
貴重な経験をさせていただきました。
ありがとうございました。

洋菓子製造
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職種

33

▼

自動車工
Automobile Technology

所属・氏名

▼

Experience Notes

日産自動車株式会社

1

内尾 咲斗

UCHIO Sakito

…大会前の準備

本番で使用される競技車両等が競技 2 日前の下見まで
分からない状況で、初めて整備する車やエンジン、車
種によって異なる制御システムなどを理解する事は、
訓練の見通しを立て辛かったです。そのため訓練は、
様々な車種やエンジンを使用した訓練を実施し、整備
したことがない車両でも整備マニュアル情報や過去の
経験から作業の要点を抑えられるように訓練を進めて

Module A : Engine Management

いきました。
整備したことのない車両では、自分が思う以上に部品
の脱着に時間がかかったり、競技中にエキスパートか
ら作業を止められたりする事で、自分のペースで作業
が出来ない事も多々ありました。そのような状況にな
る可能性も想定し、配点が大きな課題や作業工程が楽
な課題から実施するなど、課題の優先順位付けとタイ
ムマネジメントを重要視した訓練も進めていきました。
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Module B : Engine Tune

▼

選手の体験記

2

…競技

3

…交流
競技終了後、
オーストラリアの EXP と

本大会前に、オーストラリアの GSC や中国の一帯一

事前の海外大会に参加した時に、他国の選手やエキス

路での海外大会に参加させていただきました。

パートとの昼食の最中、趣味や仕事のことなどを話し

初めて参加した GSC では予想外な出来事に対する対

て仲良くなれました。英語が得意ではない事を気に掛

応力が欠けている事に気づかされ、その結果を踏まえ

けて頂け、理解できるまで繰り返し、分かり易い言葉

た上で対策を立て訓練した後に一帯一路に参加しまし

に変え話して頂けた事でコミュニケーションも取れ友

た。更にそこでは、自分の訓練してきたものとは違う

好的な関係を築けました。

内容で不足している課題が出てきました。
「ここまで準

競技について様々な話をしている中で、車両の点検や

備訓練してきたから大丈夫」という自信は、事前大会

診断、脱着に関する考え方が自分と違っていたり、自

の度に尽く打ち砕かれ自信を持てないまま大会本番ま

動車修理工場からの選手は実践的な手法を使っていた

で訓練をすることは、精神的にも肉体的にも辛かった

り、各国の自動車事情によって様々な考え方や手法が

です。

あり勉強になりました。

しかし、大会の度に成長し同じミスを繰り返すことが

又、
大会を終えた後ユニフォーム交換をして仲良くなっ

なくなり、自分の苦手な部分も明確になり重点を置い

た選手とは、SNS で連絡を取り合い今でも仲良く交流

た訓練ができ、その甲斐もあり本番の競技では今まで

をしています。

訓練してきたものが十分に発揮できて多少のミスをし
てもカバー出来たり、予想以上の事があっても臨機応
変に対応できたりと、過去の競技を振り返っても 1 番
の出来でした。

４

国際大会は、自分の実力が世界にどこまで通用するの
か挑戦することができる唯一の機会であると同時に、
国際交流を経て自分の価値観を大きく変えてくれる場
所でもあります。そこに至るまでは国内大会を勝ち抜

Experience Notes

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

くための努力や、勝ってからもすぐに国際大会の訓練
へとシフトして更に厳しい訓練に取り組むことになり
ます。道のりは決して楽なものではなく険しいですが

Module C : Body Electrical

国際大会を終えた後の達成感、そしてそれまでの研鑽
で積み上げてきたものは必ず今後の社会人生活に生き
てくると思います。諦めることなく頑張ってください。

Module G : Engine Test

自動車工
選手集合写真

91

職種
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▼

西洋料理
Cooking

所属・氏名

▼

株式会社横浜ロイヤルパークホテル

Experience Notes

［一般社団法人全日本司厨士協会］

1

…大会前の準備

国内大会では、競技は１日のみですが、国際大会では
競技が４日間に分けて行われます。事前準備で発表さ
れるシークレット食材や、課題の 30％の変更があり、
予想が難しかったです。そのため、どの食材が出され
てもいいように、様々な食材の下処理や加工を練習し
ました。いろいろなパターンの練習を重ねていくこと
で、アクシデントが起きた時の対処法として沢山の引
き出しができ、競技に対して自信が持てるようになり
ました。
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近藤 奈菜

KONDO Nana

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技本番では常に笑顔で、競技を楽しもうという気持

全職種の選手が交流を行うことのできるエクスカー

ちで挑みました。競技中は、日本の大会とは違い、と

ションでは、自分の国のバッチを他の国のバッチと交

ても明るい雰囲気で、最初は緊張していましたが、競

換することで、コミュニケーションをとるきっかけが

技中でもエキスパート達は緊張をほぐすために明るく

できます。私は英語を話せないので、簡単な単語での

言葉をかけてくれるので、練習通りに競技に集中する

会話になってしまいましたが、いろいろな国の人とコ

ことができました。

ミュニケーションをとることができました。

一番苦戦したのは、競技後 30 分間で使った食材をし
まい、使った器具、デシャップ、冷蔵庫、シンク、床、
そして使った食材全てにラベルを貼り、綺麗に整頓し、
清潔に保たなければならないということでした。衛生
面には特に気を遣っているつもりでしたが、時間が無
いことと焦りから、気づかないうちに乱雑に収納して
いて、それが審査結果にも出ていました。一番点数を
取ることができる基本的なことで得点を落としてしま
うことは、とても悔しく、どうして気づけなかったか
と後悔しています。
反対に、嬉しかったことも沢山ありました。今回は選

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

手一人につき、一人の洗い場担当がつきます。その女
これから世界大会に出場する方へ。

れませんでしたが、笑顔で簡単な英語で話していたら、

出るからには必ずメダルを取ってもらいたいです。カ

２日目、３日目にはとても一生懸命洗い場の仕事をし

ザンアリーナで行われた表彰式は、とても大きく、華

てくれました。私が困っている時はすぐに助けに来て

やかで大きな賑わいでした。あの表彰台に立てたら、

くれて、競技時間の４時間ずっと私から目を離さず見

どんなに気持ち良かっただろうと思い、私は本当に悔

てくれていました。そして、４日目の最終日には一番

しい気持ちになりました。日本の西洋料理は過去にま

の笑顔でハグをしてくれ、ロシアのバッチをプレゼン

だ一度も表彰台に立てていないので、ぜひメダルを

トしてくれました。私が４日間無事に料理を出しきる

狙ってもらいたいです。そして、会話が出来るくらい

ことができたのは、その子がいてくれたおかげです。

の英語力も身につけておいた方が、競技中はもちろん、

一緒に競技をした女の子からもらったバッチは、私に

その他のエクスカーションなどでももっと海外の選手

とって一生の宝物になりました。

と交流できて楽しいと思います。そして、もう二度と

Experience Notes

の子は１日目は少し警戒されていて、目も合わせてく

ない国際大会なので、思いっきり楽しんで下さい。こ
の大会で経験したこと、出逢った人々は一生の宝物に
なります。競技に不安があってとても緊張している時
は、他職種の日本選手が競技している姿を見るといい
と思います。共に日本からきた仲間の頑張っている姿
を見て、モチベーションが上がり、もっと頑張ろ
うと思えます。そうして自分の気持ちを
整えながら、４日間の長丁場ですが、
頑張ってください。

西洋料理

93

職種

35

▼

レストランサービス
Restaurant Service

所属・氏名

▼

Experience Notes

ザ・テラスホテルズ株式会社［ザ・ブセナテラス］

1

知念 栞子

CHINEN Shioko

…大会前の準備

国際大会本番の半年前から、上司と共に情報収集から
スタートしました。
過去 3 大会分の出場した先輩方や指導者の方々に上司
がアポイントをしてくれ、沖縄に招き、直接指導して
頂きました。技術面はもちろん、練習方法や精神面強

94

化の大切さ、他の国の選手はどのように競技をこなし

きこむように繰り返し練習していました。

ていたのかなど、実際に大会に出場した方ならではの

コーヒーの研修では、東京都にある UCC コーヒーア

アドバイスを多々いただくことが出来、初めての国際

カデミーへ研修に行き、エスプレッソマシーンの使い

大会で不安な私に励ましの言葉をかけてくれたおかげ

方をマスターしたり、シグネチャーコーヒーのレシピ

で、心強く訓練に励むことが出来ました。

を考案したりと、コーヒーのプロフェッショナルに貴

通訳の方にも、直接お会いしてテストプロジェクトを

重なご指導をして頂きました。

訳してもらい、そこで疑問に思った事を、過去の出場

私の勤務先は夏場が繁忙期であるリゾートホテルであ

した先輩方に聞いて解決していきました。通訳の方の

る為、現場の仕事にも入りながらの練習に、体力面や

協力もあり、ワールドスキルズレストランサービスの

精神面が持たない時もありました。
「こんなに沢山の人

マニュアルを電子書籍として購入することができ、よ

に協力してもらっているのに、自分なんかにこんなレ

り有意義な練習をすることが出来ました。英会話が苦

ベルの高い課題はこなせるのだろうか」と毎日毎日不

手な私は、実際のモジュール別に通訳の方と一緒に英

安でたまりませんでした。しかし、そんな時には会社

会話の例文を作成し、通し練習の際に活用して頭に叩

の同僚や上司、家族、過去に国際大会に出場した先輩

選手の体験記

▼

方からの手紙など、多くの方の温かい声援に支えられ
ながら、ただただ大会本番を楽しみたい一心で訓練に

3

…交流

励みました。
一校一国プロジェクトではロシアの現地の方々が温か

2

…競技

く出迎えてくれ、歌やダンス、伝統的なお菓子の作り
方を教えていただき、とても楽しめました。また、選
手村では各国それぞれのデザインのバッジの交換や
キーホルダーやＴシャツの交換などいろんな文化に触

競技本番 4 日間はお客様役の方々にも恵まれ、自分で

れることができ、嬉しかったです。

も驚くほど堂々と楽しむことができました。言葉だけ
ではなく、笑顔やジェスチャー、リアクションを加え
ることによって、お客様役の方とすぐに打ち解けるこ
とができ、楽しい空間を作る事が出来ました。しかし、
審査員や他国の選手との会話では通訳を通して話して
いた為、日本語を話してしまうことで、何か情報を交
換しているのではないかと不信感を与えてしまうこと
も多々ありました。他国の選手達は英語が話せて当た
り前なので、レストランサービスの英会話だけでなく、
日常英会話も勉強しておくべきだと感じました。

国際大会に挑戦する際は、国際大会と国内大会の違い
に困惑するときもあると思いますが、代々挑戦してき
た先輩達が情報をたくさん残しています。私は、訓練

Experience Notes

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

に取り組む行動が出遅れてしまった事にとても後悔し
ています。国際大会出場が決まった日から、いち早く
大会の情報を共有し合う機会を設け、そこから年間の
練習カリキュラムを作成することや、国際大会本番の
前に他の大会に出場することや、合同練習などにも積
極的に参加し、会社の方にも早い段階で理解と協力を
得てもらうことが大事です。大会本番、堂々と楽しく
競技している自分を想像しながら訓練に励めるよう私
も協力します。一緒に頑張りましょう！

レストラン
サービス
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▼

車体塗装
Car Painting

所属・氏名

▼

Experience Notes

トヨタ自動車株式会社

1

八木沢 柾哉

…大会前の準備

6 月頃、デンマークにて 13 カ国を招いた DCE 主催の
北欧大会に参加しました。
◇ ◇ ◇
訓練では、今大会から課題が完全未公開になった為、
前大会（アブダビ大会）の課題をベースに様々な変化
点を加えたり、
時代のニーズに合わせた「カーボンフィ
ルム」
「マットクリヤー塗装」等の新しい課題も取り入
れました。
◇ ◇ ◇
又、あらゆるトラブル等を想定し、どんな課題でも競
技時間の 30 分前には課題を完成出来る様に、作業ス
ピードや時間設定の細かな見積もりをしました。
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YAGISAWA Masaya

選手の体験記

2

▼

…競技

ですが、ジェスチャーでの表現がほとんどで、具体的
な課題の話をしようとした際に通訳を介さないと分か
らない所が多々あった為、もっと事前から職種の専門

競技が開始される 10 分前に課題の説明が初めて行わ

用語を勉強しておけば良かったと感じました。

れる為、確認したい内容のほとんどが競技中になって
しまい、それに応じて時間も押していましたが、変更
点に対して時間設定を頭の中で組み直す訓練をしてい
た為、焦ること無く柔軟に対応が出来ました。
◇ ◇ ◇

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

3 日目の課題で運営側から曖昧な説明をされた時に、
自分の中で決めていた作業とは異なる方法で対処をし

「センスが無いから無理」
「才能が無いから出来ない」

ようとして、結果的にミスを誘発してしまい、大きな

そんな過去の自分と同じ境遇になっている選手の皆さ

減点に繋がってしまったので、手を付ける前に今から

んに見て欲しいです。

行う作業に於けるメリット・デメリットやリスクをしっ

「努力すれば報われる？そうじゃない。報われるまで努

かりと吟味した上での「応用力」を磨いておくべきだっ

力するんだ。
」この言葉は自分が一番大切にしてきた言

たと感じました。

葉です。たとえ今がどんなに悪くても、どんなに成果
が出なくても、自分の決めた夢が叶うまでは絶対に努
力を続ける。努力を続けた先には、結果よりもはるか
に大切なものに気付く事が出来ました。
◇ ◇ ◇
皆さんは今、厳しい訓練の中を頑張っていると思いま
支えてくださっている全ての方々の顔を思い出してく
ださい。
そして自分のやってきた絶え間ない努力を信じてくだ
さい。そして何よりも、たった一度きりの五輪人生を

Experience Notes

す。諦めそうになった時、くじけそうになった時は、

思い切り楽しんでください！！
皆さんの努力が報われるように願っています。

3

…交流

全国大会と違い、チーム JAPAN としていろんな職種
のメンバーと、企業や学校の壁を超えて交友を深めら
れた事が特に印象に残っています。
他国との交流では、一校一国プログラムや、選手村で
の交流を通じて、様々な人や文化に触れる事が出来、
もう二度と出来ない様な貴重な経験をさせていただき
ました。
◇ ◇ ◇
又、競技中に於いても他国の選手やエキスパートと積
極的にコミュニケーションが取れていたと思います。

車体塗装
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▼

造園

Landscape Gardening

所属・氏名

▼

石坂 暢琢

ISHIZAKA Masataka

Experience Notes

株式会社近江庭園

所属・氏名

▼

株式会社近江庭園

98

宇都宮

盟

UTSUNOMIYA Mei

選手の体験記

1

▼

…大会前の準備

んな課題が出てもとにかく完成させることを第一の目
標にし、そのうえで自分たちの考え方を変えていくこ
とも必要でした。

石坂 暢琢 選手

当日発表された図面をいかに早く正確に読み取り、ど

過去大会の課題や、部分的に苦手な作業を重点的に練

ういった方法で作業するかを瞬時に判断できるように

習しました。例えば「木工」ではウッドデッキや橋な

なるために、できるだけ多く図面を読み取る練習も行

ど、その他の工種では、レンガ積みや、敷石などの練

いました。

習を行いました。ある程度インフラリストが充実して

大会直前には本番と同じように練習課題発表を当日の

きた 7 月頃からは、指導者や関係者が作成した仮図面

朝にし、図面の読み取りからはじめて１日ずつ完成さ

を本番と同じタイムスケジュールで施工するという本

せることを体で覚えました。その中でも木工である橋

番形式の練習を行いました。

の作成や壁面緑化などの植栽にも力を入れて練習しま

苦労した点は二人の連携です。連携を高めるために指

した。

導者が考案した方法が、自分たちでその日のタイムス
ケジュールと工程を A4 のホワイトボードに書き記し、
お互いの動きを確認する方法です。この方法を用い二
人で四日間支えあいながら完成させました。
宇都宮 盟 選手
課題がわからない中で何から練習すればいいのか、初
めは戸惑う事ばかりでしたが、毎日の訓練で指導者と
話し合い苦手な工種と基礎練習を繰り返し行うことで

Experience Notes

確実にできる工種を１つずつ増やしていきました。ど

三日目

休憩中

三日目

橋設置

造園
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▼

選手の体験記

2

…競技

3

…交流

石坂 暢琢 選手

石坂 暢琢 選手

二人競技では、競技中失敗した時に、二人のうちどち

まずは、カザンで共に戦った日本代表メンバーとの交

らかが冷静でいれば立ち直ることができると身に染み

流が何よりも思い出深いです。彼らとは日本代表が決

て学びました。私たちは工種ごとにどちらが責任者で

まった時から約 9 か月間、切磋琢磨しながら戦いの地

あるかパートを分けていましたが、いざとなればどち

に乗り込んだ、いわば戦友と呼べる仲間です。大会期

らでもその作業ができるようにしていました。当日お

間中も選手村や昼食会場で心の励みになったのは仲間

互いのパートで何度もパニックになる場面がありまし

たちの存在でした。

たが、その度パートナーに助けられ、自分もパートナー

海外の選手との交流ではバッジ交換やプレゼント交換

を助けることができました。練習の時から誰よりも信

も盛んに行いましたが、中でも印象的だったのは私が

頼していましたが、当日ほどパートナーの頼もしさを

履いていた地下足袋を「NARUTO shoes」と呼ぶブ

感じたことはないと振り返ります。

ラジルの選手のユニフォームと自分の地下足袋を交換
したことです。

宇都宮 盟 選手

国籍、宗教、言葉の壁を越えて平等に技術を武器に競

競技の４日間はとにかく時間がたつのがはやく、毎日

い合うこの大会はまるでオリンピックのようでした。

Experience Notes

モジュールを完成させることに必死でした。他国の
ペースの速さには圧倒されましたし、苦戦した工種も

宇都宮 盟 選手

ありましたが、私たちもなんとかモジュールを完成さ

開会式がとくに印象に残っています。

せることができました。

国旗を振りながら堂々と入場していく日本代表のみん

自分がやらなければいけない事や作業手順を細かいと

なや沢山の海外の選手を見て、自分が日本の代表とし

ころまで決めて、競技が始まるぎりぎりまで確認し合

てこれから戦うのだと改めて感じましたし、すごくワ

い、２人の動きをお互いが理解して競技に臨めたこと

クワクした瞬間でした。

がモジュール完成につながったと思います。競技終了
１分前にやっと完成するような日もありましたが、練
習してきたことを信じて自分たちのペースを崩さずに
戦えた事が良かったと思います。
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４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

ないような課題が出ることもあります。
訓練が辛くても、他国の選手と戦うためにはとにかく
必死で頑張るしかないと思います。

石坂 暢琢 選手

ペア競技だからこその難しさもありますし、２人だか

どのような経緯で worldskills 出場が決まるのかはわ

ら乗り越えられることもたくさんあります。お互いが

かりませんが、一生に一度の機会を存分に楽しんでい

どれだけ理解しあえるか、信頼できるかがすごく重要

ただきたいです。そのためには苦しい日々や厳しい訓

になると思うので、些細な事も共有してコミュニケー

練を一所懸命行わなければなりません。しかし、その

ションをとっていけば、競技もスムーズに進み信頼関

先に本当の喜びがあると思います。

係がより深まると思います。

競技の 4 日間は今までのどの瞬間よりも楽しい時間で
した。事業所、指導者、エキスパートなど関係する方々
に感謝し、両親、友人に感謝し最後まで訓練してほし
いと思います。
宇都宮 盟 選手
国際大会の訓練は本当にゼロからのスタートと言って
良いぐらい初めての事ばかりです。
当日、選手はもちろんですが指導者も初めてで分から

Experience Notes

造園
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職種

38

▼

冷凍空調技術
Refrigeration and Air Conditioning

所属・氏名

▼

Experience Notes

オリオン機械株式会社

1

北澤 未鈴

…大会前の準備

・12 月から訓練を始め、４月には中国の広州で行われ
た広州大会に出場した。
・訓練は、アブダビ大会課題とインフラリストを参考
にした課題を行った。
・競技では太い銅配管を何度も曲げるので、体力をつ
けるために毎朝筋力トレーニングを行った。
・工具は会場で用意されたものを使う。同じ用途でも
何種類もの工具を揃え、どの工具が用意されていて
も対応できるように訓練した。
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KITAZAWA Misuzu

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技 1 日目から銅配管を何度も曲げる課題があった。

一校一国プロジェクトで訪れた学校では、日本の歌を

銅配管を曲げる工具が日本で訓練した物よりはるかに

歌って歓迎してくれた。日本語がとても上手くて驚い

扱いづらく、銅配管も日本製より硬いものだった。想

た。マトリョーシカの色付け体験をしたりロシアの伝

定の倍以上の体力を使ってしまい、午後からの競技で

統菓子を食べたりと、ロシアの文化に触れることがで

はスピードが落ちた。

きた。お返しに、私たちは折り紙で鶴の折り方とけん

一般家庭用エアコンの故障診断・修理では、機具に不

玉を教えた。とても充実した交流だった。

備があり、それに気が付くまでに時間が掛かった。機
具を交換してもらう間も競技時間は止まらないので、
その時間にできることは限られているが、何ができる
かもっと冷静に考えるべきだった。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

ミステリー課題もあり、その意図に気がつくまでに時
技能五輪全国大会と国際大会では、内容や規則等いろ

いのか自信が持てず不安になったりもしたが、訓練で

いろなことが違います。日本では当たり前だと思って

の経験を思い出して競技を続けた。自分の判断を信じ

いた事が世界では通用しないこともありますし、覚え

ることが大切だと感じた。

なければならない事も膨大にあります。

競技 3 日目で、支給された窒素ボンベの内容量が少

また、全国大会の時は辛い時も一緒に乗り越えてきた

ないので競技途中で終わる可能性がある、と競技委

仲間がいましたが、国際大会は一人です。分からない

員側から発表された。競技 1 日目から使っているもの

事を一緒に考えたり、競い合ったりする相手がいない、

だったので、私の窒素も課題が完成する前に終わって

孤独の中での自分との闘いです。

しまった。窒素が無いと課題を完成させることが出来

訓練の時は楽しいことよりも辛いことの方が多いと思

ないので、少しでも点数を伸ばそうと思い他の作業を

いますが、大会本番は楽しんで欲しいです。技能五輪

行った。

国際大会に出るという事はとても凄いことです。大会

この職種では女性選手が一人もおらず、周りはみんな

の後にはきっとこの貴重な経験が自分の自信につなが

男性選手だった。競技 4 日間中は、
男性選手とのスピー

るはずです。

Experience Notes

間が掛かった。ミステリーなだけに自分の判断が正し

ド・力の差をずっと感じ続けていた。
他にも色々なストレスが重なり体調を崩してしまった。
そんな中でも同じ日本代表選手で励ましあい、エキス
パートや通訳さん、応援に来てくださった方々にも支
えてもらって、競技 4 日間辛い中でも楽しむことがで
きた。

冷凍空調
技術
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職種

39

▼

ITネットワークシステム管理
IT Network Systems Administration

所属・氏名

▼

Experience Notes

トヨタ自動車株式会社

川島 一馬

KAWASHIMA Kazuma

…大会前の準備

1

1 月から本格的に国際大会の訓練を開始しました。
5 月：ロシアに行き、現地で合同訓練を実施。
7 月：アブダビ大会の上位国（ロシア、中国、台湾、
シンガポール）を日本に招いての合同トライア
ルを実施。
全国大会とはレベルが格段に違い、課題量と難易度に

104

苦戦しました。昨年沖縄で行われた技能五輪全国大会

い、大会 3 か月前にベース課題が公開されました。公

に、初出場で金メダルを獲得したことにより、自分は

開前の訓練としては、過去の国際大会の課題を何度も

2 年目で国際大会に挑戦することになりました。その

反復練習すると共に、新しい知識の習得をしました。

ため、知識や応用力などが例年の先輩方に比べて劣っ

ベース課題が公開されてからは、ひたすらベース課題

ている中でのスタートとなり、とても苦しいスタート

に取り組み、スピード感と正確性を向上させると共に、

ダッシュになりました。しかし、限界を決めず、何度

30% 変更リストの検証を行いました。

も諦めずに挑戦することにより、大会前に目標として

5 月の合同訓練でロシアに行ったのが、自身初めての

いた位置まで、自分をレベルアップさせる事が出来ま

海外経験でした。今まで海外に行く事に対して不安が

した。

多くありました。ですが、実際現地に行ってみて、海

国際大会で使用する OS は英語になり、今まで使用し

外へ行く事が好きになりました。大会前にこういった

ていた日本語の OS とは感触が違い、1 から覚える事

不安要素を取り除けた事も大会本番で自分の実力を出

がたくさんあり苦戦しました。また、全国大会とは違

し切れたのではないかと思っています。

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

普段から緊張感を持って訓練していた事もあり、大会

全国大会とは違い、国際大会では色々な国の人が積極

本番は全くといっていいほど緊張しませんでした。大

的に英語で話し掛けてきます。ネイティブな英語のた

会前の準備が良かったからこそ、自分に自信を持って

め、聞き取るのがとても難しかったですが、翻訳アプ

作業する事が出来たからだと思っています。他の国の

リを使用する事により、何とかコミュニケーションを

選手の点数はコントロール出来ないので、自分の事だ

取ることが出来ました。とても楽しかったです。

けに集中しました。

そして一番驚いたのは、他の国の選手に日本がとても

大会では大きなトラブルはなかったものの、課題内容

愛されていることです。ブルゾンについている国旗を

に関する質問をする機会が多々ありました。通訳を呼

指さして「I love Japan!」と色々な人に言われました。

ぶと対処が遅い事もあり大幅な時間ロスに繋がります。

日本人としてとてもうれしかったです。

そのため、簡単な質問は自分で英語を使って質問しま
した。臨機応変に対応出来たのが良かったと思います。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

日本代表として世界の舞台に立てる機会は、おそらく
一生に一回しかないと思います。自分の実力が世界で
どれだけ通用するか試すチャンスです。今までやって
きた事に自信を持って競技に臨めば確実に結果は残り

Experience Notes

ます。頑張りましょう！

ITネット
ワークシス
テム管理
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職種

40

▼

グラフィックデザイン
Graphic Design Technology

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社タカヤ

1

安保 星奈

AMBO Sena

…大会前の準備

大会前、今まで web デザインを学んできた自分にとっ
てグラフィックデザイン職種に出場することはチャレ
ンジでした。
グラフィックデザインといっても、紙媒体のものを作
るだけではなく、web 表示用のデータや箱のパッケー
ジ、小冊子、ロゴ、ロゴアニメーション…など幅広く
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デザインしていく必要がありました。国際大会に向け

業は、辛いと感じることが多々ありました。技術面で

た訓練は、正直時間の確保が難しく、仕事終わり自分

は特にデータの正しい最終提出の作り方、表現力では

の自宅に用意していただいたパソコンでの訓練、週に

クライアントに何が求められているか・ターゲットや

2 回の大学校での訓練、月に一度 4 日間の東京訓練

価格に合った色形・オブジェクトの作成などの強化を

を行なっていました。その 4 日間の訓練では本番で想

行ないました。しかし、訓練でなかなか印刷して試す

定される 3 日間の競技と同じような時間でスピードと

準備が足りず、不安が残ったまま大会に臨んでしまっ

データの正確性、デザインの表現力を学び、磨きまし

たのが悔やまれます。また、海外のプレ大会ではアブ

た。デザインのルールから世の中で良いと言われてい

ダビやオーストラリアの大会に参加し、当日の急な変

るデザイン、悪いと言われているデザインに触れ、自

更やハプニングには対応することができました。海外

分が作った作品はどこがダメだったのか、どこをどう

のレベルの高さも痛感し、自分に足りないものを発見

直していくべきなのかを見つけ出していきました。ま

するいい機会となりました。

た、自分のデザイン意図を常に考えながらの短時間作

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

今回の WorldSkills Kazan では 4 日間で 1 日約 6 時

海外の選手や一校一国で出会った人たちとは言葉の壁

間の競技が行われました。また、日によっては英語だ

を超えて、一緒に写真を撮りあいそれぞれの国の文化

けではなく中国語、ロシア語、アラビア語など多数の

を共有し合うことができました。そして、海外の選手

言語で作成する課題も多く出され、今までは起きな

とも SNS を通じて今も連絡を取り合い、お互いがど

かった課題の追加や日程変更などはあったものの、自

んなデザインをいいと思ったのか、自分はこんなデザ

分自身どこか落ち着いていました。

インをしていることなど情報の共有を行なっています。

課題の量や制限時間、多言語の使用に苦戦を強いられ
ましたが、それでも挽回しようと意気込みながら、課
題内容が難しいターゲットであっても、それに合った
デザインを心がけることができたと思います。最後の

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

確認まで時間を有効に使って作成することができまし
課題でもわかるようにデザインは日々進化し続けてい

で持てなかった自信を少し持つことができました。今

ます。私自身もその進化に追いつきながら、私自身が

回、順位も悔しい結果となりましたが、特別な経験を

デザイン業界を引っ張っていけるようにこれからもっ

することができました。そして何より、私自身楽しみ

と勉強し技術を磨き成長していくことが私の目標でも

ながら行っていたと競技を終えて感じています。今ま

あります。後輩の皆さんにも、それぞれのものづくり

でできていたところが本番でできていなかったり、も

における目標があると思います。そのためにも世の中

う少しこうすればよかったと感じたりするところもあ

のもの・デザインに触れながら様々な目で世の中を見

りました。上位を目指して取り組んできたこともあっ

てほしいと思うし、私自身もそうしていく必要がある

て悔しさは残りましたが、世界のトップの選手と戦え

と思っています。訓練をしていく中で自分は成長でき

たことは私の誇りでもあるし、一生忘れられない経験

ているのか、世界大会で戦えるのかと不安やプレッ

です。大会で学べたこと、身につけたことを今後最

シャーに思うことは多々あると思います。それでも私

大限活かしていきたいと思います。仕事をする上でも

は訓練を続けてきて本当に良かったと思えました。大

速さやターゲットに向けたデザインの考え方は必要に

会が終わってそれが実感できると思います。大会当日

なってきます。大会のように１日で完結するデザイン

には目の前のことだけに集中して全力を注ぎ、何より

はまずないため仕事においては苦戦するところも出て

楽しんでほしいと思います。応援しています。

Experience Notes

た。このカザン大会を通して、自分の作るものに今ま

くるとは思いますが、企画力・技術力・表現力をさら
に磨きながら今後活かしていきたいです。

グラフィック
デザイン
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職種

42

▼

構造物鉄工
Construction Metal Work

所属・氏名

▼

Experience Notes

三菱重工業株式会社

1

牧野 寛也

…大会前の準備

本大会が未公開課題なので、それに合わせて練習も出
来る限り、初めての課題を未公開でやるようにしてい
ました。また、大会で使用する機械がどのような物か
わからないので、対応力を向上させる為、他施設に行
きあらゆる機械を使用したり、国内大会では使用した
ことのない工具等もたくさん増えたので、それらの工
具を有効活用できるように、あらゆる方法を模索しま
した。
苦労した点としては、国内大会は公開課題なのに対し、
国際大会は未公開課題となるので図面を読解する力を
身に付ける事、ISO 記号に慣れる事、そしてさまざま
な機械の操作方法を一から覚えるのに苦労しました。
また、周りに競う相手がいないので、自分が今どれく
らい出来ているのか分かりづらく、目標が中々定まり
ませんでした。
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MAKINO Tomoya

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技自体は、図面が過去の大会と少し違う点があり戸

海外の人は、気さくな人が多くて、すぐに仲良くなる

惑いましたが、苦手だった読解もミスなく、与えられ

ことが出来ました。

た時間内に終わったので、とても良いスタートがきれ

まず会った時に、互いに自国のお土産やピンバッジを

ました。途中で図面変更がありましたが、それにも柔

交換しあったりしました。

軟に対応できました。

中には日本語を話せる選手もいて、普通に会話も出来

しかし、練習で使用していた機械に比べ、大会の機械

ました。

は精度が悪く、使いづらかった為、思ったように寸法

私は英語を話すことは出来ませんが、それでもジェス

精度が出ず苦労しました。

チャー等で、他国の選手と十分にコミュニケーション

また、過去の大会では製作途中で寸法計測をされる事

が取れました。

はありませんでしたが、今大会は製作の途中で一度提

また、一度一緒に合同で訓練を行った国の選手もいた

出しなければならない箇所が多くあり、普段の練習で

ので、とても馴染みやすい環境で、楽しかったです。

は調整ができた箇所もできずに計測をされ、寸法を落
としていた事が多くありました。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

私が実際に国際大会に出て感じた海外との差は、技術
面ではなく、未公開課題や、機械を扱うことに対して
また、海外の選手は心にゆとりがあると思います。競
技中もあまり緊張した様子はなく、私から見てとても
自信があるように見えました。
日本は海外に比べて、代表選手に選ばれてからの訓練

Experience Notes

の経験値だと感じました。

期間が短いです。その中で戦うには、出来る限り経験
者の話を聞いて、あらゆる事態を想定した訓練をする
べきだと思うので、私に協力出来ることがあれば、ぜ
ひ頼って下さい。

構造物鉄工

109

職種

43

▼

プラスティック金型
Plastic Die Engineering

所属・氏名

▼

Experience Notes

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 栃木事業所

1

…大会前の準備

全国大会とは内容が全く違うということで、初めは何
をしたら良いのかすら分かりませんでしたが、出場経
験のある企業さんに協力していただき、何とか時間内
に課題が組めるようになりました。しかし、30％以上
の課題変更の内容によっては時間内に完成できるか不
安のまま本番を迎えてしまいました。
また、本番と同じ機械が日本国内に無い為、ロシアと
中国での事前訓練を行いました。
CAD/CAM においては自宅でも訓練を行いました。
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伊藤 大晟

ITO Hiroaki

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

C-2 の練習日で多くのトラブルが発生し、練習時間を

競技の待機時間で他国の選手とけん玉で遊んだり話を

約 2 時間ほど伸ばしてくれるという話になっていまし

したりして、コミュニケーションをとることができま

たが、夕食を食べに行くという理由で結局伸ばしても

した。

らえないと言われました。

日本に興味を持ってくれている人が多く、色々なこと

しかし、自分は仕上げエリアの工具展開すら終わって

を聞かれましたが、あまり英語を話すことができず、

いなかった為、抗議し、次の日に 1 時間のみ展開する

伝えたいことを言えなかったので、英語をもう少し話

時間をもらいました。

せるようにしておけばよかったと思いました。

また、1 日目、2 日目の競技中では、CAM が PC 内の
ゴミ箱に捨てられていたり、NC データの出力の際の
形式が変更されていたりと、日本ではとても考えられ
ないトラブルがありました。
3 日目、4 日目は気持ちを切り替えて望みましたが、
訓練ではやったことがない形状が出てきてしまいまし
た。とりあえず終わらせようと無理矢理やってしまっ
たせいでエラーが発生し、そのエラーに関する減点が
とても多かった為、周りとの差が大きく開いてしまい
ました。
4 日間の競技を通して、あきらめないことの大切さや、
て感じることができました。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

国際大会では全く想像もしていなかったトラブルが起
こると思いますが、そこで諦めず、最後までやりきっ

Experience Notes

サポートしてくださった方々への感謝の気持ちを改め

てほしいと思います。
訓練中はとても苦しいと思います。しかし、大会を終
えた自分がどうなっていたいかを常に考え、一生に一
度の時間を全力で楽しんできてほしいです。

プラス
ティック
金型
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職種

45

▼

試作モデル製作
Prototype Modelling

所属・氏名

▼

Experience Notes

トヨタ自動車株式会社

1

松添 美海

…大会前の準備

本番は必ず様々なトラブルがあることを念頭に置き、
全国大会とは頭を切り替えて訓練を実施。本番のトラ
ブルと慣れない機械に対応するため訓練課題は標準よ
り 1 時間早く作るよう訓練していました。苦労した点
は、フライス盤・旋盤等の本番機を訓練で導入するこ
とができなかったこと。本番は機械を使用しての習熟
時間も短かった為、部品や、ツールが足りない等のト
ラブルで、他国エキスパートを呼ぶことが多くあり、
大変でした。
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MATSUZOE Miumi

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技中は全く緊張せず、集中して作業することができ

採点がされる競技は 3 日で終わり、4 日目には試作モ

ました。

デルのコンペティター全員でチームワーク課題を製作

競技中の安全評価では国によって考え方が違い、最初

しました。
「ロシアから上海へ」というテーマで意見を

は許可されていた腕時計が途中から禁止され、アジア

出し合い 1 つのモデルをつくりました。そこでは各国

圏の多くの国はつけていたため減点されるということ

の特色やセンスが良く出ていてとても楽しかったです。

がありました。また、質問タイムには各国が様々な意

完璧な英語は話せませんが、何となくでも伝わり、全

見をあちこちで出す為、通訳が聞こえなくなったり、

員が和気あいあいとしていて、一番良い思い出です。

間に合わなくなることもあり、最終的には英語圏の人
達だけで話がヒートアップする為、自分からもっと公
平性を求めて主張をすることも必要なスキルだと感じ
ました。

国際大会は、全国大会と違いお祭りのような雰囲気が

Experience Notes

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

あります。外国ならではの大変さや辛いこと、理不尽
なこともたくさんありましたが、それでも最終的には
楽しかったと思えるくらい、とても良い経験をするこ
とができました。一生に一度のチャンスなのでそのチャ
ンスをぜひ手にしてほしいと思います。

試作モデル
製作
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職種

48

▼

産業機械組立て
Industrial Mechanic Millwright

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社デンソー

1

坂元 裕二郎

SAKAMOTO Yujiro

…大会前の準備

1. 訓練期間 2018 年 11 月下旬からの約 9 か月間
2. 訓練内容 12 月～ 3 月 要素訓練、過去の大会課
		

題や合同訓練課題の実施
4 月～ 6 月 要素訓練、海外の大会に
参加
（GSC、カナダ国内大会）
7 月～ 8 月 弱点強化大会想定課題の
実施
◇ ◇ ◇

訓練自体はインフラリストとスキルセット（必要な技
能が書いてあるもの）を参考に訓練計画を立て、各要
素の技能レベルを５段階に評価し、足りないものを訓
練した。通し課題をやる大日程は、当初から決まって
いたのでそれに向けて要素の訓練を日々行った。
◇ ◇ ◇
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国内大会の職種と大きく内容が変わるので、プライ

苦労したのは、やはり訓練自体だ。何が一番という感

ベートの時間をかなり削った。家でできること（PC

じではなく、８か月という短い期間で海外選手に勝つ

作業、知識をつけるための勉強）は家でやり、会社で

ための訓練をしたので、体力的にも精神的にもかなり

は実作業の訓練を集中的に行った。

負荷はあったと思う。気合で乗り越えた。

選手の体験記

2

▼

…競技

・初日の大きなミス：競技初日に大きなミスをしてし

3

…交流

・GSC（Global Skills Challenge：オーストラリアで

まった。自分はそのミスに競技中に気が付いていて、

開催されたプレ大会）に参加し、カザンでの国際大

どうしようもないものだったが、そこで立ち止まっ

会に出場する選手と SNS でつながり、大会期間中

ていても仕方ないので、諦めて次の作業に移り、最

に連絡を取って訓練の進捗度や内容を聞き、訓練の

終的に提出に至った。無理難題にぶつかったときに、

ヒントにしていた。

割り切って次の作業に移ることを訓練に取り入れて
いたので、その成果が出た。
・競技であり、順位が付くものなのでどうしても点数
が気になっていた。

・ロシアに到着してからのイベントには積極的に参加
し、英語はそれほどできないが、頑張って交流をし
た。海外選手やボランティアの人と Instagram や
Facebook で友達になれた。

【ミスをした＝減点】ではなく【できた＝加点】の考

・同じ職種の選手やエキスパート、通訳さんに渡すお

えを持つことを学んだ。
（職種によって考え方は違う

土産を準備するといいと思う。交流のきかっけにも

と思う）

なるし、他国の選手やエキスパートに良い印象を残

数学のテストで最初から 100 点を目指すと、解けな

す方法の一つとして自分は準備した。

い問題が出たときに大きなショックを受けるが、目
標を【ベストを尽くす】にすると、解けた問題の数
だけ点数になると嬉しさがでてくるあの感じ。

Experience Notes

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

・大会までの期間は長いようで短く、あっという間で
す。そしていくら後悔をしても戻ることはできませ
ん。選手に選ばれた人は、今ある訓練時間を大切に
使って、技能を磨いてください。
・国際大会では想定しきれないミスやトラブルが起こ
るものです。その状況はほかの選手も一緒なので、
焦らずいつも通りの作業を意識してください。

産業機械
組立て
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職種

53

▼

クラウドコンピューティング
Cloud Computing

所属・氏名

▼

Experience Notes

株式会社デンソー

1

濵﨑 智宏

…大会前の準備

Cloud Computing 職種は初めての職種ということで、
どんな課題が出題され、どんなスキルが評価されるの
かわからず、訓練開始直後は手探り状態でした。その
ため WorldSkills Kazan の前に、3 度の海外研修に
参加して、情報収集を徹底して行いました。海外研修
の競技では、新しい課題が続出し、得点をとれずに苦
戦しました。しかし、そこで得られた情報を、支援者
と分科会委員の方とで分析と改善を行い、本番想定す
ることで、スキルを向上させることが出来ました。大
会本番でスキルを発揮するための準備は、柔軟さを念
頭に置いていました。未公開であるため、どんな課題
でも対応できるように準備を行いました。
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HAMASAKI Tomohiro

選手の体験記

2

▼

…競技

3

…交流

競技を想定通りに行えた部分もありますが、課題が未

WSC に参加した選手 15 人のうち、10 人とは事前の

公開ということで毎日不安でストレスを感じていまし

海外研修で顔を合わせていました。大会期間中も、休

た。課題が 4 日間に亘って行われ、前日の焦りが作業

憩や食事を一緒にとり、親睦を深めることが出来まし

に影響を与え、減点を発生させる判断をしてしまう場

た。私は、Cloud Computing 職種は選手同士がライ

面もありました。また、通訳さんを介しての口頭での

バルでもありながら、仲間であるように感じています。

指示などを 4 日間通して記憶しておくことができずに、

今後も同じ分野で仕事をする仲間として、知識を共有

作業ミスをしました。慣れない環境で様々な外的要因

しながら、スキルを向上させていきたいと思っていま

を受けるので、エキスパート、通訳さん、メモなどを

す。

活用し、リマインドできるように対策を行うべきだっ
たと反省しています。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

私は、Cloud Computing の選手にアサインされた頃
は、コンピューティングに関する知識はありませんで
したが、WSC への挑戦を通じた奮闘により、沢山の
スキルを身に付けることができました。今後も、沢山
の試練に直面する場面があると思いますが、この経験
得られるとこは多くあると思います。

クラウド
コンピュー
ティング

Experience Notes

を活かして立ち向かっていきます。挑戦するからこそ
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職種

54

▼

サイバーセキュリティ
Cyber Security

所属・氏名

清水 祐太郎

SHIMIZU Yutaro

Experience Notes

——

▼

所属・氏名

▼

学校法人岩崎学園 情報科学専門学校
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林

義徳

HAYASHI Yoshinori

選手の体験記

1

▼

…大会前の準備

等があり、その都度エキスパート達と検証や話し合い
を行う暗中模索の訓練となった。

清水 祐太郎 選手

林 義徳 選手

本大会で問われる技能は、攻撃の手法のみならず、シ

普段から専門的に勉強している分野が Web セキュリ

ステム全体のセキュリティをより強固にするハードニ

ティだったため、事前準備では、Web セキュリティ以

ングや、インシデントが発生した際にコンピュータか

外の分野を重点的に勉強した。具体的には、専門家の

ら証拠を見つけて保全するフォレンジックなど、多岐

指導を受けながら、実際にインフラ構築をしたり、専

に亘るものであった。

門家から DFIR について指導していただいたりした。

自分は普段は低レイヤに於ける攻撃を主として行って

もちろんのことだが、自分自身で、手を動かしながら

いるが、システム構築やフォレンジックについては知

学習することも多かった。他にも、海外での訓練の雰

識が乏しかったため、基礎からの訓練となった。特に、

囲気を味わうために、WorldSkills India に参加したり、

サーバおよびネットワークの構築では新たに学ぶこと

ラスベガスで開催された DEFCON の OpenCTF に参

が多かった。概念としての知識はあっても、Active

加したりした。以上のような訓練の中で、特に苦労し

Directory や Cisco の機器を実際に取り扱ったことは

た点を挙げるとすれば、インフラ構築や DFIR などと

殆ど無かったため、扱う機能を絞ってその構築方法を

いった、全くの専門外の技術を短期間で習得する必要

教授してもらい、実機上で作業を行った。

があったことだろう。

サイバーセキュリティは新設の職種であったこともあ
り、訓練当時では実際の大会で出題される範囲が未だ
完全に定まっておらず、予め示されたモジュールも出
題内容の検証が十分にされてはいなかった。そのため、

競技風景 清水 祐太郎選手

Experience Notes

実際には設定不可能な項目や、前提条件が曖昧な項目

サイバー
セキュリティ
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選手の体験記

2

▼

…競技

と比較しても比較的容易と事前に予想していたが、今
回はそれとは異なる結果となった。

清水 祐太郎 選手

林 義徳 選手

本番に際しては、基本的に運営が用意した機材の下で

競技本番での失敗談としては、私が、CentOS の認証

課題に取り組むことになるため、自分の普段慣れ親し

周りの設定をいじっているときの失敗が印象的だ。ロ

んだ環境のようなパフォーマンスを発揮することは難

グイン関連の PAM 設定ファイルの内容を変更したあ

しい。言語設定やキー配列がその最たる例である。今

と、設定がうまくいっているかを確認するために、そ

回は、一定の条件の下で自前のキーボードを持ち込む

のまま exit してしまった。結果的に、PAM 設定ファ

ことは許可されていたが、
蓋を開けてみればコンピュー

イルへの記述が間違っていたために、その後ログイン

タの設定を変更するために必要な権限が与えられてお

できないような状態になってしまった。なお、
この件は、

らず、結局 US 配列での競技参加を余儀なくされた。

ペアの清水さんに救われ、なんとか事なきを得た。こ

競技内容については、予め訓練で扱った部分に関して、

の失敗から学んだことは、今回のようなケースでは、
（あ

ある程度はその結果に反映することができたのではな

るいは、その他のケースでも、
）別の仮想コンソールに

いかと感じる。しかしその一方で、CTF の攻撃フェー

切り替えてから検証を行うべきだということだ。また、

ズでは完全にスタックしてしまい、殆ど歩を進めるこ

この件に限らず、競技全体を通して、清水さんの対応

とができなかった。本番開始直前まで内容の実態を掴

力を見て、自身の知識・経験の浅さを思い知ることが

めていなかった防御フェーズでは、自動的にフラグを

できたのは、個人的には刺激的で非常に嬉しい機会だっ

得るコードを書いて回し続けることで、一定の点数を

たと感じる。

Experience Notes

得ることに成功した。私は CTF の攻撃フェーズが他

3

…交流

清水 祐太郎 選手
外国の選手やエキスパートの方々との会話は基本的に
英語で行われるため、英語が不得手である私にとって
は言いたいことを言えずにもどかしい場面が多々あっ
た。しかし、双方ともに普段からセキュリティや CTF
に携わっているため、それぞれの得意分野についてや
技術的な手法についてなど、単語ベースの会話でも十
分に様々な情報を交換することができた。
林 義徳 選手
競技が始まる前後に、彼らとの交流を十分に楽しむこ
とができた。
特に、競技終了後に、各国がどのようなアプローチで
課題をこなしたのかを、語り合えたことは、海外での
競技経験の浅い自分にとっては、思い出深い出来事に
なった。
英語での会話は難しい場面もあったが、Google 翻訳
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競技風景 林 義徳選手

を駆使することで、十分に交流できた実感がある。

４

…後輩へのメッセージ、
アドバイスなど

林 義徳 選手
セキュリティ技術者として、本大会の競技内容は「こ
れは非本質的では？」となるものも、それなりにあり

清水 祐太郎 選手

ました。とはいえ、やはり競技が終わってみると、私

競技内容には、事前に予測していたものと同じような

はそれなりに悔しかったので、負けず嫌いな方は悔い

課題で訓練の結果をそのまま発揮することができるも

の残らないように準備をすると良いと思いました。そ

のもあれば、全くの予想外で手が止まってしまうよう

れと、個人的な感想ですが、本大会への参加をきっか

なものもある。

けに、専門外の分野について勉強できたことは非常に

サーバやネットワークのハーデニングについては、基

良かったと思っています。次の大会でどんな競技内容

本的には無理難題のような課題はなく、提示されたも

になるかがわからない以上、アドバイスできることが

のを卒なくこなせば着実に点数は取れるはずである。

特にありません。強いて言うとすれば、同じことを繰

モジュールの中には、CTF という名前を冠したもの

り返すようですが、ベストを尽くすと良いと思います。

がそれぞれ攻撃フェーズと防御フェーズとして存在し
ているが、その実態は一般的に開催されているような
CTF とは大きくかけ離れている。思いがけないような
場所にフラグが配置されているようなこともあり、若
干発想勝負な点が存在することも否めない。
思いがけず様々な場面に遭遇することもあるだろう
が、自身の知識を遺憾無く振るって頑張って欲しい。

Experience Notes
サイバー
セキュリティ
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第三部

エキスパートの
評価報告書
Expert Reports

構造・建築系

アート・ ファッション系

情報通信系

製造エンジニアリング系

サービス系

輸送系

Construction and Building Technology

Creative Arts and Fashion

Information and Communication Technology

Manufacturing and Engineering Technology

Social and Personal Services

Transportation and Logistics

職種

01

▼

ポリメカニクス
Polymechanics and Automation

所属・氏名

▼

竹崎 涼

Expert Reports

株式会社デンソー

競技課題

競技課題
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評価報告書

1

▼

…競技課題の内容

4

…競技の実施状況及び評価

課題名：ウォッカ注ぎ機

ア . 競技結果の分析

競技時間：22 時間（４日間）うちプログラミング

競技結果：ＪＰ 686 点（75.16 点）7 位

モジュールが２時間

2

…競技日程

C1：電気配線、ＰＬＣプログラム、機械加工（旋盤）
C2：機械加工（フライス盤）
C3：機械加工（旋盤、フライス盤）

国名

得点

成績

1

AT

731

Gold

2

CN

730

Gold

3

TW

719

Bronze

4

KR

710

Excellence

5

TH

710

Excellence

6

CH

690

7

JP

686

8

RU

678

9

BR

668

10

DE

666

・日本はボリュームの多い課題に対応しきれず完成さ
せることができなかった。その結果、組立て得点を
大きく落としてしまった。
・完成できたのは中国のみ。上位国は完成できていな
いが、得点を稼げるところまでは進んでおり、進捗
度の差で順位を落としてしまった。

3

…大会前の準備及び
その問題点

Expert Reports

C4：電気配線及び空圧配管、部品組付け

順位

提供される機材が揃っておらず、C-2 でのチェックが
できなかった。
工具発送直前に追加の刃具、工具の要求があり対応で
きない国もあった。

競技の様子

ポリメカ
ニクス

125

評価報告書

▼

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
・チーフエキスパートでさえ、事前に競技課題を見

・課題は外部機関が作成し、競技当日まで競技課題に
アクセスできなかった。

ることはできず、競技課題の問題点を事前に見つ
けることができない状況だった。

・準備は完全にはできておらず、支給材料が足りない
と申告する選手が多くいた。

・初参加でも採点などの重要な役割を持つことがで
きる。

・旋盤、フライス盤はドイツ製のものを使用。精度、
剛性は良好。

オ . トラブルと対応

・部品図面は日本に馴染みのない描かれ方をしてお
り、寸法の抜けが数か所あった。

・持参したボーリングヘッドではボーリング加工が
できず部品の加工を行うことができなかった。他

・課題の設計は問題なく、過去大会課題とは印象の違
うよく考えられたものだった。

国のボーリングヘッドを貸してもらい部品加工を
行った。

・プログラミングモジュールでは出題に多くのミスが

・プログラミングモジュールの問題内容が競技とし

あり、全員が公平な競技を行うことができなかった

て実施不可だったことに翻訳作業中に気づいたた

め採点されなかった。

め、問題の訂正をマネージャーに依頼した。

ウ . 採点方法とその評価
・視覚で判断する際の判断基準が人や採点チームに
よって違いがあり、もっと明確化する必要がある。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

・C3 に部品の提出が集中し、採点が間に合わずスケ

Expert Reports

ジュール通りの競技ができなかった。採点が C3 に
集中しないようなルールの改善が必要。

・日本は全国大会が公開課題なこともあり、他国は
未公開課題に対しての対応力が優れていると感じ
る。
・日本は丁寧に確実に作っていくことは得意だがリ
スクを取ってとにかく速く作ることは他国と比べ
ると苦手な印象がある。逆にこのようなところが
他国エキスパートから評判が良かった。

6

…今後の課題、展望

より良い職種とするために、課題をモジュール形式に
すること。刃具、工具を持参ではなく、提供してもら
うこと。この 2 つは確実にルールとして固めてほしい。
世界的に必要とされる技能の変化とともに競技の大幅
な変更も予測される。課題の傾向をつかむのが困難に
なるため対応策を考えていく必要がある。
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競技の様子

ポリメカ
ニクス

職種

02

▼

情報ネットワーク施工
Information Network Cabling

所属・氏名

▼

株式会社きんでん

…競技課題の内容
● Module3：Smart home/Office applications

● Module1：Optical fibre cabling system
幹線系の光ファイバーの設計 / 配線 /
接続 / 試験など

● Module2：Structure cabling system
ビル構内LAN構築
（水平配線）
に関わる
設計 / 配線 / 接続 / 試験など

住宅内の配線や Wi-Fi/IP カメラやドア
フォンに関わる配線 / 接続 /
無線 LAN 設定 /PC 設定

Expert Reports

1

伊藤 進

● Module4：Speed test
光ファイバーの接続スピードを競う競技

● Module5：Troubleshooting
光及び銅線のケーブルの
故障探索及び修理課題

情報ネット
ワーク施工
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評価報告書

▼

…競技日程

2

8 月 23 日 C1

Module2 【5.5 ｈ】
Structure cabling system

8 月 24 日 C2

Module2 【2.0 ｈ】
Structure cabling system

8 月 25 日 C3

Module1 【4.0 ｈ】
Optical fibre cabling system

8 月 26 日 C4

Module3 【3.0 ｈ】
Smart home/Office applications

3

…大会前の準備及び
その問題点

Module4 【1.5 ｈ】
Speed test

Module5 【1.5 ｈ】
Troubleshooting

③ 採点方法とその評価
全ての採点をタブレット採点とし、各チームに分
かれ採点を実施した。事前にチームも分かってい

競技課題が非公開であった為に、光部材関係の配布

たので、採点前にエキスパート間での意識合わせ

が遅れたが、その他の材料については全て準備され

が出来た。しかし採点が始まるとチーム内で議論

ており、準備状況は良好であった。

する事もありスムーズに進行する事はなかった。

Expert Reports

各チームでリーダーが決められており、日本がリー

4

…競技の実施状況及び評価

ダーであった為に主導権を握る事が出来た。
④ 運営面での特記事項（エキスパート間の関係）
運営はチームに分けて実施された。日本は機器の

① 競技結果の分析

管理と選手が競技する測定方法（メジャメント）

テストプロジェクトが非公開の中、当日に選手は

の担当であった。事前に機器管理のチェックリス

膨大な情報量を取得しなければならない。特に今

トを作成し現地で運営した。

回は作業プロセスが重要視されていた。プロセス

チーム内には新任と経験者のエキスパートが必ず

を一つひとつクリアしながら、完了までの時間を

配置されており、運営においてもスムーズに進行

見積もる事が必要である。今後連覇を続けるには、

された。

日本独自でなく他国と比較し研究する必要がある
と感じた。

⑤ トラブルと対応
表立って大きなトラブルはなかったが、今大会は

② 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価

な議論を行っていた。プロセスに問題があれば複

機器や材料の準備状況は良好であった。全てのエ

数のエキスパートで確認を行い、写真を撮りプロ

キスパートが競技準備や運営をおこなったが、履

セスリーダー（DCE）に報告した。

歴書（CV）の評価などで運営にほとんど参加でき
ないエキスパートもいた。
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プロセスが重要視されていた為に、競技中に様々

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

6

…今後の課題、展望

大会前に日本に招待しての訓練やフレンドリーマッ

日本は昔からの技術力に甘んじている部分が多くある。

チの開催、海外大会の参加によって、事前に多くの

それに対し中国やロシアは他国から学ぶ姿勢や勤勉さ

国と交流する事が出来ており、大会期間中は運営や

が現在の成績に反映しているように思える。日本も他

多くの内容を任される事があり、新任ながら信用と

国の良い所を学ぶ必要がある。今後、日本独自の方法

信頼があった様に思えた。しかし自身の意見だけを

でなく、反省するところは大いに反省し次回大会に向

押し付けるのでなく、相手の意見を聞き尊重した上

けて、準備する必要がある。

で、自身の意見と合わせる事を心掛けた。
今後の活動ビジョン
① 海外での合同トレーニングや大会の参加
② 非公開課題対策による、外部課題作成を多く取り
入れる。
③ 英語でのやり取りを仮想ブリーフィングとして訓
練に取り入れる。
④ 他国のエキスパートとの信頼関係、情報共有は必
須である。
その他
全国大会から国際大会までの訓練計画をきちんと作
ム一丸となり国際大会に臨む事が重要である。当職
種においても今回 8 連覇という偉業を達成できたの
も職種別分科会をはじめ多くの関係者からの支援・

Expert Reports

成し、選手、指導員、エキスパート、通訳者がチー

指導があったからこそである。
今後連覇を続けて行くために、職種を問わず多くの
情報を取り入れて、参考にしていきたい。

情報ネット
ワーク施工
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職種

03

▼

製造チームチャレンジ
Manufacturing Team Challenge

所属・氏名

▼

Expert Reports

株式会社デンソー

1

今川 勉

…競技課題の内容

（１）メインプロジェクト

C1 競技（メインプロジェクト、
サプライズプロジェクト）

バッテリーで動く多機能電動車いす

目

詳

細

・長さ 800㎜～ 1080㎜
幅 500㎜～ 700㎜
サイズ ・重量 32Kg 以下
・内寸 1000x700x300 のケースに収まる
・ユーザー 100kg、ヘルパー 100kg の 2 名が乗車可能
要求機能 ・シート高さ 400㎜～ 700㎜まで高さ調整が可能
・スタンディングポジションへのサポートが可能
・200㎜の段差乗り越え可能
・10°の下りで停止可能
動作性能
・直径 1200mm 以内で左右旋回
※水平面で左右１回転

（２）サプライズプロジェクト
製品を作る上で必要な基本技術・技能の課題
（ＣＮＣミーリング、汎用フライス、汎用旋盤、板金、
溶接、電子、３D プリンター）
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C2 競技（メインプロジェクト、
サプライズプロジェクト）
C3 競技（メインプロジェクト、
サプライズプロジェクト）

主な仕様
項

2

…競技日程

※チームの計画に従って、テストプロジェクトを製作する。
※ＣＮＣのみ事前に使用する時間を割り当てる。

C4 評価（採点）選手がユニットを操作し、
評価をする。

評価報告書

3

▼

…大会前の準備及び
その問題点

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
・工具、材料は、インフラリストに従って、準備され

・準備においては、エキスパートが会場に入る前に、
チーフエキスパート、副チーフエキスパート、ワー
クショップマネージャーで、インフラリストに従い、

ていた。しかし、材料の直角、平行等の精度は低い
ため、精度の低い材料で加工する訓練が必要。
・課題の評価で実施するコースにおいては、斜面のす

チェックを実施。
不足しているものについては、
ワー

べりやすさ、コースの段差等の問題があったが、エ

クショップマネージャーが即対応して、問題なく競

キスパートの指摘により改善され、問題なく評価が

技の準備ができた。

実施できた。

4

…競技の実施状況及び評価

ア . 競技結果の分析
競技結果：JP 747 点
国名

得点

成績

1

CN

751

Gold

2

JP

747

Silver

3

TW

718

Bronze

4

BR

712

Excellence

5

RU

688

6

UK

685

7

FR

677

8

KR

639

壁谷選手（設計、組立て担当）

Expert Reports

順位

・今回の課題は、ボリュームが多く、また、200kg
の荷重に耐えるしっかりとした設計、しっかりとし
た製作が要求されたため、上位 4 カ国、下位 4 カ
国で、電動車いすの完成度が大きく分かれた。次回
は、低負荷の課題であるため、もう少し混戦が予想

山下選手（電子基板、
ＣＡＤ担当）

される。
・中国は、今回、電動車いすに要求される機能は、パー
フェクトであった。特に、座席の水平度、角度出し
においては、微妙な調整ができる機構になっており、
ミスなく得点を得た。それに対し日本チームは、微
調整ができなかったため、評価の時点で、微妙なコ
ンディションの違いにより、要求仕様を達成させる
ことができず、点数を落とした。

市川選手（ＣＮＣ、汎用機械担当）

製造チーム
チャレンジ
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評価報告書

▼

ウ . 採点方法とその評価

うかを、チームメンバー全員で確認できるよう対策

・エキスパート会議で、多くの時間を費やしたのが、

が講じられていた。

課題の評価方法である。ディスカッションフォーラ
ムで議論はしてきているが、それぞれのエキスパー
トの解釈が異なっており、なかなか合意に至らない。
最終的に、評価方法が緩やかになる方向で、評価が

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

実施された。
・採点は、2 つのチームに分かれ、それぞれ、同じ点

・日本選手は、競技中のトラブルに対してとても弱

数になるよう、採点箇所が振り分けられ、各国エキ

いが、他国の選手は、トラブルに対し、自分たちで、

スパートが平等に採点に加わった。

対応策を立てて競技を進めている。（特に中国、台

・ミツトヨの 3 次元測定器を使い、部品の寸法測定を
実施。寸法が外れている個所は、チーフエキスパー

湾、ブラジル）
・品質では、日本チームが一番良いが、高品質が得

トと他２名のエキスパートがマイクロメータ、及び

点につながっていない面がある。他国の製品は、

ノギスにて再測定を行い、最終測定値とし、測定ミ

質は低いが、得点を得ている。

スの防止が図られた。
各国のテストプロジェクト
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
・エキスパート会議で議論が始まった場合、最終的に
は、自国の選手に不利になるかならないか、がエキ
スパートの判断基準となる。そのため、不利になら

Expert Reports

なければ、議論に参加しないエキスパートが多いた
め、多数決で負けてしまう場合が多い。不利な立場
の場合は、事前に他国エキスパートに意見を確認し
ておくことが重要。
・DCE になると、競技全体の運営に関わることが多

イギリス

ブラジル

台湾

中国

くなりエキスパートルームでの業務が増える。その
ため、選手の状況把握が難しくなる。
オ . トラブルと対応
・USB メモリスティックは、ランチタイムには返却を
するルールになっていたが、日本チームは、Day2
において返却を忘れてしまった。すぐに気が付き、
ランチを取っている中、ワークエリアに戻り、チー
フエキスパートに、返し忘れたことを伝え、チーフ
エキスパートとともに作業場所にメモリスティック
があることを確認し返却をした。そのまま気が付か
ずに、ランチタイムを終えて、作業に入った場合は、
大きな減点になっていた。
過去、中国チームは、この失敗をしているため、作
業エリアにボードを準備し、返却がされているかど
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6

…今後の課題、展望

・次回大会は、製作ボリュームが少ない課題となる。
この場合、しっかりとした加工ができなくても、機
能を満足させることができるため、アイデアの勝負
となる。日本人の発想だけでなく、外国人の発想を
取り入れることも重要。
・これまで、個人のレベルで作業速度は負けていて
も、3 人の作業を平準化させることで、トータルで
の作業時間は、他国を勝ることができていたが、他
国もこの平準化を研究してきているため、新たな強
みを見つけ出す必要がある。
・製造チームチャレンジ職種の中で、日本チームは、
まだ優位な立場にある。今回は、ちょっとした確認
不足から、点数を落としてしまった。訓練してきた
ことを 100％発揮させるため、中国に劣らぬ勝ちへ
のこだわりを持って、徹底したトラブル想定と、シ
ミュレーションで、取りこぼしのない作業が重要と
考える。

走行テスト風景

Expert Reports
製造チーム
チャレンジ
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職種

04

▼

メカトロニクス
Mechatronics

所属・氏名

▼

Expert Reports

株式会社デンソー

1

加藤 寛敬

…競技課題の内容

・ワークと呼ばれるプラスチック製の円筒容器につい
て、色（黒、赤、銀、透明）
、表裏、インナーの状態
と有無をビジョンセンサ等にて判別し、仕様書通り
の流動、組付け、格納をする自動化生産ラインの製
作とメンテナンスを実施する。
Task A1 : ハンドリング sta. とジョイニング sta. の
組立、調整、プログラミング、稼働
Task A2 : メンテナンス
Task B

: ３マガジン sta. の組立、調整、

		 プログラミング、稼働
Task C

: ビジョンクオリティ sta. の組立、調整、
プログラミング、稼働
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Task D

: メンテナンス ( 時間の都合により未実施 )

Task E

: 最適化

左：森本（ハード担当） 右：松本（ソフト担当）

評価報告書

2

▼

…競技日程
8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

8 月 23 日
C1

CC
ブリー
フィング

Task A1
（180 分）

昼食

8 月 24 日
C2

CC
ブリー
フィング

Task B
（330 分）

昼食

Task B
（続き）

Task B
アセスメント

CC
ミーティ
ング

8 月 25 日
C3

CC
ブリー
フィング

Task C
（330 分）

昼食

Task C
（続き）

Task C
アセスメント

CC
ミーティ
ング

8 月 26 日
C4

3

Task C
（330 分）

CC
Task E
ブリー
（６０分）
フィング

Task A2
（90 分）

Task A
アセスメント

Task E
アセスメント

…大会前の準備及び
その問題点

CC
ミーティング

工具梱包

スポン
サーディ
ナー

エキスパート会議

た。機器の選定やフォーラムでの仕様確認、機器の
習得に追加の時間を要したため、指導員、選手共に
多忙となった。指導人員に余裕を持たせると良かっ

・海外での合同訓練会は 3 回実施した（2 月ブラジル、

た。

4 月中国、6 月ロシア）
。どの訓練会でも有益な情

・PP 採点 ( 主観採点 ) の見るところや判断基準が各

報と経験を得られたが、渡航準備や工具輸送手配に

国のエキスパート毎に違うので、PP 採点表と照ら

時間を取られ、エキスパート業務や訓練に支障が出

し合わせながら、不明確な点はフォーラムでチーフ

たので、2 回がベストであったと思う。

に確認した。結果的に PP 採点のチームリーダーで

月前にビジョンセンサの情報が展開され準備を進め

4

あったブラジルのエキスパートの厳しい採点を事前
の合同訓練で体験できたのは良かった。

…競技の実施状況及び評価

Expert Reports

・大会６ヶ月前と 3 ヶ月前にⅠＯリンクの情報、1 ヶ

ア . 競技結果の分析
上位入賞国順位（全 34 ヶ国）
順位

国名

得点

得点

100Scale Mark A(25.00) B(26.00) C(26.00) D(14.00)

E(9.00)

1

TW

Gold

736

98.04

24.67

25.75

25.50

14.00

8.12

2

CN

Silver

733

95.52

24.66

24.03

24.50

14.00

8.33

3

JP

Bronze

729

92.30

24.09

20.95

24.70

14.00

8.56

3

BR

Bronze

729

92.08

24.60

23.21

22.27

14.00

8.00

3

CH

Bronze

729

91.87

23.42

22.00

24.28

14.00

8.17

・日本は 729 点で 3 位であった。
・1 位の台湾は大きなミスなく、ほぼ完璧な出来であった。
・上位入賞国はほぼ常連となっている。
メカトロ
ニクス
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▼

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
・課題の難易度はアブダビ大会とサンパウロ大会の中

できる（ファンクションが違えば同じ Task で複数
回使用可）
。C1 にセカンドチャンス用のチケットが
4 枚配られた。

間程度だと感じた。ハードの難易度はそれほど高く
なく、ⅠＯリンクやビジョンセンサがメインの課題で

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

あった。

・仲の良いエキスパート同士で課題の問題点や評価

・エキスパートは C-3 にて 3 分ほど課題実物の流動を
見せてもらえた。

合同訓練をした国（インド、ロシア、香港、シンガポー

・ C-2 のファミリアライゼーションにて、支給される

ル、ブラジル）のエキスパートと密に話をした。そ

ジョイニング sta. の操作と、Task C で使用するビ

れ以外のエキスパートにも質問したらフレンドリーに

ジョンセンサ⇔ PC 間の通信設定を実施した。
（通信

対応してくれた。他国のエキスパートからの情報の

設定をする PC は 1 台でも 2 台でも可能であった）

有無は仕様書の理解に大きく影響する為、各国のエ

・禁止工具の認識がエキスパートや訓練会ごとに違っ

キスパートとコミュニケーションをとることは非常に

ていたので、フォーラムでチーフに確認した。
・選手は大会開催組織が提供する USB しか使用でき

重要である。
・C1 のブリーフィング（課題検討＆質問）にて開始

ないルールである。持参の USB を使用したい場合、

2､ 3 分ほどで質問が多発し、収拾がつかなくなり進

C-4 でチーフに持参 USB を預け、C-2 でチーフの

行に支障が出た。対策として初めに 10 分間のリー

監視のもと使用することが許可された。持参 USB

ディングでテストプロジェクトを理解してもらい、そ

は C4 で返却された。

の後 10 分間クエスチョンタイムに変更すると指示

・コンベアとマガジンに対して、透過型センサと反射

Expert Reports

シートの不明確な部分を話していた。日本は一緒に

があった。しかし C2 で変更しても質問は絶えず、

型センサが多めに支給され、各場所にどちらのセン

30 分ほどで打ち切りとなった。選手からの質問の数

サを使用するか選手が決める仕様があった。

が多く全内容を把握できないと訴えがあり、C3 では
質問内容と回答のまとめが競技前に翻訳付きで配布

ウ . 採点方法とその評価

された。

・採点チームは 3 人 1 組で、PLC が 4 チーム、I/O

・ブリーフィングでは通訳が必要なチームの席がエリ

が 3 チーム、PP が 1 チームだった。日本は I/O を

ア中央に指定されていた。質問はチーフの目に留ま

担当した。何か問題があるとチームのリーダーが集

るチームが多く指名され、エリア中央に座った日本

合し協議の上で決定していたので、リーダーになる

チームは多く指名された。

ことも重要である。リーダーはエキスパート経験が 2

・会議はエキスパートに通訳を合わせると 50 人（選

回以上で英語が話せることが最低条件だと言われた。

手を含めるブリーフィングでは 120 人）となり基本

・採点時のセカンドチャンスの運用が変更になった。

マイクを使用した。マイクを使用したことで SCM や

アブダビでは、Task ごとに 1 回、セカンドチャンス

チーフの声がこもって聞こえづらく、マイクの声が

（再流動）が可能であった（Max6 回）
。カザンでの

ほとんど聞き取れない状況で選手は不安を感じてい

セカンドチャンスは Max4 回に制限された。そして

た。

ファンクションごと（ IO、一般的な生産機能、生産

・競技中、通訳は選手の対応に集中するため、エキス

の品質と信号、タッチパネルなど）に 1 回のみ実施

パートがタイムキーパーや採点をする時は、他国の
選手や通訳と英語で会話する必要がある。
オ . トラブルと対応
・TOOLBOX のサイズを間違え規定を超える容量の工
具を持ち込んでしまったが、C-2 にて必要なものを
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選別して規定容量に抑えればよいという回答があり、

大きな支障を出さずに対応出来た。
・Task B にて評価シートの理解違いで大きな減点を

6

…今後の課題、展望

した。選手、エキスパート共にこの採点に納得でき
なかったので、技術代表と技術代表補佐を呼んで

・課題の翻訳は 67 ページあり、与えられた時間は

チーフに抗議したが却下された。事前に、評価シー

15 時間だった。通訳さんと 2 人で進めたが、時間

トの不明確な部分を指摘するべきであった。提出し

が足りず C2 までかかった。翻訳中に課題の修正

た 8 チームの内 4 チーム（日本、韓国、香港、シン

が頻繁に入り非常に混乱した。評価シートをフロー

ガポール）が同じ間違いをした。この 4 チームは抗

チャート化するなどし、翻訳時間を低減することで

議の影響で、C3 の競技が昼からのスタートとなった。

課題の内容検討の方に時間を費やしたい。
・最終日のエキスパート会議でチーフから、今後の課

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

題は翻訳無しの英文のみで競技しないかと提案が
あった。今回はアジア圏の強い反対があり却下され
たが、いつそのように変更されても良いよう準備が
必要である。

・中国、ブラジル、ロシアでは国際予選会で 2 ～ 3

・ヨーロッパでは国際大会の裏年にユーロスキルズが

チーム選抜し、国際大会の本番直前まで競わせて

開催され、大会の情報と経験値は日本の２倍である。

いる。

日本も国際大会の裏年にユーロスキルズへのオープ

・他国では国際予選会と国際大会の競技ルールが同
じ国が多い。日本も同一にするべきである。

ン参加やアジアンスキルズへの参加を検討するべき
だと思う。
・ 今回国際大会に挑戦するにあたり、分科会のメン
バー（過去の国際大会参加企業）に多大なるご支援
感謝している。この分科会の連携を更に高めていけ
ば、日本の強みになると感じている。

メカトロ
ニクス
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とご指導を頂き、過去の大会課題までお貸し頂いて
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05

▼

機械製図CAD
Mechanical Engineering CAD

所属・氏名

▼

Expert Reports

株式会社日立ハイテクノロジーズ

1

水尾 考志

…競技課題の内容

2

…競技日程

C1 （モジュール 1)：

C1 （モジュール 1）：6 時間

ラジコンのモータ保持部品を 3D モデルおよび 3D プリ

C2 （モジュール 2)：6 時間

ントで作成。搬送装置の搬送部を設計し 3D モデルおよ

C3 （モジュール 3)：6 時間

び動作アニメーション作成

C4 （モジュール 4)：4 時間（2 時間で提供部品回収）

C2 （モジュール 2)：
与えられた図面から溶接部品の 3D モデル、アセンブリ
を作成。アセンブリモデルを用いて動作アニメーション

3

の作成。

…大会前の準備及び
その問題点

C3 （モジュール 3)：
産業機械部品の 3D モデル、アセンブリモデルを作成。

準

備：大会と同仕様の CAD、3D スキャナを用い

作成したモデルを用いて分解アニメーションを作成。

て、主に自社で製作した課題を使用して訓練

C4 （モジュール 4)：

を実施。海外競技会には中国・広州競技会と

自動車部品を測定工具や 3D スキャナを使用して測定。

韓国・北東アジア競技会に参加した。

測定した値を元に 3D モデルおよび図面を作成。

問題点：3D スキャナの型式がインフラリストに記載
されたのが 19 年 5 月であった。そこから
手配して納入されたのが 7 月であったため、
3D スキャナを使用した訓練があまりできな
かった。自社で製作できる課題数に限りがあ
るため訓練の終盤は反復練習が主となり、多
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様な機構の理解や応用力を伸ばしづらい。

評価報告書

4

▼

…競技の実施状況及び評価

オ . トラブルと対応
・競技前のブリーフィング時に日本の PC だけ図面を
見るためのソフトウェアが入っていなかったことが

ア . 競技結果の分析

判明し、急いでインストールしてもらった。

700 点スケールで 722 点、100 点満点で 43.59 点。

C-2 でインフラリストに記載されているソフトウェ

31 人中 6 位であった。前回大会と比較して作業量が

アはすべてチェックすべきであった。

大幅に増加しており提出物をすべて完成させることが
できない選手が多かった。

・3D スキャナを使用したことで PC がフリーズする
トラブルが各国で多発していた。
トラブルによるロスタイムは申告することで競技時

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

間が延長された。

状況、評価
課題： 課題量が多かったこともあり課題文の翻訳量も
多く、
翻訳時間が足りなかった。
そのため、
内容をチェッ
クする時間がなく翻訳ミスを修正できなかった。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

作業場： PC、測定工具、3D スキャナは大会側で準備
された。座席は抽選制ではなくすでに決められた番号

SCM が日本のエキスパートが毎回変わることを気に

の作業場で競技を行った。

している。他国のエキスパートは継続して参加して
いるところが多い。
また、日本は全国大会と国際大会とで課題が大きく
異なるにもかかわらず、他国と比べて国際大会に向
けての訓練期間が 8 か月と短い。

Expert Reports

6

…今後の課題、展望

ウ . 採点方法とその評価
4 人一組であらかじめエキスパート同士で決めた採点

・他国は 2 ～ 3 年間の訓練をしているが日本は国際

基準に従って採点する。

大会に向けて 8 か月しか訓練期間がないため、メダ

採点基準の決定にはベテランエキスパートの意見が重

ルを獲得することは難しい。選抜時期を 1 年前倒し

視された。

にするなど改善が必要である。
・国際大会の課題は年々変化しているため、国内大会

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
ベテランエキスパートに教えてもらいながら競技運
営をすることができた。当職種は全体的にエキスパー
ト同士仲が良くエキスパート間でのトラブルなどは
なかった。

もその変化に対応する必要があると思われる。
・今回は中国・広州競技会と韓国・北東アジア競技会
に参加したが、海外での競技会参加は有効であるた
め積極的に参加すべきである。
・ベテランエキスパートの意見が重視される傾向にあ
るため、日本代表となる企業が変わっても
同一人物が継続してエキスパートを務め
られるよう環境整備が必要となる。
機械製図
CAD
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▼

CNC旋盤
CNC Turning

所属・氏名

▼

トヨタ自動車株式会社

石井 優介

1. 開催場所
Expert Reports

開催地：ロシア連邦 タタールスタン共和国 カザン
会場：｢Kazan Expo｣

2. 大会日程

3. 日本参加者・選手結果
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◆人口：約１億 4 千万人（2018 年）
（カザン 120 万人）
日本との時差：− 6 時間

選手：公文 未歩 トヨタ自動車（株）銀メダル
エキスパート：石井 優介 トヨタ自動車（株）

ゴリア（MN）
、
ノルウェー（NO）
、 タイ（TH）
、 ロシア（RU）
、 ベト
ナム（VN）
、 インドネシア（ID）
、 ベラルーシ（BY）

４. 参加国（２8 ヶ国）

５. 競技概要

シンガポール（SG）、韓国（KR）
、スイス（CH）
、フ
ランス（FR）
、イギリス（UK）
、台湾（TW）
、カザフス
タン（KZ）
、オマーン（OM）
、
フィンランド（FI）
、 カナダ（CA）
、 ブラジル（BR）
、
デンマーク（DK）
、 中国（CN）
、 コロンビア（CO）
、
南アフリカ（ZA）
、
ドイツ（DE）
、インド（IN）
、 日本（JP）
、オーストリ
ア（AT）
、スウェーデン（SE）
、オランダ（NL）
、モン

競技開始時に初めて公開される図面の通りに課題を製
作、提出する（1 日 1 個で 3 日間実施）というもので、
次のような技能が求められる。
Ⅰ）図面を正しく理解出来る
Ⅱ）CAD・CAM ソフト（Master CAM）を利用した
工程設計、プログラムが出来る
Ⅲ）加工設備を確実に操作し、求められた精度で加工
が出来る

評価報告書

▼

○競技内容と作業時間
◆３日間で３課題実施。1 課題４時間で実施する
（モジュール方式を採用）
※ 4 日目のチームチャレンジは採点対象外
○競技実施方法
◆選手を２つのグループに分け、時間をシフトさせて
実施。
◆加工設備は２選手で 1 台を共用、PC は 1 選手 1 台
与えられる
○採点・評価
◆採点表に基づき主観と客観を評価。
採点表に指示が無い寸法は、採点対象外。
◆今大会より EXP に測定訓練・テストが設けられた
○前回大会との変更点
●課題内容のシークレット化
Module1 ～３の内容の事前決定はなく下記の要素
から選定される
・Single Part（単品課題）

・Retouch work（荒加工された支給材料から最終形
状に加工する課題）
・Mass Product（数種類もしくは 1 種類の部品を複
数個生産する量産課題）
・Assembly（複数部品を加工し組付ける課題）
・Customer Change（競技途中に課題の寸法変更が
追加で与えられる）
●課題の３D モデル（STEP ファイル）支給
・デザインの一部が抜けたモデルが支給され、作図に
利用できる（寸法公差中央で作成されたもの）
・最終的な製品は紙の図面通りになるよう加工を行う
●生爪の持ち込み禁止
・ 支 給 さ れ る 生 爪 を 使 用（ ス チ ー ル : 高 さ
42mm&80mm アルミ : 高さ 42mm&80mm）
・上記 4 セットのみ支給、追加支給はなし
●一部工具の持ち込み禁止（ローリングセンタ、ボー
リングスリーブ）

６. 競技用設備 / ソフトウェア

Expert Reports

７．競技スケジュール
○ 選手は午前・午後の２グループに分かれて競技を実施
○ 日本は 3 日間共に午前グループで競技を実施
○ 競技時間は合計 12 時間となる（4 時間×３日間）
○ 4 日目は選手が 2 チームに分かれ、チーム毎に課題

を製作するチームチャレンジ競技を
実施（採点対象
○ 1Module の課題の時間配分は以下
の通りである

CNC 旋盤
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▼

①自国のエキスパートとの打ち合わせ
（CC Time）: 15 分
② SCM より課題の概要説明：5 ～ 10 分
③工程検討を行う Study Time:15 分

④プログラミング：45 分
⑤機械操作・プログラミング：3 時間 15 分
⑥清掃：30 分

８. 競技課題
課題の選定は、前回、前々回と同様に外部機関（今大会も SCM：Skill Competition Manager）に課題設計を依頼
する方式。また、課題図面は競技開始まで EXP にも公開されず、図面の不備がある場合には都度修正を指示する。

Expert Reports

Module1…1 つの部品を 10 セット製作する量産課題
※直径寸法の 2 か所が部品ごとに異なる寸法指示をしたミーリング加工の追加課題が与えられる
材 質：真鍮（DIN2.0401）
材料寸法：φ40×104mm
Module2…３種類の部品を治具（選手が競技時間内に製作する）
を用いて製作する課題
材 質：①工具鋼（DIN1.2379）② -1、② -2
真鍮（DIN2.0401）
材料寸法：①φ100116mm×②φ60×30mm
治具材料：①工具鋼:φ50×130mm
Module1 外観
②材質不明 :φ10×150mm×2pcs
③ M10ユニクロナット×２pcs
④ M10 用ワッシャー
※製作した治具は評価されない（採点対象外）

Module2
②部品外観

Module3…2 種類の部品を製作し組み付ける課題
材 質：①、②低炭素快削鋼（DIN1.0737）
材料寸法：①φ100×135mm×②φ50×75mm
Module4…国際宇宙センターの模型（チームチャレンジ）
材 質：アルミニウム（詳細は非公開）

９. 競技運営
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１）役割分担
SMT チームにより選定された各リーダーを中心に役割
分担される
・TaskManager １（ショップ・フロア責任者）：
デンマーク
・TaskManager ２（測定評価責任者）
：ドイツ
・TaskManager ３（測定評価責任者）
：スイス
・チーム１リーダー：オーストリア
・チーム２リーダー：ブラジル

Module3 外観

Module4 外観

・チーム３リーダー：スウェーデン
※日本はこのチームに配属
・チーム４リーダー：南アフリカ（EXP の WEB 事
前準備不足により測定担当外
のチーム）
開始・終了合図、メディア対応、主観と客観評価、選
手監視役、課題回収は SMT チームが準備したスキル
マネジメントプランに加え、各チームリーダーの指示
をもとに運営する
２）Familiarization の準備

※ Familiarization とは、選手が大会で使用する機器
の操作に慣れるための習熟期間である
合計 8.5 時間（機械：4.75 時間、MasterCam：3.75
時間）の練習が実施された
３）競技中の動き（エキスパート : EXP）
①競技課題素材と採点項目表の準備
※採点項目表とは、採点する項目と点数が書いてあ
る表のことであり、競技開始後に外部機関が準備し
た採点項目表の内容を確認する
② CC(Compatriot Communication)- 競技前に行う
選手との話し合い ( 課題図面は未公開 )
③競技開始（終了）合図と作業時間の計測
④選手からのリクエスト対応（質問、機器トラブル等）
※リクエスト対応は、交代で行う
⑤採点

・輸送用木箱サイズ（2.8㎥）に変更はなし
・作業台車で選手が隠れるようになるものは禁止
（上部蓋が衝立のように開き固定されるもの）
3）運営方法に関して
・役割分担・課題委託先・評価項目決定に関しての意見・
議論を行ったがすべての責任はスキルマネジメント
チームにあり、そこで判断・決定されると SCM よ
り発言があった

12. 運営面の特記事項
今大会、半分の EXP が新人ということから測定に関
する実技テストが実施された
全員パスしたが 3 人 1 組の測定チーム分けをする際に
結果を考慮されているように感じた
（常連国、選手経験 EXP を中心に新人を配置している）

10. 採点・評価

表彰
金
銀

敢闘賞

国
中国
スイス
ブラジル
日本
タイ
韓国
デンマーク
ロシア
ドイツ
台湾
オーストリア
ベトナム
シンガポール
フランス

選手名
Xiaocheng Huang
Lukas Albert Muth
Leonardo Escola
Miho Kumon
Wuttichai Pligsang
Deuk-Hee Jung
Casper Rasmussen
Egor Zhadan
Simon Pankraz
CHUNG HSUAN LIN
Alexander Absmann
PhanVan Quoc
Alex Ong
Gabriel SAINTRAIS

得点
766
751
750
749
745
744
730
728
726
722
719
717
708
702

11. 次回大会に向けた主な議題
１）持ち込み工具について
・特定の VDI ホルダーを持ち込むことを認める
※スルークーラント式（内部給油）に対応したもの
のみ、回転工具は不可
持ち込み制限個数は４つに決定
（暫定、今後の IL 更新等により変更する可能性あり）
2）作業台車について

…今後の課題、展望
今回当職種では JAVADA・全国大会競技主査・スポ
ンサー・関係企業の皆様のご尽力により、国際大会に
合わせた選抜方式を実施、代表選手を前倒しで選考・
訓練することが出来た。
国内選抜大会訓練期間を含めた 1 年 8 か月という訓
練期間を得たことにより、諸外国選手の訓練期間に近
づきこれまでよりも充実した訓練を行うことが出来た。
またこれまでの大会では納期等の観点で諦めていた海
外材料・設備・工具・測定器などを揃えて訓練を実施
することが出来たことはとても良かった。
技能面で圧倒的に不足していた CNC 機械操作の習熟、
CAD/CAM のプログラミング技能が追及出来たとと
もに、他国との交流を図れた点はとても大きな成果と
なった。選手自身の海外経験の重要性はもちろんだが、
EXP 間での交流を図れた点は大会本番での心強さに
なり運営においても役立ったと感じる。
しかしながら大会ごとに難度が高くなり、多様化する
課題に対してこれまでにない技能が求められると感じ
た。より職業としての幅広いスキルが求められる内容
に対して様々な方向性でレベルアップを図る必要があ
る為、チームジャパンとしての協力体制を構築する努
力を行いたい。
今大会の出場に当たり、JAVADA 様、全国大会競技
主査・競技委員様、職種別分科会委員様、国内大会参
加企業様に多くのご協力・ご支援を頂きこの成績に
つなげることが出来た。
感謝申し上げるとともに、今回の経験を
次世代へつなげられるような活動を
継続していきたい。
CNC 旋盤

Expert Reports

１）方法
①３名のエキスパートによる主観、客観評価。
②事前に作成した採点表に基づき採点。全て採点
表どおりに採点。
２）集計
①採点終了後、採点シートの記入ミスをチェック。
②間違いが無ければ CIS 担当者（EXP 以外、今
回はボランティア）がパソコンに入力
③パソコン入力後、入力値が間違っていないかを
国別に採点シートを見て確認し署名する。
④システムにより、700 点スケールに自動計算さ
れる。
３）採点結果
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▼

CNCフライス盤
CNC Milling

所属・氏名

▼

Expert Reports

群馬県立高崎産業技術専門校

石井 尚正

…競技課題の内容

1

モジュール１：競技用材料はアルミニウム（A6061）で、大きさは 90㎜× 90㎜× 45㎜。
表裏の 2 面加工し、作業時間は 4 時間 15 分。
モジュール２：競技用材料は鉄（S45C）で、大きさは 150㎜× 100㎜× 50㎜。
表裏の 2 面加工し、作業時間は 6 時間 15 分。
モジュール３：競技用材料は鉄（S45C）で、大きさは 150㎜× 100㎜× 50㎜。
表裏横の 3 面加工し、作業時間は 7 時間。

…競技日程

2
8：00

10：00

12：00

工具準備

144

14：00

モジュール 2
（機械加工）
3 時間 30 分

工具準備

モジュール 2
（プログラミング）
2 時間 30 分

C3
C4

13：00

モジュール 1
（プログラミング・機械加工）
4 時間 15 分
図面検討

C2

11：00

15：00
図面検討

図面検討

C1

9：00

16：00

17：00

モジュール 3
（プログラミング）
2 時間 45 分

モジュール 3
（機械加工）
4 時間

18：00

評価報告書

3

▼

…大会前の準備及び
その問題点

対策が整っていたようであるが、日本選手はこの課題
の寸法得点が 50％しか取れていなかった。しかし、
モジュール 2 および 3 は練習を重ねてきた大きさや形

・競技会場および競技用機械
競技用機械については問題なかったが、使用するパ

状だったため、完璧に近い得点を得ることができた。
このことから銀メダル（3 位）を得ることができた。

ソコンのキーボードとマウスの型式がインフラリスト

金メダル 中国（92.82 点）

に掲載されたものと異なるタイプが準備されていた。

銀メダル 韓国（89.11 点）

ワークショップマネージャーは同じものを揃えようと

日本（89.02 点）

町中の店を探したが間に合わず、準備されたものを

ベトナム（87.96 点）

使うこととなった。
選手は対応して作業を行っていた。

銅メダル タイ（86.21 点）

・テストプロジェクトの提示
モジュール毎にプレゼンテーション（立体モデル）
と製品が提示された。製品は見るだけで、手に取る

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価

ことはできない。また、メモは禁止され、競技で使

課題については外部デザイナーではあるものの、モ

用する図面は提示されなかった。課題の提案者は、

ジュール２についてはロシアの国内大会で酷似した図

前回大会までドイツのエキスパートであった。

面が使われていて、優位だった選手もいたと思う。事

モジュール 1 は過去の大会課題に比べて小さな作品

前に各国の国内課題を調査し入手していたため、指導

であったため、材料固定の難しさが際立ち、選手に

員や選手に一度でも見せておけば良かったのにと大い

課された課題の中で最も難しい課題であった。

に悔やまれる。競技エリア内に準備された機材につい

・ディスカッションフォーラムの決定事項が会議で

ては問題なく使用することができた。

覆る
ウ . 採点方法とその評価

加工法は守るべきであり、指示以外の加工法はすべ

メジャメントは三次元測定機のプログラムを使って測

きでないと確認していた。しかし、準備期間中に選

定しているため、すべての選手に公平であるといえる。

手の持参工具を確認したところ、指示された工具を

また、測定値は選手の申告と相違は無かったため、測

持って来ていない国が 10 カ国（31 カ国中）あった。

定方法は安定していたものと思われる。ジャッジメン

会場に予備で準備された工具類は 3 組だったため、

トはモジュール毎にエキスパートが指名されて評価を

全員に等しく貸し与えることができないため、必

行った。評価にあたっては C-2 および C-1 で水準調

ずしも指示通りに加工をしなくても良いことになっ

整のために実物モデルを使った練習が行われ、その後

た。日本を含め多くの国は工具を準備し、費用と時

に能力評価試験が課された。チーフエキスパートから

間をかけて訓練を行ってきたが、ディスカッション

評価試験が通過できないとジャッジメントの担当から

フォーラムでの決定事項が覆ることにエキスパート

外されると伝えられていたため、エキスパートの多く

から不満の声が上がっていた。

は真剣に練習を行っていた。このためか一定の評価水

Expert Reports

ディスカッションフォーラムでは図面に指示された

準は保たれていた。

4

…競技の実施状況及び評価

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
チーフエキスパートが神経質になり、時に大声で指
示を与えていたことが気になった。CNC フラ

ア . 競技結果の分析

イス盤では競技ルールに抵触する疑いの

１日目に実施されたモジュール１が予想外に小さな形

事象や、保護具の未着用などがあり、

状だったため、製品の固定に時間がかかり、加工のす

エキスパート間の関係が良くなか

べてを終えることができなった。日本以外の上位国は

った。また、特定のエキスパートに

CNC
フライス盤

145

評価報告書

▼

不満を持つ人も現れ、信頼関係がやや崩れてしまっ

今後のディスカッションフォーラムで議論の予定。

た大会になってしまった。大会期間中のコミュニケー

※３D モデル（STEP 等）の提供

ションは重要である。
オ . トラブルと対応
トラブルには国内訓練において様々な事象を想定して
対策を練った。その成果もあり菊池選手は大きなトラ
ブルには巻き込まれず順調に作業を進めることがで
きた。しかしながら、機械操作のミスによって機械の
一部（プラスチック部品）を破損させてしまった。も
ちろんこれによる時間的な救済措置は与えてもらえな
かった。それでも、失う時間は最小限で作業を終える
ことができた。

３D モデル（正寸）が提供され、図面には公差が記載
されている。選手は与えられたモデルを参考に、図面
のとおりに製作する。
（産業界では３D モデルと図面が
クライアントから提供されることが多い）
※組立てモジュール
２個の製品を製作し、部品寸法と共に組立て寸法を評
価する。これら製品の大きさは 100mm × 50mm ×
50mm 程度とこれまでのモジュールの大きさより小さ
い。そこで日本は組み立て寸法の参考例として、技能
五輪全国大会フライス盤課題を提示した。
※与えた図面の設計変更
選手に与えた図面について、競技時間が一定時間経過

Expert Reports

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

後に設計変更として図面の一部の変更を指示する。図
面変更も産業界で通常行われていて、選手の現場対応
力が試すことができるとしている。

CNC フライス盤職種は図面から加工プログラムを作

※ Production Run（産業生産）

成し、材料を切削加工する競技である。上位国の選手

評価対象を製品だけでなく作業時間も評価対象とされ

との違いは CAD/CAM と呼ばれるソフトウェアで図

るべきで、製品加工のための時間を計測し時間の短い

面をデジタルモデル化する作業や、そのモデルから加

選手を優位とする方法の採用。

工プログラムの作成が短時間でできることである。日

※工具形状や刃長の制限

本の選手は難度の高い課題が出題されるとデジタルモ

ドリル／リーマの工具長：工具径の５倍の工具

デル化に時間がかかり、加工開始が遅くなり作業時間

エンドミルの工具長 ２種類：工具径の２倍および３倍

に余裕が無くなる。このことから測定や確実な加工が

の工具

十分にできず、寸法を外してしまうことや、未完成で

面取り工具の制限：工具径および先端処理なし（工具

提出することもある。しかし、中国の選手は作業時間

先端を平らな形状にしないこと）

管理が徹底されているようで、競技終了間際まで慌て

スレッドミル
（ねじ加工用）
の工具径：φ12（M30×1.5

る様子もなく落ち着いて作業をしていた。

M42 × 1.5）

他国のエキスパートからの評価として、とりわけドイ

CNC フライス盤職種は第 43 回大会（サンパウロ大

ツやスイスのエキスパートは元選手の若いエキスパー

会）からテストプロジェクトが外部デザイナーによっ

トのため CAD/CAM 作業にも精通していて、菊池選

て提供された。当時は先進的な取り組みだったが、そ

手の作業ぶりをよく観察していたらしく作業を終えた

の後課題の進化はほとんどなく、難しさだけが際立っ

後に、迅速な作業、整理整頓された作業台、的確な測

てきている。また今大会までは持参する工具の制限は

定が素晴らしいと褒めてくれた。

無かったため、参加選手間で公平性にやや欠ける点が
あった。このことから、次回大会は工具に関する制限

6

…今後の課題、展望

C+1 のエキスパート会議において、次回大会に向けて

146

新たな課題の提案があったが、決定事項ではないため、

が加わることが予想されるため、エキスパート間
の考えを SNS やディスカッションフォー
ラムで入手し、課題の方向性を確認
することが必要であろう。

CNC
フライス盤

職種
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▼

石工

Architectural Stonemasonry

所属・氏名

▼

香川県石材施工技能士会
白井文雄石材店

…競技課題の内容
Expert Reports

1

白井 保浩

モジュール 1 ： テンプレートの製作
モジュール 2 ： 文字彫り・彫刻
モジュール 3 ： 成形部材 2 個

2

…競技日程

競技時間 22 時間
C1

C3

モジュール 1

10：00 ～ 12：00

モジュール 3

08：45 ～ 10：30

モジュール 2

13：00 ～ 15：30

モジュール 3

10：45 ～ 12：00

モジュール 3

15：45 ～ 17：00

モジュール 3

13：00 ～ 14：00

モジュール 3

15：00 ～ 17：00

C2
モジュール 3

08：45 ～ 10：45

C4

モジュール 3

11：00 ～ 13：00

モジュール 3

08：45 ～ 10：45

モジュール 3

14：00 ～ 15：15

モジュール 3

11：00 ～ 12：30

モジュール 3

15：30 ～ 17：00

石工
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▼

…大会前の準備及び
その問題点

4

…競技の実施状況及び評価

今大会に使用する石材のサンプルはロシアからは出せ

ア . 競技結果の分析

ないと事前にディスカッションフォーラムで知らされ

競技に使用された石はロシア産の石灰岩でした。

ていたので、ブラジル、アブダビ大会に使用された石

日本の選手にとっては扱いにくい素材でしたがよく時

を参考に訓練してきました。全国大会とは全く違う素

間内に完成させてくれたと思います。ただ、競技エリ

材なので、扱うツールも早い段階で手に入れて訓練し

アが全国大会とは違って隣が見えない分、自分のペー

ました。実際に大会で与えられた石は想定していた石

スがつかめないまま競技を進めた結果、焦りからか表

に近かったので競技には問題なく取り組めていたと思

面仕上げ・稜線・角といった所の精度が悪かったため

います。

評価が低かったと思えます。
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
競技課題は 1 月 22 日ディスカッションフォーラムで
の投票でスイスの案に決まりました。また、大会での
30％変更は現地に各国のエキスパートが変更案を持
ち寄り投票でイギリスの案に決まりました。西洋の家
の玄関の屋根の一部のような図案で、作ったことのな
い形だったので選手は非常に苦労したと思います。

Expert Reports

作業場は、少し狭い印象でした。気温、明るさなどは
全く問題なく競技が行われていました。
ウ . 採点方法とその評価
採点をするにあたり、どこを評価するかはエキスパー
ト全員で決めて班分けをして効率よく進めてはいまし
たが、時間内に完成しなかった選手に減点とか失格み
たいなものがなく、出来てるところまで審査するとい
うのに違和感を感じました。
11 か国中 3 か国のみ完成。
（日本・韓国・フランス）
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
石工職種は人数が少ないためアットホームな雰囲気
ですごくいいチームでしたが、ヨーロッパのエキス
パート達だけで話すときにドイツ語で話してるのは
あまり良い気分ではなかった。
オ . トラブルと対応
大きなトラブルはなかったが CE から次回（上海大会）
から公式ではなくて非公式の大会になると告げられま
した。
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5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

6

…今後の課題、展望

外国の人達は一度口に出したことは訂正しません。

国際大会出場が決まってから石灰岩の練習を始めます

自分の意見を押し通そうとします。

が、全国大会時に大理石、もしくは石灰岩を使った大

日本人は訂正したり、引いたりしますが相手による

会にしたほうが選手も戸惑うことなく後の国際大会の

と、日本人は優柔不断だ、と思われがちなのでその

練習に励めると思います。

あたりを気を付けたいと思いました。

国際大会に向けての訓練は最低でも 1 年間は欲しいで
すね。

Expert Reports

石工
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職種

09

▼

業務用ITソフトウエア・ソリューションズ
IT Software Solutions for Business

所属・氏名

▼

Expert Reports

職業能力開発総合大学校
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大野 成義

評価報告書

1

▼

…競技課題の内容

—— 第六セッションはデスクトップアプリケーション
の開発である。掘削機械のメンテナンスや修理等の状
況を統計的にビジュアル化して表現するシステムを開

—— ビジネスで使用される業務用のソフトウェアを開

発する。本来、グラフ化の技能を競う課題のはずであ

発する競技内容である。具体的にはカザンという土地

るが、グラフ化自身はそれほど複雑なことは要求され

柄から架空の石油掘削会社をテーマに、その業務用ソ

ていない。むしろ、データが複雑で要求仕様が細かい

フトウェアを開発する。７つのモジュール（セッション）

ため、開発スピードが問われる。やはり多くの選手は時

に分かれている。Android アプリと Web API のモバ

間が短かったと嘆いていた。

イル開発が３モジュール、デスクトップアプリケーショ

—— 第七セッションは分析、設計の課題である。英語

ンの開発が３モジュール、分析・設計が１モジュールで

でドキュメントを作成しなければならないが、長い文章

あった。

を書く必要はなく。図や表の作成が中心であり、専門

—— 第一セッションはモバイル開発で、石油会社の

用語を英語で記述すれば十分である。ドキュメント作

もつ掘削機械等の資産管理システムを開発する。デー

成であるため、ジャッジメント採点があり、そこで高得

タは与えられており、それをデータベースに格納し、

点は難しい。

Android 端末からアクセスできるように Web API も
開発する。Android アプリを開発することが中心にな
るはずだが、Web API が開発できるかどうかで明暗が
分かれた。

2

…競技日程

—— 第二セッションはデスクトップアプリケーション
—— 各セッションを半日で実施し、７セッションを３日

産の管理担当者にするか登録するシステムを開発する。

と半日で全て実施した。３つのモバイルセッションはト

比較的基本的なシステムなので、どの国の選手もかな

ラブルが多く時間延長もあった。ドイツの選手は２日目

り完成度が高かった。

の第三セッションでシステムがクラッシュした。その選

—— 第三セッションはモバイル開発である。掘削機械

手は２日目の競技が終了した後で第三セッションをやり

のメンテナンススケジュールをデータベースに登録し

直した。モバイルセッション以外の４セッションは比較

たり、確認したりするシステムの開発である。第一セッ

的質問も少なく、トラブルもなかった。３つのモバイル

ションと同じく Web API の開発ができるかどうかで大

セッションは３時間で他の４セッションは２時間半と少

きく分かれる。

し競技時間が短い。

Expert Reports

の開発である。石油掘削会社の社員を登録し、どの資

—— 第四セッションはデスクトップアプリケーション
の開発である。掘削機械の異常を登録し、修理や対応
を記録するシステムの開発である。データが複雑で要
求仕様も多いため、かなりの開発スピードがないと高
得点は望めない。多くの選手は時間が短かったと嘆い
ていた。
—— 第五セッションはモバイル開発である。埋蔵され
ている原油の状況をビジュアルに表示するシステムを
開発する。本来はビジュアル化の技能を競う課題のは
ずであるが、第一、第三セッションと同じく Web API
の開発ができるかどうかで明暗が分かれる。
業務用 IT ソフ
トウェア・ソ
リューションズ
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評価報告書
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3

▼

…大会前の準備及び
その問題点

4

…競技の実施状況及び評価

—— 前回大会終了後から各国のエキスパートと情報

ア . 競技結果の分析

交換を行ったが、ディスカッションフォーラムでの議

—— 結果的には 100 点満点で 28.27 点。27 名中の

論はほとんどなく、SNS を使った。最初はあまり活

20 位であった。

発ではなかったが、大会１年前のアセアン大会が実施

セッション 1 が 0.7 / 16.5 点、
正解率 4.2%。セッショ

されたあたりから情報発信が多くなってきた。このア

ン 2 が 7.7 / 9.5 点、正解率 81.1%。セッション 3

セアン大会には本大会で銀メダルであったインドネシ

が 3.95 / 16.5 点、
正解率 23.9%。セッション 4 が 4.9

アの選手も出場しており、この時点ですでにかなりの

/ 16.5 点、正解率 29.7%。セッション 5 が 2.15 /

開発スピードを持っていることが確認できた。12 月

16.5 点、正解率 13.0%。セッション 6 が 4.2 / 16.5

には日本代表選手と一緒にアジア大会に出場した。イ

点、正解率 25.5%。セッション 7 が 4.67 / 8 点、正

ンドネシアの選手だけでなく、本大会で金メダルで

解率 58.4%。

あった台湾の選手も出場していた。二人は満点争いを

—— セッション 1 の正解率が最も低く、モバイル開

し、このときは僅差でインドネシアの選手が金メダル

発課題に適応できなかったためである。次に正解率が

であった。日本選手はそもそもまだ開発環境に慣れて

低かったのはセッション 5 である。このセッションも

おらず、この大会でやっとデータベースにアクセスす

モバイル開発課題であり、3 日目でも十分対応できな

るアプリケーションが書けるようになった。４月頃に

かった結果である。セッション 2 は高正解率であった

ドイツでヨーロッパの選手が集まって競技会をしたよ

が、比較的簡単な課題であり、配点も小さかった。選

うであるが、これは事前に情報をつかめなかったが、

手本人も手ごたえを感じ、セッション 4 や 6 でも高正

終了後にそこで使われた競技課題の情報を得ること

解率を期待していたが、結果は異なった。セッション

はできた。本大会直前の７月初頭にブラジルで親善競

7 は比較的高正解率であり、他国と比べても平均以上

技会が開催されたので参加した。同じ頃に香港や中国

の出来であった。

で親善大会が開催されるのを期待していたが、香港は
2020 年に開催するとのこと。中国では親善大会は開
催されるものの他の職種のみであったため、遠いけ

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価

れどもブラジルまで遠征した。近くのコロンビアだけ

—— モバイル開発課題のセッションでトラブルが多

でなく、ロシア、韓国、マレーシア、モロッコからも

く発生した。また、モバイル開発課題が３セッション

参加があった。どの選手も開発スピードが速い。日本

も出題されると思っていたエキスパートはおらず、ほ

選手は、この時点でデータベースアクセスはマスター

とんどのエキスパートが不満を漏らしていた。ドイツ

できていたが、読み込みだけであり、書き込みまで十

やブラジルで開催された事前の親善競技会でダントツ

分できていなかった。最終的には一通りの技能をマス

の好成績だったロシアの選手やその選手と競り合って

ターできたと考えたが、スピードがまだ十分でなかっ

いたスイスや韓国の選手は金メダル候補とみられてい

た。敢闘賞をとるためには正解率 50％と予測し（実

た。しかし、３名ともモバイル開発課題でトラブルに

際にはもう少し低かった）
、開発スピードを考えると

みまわれ、敢闘賞にとどまりメダルに手が届かなかっ

きわどいレベルと推測した。しかし、実際にはほとん

た。開発環境に関して、事前に仮想イメージが配布さ

どのエキスパートが予測しなかった Web API 開発が

れて、入手の難しいソフトウェアも利用できたのは大

出題され、そのウエートが多かったため、日本選手も

変よかった。しかし、実際に使われた開発環境は、モ

準備不足で得点が期待以上に伸びなかった。

バイル開発課題用に少し異なった環境だった。ほとん
どの選手はそれに戸惑い、ドイツのようにシステムク
ラッシュを起こしてしまった選手もいた。開発環境の
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違いにも対応できた選手が上位、メダルを獲得したと

考えられる。

パートが同じドイツ語圏の選手（同国ではなくリヒテン

ウ . 採点方法とその評価

シュタインの選手）のドイツ語の質問にドイツ語で回

—— 全エキスパートを６つのグループに分けて、
グルー

答していた。横で思いっきり笑ったらドイツのエキス

プごとに担当するセッションを決めて採点をおこなっ

パートは慌てて英語に切り替えた。やったもの勝ち感

た。セッション数は７なので、あるグループだけが２つ

がある。

のセッションの採点を担当した。この２つのセッション
は配点も低かったので、採点部分の配点が各グループ
でできるだけ同じようにするためである。日本のエキス
パートはセッション３の配点を担当するグループになっ

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

た。グループリーダーは口やかましいドイツのエキス
パートで、
他のメンバーはおとなしいUAEのエキスパー

—— 通訳のいるロシア、中国、ベトナム、イラン、コロ

トと初参加のカザフスタンのエキスパートであった。グ

ンビア、韓国、日本はそれ以外の国と異なり競技課題

ループメンバー全員で採点を行うが、自国選手の採点

の翻訳に時間をかけているため、他の国からは翻訳と

のときだけは採点に加わらない。前回大会ではタブレッ

いいつつ競技課題の解説をしているのではないかと猜

ト端末を使ったが、今回は手書きで行い、SCM に提出

疑の目で見られている。一方、通訳の必要とする国は

した。入力ミスはほとんどなかったようである。

翻訳に十分な時間がないと不満があった。
しかし、
今回、
後者に関して最終的にかなりの時間は確保された。と
いっても、日本は十分ではなかった。日本以外の選手

—— エキスパート間の雰囲気は和気あいあいとして

は翻訳がなくてもかなり英語が読めるが、不安な部分

悪くないが、逆にだらだら感があり、物事の決定が

もあるため翻訳しているだけである。また、前回同様、

クリアでない。CE と DCE はリーダーではあるが、

競技課題の英文がひどいとクレームがあがった。

強権的ではないため何となく進めていく感がある。

—— 技能的に、トップクラスの選手は時間（２年間）

主査がしっかりコントロールして進行する日本の技

をかけて訓練してきている。その結果、作業スピード

能五輪全国大会と全く異なっている。エキスパート

がかなり速い。一年弱程度の訓練ではとても追いつけ

はだらだらと長時間拘束されるため、選手やトレー

ない。

Expert Reports

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

ナーと連絡をとるのが難しい。
オ . トラブルと対応
—— トラブルが頻発し、選手によって１時間以上の競

6

…今後の課題、展望

技時間延長が与えられた。ほとんどが競技用の開発環
境にアクセスできないというトラブルであった。当初、

—— 情報をしっかり収集し、準備をしっかり行えば、

準備していた開発環境は今回３モジュール出題された

英語のハンデがあっても十分戦える。しかし、準備す

モバイル開発に対応しなかったため、慌てて開発環境

る時間の確保が課題である。期間が 1 年近くあった

の修正を行い、検証が十分でなく不安定であったため

としても訓練に充てる時間が毎日十分にとれないと厳

である。日本の国内大会では考えられないことである。

しい。十分な訓練時間を確保する方法を早急に検討し

外部ライターによる競技課題作成が遅れ、環境を整

なければならない。

えるワークショップマネージャーとの連携が十分でな
かったからである。
—— 選手の質問は同国のエキスパートが答えることが
できず、別の国のエキスパート２名で対応する。母国
語で会話すると公平性が保てないからという理由であ
るが、それをやかましく主張したドイツ語圏のエキス

業務用 IT ソフ
トウェア・ソ
リューションズ
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10

▼

溶接
Welding

所属・氏名

▼

時松 武志

Expert Reports

株式会社豊田自動織機

圧力容器溶接

154

評価報告書

1

▼

…競技課題の内容

モジュール 1 ： パイプ突合せ・平板突合せ t10.t16・隅肉溶接 2 セット
モジュ－ル 2 ： 圧力容器
モジュール 3 ： アルミニュウム
モジュール 4 ： ステンレス

圧力容器

突合せ課題 t16 上向き溶接

Expert Reports

パイプ突合せ課題 45°

圧力容器仮付け溶接

アルミニウム課題
圧力容器

溶接
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評価報告書

2

▼

…競技日程

3

…大会前の準備及び
その問題点

C1 ： 5 ｈ

被覆アーク溶接棒が大会直前に変更となり放射線透

C2 ： 10 ｈ（B グループ：休息日）

過試験（X 線）対策に十分な時間が確保できなかった。

C3 ： 休息日（B グループ：10 ｈ）
C4 ： 3 ｈ

計 18 ｈ

4

…競技の実施状況及び評価

ア . 競技結果の分析
作業時間は、ほぼ計画通りに課題を作製できた。
シークレット課題の、
モジュール 4 の溶接長が短くなっ
たことで時間にゆとりを持って作業ができた。
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価

全体説明

変圧器の容量が足りず、グラインダー使用時にヒュー
ズが切れることがあった。

Expert Reports

（現地でヒューズ購入対応）
ウ . 採点方法とその評価
被覆アーク溶接棒が大会直前に変更となり放射線透
過試験（X 線）対策に十分な時間が確保できなかっ
たことにより配点 7.0 点に対し 1.0 点しか獲得でき
なかった。
日本選手ブース

X 線以外は、狙った点数をとることができた。
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
ESR に任命されたため、色々な職務を頂き大変では
あったが他エキスパートの信頼を得ることができた。
（CE・DCE 立候補した結果、6 人中 3 位のポイントを
獲得）
オ . トラブルと対応
X 線判定の責任者に任命され、メーカー判定を確認
しようとしたところ PC データの画像が悪く、再評
価できなかった。
次回大会以降は、ワークショップ内で撮影しエキス
パート（有資格者）で判定することを提案済み。
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圧力容器水圧試験

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

6

…今後の課題、展望

他国では、競技課題を次回大会課題で国内大会を実

競技主査に国際大会との違いについて理解いただい

施している。

ているので徐々に日本国内大会の課題を国際に近づ
ける。

表彰式後

Expert Reports

突合せ課題 t10 採点後

溶接
エキスパート集合写真
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11

▼

印刷

Print Media Technology

所属・氏名

▼

Expert Reports

凸版印刷株式会社

1

佐藤 晴雄

…競技課題の内容

3. 断裁：
指定部数を正確に早く仕上げる。
（各デジタル印刷
出力品、課題印刷済パターン）

1. プリフライト :
アクロバットで指定内容に編集、その後、そのデー
タは USB 保存しデジタル印刷で使用。

4. 調色・メンテナンス・2 色印刷：
調色は⊿ E・800g・時間・清掃。メンテナンスは
ブランケット仕立て。

2. デジタル印刷：
課題内容に沿い出力（名刺・ポスター・カレンダー

2 色印刷は、プロセス藍 + 調色した特色の品質・部
数・時間・清掃。

等）
。品質の他に部数や時間が競われる。
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【4 色印刷機】

【2 色印刷機】

評価報告書

▼

2
5. ４色機操作（白紙出し、見当合わせ、4 色フル印刷）
・白紙出し：厚さ 6/100㎜、700 枚、
回転 12000rph 以上、時間、清掃、50 分
・見当合わせ：位置・見当精度・時間、清掃、50
分
・4 色フル印刷：指定濃度・見当等の品質・枚数・時間・
安全・清掃、120 分

…競技日程

1 日目：
5. 白紙出し（50 分）
、1. プリフライト (20 分）
、
2. デジタル印刷 (30 分）
、3. 断裁 (20 分）
、
6. SHOTS（60 分）
2 日目：
5 見当合わせ（50 分）
、1. プリフライト (20 分）
、
2. デジタル印刷 (30 分）
、
3. 断裁 (20 分）
、6. SHOTS(60 分）

6. SHOTS（PC ソフトでの印刷シュミレーション）
：
クリア時間・バーチャルコスト

3 日目：
4. 調色（40 分）
・メンテナンス (30 分）
・
2 色印刷（90 分）
、6. SHOTS(60 分）
4 日目：
1. プリフライト（20 分）
、
2. デジタル印刷（30 分）
、
3. 断裁（20 分）
、6. SHOTS（60 分）
、
5. 4 色フル印刷（120 分）

Expert Reports

【見当合わせ絵柄】
【デジタル印刷機】

印刷
【断裁機】

【プリフライト】
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3

▼

…大会前の準備及び
その問題点

1. 日本代表決定後、訓練していなかった課題（デジ
タル印刷、断裁、SHOTS) を訓練カリキュラム
に組み込んで来たが、プリフライトについてはハ
イデル製の訓練とアクロバット操作が不十分だっ
た。

【2 色印刷絵柄】

2. 断裁については、品質・精度を重視し過ぎた為、
大会ではタイムロスが生じてしまった。
3. 調色は訓練の成果が出せず、⊿ E・練り量・時間、
すべてがうまくいかなかった。
4. フィダー訓練は十分に実施して来たが、薄紙のレ
ベルがもう一段階下回っており、本大会ではうま
く出せなかった。
5. SHOTS は、バーチャルコストと時間が掛かり過
ぎで得点を伸ばせなかった。
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4

【4 色フル印刷絵柄】

…競技の実施状況及び評価

ア . 競技結果の分析
・1 日目の得点が特に取れなかった。白紙出し
（0.00/9.00）が痛い
6.43/17.50-11.07

【メダルを胸に
満面の笑み】

・2 日目、デジタル印刷でのジャッジメント
項目（0.00/2.00）が取れなかった。

印刷 40%、デジタル 30%、その他 30% と、印

18.62/24.50 -5.88

刷以外の割合が増加して来ている。

・3 日目、調色で得点（3.23/4.50）を伸ばせな
かった。21.01/27.50 -6.49
・4 日目、4 色印刷では、品質や清掃に落ち
（16.93/19.50）があった。22.57/30.50-7.93
・金メダルからの差
4 色機操作で -5.93 点、プリフライト含むデジ
タル印刷で -5.92 点
・全体成績：68.63/100 点 6 位 (709 点 敢闘賞 )

・作業場の目隠しや、諸材料のシークレットが増加
傾向である。
・同じ日に同じ課題を出来るだけ実施しようとす
るカリキュラムが組まれた。
そうしないと、情報流出した場合、後の競技者
程有利となる為である。
・工具については、今まで大会側で準備されたも
のを使用していたが、参加国準備の提案もされ
た。

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
・ 得 点 割 合 が 前 回 大 会： 印 刷 60%、 デ ジ タ ル
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20%、その他 20% だったが今大会の割合は、

ウ . 採点方法とその評価
・ジャッジメントとメジャメントだが、各グルー
プ毎に分担評価となる為、担当以外の競技が全

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

・今回、通訳を付けたのは、日本・中国・ロシアの
3 か国で、設備の一部に日本語対応していないも
のがあった。（断裁機、プリフライト）
・備え付けの PC の使用は許されたが、日本語対応
していないもので、課題の翻訳には使えなかった。
・英語が世界標準になっているので、語学力の低さ
が致命的である。選手も EX も英語を覚えて大会
に望む事が急務である。
・日本は各企業から代表選手となるが、海外の選手
は印刷の専門学校在籍者がほとんどで、製版・印刷・
【本大会エキスパート会議】

後加工・製本と訓練されている。
・調色のインキの練り方については、両手で練るや
り方は日本のみで注目の的となっている。

6

…今後の課題、展望

加して来ているので、訓練開始時期の見直しと、専
属の指導者を立てて訓練する必要がある。
【敢闘賞のメダル】

・英語は選手・EX、共に必須である。

Expert Reports

・プリフライトやデジタルといったところの割合が増

・EX は、英語が堪能で数年連続して努められる環境
整備が必要である。

く判らない。なぜ、そうなったのかの細部が見

・お客様目線で、
「見せる課題」の工夫が望まれる。

えない。
エ．運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
・7 月、ドイツでの合同訓練に参加国全員 ( 選手・
EX) 集結。事前の顔合わせやコミュニケーショ
ンが大会前に出来、良好な関係が持てた。
オ . トラブルと対応
・選手に近づき過ぎると指摘を受けた。境界線の
明示もなく、曖昧な為、ラインで範囲を明確に
すべきと提案した。
・持参した軍手の使用をグループのリーダー EX に
確認を取ったが、後でチーフ EX より指摘を受け
た。
（規則では、
準備されているもの以外、
使用禁止）

【印刷職種 SCM・エキスパート懇親会】

印刷
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職種

13

▼

自動車板金
Autobody Repair

所属・氏名

▼

トヨタ自動車株式会社

小林 大輔

Expert Reports

● Module A：15%

1

…競技課題の内容

・破損状況の診断と修復

● 競技車両：フォード エコスポーツ

● Module B：25%
・フロントサイドメンバー等の構造部品交換
・ボンネット、フェンダー等の建付け・調整
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2

▼

…競技日程

4

…競技の実施状況及び評価

C1

： 6H

C2

： 6.5H

C3

： 6.5H

GOLD：中国（731）

C4

： 3H

SILVER：台湾（728）

TOTAL ： 22H

3

…大会前の準備及び
その問題点

ア . 競技結果の分析
【順位】

BRONZE：フランス（722）
日本（721）
スイス（720）
MEDALLION：ロシア（719）
デンマーク（714）
韓国（710）

● 競技車両の決定（公開）が例年より遅く、また決

ブラジル（709）

定した車両の正規ディーラが日本国内になかった

インド（705）

為、訓練用車両及びパーツの入手に苦労した。

ノルウェー（700）

● Module E：15%

・クォーターパネル等の非構造部品交換
・ドア、バックドア等の建付け・調整

・ボンネット等のアルミ外板パネル修復

● Module D：10%

● Module F：15%

・クォーターパネル等の鉄外板パネル修復

・バンパー等のプラスチック部品修復

Expert Reports

● Module C：20%

自動車板金
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▼

● 全体的に技能レベルが上がっており、特に中国と
は圧倒的な差がある。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

中国は全ての課題において、洗練されたスムーズ
な作業で高品質であった。

● 経験値に大きな差がある。
（※自動車板金職種は国内大会と国際大会の競技

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

内容が全く異なる）
これまでは経験値の差を埋める為、課題内容や採

状況、評価
● 課題・作業場の準備状況は特に問題はなかった。

点基準を熟知し、それに則り訓練及び戦略立てす

しかし、持参工具についてのルールが前回大会か

ることで勝ってきた。

ら変更になっており、一部工具が没収された（職

しかし、他国の国際大会に臨む取組み姿勢（選手

種定義には記載されていなかった）

育成プログラム、訓練環境等）が向上し、技能が
飛躍的にレベルアップしており、日本の現在のや
り方では金メダル獲得は非常に困難である。

ウ . 採点方法とその評価
● Module 毎に 3 名体制の採点チームを作り、採点
を行う。
担当 Module 以外の採点基準・方法は明かされな
い。
日本選手の採点結果を見ると、過去大会の採点基
準とは異なる基準で、
採点されていると推測する。

Expert Reports

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係）
● 職種の雰囲気は全体的に良いと言える。
しかし、ディスカッションの場で課題・採点に対
する理解度が低いエキスパートの無責任な発言に
より、間違った方向に進み混乱した場面があり、
軌道修正するのに多くの時間を費やし、大変苦労
した。

6

…今後の課題、展望

● 選手育成プログラム、訓練環境を整備する必要が
ある（例：国内大会課題や国際大会出場選手選考
方法の見直し、現地訓練の充実化等）。
● 採点基準・方法が変化（曖昧）しており、その情報
を的確に把握する為に、海外競技会へ参加し、他
国エキスパートとの交流の機会を増やすことで認
識共有を図る。また、チーフエキスパートに対して、
面着にて提示及び討議を実施する必要がある。そ
の明確にした内容を訓練及び戦略に落とし込んで
いく。

オ . トラブルと対応
● 特に大きなトラブルはなかった。
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競技中の加藤選手

自動車板金

職種

15

▼

配管

Plumbing and Heating

所属・氏名

▼

西原工事株式会社

Expert Reports

1

宇都 真

…競技課題の内容

モジュール 1：タスク A 局所暖房用タオルレール配管
タスク B 暖房系配管
タスク C 給水管、給湯管、排水管、
衛生器具取付け
モジュール 2：スピードテスト 銅管を使用した配管
モジュール 3：スピードテスト 鋼管を使用した配管

2

…競技日程

C1 ： モジュール 1 5.0 時間
モジュール 2 1.5 時間
C2 ： モジュール 1 6.5 時間
C3 ： モジュール 1 5.0 時間
モジュール 3 1.5 時間

作業風景

C4 ： 地元孤児院向けにトイレユニット作成
（選手全員の共同作業）※採点含まない。
モジュール 1：16.5 時間
（最初の 5 時間でタスク A を完成させる、残り
11.5 時間でタスク B、C を完成させる）

配管
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▼

…大会前の準備及び
その問題点

3

今回大会から SCM 方式となり、外部デザイナー発注

4

…競技の実施状況及び評価

ア . 競技結果の分析

の競技課題となった。参考課題図が存在したアブダビ

結果は 30 人中 7 位だった。僅差で表彰台を逃し

大会と比べると、練習の方向性が分からず苦労した。

たが、上位 2 か国との差は相当あり、訓練度合い

インフラリストだけでは競技課題を見定めるのは非常

の差を感じた。

に難しいと感じた。

選手は教えたことを忠実に行い、頑張ってくれた。

材料仕入れの関係上、大会半年前には大まかな発注を

使い慣れない工具での作業で大変だったと思うが、

する必要があり（EU 製材料を輸入するのに納期 2 か

予想より上手くやってくれた。

月）
、
大会 6 か月前のインフラリストと他国エキスパー

また誤認した情報を伝えてしまい加点出来なかっ

トの情報を頼りに海外メーカーに発注をした。大会が

たところもあるので悔やまれる。

近づくとインフラリストも整備され 1 か月前には完璧
な状態となったが、間に合わない状況なので、国内材
料を代用して訓練を行った。完璧な準備は出来なかっ

Expert Reports

たが、使用材料が EU 製品なので致し方ない状況で

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
・モジュール 1 は三日間にわたり 11.5 時間で行い、

ある。

9 割の選手が完成させた。

大会前に、GSC と重慶大会に参加させて頂いた。選

モジュール 2、3 はスピードテストで両方完成さ

手や通訳者が経験を積める良い機会であり、他国エキ

せたのは 3 割程度であった。

スパートとの交流で訓練の仕方や本大会競技課題の

競技課題として、モジュール 1 は課題製作量と時

方向性など、情報収集に繋がった。

間のバランスが良く、モジュール 2、3 のスピー

特に GSC など英語圏で行われる大会は有意義な経験

ドテストも、全体の完成率は低いが、もう少しで

が出来た。４日間競技で、英語で行われる大会は、本

完成していた選手が大勢いたので、難しい課題だ

大会の縮小版として、選手・通訳・EX には良い経験

が訓練度と理解度が試される良い課題だったと

になった。

思う。
・今回初めて作業工具の支給で競技を行った、全員
に同じ工具を支給することで平等な条件で競技を
行うことが出来た。
・モジュール 1 とモジュール 2、3 の作業エリアが
別なので、選手の移動がスムーズに出来る様、改
善すべきだった。
・開催地の作業工具なので本当に公平なのかは微妙。
・作業場と資材関係は完璧に準備されていた、最近
の 5 大会では一番良い準備が整っていた様だ。
ウ . 採点方法とその評価
採点グループ分けの前に、競技採点のテストと 3
時間程度で終わる配管課題を製作してグループ編
成の基準とした、前回大会までは採点テストのみ
だったが、今回からエキスパートの技量も求められ
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採点・協議 風景

るようになった。私は 1 時間程度で課題を提出し

上位で終わることが出来たが、競技採点で優れて
いるベテランエキスパートや女性エキスパートは

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

苦労していた。ヨーロッパのエキスパートは選手経
験者や水道関連会社に勤めてる方が多く、アジア・

選手の評価はいつも高い、技能は認めて貰っている。

東南アジアは学校の先生や国の機関の人材が多い
ので、
技量を求められると厳しいところがある。
（半
数以上が 3 時間で終わっていない。
）
採点は上記の基準で分けたグループで行い、円滑
に公平に行われていた。

6

…今後の課題、展望

採点技量のある EX と、経験の浅い EX を組み合
わせたグループになっていた。

・僅差で表彰台を逃したが、韓国・中国とは相当な差
がある。韓国 EX と話をしたが莫大な練習量とバッ

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
エキスパート間の関係は良好、特にアジア・東南

クアップで、良い成績が取れたと言っている。
・日本は世界大会前年の国内大会で、代表選手を決め

アジア・オセアニア・アメリカ大陸とは良好な関係

ているが遅いかもしれない。

が築けている。

海外大会に多く参加して、場慣れをする必要性があ

ヨーロッパの EX とも良い関係を保っているが、ど

る。場慣れの回数を増やすためと練習時間を多くす

うしてもヨーロッパとアジアで分れて行動してい

るためにも、早く代表を決めた方が良いと思う。

る様に思える。

・国内大会の競技運営と、世界大会との差が大きい。
今後は世界大会を見据えた競技運営の導入も課題と

オ . トラブルと対応

考える。
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スピードテストの際、スピードテスト作業エリアに
選手移動するのがうまくいかず、担当エキスパー
トグループが延長時間を設け競技を行った、数名
の選手が時間を多く使ったので、スピードテストの
一部を採点から外した。
日本選手の作業の際、担当エキスパートグループ
にチーフ EX や SCM は時間延長を把握している
のか確認したが、問題ないとのことで作業を開始
した。
結果、SCM が把握していなかったので、一部採点
を取りやめた。
他に大きなトラブルは無かった。

各国エキスパート

配管
競技完了後
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職種

16

▼

電子機器組立て
Electronics

所属・氏名

▼

トヨタ自動車株式会社

野田 晃寛

Expert Reports

● ハードウェア設計モジュール

1

…競技課題の内容

「脈波計」の回路設計、基板設計、基板組立て

● 組み込みシステム・プログラミングモジュール
「立体駐車場」の制御プログラム作成

● 故障の発見および修理モジュール
「心電計」の修理
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▼

…競技日程

2

回路設計

3h

基板設計

3h

C1

ハードウェア設計モジュール

C2

組み込みシステム・プログラミング

4h

C3

故障の発見および修理

3h

C4

ハードウェア設計モジュール

3

…大会前の準備及び
その問題点

基板組立て

3h

・国内大会用の訓練課題をそのまま流用する事ができ
ず、国際大会仕様へのリメイクに莫大な工数を必要
とする。

・国内大会とは異なるソフトウェアを使用する為、新
規で準備が必要。
EAGLE（電子回路 CAD ソフト）
：
アカデミックライセンスを取得（3 年間無料）
・国内大会と基板品質の評価基準が異なる為、国際大

・同機種の測定器（SUNSO 製）が日本では購入でき
ない為、類似機種にて訓練を実施せざるをえない。
・公表される一部仕様書に対し、事前に翻訳し現地に
持込まなくてはならない。今大会では、修理課題に
ついて仕様書全てが公表され、翻訳作業に多くの時
間を要した。仕様書の公表を見越し、通訳者と事前

習得に多くの時間を要する。

に打ち合わせしておく必要がある。

4

Expert Reports

会の基準である IPC 規格を新たに学ぶ必要がある。

…競技の実施状況及び評価

ア . 競技結果の分析
・これまで強豪国として認識していなかった中国やロ
シアが上位に入ってきており、今後更なる激戦が予
想される。
・1 位と 4 位（メダル圏内）の点差は 4 点しかなく拮
抗している。
・修理モジュールにて、中国のみが全故障を改修で
き、金メダル獲得の大きな要因となった。
・ジャッジメント評価基準の採用等で評価の明確化や
細分化がされた事により、減点がされ易くなり、特
に上位の点数が例年より低くなっている。
・上位と下位で点数の差が大きく、
2極化になっている。

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
・課題は外部機関による製作であり、SCM が携わり
課題化を行っている。
ハードウェア設計モジュール：
Autodesk
組み込みシステム・プログラミングモジュール：
SUNSO
故障の発見および修理モジュール：
National Instruments
電子機器
組立て
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評価報告書

▼

・回路設計で EAGLE シミュレーションを使用する事

訳以上の記載等が問題となる事が多く、今大会でも

を考えると、今回のみならず、今後もハードウェア

複数回に渡り多くの時間を議論に費やした。結果、

設計モジュールは Autodesk 社が製作するのでは

競技が大きく遅れ問題となった。次回大会からは、

ないかと思われる。

パソコンと翻訳ソフトの利用が許可された為、大き

・SUNSO については、課題製作のみならず設備の
提供も行っている。競技後の課題は無償提供では
なく、必要であれば購入しなくてはならない。
・基板加工機が LPKF から DCT へ今大会から変更
された。
・インフラについては、概ね予定通り揃っており問題
は無かった。

く改善すると思われる。
・C1 の途中から、翻訳開始～競技終了までエキス
パートは通訳者とコミュニケーションを取る事が禁
止された。通訳者を介して間接的に選手とエキス
パートが情報のやり取りができる事を問題視した為
である。それに伴い、翻訳作業にエキスパートが携
われなくなり、通訳者のみで実施する事になった。
・C4 の夜に自国選手の結果を確認し承認（サイン）

ウ . 採点方法とその評価
・5 つの評価チームを構成し、担当箇所についてのみ
評価を実施する。

承認を求められる。点数の詳細や提出物も見られな
い為、確認のしようがない。SCM に採点詳細や提

・評価チームは、事前に行った調査（本人希望、経

出物を見せて欲しいと要求しても強い口調で拒否さ

歴、保有資格 等）の結果等を踏まえ、CE が検討し

れた。SCM（ルディ）は元々、気が短い性格という

決める。

事もあるが、
夜もかなり遅く、
疲れも溜まっている為、

・人によっては重複して評価チームに属し、複数の評
価を行うこともある。
・基本的には 4 人でチームを構成し、チームリーダー

Expert Reports

する必要があるが、大枠の採点結果１枚のみ渡され

主導で評価を進めていく。
・評価チームリーダーは、CE が任命し決定する。エ
キスパート経験が長く、英語が話せる事が必須条件

機嫌がかなり悪かった。他国エキスパートも全員が
承認を終えないと帰れない為、ずっと待っている事
になる。他国からのプレッシャーにも耐えながら交
渉しなくてはならず、大変過酷な状況であった。最
終結果の承認はこういった状況であるという事を認
識し、しっかりと対応しなくてはならない。

である。
・評価項目は事前に SCM によって CIS に登録されて
おり変更できない。評価チームは登録されている内
容に従って評価を行っていく。
・事前に展開されているジャッジメント評価基準に基
づきジャッジメント評価は行われる。
・曖昧な部分については、チームリーダーの考えが採
用される事が多い。

オ . トラブルと対応
・選手作業台の配置変更が競技前日夜に急遽発生し
た。パソコンが隣り合う配置となっており、互いの
作業内容が見えてしまう事を防ぐ為である。
・組み込みシステム・プログラミングモジュールにお
いて、出題部にバグがあり正しく評価できない状態
であったが事実を認識されておらず評価されていた。
SCM、評価チームに伝えたが受入れられなかった

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
・不平等、不正に関してかなり敏感である。内部、外
部共に選手に対する行動や言動には十分に気を付け
ないと誤解を生む可能性がある。タイミングによっ
て、内部外部共に写真撮影は禁止された。
・基本的に皆友好的であり、良い人である。
・翻訳に関しては、必要とする国、必要としない国で
対立しがちである。翻訳による競技日程の遅延や翻
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為、異議申し立てを行った。結果、認められバグが
ある出題箇所については全員満点となった。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

基準）を取り入れることが必要である。国際大会は
変化が激しい為、全てを取り入れ、合わせること
が得策だとは思わないが、適宜前向きに検討すべ

・ロシアのエキスパートは WS ロシアに属しており、
WSC に特化した業務を行っている。
・他国エキスパートのほとんどは英語が話せ、通訳
者は選手専属となっている。

きである。
・自職種では、チームジャパンとして企業・団体を越
えた協力体制ができている。例えば、前回大会に
参加した企業が、当時の大会課題を再現し実施と

・他国の通訳者は、業務ではなくボランティアで

評価までを行ってくれる。直近の本番課題を実際

やっている場合が多い。その割に、通訳者として

に参加した方々の運営で実施でき、評価まで頂け

の能力は高い。また、業務ではない為、訓練時間

る事はとても有益な訓練になっている。その他も

等に制約がなくフレキシブルに対応できている。

分科会委員間で大会情報を共有し、意見交換を行っ

日本の通訳者は、複数業務を兼任しており、技能

ており、チームとして大きな力となっている。今後

五輪の仕事もその中の 1 つでしかない。その為、

もこの関係と取組みを継続していくことが大事であ

事前訓練を行うにも日程調整が思う様にいかず、

ると感じる。

必要な時に必要な訓練ができず効率が悪いと感じ

・主要な国との訓練会は、とても有益な経験と情報収

る事が多々ある。海外との訓練会にもスケジュー

集ができる場である為、今後も継続して実施したい。

ルが合わず同行できなかった事もあり、大変貴重

他国での大会についても参加を検討したい為、可能

な訓練タイミングを逃す事になった。

な限り詳細情報を頂きたい。
（SCM、CE、DCE、経
験の長いエキスパート、評価チームリーダー、強豪
国）
・通訳者の実践的な通訳訓練については職種内で行
うことが難しい。通訳者集合研修として企画し、実
践をシミュレートした訓練を実施して頂きたい。

・エキスパートの英語力が“話せたら良い”から“話
せないといけない”になってきている。

Expert Reports

6

…今後の課題、展望

—— 翻訳作業開始から競技終了までは通訳者とコ
ミュニケーションを取る事ができず、その間の業務
（採点や競技運営等）は自分１人で行わないといけ
ない。今大会から全エキスパートを採点に携わらせ
る必要が無くなった為、場合によっては採点に入
れなくなる恐れがある。
・エキスパート継続性について、同一者が継続し大会
に参加することで得られる利点が多々あり、近年毎
大会エキスパートが異なっている現状を踏まえる
と、良くない状況である。一つの例だが、大会時

競技中の北本選手

職種の重要な役割を付与されるには少なくとも継
続してエキスパートを務めていることが条件となっ
ている。少しでも自国にプラスとなる働きをする為
にも、エキスパート選任方法について、継続性に
繋がる様見直しを図りたい。
・国内大会へ国際大会要素（課題内容、評価内容、

電子機器
組立て
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職種

17

▼

ウェブデザイン
Web Technologies

所属・氏名

▼

特定非営利活動法人 インターネットスキル認定普及協会
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1

…競技課題の内容

クエンド、CMS の 5 項目に分れる。2015 年までは
項目ごとに課題（競技日）が分れていたが、近年では
これらの 5 項目の採点項目が分割され各競技日に振り
分けられるようになった。
• デザイン
 – 画像の作成やページ
（レイアウトも含む）
デザイン
• レイアウト
 – HTML/CSS を使ったコーディング
• フロントエンド
– JavaScriptを用いたフロントエンドプログラミング
– Vue.jsなどのフレームワークを用いたウェブサイト構築
• RESTful API の利用など
• バックエンド
– PHP、DB（MariaDB）を使用するフレームワー
クを用いた RESTful API の作成
• CMS
– WordPress を用いたサイト構築

172

以下の競技日程では各競技のタイトルに CMS 等と
ついているが、そこにはデザインやレイアウトなど
も含まれている。

ウェブに関する課題
大きくデザイン、レイアウト、フロントエンド、バッ

• テーマやプラグインの作成

神山 司

2

…競技日程

• C1 :
– AM : スピードテスト
• 全項目が含まれる
– PM : CMS
• デザイン、レイアウトも含まれる
• C2 : サーバサイド
– AM : RESTful API の作成
• バックエンド
– PM : RESTful API の利用
• クライアントサイドの項目
• C3 : クライアントサイド
– AM : サイトデザイン
• デザイン、レイアウト、クライアントサイド
– PM : クライアントサイド
• C4 : チームチャレンジ
– AM : 参加することで加点される

評価報告書

▼

…大会前の準備及び
その問題点

3

など、本当に使える予算は足りなかったので
はないか ?
• それでも今回の訓練費の額は助かった。
– 訓練期間

• 設備
本職種では、大掛かりな機材などは不要で基本的

• 単刀直入にいうと短い。

に PC 及びソフトウェアが必要である。

• 職業能力開発促進月間である 11 月に全国大
会を開催というのも理解はできるが、もう少

• 訓練

し前倒しできないか検討してほしい。

– 3 ヶ月前に事前公表 TP が出る、それまでは前回
の課題を中心に取り組んだ

– 予算
• 今回に関して言えば 金額的には十分であった

– 事前公表 TP 発表後はそちらの対策

が、新年度に入ってからでは遅すぎる。

• 海外遠征
– 3 月 韓国での韓国・ブラジルの合同訓練に合流
• 極東アジア大会が開催されるか不明だったの
で韓国のエキスパートに状況を確認したとこ
ろ、招待された。航空機代のみで宿泊、食事

4

…競技の実施状況及び評価

は韓国持ちだった。
• チーフがブラジル、副チーフが韓国というこ
とで有意義だった。
– Web Technologies Challenge in Brazil
• フォーラムに募集が投げられたので参加
• 5 カ国の選手及びエキスパート（ブラジル、韓

ア . 競技結果の分析
ケアレスミスは多かったが、おおよそ想定どおりの
結果 ( 敢闘賞 ) だった。
• C1
– スピードテストと CMS を行ったが、スピードテ
ストは今回から導入されたものである。

のエキスパートが参加

また、CMS の課題も全国大会にはなく、ここで

• 競技課題は事前公表 TP を使用した。
• 課題作成
– CMS、バックエンド、フロントエンドでチームを
作成し、30% 変更前の事前公表課題を作成した
• 日本はバックエンドチームに所属
– その後は外部と SMT により 30% 変更が行われ、
現地入り後公開された。
• 問題点
– 課題作成
• フォーラムで 30％変更前のものを作成する
が、発言する国に偏りがある。
– 訓練費（予算）について
• 単年度予算による弊害

の得点は若干低めになると想定していたが、予想
よりも得点できていた。

Expert Reports

国、スイス、コロンビア、日本）とハンガリー

• C2
– RESTful API の作成および利用で、全国大会の
課題でも行っているものであるが、こちらはケア
レスミスが多く、予想よりも得点できなかった。
ケアレスミスの例としては、機能的には動作して
いたがメッセージの表示を忘れた、などである。
• C3
– フロントエンドの課題でスライドアプリの作成で
あった。画面デザインを作成し、JavaScript で
実装する。こちらの方はほぼ想定通り得点できて
いた。

• 海外での訓練を行う場合、おおよそ募集が前
年度に行われるが、このタイミングでは予算
的に行けるのかそうでないのか不明である。
• 海外での訓練の意義は大きいため、可能であ

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
課題の事前公表が

れば訓練計画に組み込みたいが、実際に予算

C2 の RESTful API の作成 / 使用の

が降りた頃には募集の締め切りを過ぎている

仕様に関しては シナリオベースの

ウェブ
デザイン

173

評価報告書

▼

渡るスキルが要求されるのだが、例えばデザイン
を中心にしてきたエキスパートが DB の正規化の
採点に入ることもあり事前にトレーニングを行え
たのは新人エキスパートに限らず、フルスタックで
はないエキスパートにとっても有効だったと思う。
余 談 で は あ る が、 採 点 時 の タ ブ レ ッ ト に は
WorldSkills のサイトへログインするパスワードが
競技中の阿部選手

必要になる。近年 Google Chrome を使っている
と、Google がある程度セキュアなパスワードを

提供だった。過去の国際大会に比べれば仕様は明

「Google が代わりに覚えておく」と提案してくる。

瞭になったが、Blueprint などで作成される仕様書

このパスワードにしてしまったエキスパートが複

に比べると曖昧さが残る。これは今回から採点で

数人いた。Google が覚えているため記憶になく、

導入されユニットテストがシナリオベースになる

ある程度セキュアなため桁数の多いパスワードに

ためであると思われる。

なってしまっていて、採点用タブレットのログイン

DB に関する課題があったが、DB のデータのファ

に難儀していた。

イルは media files で配布されていたので、データ

次回以降、新任のエキスパートは注意されたい。

のインポートを行うだけで得点できていた。そこ
で下手にテーブル構造に手を付けると減点になっ

エ . 運営面での特記事項

ていたため、DB の課題に関しては難易度が高いよ

ハンガリーのエキスパートが 2007 年静岡では IT

うに見えて実質容易になっていた。

Network Systems Administration の エ キ ス パ ー

Expert Reports

トであったため、全体のシステム構築などはワーク
ウ . 採点方法とその評価

ショップマネージャではなく彼が行っていた。

全国大会ではすでに一部の評価項目に対して自動
採点システムを導入しているが、今回から国際大会

オ . トラブルと対応

においても同様に自動採点システムが導入された。

PC のソフトウェア及びサーバ周りでのトラブル

PHP Unit ベースであるが、評価が曖昧にならずい

があり、C-2 の familiarization のスケジュールで

い傾向と考えている。

終わらず、選手たちは C-1 に会場に来る必要があっ

前述の通り各国のエキスパートは CMS、バックエ

た。

ンド、フロントエンドの 3 チームに分割されてい

競技に影響がでるような大きなトラブルはなかっ

る。採点時には項目ごとに この 3 チームから 1 人

たが、細かいトラブルは多発しておりその都度通訳

ずつ選出された 3 人でスリーマンセルとして採点

がチーフエキスパートに呼ばれていた。

を行う。かつては CMS に関する採点は CMS チー
ムで行うなど課題作成チームが採点チームになっ
ていたが、今は課題作成を担当した箇所以外も採
点担当となる。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

また、今回は採点トレーニングの機会があったの
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だが、これはとても有意義だった。特に本職種では

前述の通り、多岐にわたるスキルを必要とされる職

スキルが多岐にわたる。実際の仕事の現場ではデ

種であるため、各国（各選手）で得意としてる分野

ザイン / レイアウト、フロントエンド、バックエン

が異なる。

ドで担当が分れていることが多いのだが、それら

今回の日本人選手は フロントエンドを得意とし デザ

を 1 人で行うというのが WebTechnologies 職種

インを不得手としていたが、韓国やスイスなど上位

の競技課題である。当然 エキスパートにも多岐に

国の選手は得手不得手はあるのだろうが比較的オー

ルマイティだった。

れる。実際に チームチャレンジでは韓国の選手と同
じチームであったのでやりやすかったのではないか

…今後の課題、展望

6

と思われる。
また、選手にとっても エキスパートにとっても 海外
遠征で得られた経験・情報は大きかった。本職種で
は訓練費から支出されたのは 2019 年度のもののみ

選手を取り巻く環境

であったが、今後も海外遠征は出来るだけ多く行け

今回は、事 前に韓国で 行 われ た日本、韓国、ブ

ることを希望する。

ラジルの合同訓練、ブラジルで開催された Web
Technologies Challenge in Brazil に参加したが、

ICT化
練習時に過去の競技課題や模した競技課題を行うこ

の選手などは 2019 年 6 月末の段階で半年ほどその

とは他の職種でも行っていると思われるが、ブラジ

施設で週に 1 度の帰宅日を除き 毎日 朝から晩まで

ルなどではそれらの結果を統計し可視化を行ってい

訓練をしているとのことだった。韓国の選手も同様

る。 予備校の模試の結果をオンラインで見られるよ

だと聞いた。

うなシステムで、その選手の得意なところ、不得手な

可能であれば韓国やブラジルなどと同様に選手が集

ところ、伸びてきているところなどが一目瞭然でわか

中して訓練出来る環境があると非常に助かるのだが、

るようになっている。

選手の就職先 ( 在学時の最高学年で全国大会優勝、

現状、提出を求められている「訓練日誌」は紙ベー

国際大会に出るのは就職してから というケースも少

スで考えられており訓練データの分析などができな

なくない ) が技能五輪そのものを知らず、新入社員が

い。より科学的な手法で訓練を進められるよう可視

国際大会に出るということで初めて認識するという

化ツールの開発を行いたい。ICT ということでは 今

ケースもある。そのような企業から協力を得るのが

回は slack の導入や box の利用など前回大会に比

難しい。そのような企業でも技能五輪について既知

べて大幅な改善が見受けられた。slack については

であれば、多少扱いも変わってくると思われるため

運用面での問題はあったが、今後も導入をお願いし

技能五輪をより多くの人に知ってもらうための活動

たい。また、ファイル配布において ほぼ無意味な

が必要だと思われる。

暗号化 ZIP ではなく、box を採用したことはとても

Expert Reports

両国ともに専用の訓練設備を持っていた。ブラジル

素晴らしいことだと思われる。今後 JAVADA にお
海外遠征

ける他のプロジェクトでも採用されることを望む。

今回は韓国、ブラジルと遠征に行ったのだが、そこで

今回は ICT の利用を行うようになった。今後はデー

日本人選手も他国の選手と触れ合うことができた。

タの可視化など ICT 活用のスピードを上げて他国

ロシアにおいても知っている顔がいる、というのは

に遅れをとらないようにすることが急務であると

ナーバスにならなくてよかったのではないかと思わ

考える。

C4 チームチャレンジで
他国の選手と話す阿部選手

競技終了後の集合写真

ウェブ
デザイン

175

職種
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▼

電工

Electrical Installations

所属・氏名

▼

Expert Reports

職業能力開発総合大学校
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清水 洋隆

評価報告書

1

▼

…競技課題の内容

会以来，22 年ぶりの参加であったが，訓練環境の整
備や情報収集などを精力的に行い，でき得る最大限の
準備をされていた。私自身がエキスパートとしての役

モジュール 1：

割を十分に理解していなかったこともあり，本来エキ

家庭用および商用電気設備の施工および

スパートがすべき業務についても代行していただき，

制御機器のプログラミング

負担をおかけした。チームとしての役割分担を適正に

低圧電気設備の器具等の取り付け，
配管，
ダクト，

行うことでより効率的な準備ができたものと考える。

トレーの加工・取付，電線の接続・結線，制御

大会前に，
海外訓練として Global Skills Challenge
（メ

機器のプログランミングを行う。

ルボルン）および The Belt and Road International

モジュール 2：

Skills Competition（重慶）に参加できたことはエキ

電気設備の故障発見，試験および報告

スパートとして意義があった。競技内容，競技規則，

10 箇所の故障を含む電灯回路から，それらの故

採点方法，大会中のエキスパートの役割や注意すべき

障を見つけ出し報告する。

点について把握できた。また，カザンでの本大会にも
参加する他国のエキスパートと顔見知りになれたこと

2

…競技日程

モジュール 1：19 時間
（17 時間の予定が，課題の変更に伴い，
2 時間延長された）

4

…競技の実施状況及び評価

ア . 競技結果の分析
結果は 6 位（韓国と同順位）敢闘賞であった。4 位銅

C1：

6 時間（モジュール 1）

メダルの選手とは 1 点差，2 位銀メダル選手とは 2 点

C2：

5 時間（モジュール 1）

差の僅差であった。ただし，1 位の中国とは 22 点差が

C3： 4.5 時間（モジュール 1）
1 時間（モジュール 2）
C4： 3.5 時間（モジュール 1）

ついた。各採点項目に対して以下のように分析した。

Expert Reports

モジュール 2：1 時間

もよかった。

A．テスティング，レポーティング：上位の選手と比べ
ても高い点数であった。
B．回路設計，制御回路（マニュアルファンクション）
：

3

…大会前の準備及び
その問題点

満点であった。訓練で注力した項目であり，成果が
出たと言える。ただし，上位の選手も高得点をあげ
ている項目でもある。
C．寸法，水平・垂直：寸法において得点が伸びなかった。

こ れ ま で 電 工 職 種 で は，WorldSkills Competition

上位の選手と比べても低かった。WSC での採点基

（WSC）に出場する選手が所属する企業からエキス

準は技能五輪全国大会より厳しいとは言え，慎重に

パートが参加していたが，今大会では，急きょ技能五

作業すれば点が得られる項目であると考えられる。

輪全国大会における電工職種の主査である私が参加す
ることとなった。正式に就任したのが 2019 年の 1 月
であり，それまでエキスパートとしての準備はもちろ
んのこと，WSC についての知識もほとんどない状況
からの準備であった。選手の所属企業も，第 34 回大
電工
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▼

D．器具，配管等の取付：海外製の慣れない器具・材

使用できないものも一部あった。競技材料については，

料を用いての作業であるため，苦労する部分であ

材料表に記載されているものが準備されていなかった

る。そのような材料等を大会前にいかにして入手

り，材料表そのものに不備があったりしたが、競技当日

し訓練するかが課題である。また，臨機応変に対

には適正に準備されていた。

応することも必要である。

競技初日（C1）の競技開始前に，材料の変更にともな

E．配線，器具等への結線：今回最も苦戦した項目の

う課題内容の一部変更により，モジュール 1 の競技時間

一つである。どこまで丁寧に行うかについて，競

を 17 時間から 19 時間に 2 時間延長することが決まっ

技時間や採点基準等から判断しなければならな

た。日本としてこれに賛成したものの，結果的には，日

かったが，結果的にそれを誤ってしまった。器具

本選手にとっては必要ではなかった。それどころか，こ

や端子台への結線については，時間はかかるもの

の時間延長のおかげで課題を終了させることができた

のフェルール（ヨーロッパ式棒端子）を使用する

選手の中には，日本選手よりも上位になったものもいた。

ことで満点を取ることができるものと考えられる。
F．電気設備の故障発見，試験および報告（モジュー
ル 2）
：1 位の選手との点差が開いた項目であった。

器具等の取り付けにおける水平・垂直の採点および制

この項目については，ある程度時間をかけて訓練

御回路の動作（マニュアルファンクション）に関する採

すればもっと点が取れるものと考えられる。

点を担当した。水平・垂直の採点では，作業板上のボッ

G．プログラミング（オートファンクション）
：日本国

Expert Reports

ウ . 採点方法とその評価

クス，トレー（ラック）
，トランキング（ダクト）に対し

内ではほとんど使用されていないプルグラマブル

て，その選手が使用した水平器を用いて確認を行った。

電子機器を使用した制御についての採点項目であ

採点基準に基づき，適正に採点されたと考える。制御

り，これまで，日本選手が苦労してきたものである。

回路の動作の採点では，採点基準に示された動作につ

課題内容からもう少し点が取れるかとも思ったが，

いて確認した。採点基準は短い文章で記載されている

上位選手とほぼ同程度の得点であった。

ため，採点チームのメンバー全員で正しい動作を確認

全体を通して，訓練方法を少し工夫することで，

しながら採点を行った。採点基準の中には，課題で指

十分にメダルを取ることができるものと考える。

示されていない内容のものも含まれていた。これは「指

ただし，1 位の中国との間には大きな差があり，そ

示はされていないが，そのような動作をさせることが

れに追い付くためにはどのような訓練が効果的か

望ましいもの」という解釈で採点されるものであり，選

について検討が必要である。

手が制御内容を十分に理解していないと点が得られな
いと言える。制御回路の動作に関する採点結果に対し

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価

178

て，一部のエキスパートから問い合わせがあった。Skill
Management Team（SMT）との協議の結果，採点

今大会から，課題を第三者機関が作成し，競技材料も

基準の意図と採点チームの解釈とにずれがあったとし

含め非公開となった。ただし，競技に使用するプログ

て，関係する部分についての採点のやり直しを行った。

ラマブル電子機器（KNX デバイス）だけは，どのよう

その結果，一部の選手の得点が修正された。その他の

な機種が使用されるかが公表されるはずであった。し

採点項目については，担当していないため，適正な採

かし，大会側の準備が思うように進まなかったのか，明

点が行われたかどうかは不明であるが，少なくとも日

確に公表されることなく競技をむかえることとなった。

本選手の結果は納得のいくものであった。全体として

もっと早い段階で公表されていれば，日本としても対

も，採点結果について紛争などは生じなかった。なお，

応できたはずであり，この点については日本としても

課題とは全く関連しない項目が採点基準に記載されて

影響を受けたと言わざるを得ない。課題内容そのもの

いたが，これについては「手違いである」と SCM から

については，これまでと大幅に変更されたということ

説明が合った。

はなかった。大会側で準備された工具および設備につ

採点結果について確認しサインする際に，
SMT から「採

いても特に問題なかったが，持ち込んだ工具等の中で，

点結果については採点したエキスパートを信頼し，質

問や意見（クレーム）はしないでほしい」との話があり，

は多くの国に認識されており，エキスパートも一目置か

質問・意見をしづらい雰囲気があったが，実際には採

れているように感じた。それを裏切らないように，競技

点のやり直しや点数の修正が行われたことを考えると，

の適正な運営に協力することが重要であると言える。

自分が採点する場合には，少しでも疑問に思った採点
方法についてはきちんと意見を述べること，また，他の
エキスパートが採点した結果に疑問がある場合につい
ても質問することを検討する必要があると言える。

6

…今後の課題、展望

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

以下のことが考えられる。

電工職種の SMT は競技を公平に進めることに関して

・エキスパートについて

極めて厳格であり，信頼できるメンバーであった。本

大会のたびにエキスパートが代わるのではなく，同

大会中に行われた選挙により，次回大会の SMT も同じ

じ人が連続して務めることで SMT や他国のエキス

メンバーとなることが決まったことは望ましい結果と言

パートのとの信頼関係を築く。将来的には SMT に

える。各国のエキスパートもみな紳士的であり，競技を

入ることを目指す。

適正に進めようとする姿勢が見られた。エキスパート
同士の関係も良好であり，よい雰囲気であった。

・競技材料に関する情報収集および調達について
電工職種では，競技材料にどのようなものを使用す
るかが極めて重要になるが，現状としては，競技当

オ . トラブルと対応

日まで非公開である。WSC の開催国で使用されて

今大会のエキスパートが初めて顔を合わせた会議で，

いる材料を調査・調達することに加えて，今まで使っ

SMT から「不正行為を絶対にしないように」との忠告

たことのない材料に対して臨機応変に作業できる対

があった。前回大会も不正行為によるエキスパートの

応力を身につける訓練が必要である。
・技能五輪全国大会について

でもある国のエキスパートが退場となった（理由につ

WSC の予選大会である技能五輪全国大会の競技方

いては明らかにされなかった）
。その他，体調不良によ

法や課題内容をできる限り WSC に近づける。特に，

りエキスパートが参加できなかった国，自国から送っ

選手の対応力を評価できるような内容を盛り込む。

たはずの工具が行方不明になり，現地で調達した国，

技能五輪全国大会で実施できない部分については，

競技中に選手が体調不良になったり，けがをしたりし

どのように訓練するかを検討する必要がある。

た国があった。幸いなことに，今回日本にはこれといっ
たトラブルはなかった。
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退場があったとのことだった。残念なことに，今大会

・情報の共有について
どの企業の選手が WSC に出場してもいいように，
出場した選手の所属企業は得られた知見を蓄積し，

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

他の企業と共有する。

これまでの大会のように，参加選手の所属企業からエ
キスパートを出しているような国は他にはないようで
ある。SMT や他国のエキスパートとの信頼関係を築
くことは，好成績を収めるには必要不可欠であり，そ
のためには，参加選手の所属に関係なく特定の人が務
める必要がある。
ただし，これまで参加した日本選手が優秀な成績を修め
てきているおかげで，日本選手の技能レベルが高いこと

電工
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職種
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▼

工場電気設備
Industrial Control

所属・氏名

▼
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株式会社 デンソー

1

安藤 真悟

…競技課題の内容

パネル）と呼ばれる装置を駆使し、モジュール 1 で
作成した課題を制御するためのプログラムを作成す
る課題。

● モジュール A（メインプロジェクト）

● モジュール C（回路設計課題）

競技時間 14 時間

競技時間 1 時間

配電盤・制御盤を作成する課題。電材の加工や電

シミュレーションソフトを使用し、電気回路を設計

気機器の組付けを行った後に、電線やケーブルを配

する課題。

線して現場を模した制御装置を作成する。

● モジュール D（異常診断課題）
競技時間 1 時間

● モジュール B（PLC プログラミング）
競技時間 4 時間

配電盤に 5 つの異常が仕掛けられ、異常個所を発

PLC（プログラマブルコントローラ）や HMI（タッチ

見する課題。

電気配線
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器具の取付

電材の加工

ケーブル配線
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2

3

▼

…競技日程

…大会前の準備及び
その問題点

開催国の業界で一般的に使用されるメーカーの材
料調達とファミリアライゼーション (C － 2) でど

・大会で提供される部品が海外メーカーのため、発注

の様な準備をするかが重要である。

してから納入されるまでに約 3 か月程度の時間が
掛かり、その間訓練を進めることができない。前
もった購入の準備や国内で手に入りやすい代替品
の調査をしておく必要がある。

4

…競技の実施状況及び評価

・大会で使用される消耗品材料 ( 電線、ケーブル、圧
着端子など ) のメーカー・型番などの情報は最後ま
料に関しては開催国のメーカー使用率が高いため、

CC（国ごとの打合せ）の様子

※入賞以上を記載

順位

国名

得点

成績

1

KR

740

Gold

2

SE

732

Silver

3

CN

729

Bronze

4

DE

726

Excellence

5

CH

715

Excellence

6

JP

708

Excellence

7

ID

707

Excellence

8

PT

702

Excellence
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でインフラリストに公開されない。公開されない材

ア . 競技結果の分析

・モジュール A はジャッジメント採点の割合が増え、
例年より全体的に点数が下がる結果となった。
・モジュール B（PLC プログラム課題）が 30 点分と
配点が大きく、難易度が高いため、モジュール B で
点数が取れた国が上位となるケースが多い。JP 選
手の場合、今大会ではモジュール B で点数を落と
してしまった。
・モジュール C,D に関してはそれぞれ 10 点分

プログラミング

の配点で、上位国は確実に点数を取って
くる。難易度は高くないが、ミスの
許されない状況である。
完成品

工場電気
設備

181
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▼

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
・ 競技課題は良く考えられた内容であった。30％以

オ . トラブルと対応
・ モジュール 3 の競技中にソフトがフリーズするト
ラブルがあった。対処に戸惑い、リスタートが遅

上の変更が加えられたが、想定の範囲内であった。

れて最後まで完成することができなかった。訓練

しかし、図面に不備はあるため事前にフォーラムで

で同じトラブルを経験できるのがベスト。

の修正依頼や選手自身の対応訓練が必要である。
・ 工具は自国準備のため特にトラブルは無く大会を終

・ ツールボックスチェックはかなり厳しく判断され
た印象である。大きなトラブルとはならなかった

えることができた。しかし、次回大会の動向として、

が、カッターが使用禁止と言われ他の工具で代用

工具を大会側で準備する可能性がでてきたので、工

することとなった。怪我をする可能性のある工具

具の準備不足が想定される。

（刃物類）は特に厳しくチェックされた。

・ 材料の準備状態は良く、在庫も確保された状態で
あった。情報が公開されていた部材はほぼ公開通り
で、最後まで情報が公開されなかった部材に関して
は開催国メーカーもしくはヨーロッパで流通してい

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

るメーカーがほとんどだった。

Expert Reports

・ 使用している工具の利便性や理にかなった工具配
ウ . 採点方法とその評価

置になっているツールボックスであるところは、

・今大会は採点のスピードアップを図るため、ジャッ

他国のエキスパートから高評価であった。

ジメントでの採点割合が増えた。アブダビ大会は

・ 上位国は作業が早い。やり直しがきかない部分や

ジャッジメント採点が 2 点分に対し、今大会は 20

精度が必要な部分は、二重でチェックを行える時

点分となった。そのため、全エキスパートが納得の

間を確保しており、確実性が高い。

いく製品作りが今後も求められるだろう。
・エキスパートがグループに分かれて採点を行う。各
国の考え方があるため、全ての採点グループの基準
統一を図ることは難しい。

6

…今後の課題、展望

・採点基準を熟知していないエキスパートもいるため、
大会期間中に 1 回だけ明らかに間違った採点方法を

次回大会の変更点

しているところを目撃したため指摘できたが、他の

モジュール A が 14 時間⇒ 12 時間 モジュール B

グループも同様な状況が考えられる。

が 4 時間⇒ 6 時間となり、よりソフト面を重視した
課題となる。

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
・SCM がドクターストップにより急遽大会不参加と

182

今後の課題

なった。そのため、競技の運営や変更事項があっ

国際課題を訓練するにあたって一番苦労した点が

た場合はチーフ・副チーフが判断するような形式

モジュール 2 の訓練であり、勝負のポイントでもあ

となった。

る。特に、日本ではあまり流通していないメーカー

・上記の状況のせいか分からないが、競技中に課題内

を使用するため操作方法などを 1 から覚えることと

容の変更があった場合の選手への伝達方法が不明

なる。そのためにも、国内大会から同じメーカーを

確であった。質問するエキスパートによって回答が

使用するか出場した選手の技能・知識を

違ったため、選手から質問された時の対処方法や

伝承していくシステムを構築して

誰が判断するかを統一する必要がある。

いきたい。
工場電気
設備

職種

21

▼

左官

Plastering and Drywall Systems

所属・氏名

▼

一般社団法人日本左官業組合連合会

…競技課題の内容
Expert Reports

1

髙野 雅一

競技 2 日前に公表された競技課題を基にモジュール 1・2 の図面
の解読をエキスパートと共に行い、使用材料を見積もり申告する。
● モジュール 1：
図面寸法を基に、軽量鉄骨を加工して組み立て、4 種類の石膏
ボードを加工して取り付ける。
● モジュール 2：
前日の作業を継続しながら更に天井を加え、競技課題の組み立
てを完成させる。
● モジュール 3：
当日公表した作業指示書に沿い国際規格Ｑ 1～Ｑ 4 に基づきＡ
壁面～Ｄ壁面及び天井面を仕上げる。
● モジュール 4：
この工程はスピード競技とする。当日公表した図面を基に使用
するモールディングの数量を申告。早く完成した順に点数が加
算される。
● モジュール 5：
各国の特徴ある左官仕上げを規格に基づき自由に表現する。

左官
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評価報告書

2

▼

…競技日程

8 月 21日：モジュール 1・2 の材料見積もり（3 時間）
8 月 23 日：競技 1日目
モジュール 1（競技時間 6 時間）
8 月 24 日：競技 2 日目
モジュール 2（競技時間 3 時間）

4

…競技の実施状況及び評価

ア . 競技結果の分析
課題図は競技 2 日前に公表となった。使用材料の数
量計算をして申告する事から競技が開始された。モ
ジュール 1 ～ 5 まで初めて使用する素材に戸惑い
Ｑ 1 ～Ｑ 4 の国際規格の対応に苦慮しながら作業
を進めた。

8 月 25 日：競技 3 日目
モジュール 3（競技時間 5 時間 30 分）
8 月 26 日：競技 4 日目
午前・モジュール 4（競技時間 2 時間）
午後・モジュール 5（競技時間 2 時間）

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
競技会場に入り選手と共に初めて使用する材料を目
にした。習熟時にすべての材料の性質と取り扱いを
網羅するには限界があった。
素材を加工する工具を持参してなかった為、時間が

3

…大会前の準備及び
その問題点

Expert Reports

競技 2 日前 (8 月 21 日 ) 安全作業の説明と使用材料

184

かかり他国の選手に後れを取った。
強化訓練時に材料の対策を講じられなかった事が悔
やまれた。
ウ . 採点方法とその評価

の習熟、モジュール 1・2 の材料見積もりと申告が重

精度の評価は 4 人一組で実施した。4 人で目視確認

なった為、スケジュールが過密であった。もう少し余

のうえ採点用紙に記入した。

裕が欲しかった。

出来栄えの評価は 3 人で 1 ～ 3 の数字を同時に提
示したものを得点とした。
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

6

…今後の課題、展望

国際大会は開催国が変更するたびに競技ルール、使用

競技 4 日間共、開始 30 分前に英文で書かれた作

材料、競技規則、安全作業などすべて変更される。

業指示書が選手に渡され、和訳して作業に取りか

前大会で実施された内容をそのまま踏襲する事は

かった。言葉のハンデと使用材料の複雑さを強く

ない。

感じた。

指導者は、国際大会競技の基となる欧州の左官作業の

材料習熟時、初めて見る素材に対して友人エキス

知識と技能を修得したうえで競技課題図の解読と見積

パートが助言をしてくれた。

もり、そして使用材料と工具の取り扱い、各種施工法

また、自国選手の作業エリアに材料を運ぶよう指

を理解してモジュール 1 ～ 5 までの作業工程を国際基

示があったが材料置場から離れている事と重量が

準に照らし合わせ訓練を実施する。

ある為苦戦していたら友人エキスパートが手伝っ

大切な事は本大会に使用する材料を事前に取り寄せて

てくれた。

強化訓練を実施する事である。

エキスパート間の交友関係の大切さを感じた。

残念ながら、今大会も事前に材料を入手する事ができ
ず対策が取れない中で競技に挑んだ。

オ . トラブルと対応

材料の取り扱いの練習をしていない選手が本大会で結
果を出せるはずはない。

れている電動鋸を使用した選手がいたので抗議した

結果を求めるのであれば競技に使用するすべての材料

が鋸刃が回転していない事で許可となった。

を関係者は責任を持って強化訓練時に取りそろえる事

数カ国が集まり共同訓練した時、そして EU の競技

とエキスパートが納得するまで訓練に立ち会う環境を

大会の時使用した事が本大会につながったものと推

作る事が大切である。

測する。

訓練費用も発生するため今 後エキスパートの選 任

海外での共同訓練の重要性と使用材料を事前購入し

は（一社）日本左官業組合連合会が推薦した者でなく

て訓練する大切さを強く感じた。

選手所属企業が中心となり対応する事が望ましいと

Expert Reports

競技開始 1 日目モジュール 1 の作業で本来禁止さ

感じる。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

左官職種のエキスパートは本来業務のほか強化訓練指
導を責任を持って実施しなければならない。
片手間で短期間に国際大会の内容を把握できるほど
単純でない事を理解したうえで対応する事が大切で

日本の左官は塗り作業が主であるが国際基準では下

ある。

地の組み立て（乾式工法）も左官作業に含まれる為、
仕事の範囲が広く複雑化している。日本に存在しな
い初めて触れる材料を場面に応じて使い分け、更に
左官仕上げの基準である、Q1 ～ Q4 の国際基準に
沿って作業を進めなければならない。
これらの知識と技能を日本では代表選手が決定して
から訓練を開始する為、訓練期間の長期化を必要と
すると共に効率的な訓練実施が望まれる。
左官
競技中の前橋選手
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職種

23

▼

移動式ロボット
Mobile Robotics

所属・氏名

▼

Expert Reports

株式会社デンソー

競技風景

186

今井 悠太

評価報告書

1

▼
C： Design 設計

…競技課題の内容

設計 / 製作したロボットシステムの、走行と物体
管理の主要要素を評価する。
D： Prototyping 試作

A： Work Organization & Management

組付け外観評価。フレーム、配線、ベース、アー

作業組織と管理

ムの４つのパートからなる。

安全、作業場、スケジュールの管理など。
B： Communication and Interpersonal skills
コミュニケーションと対人スキル
技術資料を作成し、ロボットの設計思想を他社に
伝える能力を評価する。

E： Core Programming, Testing &
Adjustment
プログラミング、試験及び調整
走行と物体管理の複合動作の評価。自動走行と遠
隔操縦を行う。
F： Performance Review and Commission
性能の点検と試運転

2

タスクを行う一連動作を評価。自動走行と遠隔操

…競技日程

縦を行う。

ロボットの組立て ( モジュール D)
及びプログラミング ( モジュール C) と要素テスト

説明

プログラミング
及び複合動作テスト ( モジュール E)

説明

自律走行プログラミング
及びパフォーマンステスト ( モジュール F)

説明

遠隔操縦プログラミング
及びパフォーマンステスト ( モジュール F)
自席で練習

3

Expert Reports

説明

コートで練習

…大会前の準備及び
その問題点

コートで評価

コートで採寸

ち込み競技を行う。競技ルールは大会直前まで変更さ
れるため、その変更に対応できる柔軟なスキル習得／
ロボットシステム構築が重要である。

ロボット職種は事前 ( 大会 9 か月前 ) にロボットと走
行コースやタスクの仕様が公開され、それと同時にロ
ボットキットが支給される。そのキットをベースとし
て自国でロボットを製作し、ロボットを大会会場に持

移動式
ロボット

187

評価報告書

4

▼

…競技の実施状況及び評価
Position

ア . 競技結果の分析

Member

Medal

WorldSkills
Scale
Score

1

China

GOLD

763

2

Korea

SILVER

760

3

Russia

BRONZE

757

4

Japan

MEDALLION

751

5

Macao,China

MEDALLION

745

6

Chinese Taipei

MEDALLION

742

7

Brazil

MEDALLION

738

8

Portugal

MEDALLION

715

9

Austria

MEDALLION

714

10

Hong Kong,China

MEDALLION

712

11

India

MEDALLION

705

12

Canada

MEDALLION

705

13

Singapore

MEDALLION

700

Expert Reports

要求される画像認識レベルが下がったこと、前回大会

100 Scale
Mark

A（10.00）

B（10.00）

C（15.00）

D（10.00）

E（15.00）

F（40.00）

85.19

10.00

9.33

15.00

9.64

10.15

31.07

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

とロボットの主要要素が同じで各国準備時間が多く取

状況、評価

れたことから全体得点が向上した。
（前回金メダル：

競技内容の説明

88 点）

題 材：トラックパーツメーカのアッセンブリ工場

高得点を取るためには速く正確なロボット制御をする

タスク：オーダー情報を読み、コンポーネント＋キャリ

ことが重要である。金メダルのチームのロボットはミ

アを適切なワークステーションに配達する。

スがほとんどなく、速く、正確な動作を実現しており、

選手はそのタスクが実行可能なロボットシステムを構

高得点となっている。日本チームはロボットが数回ミ

築する。

スをして、多くの得点をロストした。
ウ . 採点方法とその評価
A：Work Organization & Management
客観評価。

競技コート

188

作業エリア

上位国の作品の紹介
左から
１位：中国チーム
２位：韓国チーム
４位：日本チーム

３人１チームからなるＡ評価専門のエキスパート
が常時、作業エリアやスケジュール管理について

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

チェックを行い、評価をする。
B：Communication and Interpersonal skills

日本の特徴

主観評価。

確実性を重視し、ロボット構造は堅牢で動作も確

４つのセクションからなる技術資料を評価する。

認作業が多い。

各セクションにつき３人１チームで評価基準の詳
細を作成、その基準を元に採点を行う。
C：Design 客観評価。

他国の特徴
最小限の構成で、ロボット構造、動作共に無駄が
少ない。

単一要素の評価（ワークを掴む、
置くなど）を行う。
ロボットを実際に動作させ、その合否で評価する。
D：Prototyping 主観評価。

6

る。各セクションにつき３人１チームで評価基準の
詳細を作成、その基準を元に採点を行う。
E：Core Programming, Testing & Adjustment

国際大会で好成績を残すためには「１. 変化に柔軟に
対応できる、２. 再現性高く動作する、３. 速く効率よ

客観評価。

くタスクをこなせる」ロボットシステムを構築するこ

複合要素の評価（ワークをＡからＢへ運ぶなど）

とが重要である。選手のレベルは年々上がっており、

を行う。ロボットを実際に動作させ、その合否で

基礎的な部分は多くの選手が達成可能である。それよ

評価する。

り更に上に行くためには、どんな状況になっても確実

F：Performance Review and Commission

に速く動くことが人もロボットも必要であり、これか

客観評価。

ら国際大会を目指す選手はぜひこれらのことを意識し

一連のタスクの評価（オーダーを認識し、ワーク

て訓練に励んでほしい。

をＡからＢへ運ぶなど）を行う。ロボットを実際に

労働人口が減少する中、その解決策として移動式ロ

動作させ、その合否で評価する。

ボット技術への期待は高まっている。この職種は移動

運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

式ロボットシステムを構築するためのスキルを幅広く

競技前の役割：事前に公開されたルールの不明瞭な部

取り扱っており、設計から製造までこなせる技術者／

分を、定義して明瞭にしていく。

技能者を育成することができる。移動式ロボット職種

競技中の役割：作業場の管理や採点を行う。
ロボット職種のエキスパートは皆協力的で、お互いをサ

Expert Reports

４つのセクションからなる組付けの外観を評価す

…今後の課題、展望

の参加者が更に増え、発展し、日本の産業を
盛り上げてくれることを期待する。

ポートしながら運営を行っている。毎年半数くらいのエ
キスパートは新人で、ルールを把握してない場合が多
いため、それを考慮した運営を行うことが必要である。

移動式
ロボット

189

職種

24

▼

家具
Cabinetmaking

所属・氏名

▼

Expert Reports

ものつくり大学

1

佐々木 昌孝

…競技課題の内容

脚部、箱部、扉部、引き出し部の４部位で構成された
木製家具（キャビネットまたはテーブル）が競技課題と
なっており、示された図面通りの木製家
具を、精度良く、また美しく、かつ能率

採点風景

的に製作する技能を競う。

2

…競技日程
日本選手の完成作品

競技課題図面

4 日間（C1-C4）で 22 時間（22hrs）が基本
今大会（2019 カザン大会）は、22hrs の基本課題
制作とは別に、C2 でオプションモジュールとして
30min のスキルテストを実施する予定であったが、競
技場の不備により C1 の競技時間が短縮された影響を
受け、実施が見送られた。
最終的に実施されたタイムテーブルは、
C1 が 3:00hrs、C2 が 7:30hrs、C3 が 7:30hrs、

190

C4 が 3:30hrs、計 21:30hrs

日本選手の作業エリア

評価報告書

▼

3

…大会前の準備及び
その問題点

ウ . 採点方法とその評価
採点項目や各項目の採点方法は、ディスカッション
フォーラムでエキスパートに事前に公開された。

○ 大会本番８ヶ月前にあたる 2018 年 12 月頃から、

C-1（競技前日）までに全エキスパートが採点スキ

2017 アブダビ大会で実施されたテストプロジェ

ルテストを受け、
その結果に則して、
本番の採点チー

クトなど過去の大会課題を用いた訓練を開始

ムが編成され、採点作業を行った。

○ 大会本番６ヶ月前にあたる 2019 年２月にテスト
プロジェクト３案が公表され、４日間競技の本格
的訓練を開始
○ 大会本番３ヶ月前にあたる５月に通訳者を交えた
４日間トレーニングを行い、それ以降、さらに集

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
大会の倫理行動規程､ 競技規則､ 安全衛生規則、
ならびに職種定義に従い､ 各国の選手やエキス
パートが､ お互いを尊重し合いながら､ 健全に競
技運営が行われた。

中的に、４日間ボリューム課題の強化訓練を繰り
返し行った。
○ ８月開催のアブダビ大会に先がけ、4 月に以下の
海外開催プレ競技大会に参加した。
・ Global Skills Challenge 2019
（GSC2019）
2019/04/10 〜 04/14 にメルボルンで開催
国際大会本番と同じ４日間競技、22 時間課題で実
施される大会で、家具職種には、選手とエキスパー

オ . トラブルと対応
今回の大会では、C2 にスキルテスト（スキルチェッ
クモジュール）が実施予定であったが、競技エリア
の設備不備（西日が眩しくて作業の継続が困難）が
原因で C1 の競技時間が短縮された影響を受け、ス
キルテストの実施が見送られた。それ以外には、特
に対応が困難なレベルの大きなトラブルは無かった。

トならびに協会手配の通訳者の計３名で参加した。

ア . 競技結果の分析
・2019 カザン大会の競技課題は「キャビネット」

5

結果は敢闘賞であったが、手加工のスピードと精度

Expert Reports

4

…競技の実施状況及び評価

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

については、日本の選手に対して複数のエキスパー
トから高い評価を受けた。

であった。
・公表課題から約 40％の直前変更が加えられた内
容にて実施された
・今回の課題では CNC による加工が初めて導入さ
れた。
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
・Cabinetmaking 職種では､ 設備機器ならびに支
給材料の準備に大きな問題は無く､ インフラリス
トとして事前に公表されていたものが概ね予定ど
おり準備されていた。

6

…今後の課題、展望

競技時間が短縮となった都合で、今回は実施が見送
られた「スキルテスト」については、次大会あらた
めて実施される予定である。このスキルテストに対
応するためには、木工の基礎的な技能の向上訓練が
より重要となるであろう。また、今大会初めて導入
された CNC 加工は、次大会も継続して実施さ
れるかは未定であるが、仮に継続実施された
場合には、選手が自身で加工機をオペ
レートする可能性を想定した訓練が
必要になるケースもある。

家具
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▼

建具
Joinery

所属・氏名

▼

Expert Reports

一般社団法人全国建具組合連合会
有限会社丸生木工所
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生島 直樹

▼

評価報告書

…競技課題の内容

1

ウ . 採点方法とその評価
採点は CIS システム管理で、また各エキスパート採点
も公正な採点である。

前回のアブダビ大会から課題内容は大きく変更された。
モジュールの分離ではなく最終的に一体となる課題に変
更となった。

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
各国エキスパート間の関係はとても良い関係でやはり
新任エキスパートは遠慮もあったと思う。エキスパー

…競技日程

2

オ . トラブルと対応

C1

： 6H 30m

C2

： 7H

C3

： 4H 45m

C4

： 3H 45m
合計 22H

3

トはなるべく継続が望ましい。

…大会前の準備及び
その問題点

問題となる大きなトラブルは発生しなかった。
ただ多少の怪我により治療時間のため競技時間の延長
などは行った。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

選手においては他国と環境面で大きな差は認められ
ないがスキルレベルではかなり低い位置づけとなっ

Expert Reports

ている。
訓練においては選手所属企業の理解もあり卒業校でも
ある技術専門学院内にて指導者のもと、訓練を行うこ
とが出来た。問題は訓練期間の長さが短い。

4

…競技の実施状況及び評価

6

…今後の課題、展望

やはり技能五輪全国大会の変革を個々の職種において
問題点を見直す作業を行わなくては、国際大会関係者
だけでは成績向上は難しい。

ア . 競技結果の分析
訓練不足にて完成精度が非常に悪かった。製作時間は
規定時間内で完成出来たことは評価できる。
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
Joinery 職種の課題はエキスパートより提案、選考、
30％変更があり公平に行われた。作業場の環境はと
ても良いが日本で使用していない機械を使用しなけれ
ばならないので不安はあった。
建具
競技中の安久津選手
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▼

建築大工
Carpentry

所属・氏名

▼

Expert Reports

住友林業建築技術専門校

1

…競技課題の内容

モジュール１：
東屋の構造材 土台・柱・梁の作成～組立
ホゾ・相欠き・蟻加工などの刻みの精度が求められる。
モジュール２：

…競技日程

2

モジュールごとの時間制限はなく、４日間２２時間以内に
完成させる。
Ｃ１・・・６時間
Ｃ２・・・７時間

スロープ及びバルコニー・手すりの作成～組立

Ｃ３・・・５時間４５分

板の割付、手すりの構成など図面からの読取り力が求

Ｃ４・・・３時間１５分

められる。
モジュール３：
屋根 たる木・屋根筋違・棟木の作成～組立
一番難易度の高いモジュール。３次元の構成を２次元
の展開図に表し、それを基に部材を作成する。ヨーロッ
パや韓国の選手が得意な分野である。

194

遠藤 公紀

＋採点時のロスタイム

評価報告書

3

▼

…大会前の準備及び
その問題点

4

…競技の実施状況及び評価

強化部会からの支援によりオーストラリアで合同訓練

ア . 競技結果の分析

を実施する事が出来た。

過去の経験や前回のエキスパートからの引継ぎにより

以前から友好関係が築けていたオーストラリアのエキ

最後まで完成しないと入賞は難しいとの判断で、第一

スパートに加工方法や展開図作成方法、採点方法につ

目標を完成に決め、競技を進めた。

いてのアドバイスをもらうことができ、以降の訓練に

モジュール３の展開図作成の難しさや初日の作業の遅

大いに役立った。

れからペースを乱し、焦りが出てミスをしてしまった。

建築大工職種が国際大会前に競技する場はＧＳＣ以外

目標としていた完成が達成でき精度も良かったので、

に無く、訓練中に実際の競技と同じような経験をする

そのミスが悔やまれる。

ことが出来なかったのは残念だった。
中国等での事前競技大会で建築大工職種も競技が実
施されるように要望していきたい。

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
［課題］

国際大会は１ヵ月前に競技で使用する工具を発送しな

課題は以前同様に元エキスパート（ＬＩ）が第三

ければならない。発送後の訓練に前回の選手所属先か

者機関として変更を行った。

ら工具を借用することができ、直前まで訓練を続ける

以前とは違ったパターンの変更だったがヨーロッ

ことができた。

パの選手は対応できていた。

２セット工具を用意するのは費用的にもその後の管理

ユーロスキルズや国内大会等の課題についての情

についても困難と思われるので工具を共有できるシス

報収集が不足していたのではないか。
［材料］
アブダビ大会は酷い物だったと聞いていた。今回
は同じように赤松の集成材から加工した物であっ
たが、状態は良かった。

Expert Reports

テムがあればと思う。

［作業場］
アブダビ大会で採点する場所が無かったとの反省
が生かされ、作業場所の外に採点（課題設置）場
所が設けられていた。
［工具］
インフラリスト通りの工具が用意されていた。
海外メーカーのバッテリータイプの電動工具だっ
たため、日本での入手が困難であった。ちょっと
した使用方法の違いであれ、張り詰めた状態で競
技している選手にとっては大きなトラブルに繋が
る可能性もある。
スポンサーの協力による提供またはレンタルがで
きるような対応をしてほしかった。

建築大工
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評価報告書

▼

ウ . 採点方法とその評価

するシステムが出来ている。ユーロスキルズや国内

前エキス パ ートからの引継ぎとディスカッション

での競技大会でも国際大会と同レベルかそれ以上の

フォーラムで公開された採点方法ガイダンスで事前に

内容で競技しており、経験が豊富。

情報はあったが実際の採点方法とは異なる部分もあ

日本の選手は国際大会の選手に選定されてから本格

り、競技前の打合せで、協議及び模型を使っての再確

的な訓練を開始する。基本的な能力や経験の差が縮

認があった。

まらないのではと感じる。しかし、加工～組立の寸

また模型を使用しての採点テストが行われ、エキス

法精度において日本選手の評価は高かった。

パートの能力を基に割振りが決められた。
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
前回から継続しているエキスパートがほとんどで、運

6

…今後の課題、展望

営にも慣れており、エキスパート間の関係は良好だっ
た。３大会ぶりのエキスパートではあったが、ＳＭＴ
が過去の大会で顔見知りのエキスパートであり、過去
の実績が認められ採点でも多くのパートに任命してく
れた。

ヨーロッパのエキスパートも昔からの伝統を取入れた
課題を継続していくか、現在の仕事に即した課題に変
えていくか意見が分かれている。
日本では建築大工職種の選手数は多いが、国際大会で

オ . トラブルと対応
競技についてのトラブルはほぼ無かった。

は２０人に満たない。参加国数を増やすためにも課題
を変えていかなければならないとの意見も出ている。
ヨーロッパ・アセアン・アジアの小グループに分かれ、

Expert Reports

それぞれの国・地域の実際の仕事を考慮しながら案を

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

ヨーロッパでは大工にとって複雑な屋根の構造を展
開図として作成するのが昔からの文化であり、訓練

出し、課題に取り入れていこうという取組が進められ
ている。

7

…その他

国際大会前に合同訓練で選手が渡航や海外生活を経験
できたのは非常に有意義だった。
建築大工職種において英会話能力はさほど必要ないと
感じていたが、電動工具使用時や課題組立時にエキス
パートの協力が必要な現在の競技では多少の会話がで
きることもスムーズな競技進行に不可欠だと思った。
作業だけでなく英会話についても海外訓練・通訳研修
などを含め訓練が必要である。
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▼

貴金属装身具
Jewellery

所属・氏名

▼

東北芸術工科大学

…職種概要

2

…競技課題の内容

配布された図面を読み取り、指定された工具のみを使

各モジュールはブローチのパーツ製作とデザイン部分の

用し支給された貴金属を材料としたジュエリー（ブロー

展開スケッチ。

チ）を制作する。

3

…競技日程

C1 大会初日

５時間 推奨 20 分のデザイン課題
を行う時間を含む

C2 大会２日目

６時間 推奨 20 分のデザイン課題
を行う時間を含む

C3 大会３日目

６時間 推奨 30 分のデザイン課題
を行う時間を含む

C4 大会４日目

５時間

競技の様子

Expert Reports

1

藤田 謙

貴金属
装身具
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評価報告書

▼

4

…大会前の準備及び
その問題点

イ 課題は当日発表であった為選手の精神的負担は大
きくモジュール１の完成度は全体的に低かった。
競技会場は SCM が事前に何度も現地で確認して

海外招待競技大会（GSC）への参加出来た事は非常

おり工具に関する問題が１点あったのみでしっか

に効果的である。出来れば本大会前に２回以上のプレ

りと準備できていた。机は選手に合わせて鋸で

大会経験が望ましい。また本大会課題図面は C1（大

カットしても良いなど、競技に集中出来る配慮が

会当日）発表である為、訓練は繰り返し基礎を行いど

なされていた。

のような図面にも対応できるスキルが必要不可欠。
今大会よりデザイン課題も含まれるようになった為、
ただ制作技術を上げるだけではなく発想を含むデザイ
ントレーニングが必須となる。

ウ メジャメント評価は問題なし。全体の 30％ジャッ
ジメント評価は０から３のベンチマークを元に採
点する。事前トレーニング結果と CV により採点
チームが決定される為エキスパートの能力が重
要である。
エ 日常コミュニケーションに問題がない程度の語学
力は必須。またエキスパート自身のバックグラウ
ンド（経歴）等も非常に重要である。大会前に招
待大会で直接コミュニケーションを取れていた事
は非常に大きい。エキスパート間の雰囲気は非常
に良い。
オ 今大会では前回大会から大きく競技の方向性が変
更になったが大きなトラブルはなかった。課題と

Expert Reports

なる部分も多かったが大会運営に影響するもの
ではなく次回大会に向けて修正する事を確認、決
定した。

作業スペース写真（ファミリアゼイションの様子）

5
ア

…競技の実施状況及び評価

今大会から初めて課題図面の公開が大会初日に
なった為、選手の力量が如実に現れている。他
国と比べ日本選手の選定が遅く訓練時間の少な
さがそのまま結果につながっていると考えられ
る。デザイン課題の採点についてはまだ不明瞭な
部分も含まれるが全体の 10% である為（次回は
20％の予定）結果に大きく影響が出たとは言い

198

にくい。

１ ロシア

金

750

２ 中国

銀

741

３ インド

銅

718

３ イラン

銅

716

４ 韓国

敢闘賞

712

５ オーストラリア

敢闘賞

708

６ 台湾

敢闘賞

706

７ 香港

敢闘賞

703

８ ブラジル

697

９ フランス

697

10 日本

678

11 スイス

675

12 スウェーデン

631

13 マレーシア

614

14 ノルウェイ

612

15 アルメニア

579

6

…今後の課題、展望

大会に向けたサポート体制は大きく異なる。上位国
は選手のトレーニングにかける時間や予算が圧倒的
に多い。選手の経験年数にも大きな差がある。

Expert Reports

競技課題図面

ジャッジメント評価のベンチマークを壁に貼りその都度確認しながら採点が行われた。

貴金属
装身具
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▼

フラワー装飾
Floristry

所属・氏名

▼

Expert Reports

フラワー装飾技能検定中央協議会
株式会社アルファフローリスト

200

河合 透

評価報告書

▼

…職種概要

2

…競技日程

フロリストの仕事範囲として世界に共通する基準を原

C1 花束 120 分

則とし、個々のテクニック、アイデア、色、構成を活

C1 アレンジメント 120 分

かした作品を制作する。

C2 サプライズⅠ 150 分
C2 ブライダルデザイン 180 分

1

…競技課題の内容

C3 サプライズⅡ

60 分

C3 サプライズⅢ

30 分

C3 壁掛け 150 分
C4 プランツアレンジメント 120 分

① 花束

C4 サプライズⅣ 120 分

花材、資材、大きさなど自由なスパイラルテクニッ
クによる花束作品
② アレンジメント
花材、資材、大きさなど自由、ただしロシアの木製
花瓶を必ず使用する作品
③ サプライズⅠ
花材、資材、大きさなど自由なヘッドマネキンにセッ
トする王冠作品

Expert Reports

④ ブライダルデザイン
花材、資材、大きさなど自由な花嫁のブライダル
作品
⑤ サプライズⅡ
花材、資材、大きさなど自由なネイル飾り付のハン
ドマネキンに装着する腕飾り作品
⑥ サプライズⅢ
花材、資材、大きさなど自由なバレエダンサーに贈
る花束作品
⑦ 壁掛け
花材、資材、大きさなど自由なロシアの伝統模様ク
ロスを必ず使用する壁掛けハンギングの作品
⑧ プランツアレンジメント
花材、資材、大きさなど自由で、カザンクレムリン
をイメージし、指定された器に制作するプランツデ
ザイン作品
⑨ サプライズⅣ
花材、資材、大きさなど自由、ただしマトリョーシ
カ 10 個組人形、ガラス瓶 48 個、赤アルミワイヤ
を必ず使用したテーブルデコレーション作品

フラワー
装飾
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評価報告書

▼

3

…大会前の準備及び
その問題点

4

…競技の実施状況及び評価

① エキスパートの責務

① 競技結果の分析

大会前のエキスパートは、まず卓越した技能者で知識・

成績は思ったより振るわなかったが、選手は各競技課

経験が豊富であること。それに加え国内外での審査の

題をすべて完成すべく一生懸命悔いが残らないように

経験も豊富であること。

頑張っていた姿が誇らしい。

また、アクセス・プログラムを受講し、WSI からのク

いい結果を残すには、一般論としてフラワー装飾では

イズ式テストを 100％クリアし正式認定を受けなけ

高度なレベルのアイデア、テクニックで、なおかつ明

ればならない。また、フォーラムに参加し他国エキス

確な構成力もあり色使いも考えている作品が求められ

パートとの意見交換などで交流を図る事が出来る。

ている。

現地でのエキスパートは、実技・学科・模擬審査を行
い、評価員としてのレベルチェックを受ける。その成
績結果により評価チームに参加できる事になる。中に

② 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価

は、評価チームに入れない場合もある。

課題は、ロシアの花瓶、ロシアの模様クロス、マト

Expert Reports

リョーシカ等の使用がサプライズ以外でも多く出題さ
② 選手の育成・コーチの選出の難しさ

れ 9 課題のうち全く自由な課題は 2 課題だった。

フラワー装飾では、大手企業のように社内に部署があ

作業場は花材の支給が C-2、C-1 とあり、選手が 4

るような訳には行かない。全国大会で選出後からが

日間のコンディションを保つメンテナンスを毎日しな

本来の選手育成機関となっている。フラワー装飾職種

ければならない。

ではそこから初対面のコーチ陣に指導を受ける事にな

花材のストッカーが室外にあり、朝晩の出し入れなど、

る。それを指導するコーチもエキスパートの指示で計

メンテナンスが大変だった。

画的に訓練を進められるコーチでなければならない。

工具は、選手の持参リストにあがっているのに現場で

また、選手とコーチ陣が遠距離の場合や訓練をする場

支給された物もあった。

所なども要因の一つである。
③ 採点方法とその評価
③ 言葉の弊害

課題ごとに 3 人編成のメジャメント 1 チーム、ジャッ

もちろん、WSI からの連絡やフォーラムはすべて英

ジメント 2 チームの合計 9 名が発表される。メジャ

語でなされる。通訳が必要な訳だが自身も解読できる

メントは３人がディスカッションを行い 10 項目程

語学力が必要になってきている。将来は通訳無しでと

評価して行く。ジャッジメントは、３人の４段階の

言う話も耳にするが努力も求められる。

個人評価（0・1・2・3）を行い、その後集計にて点
差の広いものに意見が求められ、訂正が必要な場合

④ メンタル・体力の強さ
やはり、約 2 週間海外で時間に追われる毎日で、英
語漬けの日々を過ごす訳でありメンタル面でも、体力
面でも強い忍耐力を持つ必要がある。

は訂正を行い最終の結果となる。エキスパート間の
レベル差もあり、話し合う場も多い事は賛否両論も
あると思う。
今回は外部評価員としてドイツのグレゴール・レリッ
シュ氏が加わった。加わったことでアドバイスを受
けたり、エキスパートのディスカッションに意見を
頂いたり、エキスパートの価値観が少し上がったよ
うに思える。
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④ 運営面での特記事項 ( エキスパート間の関係など )
英語が話せる国と話せない国とか、アジアとヨーロッ

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

パと言う場面も多々あったが、なるべく全エキスパー
トとのコミュニケーションを図り最後は仲良くなって

国際レベルでは、他国と日本の違いはあまり無く日

いた。

本のレベルは国際レベルに近いと思う。ただ、他国
は訓練のスタートがとにかく早い。特に中国では選

⑤ トラブルと対応

手が 18 才で、15 ～ 16 才から訓練を始めている。

特に大きな問題は無いが、通訳さんも一心同体に考え

代表になれば毎日が訓練の日々。日本では、ほとん

て頂ける方が望ましい。

どが 18 才から高校卒業後や専門学校で始め、20 才
で全国大会に出場し、そこで金メダルを取ると日本
代表選手になる、と言うのが日本スタイルであり、
差が出て当然だと思う。
他国から見る日本の評価は、日本には素晴らしいフ
ラワーデザイナーがいるのに技能五輪国際大会では
レベルが低いと判断されていると思う。

6

…今後の課題、展望

フラワー装飾職種は情操教育として生涯学習にもつな
分で考え行動できる人間が育って欲しいものです。
その為にもフラワー装飾を全ての高校の授業（現在一
部ありますが）の一環として取り入れていただきたい

Expert Reports

がります。心豊かな学生や若者を育成することで、自

ものです。
また、若い選手達には、国内外のトップレベルの講師
による技能訓練や海外での訓練を経験させてあげるこ
とにより柔軟な対応力や頭の回転力を付けさせるべき
です。それとフラワー装飾職種には無い、企業のよう
な訓練基地（設備）も必要と考えています。
最後に、初めてのエキスパートとして約半年間、様々
な事が勉強の毎日でした。
お蔭さまでこのような、とてもいい貴重な経験をさせ
て頂きました。
今後は、この貴重な経験をフラワー装飾職種の活動や、
全国大会・国際大会に向けてしっかり活かして行きた
いと思います。

フラワー
装飾
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職種
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▼

美容 / 理容
Hairdressing

所属・氏名

▼

株式会社 ヘアーコレクション

佐々木 献信
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モジュール D

1

…競技課題の内容

モジュール A
女性の美容室で行うヘアースタイル。 2 時間 45 分

撮影も行う） 1 時間 30 分（＋撮影時間 5 分）
写真で提示されるヘアースタイルの一部分を用い
て、抽選したモデルをアップスタイルにする。使用
する髪飾りは支給されたものを使う。
モジュール E

女性が日常的にするヘアースタイルをカット・カ

男性のモデルにトラディショナル・テーパーカット

ラー・ブローの技能を用いて作成する。

と髭のカットを行う。 1 時間 20 分

モジュール B
ヘアーエクステンションを使った女性のファッショ
ン・ヘアスタイル。 3 時間 15 分。
モジュール A の作品を使いヘアーエクステンション

いくつか提示されたヘアースタイルと髭のデザイン
を抽選したモデルが選択し、写真と同じスタイルに
なるようにカットを行う。
モジュール F

を使用して課題と同じファッション誌に載るような

男性の理容室で行うヘアースタイル。 2 時間 30 分

ヘアースタイルを作成する。

理容室で行う少し目立つ様な男性のヘアースタイル

モジュール C
女性のモデルにヘアーショーのスタイルを行う。
（写
真撮影も行う） 1 時間 15 分（＋撮影時間 5 分）

204

女性のモデルのロングの髪をアップにする。
（写真

を、カラーとカットで作成する。ショーの様な派手
なものや OMC 作品は禁止である。
モジュール G

写真で提示されたヘアーショーのスタイルを、抽選

男性のパーマスタイル。 2 時間 30 分

したモデルに作成する。雑誌のような写真の撮影も

モジュール F の作品を、パーマ・カット・カラーの技

行う。使用する髪飾りは支給された物を使う。

能を用いて、提示された写真と同じスタイルにする。

評価報告書

2

▼

…競技日程

ンが日本では見られないものであり、類似品が一切無
いため、不慣れな作業となった。
また、減点を多く取られた。しかし、減点された項目の

モジュール A から G を、１日２モジュール行う。

多くは作品自体のものではなく、作業中のものである。

また、４日目のモジュールは 1 モジュールのみとなる。

これには各国の作業手順や安全基準の差から、採点の

各モジュールの競技時間は競技課題の内容の記載の

格差が生じた事もあり、問題視する意見が多く出た。

通り。
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

3

…大会前の準備及び
その問題点

状況、評価
課題の部分では、競技課題数が多いのに TP が当日
に発表されるということが選手に対しかなりのストレ
スになっているのではないかとチーフ・エキスパー
トからも心配の声が上がった。WorldSkills のルール

技に使う薬剤は世界に多く流通しているものが配布

に TP の公表日が決められているがそれを侵さぬよう

される。世界各国には薬事法があり、その薬剤を入

TP を少しでも早く選手に公開出来るようにしたいと

手することが困難な場合もある。その為、競技で用

の思いも伺えた。

意される薬剤を出来る限り正確に知り、それに最も

作業場での問題はなかった。

近い薬剤を用いて選手は練習に臨むこととなる。し

採点方法とその評価

かし、それが選手にとって大きなストレスに感じる

4 人 1 グループで審査をしていくが、全員が作品の審

場合がある。薬剤は少しの違いでも、パーマのかか

査をする訳ではない。グループは大まかに分類すると、

り方、カラーの染まり方に変化が出てしまう。その

作品を審査するグループ、競技中に選手に違反がない

ため選手は、練習時に使用している薬剤と大会で配

かを判断するグループ、競技途中のチェックポイント

布される薬剤が、何がどれだけ異なっているのかが

でチェックを行うグループ、大会の運営を補佐するグ

分からないまま大会に参加することとなり、それを

ループの４つに分けられる。日本は作品の審査を行う

不安に感じるからである。現段階では練習場の温度、

グループに登録されたが、審査ができないエキスパー

湿度、水質等に変化をつけることで補っている。

トも存在した。この採点ができないエキスパートの国

4
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美容 / 理容職種は様々な薬剤を扱う職種であり、競

…競技の実施状況及び評価

ア . 競技結果の分析
順位は 35 ヵ国中 16 位という結果になった。
今回から新しく加わった写真撮影、エクステンション
の点数が伸び悩んだ。いくつかのモジュールで行われ
るモデルの撮影も選手が行うため、写真の技能に必要
な構図、陰影のつけ方等の難しさから点数に結びつか
なかった。さらに複数撮った写真の中から選手が選ぶ
が、写真選択の基準も選手に高いセンスが求められる
ため、高得点には及ばなかった。
エクステンションの競技では、使用するエクステンショ

美容 / 理容
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▼

は、メダル候補の国であってもメダルを逃す結果となっ
た。また、競技中に選手に違反がないかを判断する

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

チームに減点の違いが感じられた。競技の実施状況及
び評価でも記載したが、これは競技中の違反がないか

モジュールに使われる美容室・理容室で行われる作

を判断するエキスパート間の話し合い・判断基準の不

業という表現が、日本の美・理容室で行われる技能

一致があったとされた。各国における作業中の安全基

とは決定的に違う。日本ではあまり見られないカラー

準の細かなところでは自国の基準があり、その自国の

やヘアースタイルも、世界基準でみると一般的に行

基準を根拠とされた。本来基準は自国のものではなく、

われる技能となる。この点をよく理解していないと、

WorldSkills のものでなければならず、それをより深く

正確な技能を発揮できなくなる。選手は日本の美・

全員が理解をすることが今後の課題になってくる。

理容から世界の美・理容へ考えをシフトさせなけれ
ばならない。

ウ . 採点方法とその評価

また、作品も選手も日本の評価は良いと感じる。話

大会期間中のエキスパート間の関係は良好であるが、

し合いに積極的に参加すること、発言の内容、表現

競技を離れてしまうと 3 つのグループに分かれてしま

方法はもちろんだが、過去 3 大会における敢闘賞に

う。ロシアを含むヨーロッパのグループ、アジアのグ

入賞していることが大きく関わっている。メダルを

ループ、どこにも属さないグループである。日本はヨー

取った各国から、自国の大会に参加して欲しい。日

ロッパのグループに属している。大会の発言は主にヨー

本はもっと上位に上がれるはずだ、と日本の可能性

ロッパの国々に多く見られるため、特にヨーロッパとの

を感じる言葉もいただけた。

友好関係を持つことにより、正確な情報、採点時の評
価の基準、今後の大会運営に大きく関われるからであ

Expert Reports

る。

6

…今後の課題、展望

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
各国とも選手にトラブルがあった場合、迅速に対応し

美容 / 理容職種は課題数が多く、
そのため会議のスピー

てくれる。しかし、全ての国の選手、エキスパートが

ドが速いこと、コミュニケーションをヨーロッパ等英

英語を話せるわけではないので、選手はどの国のエキ

語圏と密に行っていることなどを踏まえ、通訳者が重

スパートに何を話すのかを事前に決めておかないと、

要になってくる。通訳者は毎回シャッフルされるため、

通訳者を 2 人通すという時間のロスが生じる場合があ

毎回美容 / 理容職種の通訳が初めてになる。この度の

る。また、質問をしたエキスパートが全て正しい答え

通訳者はとても素晴らしい方だったため、意思の疎通

を持っているわけではいないことも踏まえて、気をつ

がしっかりと出来ていた。大会期間中、関係も良好で、

けなければならない。

大会期間中はチームとして素晴らしい働きをしていた
だけた。問題も何一つ起こらなかった。事前の打ち合
わせや、メールでの打ち合わせ等、しっかりと準備を
していただけたお陰であると感謝の念を申し上げます。
しかし、通訳者に多大な負担がかかるのは明らかであ
り、引き続き通訳者の指名制度を訴えていく。
（職種に
従事していない等）
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美容 / 理容
競技中の三澤選手

職種

▼

ビューティーセラピー

30

Beauty Therapy

所属・氏名

▼

一般社団法人日本エステティック協会

モジュール３：
脱毛３部位
ウォームワックス、ホットワックス、シュガーリング

モジュール１：

モジュール４：

超音波トリートメントを含むアドバンスフェイシャ

ロシアの民族衣装に合わせたネイルアート（ドール

ルトリートメント

のネイルチップに作成）

まつ毛の染毛、スパペディキュア

Expert Reports

1

…競技課題の内容

幡野 徳絵

モジュール５：

モジュール２：

眉毛の整形及び染色、まつ毛のエクステンションフ

ミニフェイシャル、スパボディトリートメント、

ルセット

ミニマニキュアフレンチネイル

モジュール６：
ロシアの民族衣装に合わせたメイクアップ

2

…競技日程

C1

モジュール

時間

C2

AM

PM

4
1H
30min.

AM

C3

C4

PM

AM

PM

AM

3

2

5

1

6

2H
30min.

4H
15min.

1H
30min.

4H
15min.

2H

ビューティー
セラピー
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▼

…大会前の準備及び
その問題点

3

された。これは各国の採点における認識や解釈の違い
を減らすものとなり、また強化訓練の大きな助けとなっ
た。

本職種はテストプロジェクトが外部委託によって作

しかし施術中のテクニック自体を採点する場合はやは

成され現地で発表されることになっているが、作成

り個人の好みや基準の差が大きく出る部分であり、採

者は大会に協賛している化粧品ブランドのインスト

点理由を証拠写真として残すこともできないため、採

ラクターであった。一般的な技術というより、そ

点メンバーによって点数に大きな差が生じている。

の化粧品ブランド特有の使用方法が活かされるモ
ジュールとなり、化粧品自体が流通していない国（日

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

本を含む）にとって不利なものであった。しかしな

エキスパートの関係性は良好であり、表立ったグルー

がら日本は中国重慶大会に参加したことによりパン

プや意見の対立は見られなかった。あくまで個々人で

ディーズ化粧品の説明とデモンストレーションを受

意見をし、それに対して多数決を取るか SCM が回答

ける機会を得、また化粧品一式を手に入れられたこ

することで解決していた。初めてのエキスパートにとっ

とから、本大会の課題に対応できるだけの準備を整

ては、採点グループの中で意見が通りにくいことやそ

えることが出来た。

の他の仕事が任されない等がみられる。

4

…競技の実施状況及び評価

オ . トラブルと対応
化粧品の不足によりモジュールの達成が出来なくなっ
た際には、選手が通訳者を介してエキスパートに事情

Expert Reports

を説明し、隣の選手の化粧品を借りることでその場を
ア . 競技結果の分析

凌いだ。

24 ヵ国中 7 位で敢闘賞の結果であった。

自身の採点チームの減点についてクレームがあり SCM

特にモジュール１、２の配点が大きくこれらの点数合

に呼ばれたが、理由がはっきりしていることと場合に

計は全体の 72.5％を占める。

よっては写真で確認ができるものであったため、大き

日本選手はこのモジュール１、２の合計が 44.3/72.5

なトラブルにはならなかった。

であり、上位との差を大きくしている要因である。
減点項目の中でもペディキュアジェルポリッシュ、ボ
ディパック、クライアントケアは訓練中にも苦戦した
部分であり練習時間が不足していると感じている。
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
大会前の準備段階で機器の不具合と備品の問題は多少
あったものの、競技に大きな影響をきたすことなく進
められていた。
化粧品・備品の数やモデルの予備人数などにおいて、
前回のアブダビ大会よりも格段に良い状態で整えられ
ていた。
ウ . 採点方法とその評価
今大会では大会１か月半前に採点基準が出され、そこ

208

に採点にかかわる様々なタスクの良し悪しが写真で示

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

6

…今後の課題、展望

他国の技術には魅せることに重点を置いた派手な手

前回大会のモジュールは想定外の組み合わせと厳し

技や、メイク残しを出さない為に強い力で拭き取り

い時間配分であったのに対し、今回は時間的にも余裕

続ける選手がいる中で、日本はクライアントを大切

があるモジュール設定だと感じた。これは前回大会の

にした現実的でプロフェッショナルな技術を披露し

経験によって課題の想定ができたこと、想定の中でも

ている。技術の丁寧さやネイルデザインにおいては

より厳しい時間配分で練習を重ねた結果である。前回

いくつかの国のエキスパートから大変良いと直接評

大会で審査員による見逃しにより減点されていた部分

価を聞いたが、採点項目の点を取るだけの技術に偏っ

は、今回いくつかの同じ減点があるものの西村選手の

た選手に負けているのが現実である。

落ち着いた技術によってかなり少なくなっている。
今回は大会までに十分といえる練習量を取ることが出
来ず、最終的な仕上がりも満足のいく仕上がりではな
かった為、次回大会に向けてはより多くの訓練時間を
確保し万全の準備を整えてメダルの取得を目指したい。

Expert Reports
ビューティー
セラピー
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職種

31

▼

洋裁

Fashion Technology

所属・氏名

▼

Expert Reports

株式会社プラス ･ ワン

1

土田 卓宗

…競技課題の内容

Module 1

Module 1 1H

スケッチ

Module 2 3H

価格帯と季節が指定された 4 種類の中から、当

Module 3 12.5H

日に発表される 1 種類を描く

Module 4 1.5H

Module 2
型紙作成と型入れ
当日公開されるスカートのデザイン画を見て型紙
を作成
それを生地に型入れする
Module 3
コート作成
テーマは事前に公開、左右対称か非対称、衿と
ポケットと袖口の要素が当日公開、デザインは自
由だが各要素に沿った物で無ければならない
Module 4
ドレーピング
当日公開されるワンピースの写真を、ドレーピン
グで再現
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▼

3

…大会前の準備及び
その問題点

基準を持つ採点内容を増やす必要があると思う。
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

各モジュールに対応する為に、基礎になる部分を身

状況、評価

につける為に多くの時間を使った。

課題については殆どのモジュールが当日公開に近

作りたい物と技量、出来上がった物の精度と品質、

い出題の仕方になったが大きな問題は無かったと

このバランスを取りながら難しい作業に徐々に移行

思う。

していった。

課題内容的に問題がある物は無いが、各モジュー
ルの時間調整はもう少し必要と感じる。

4

…競技の実施状況及び評価

工具については持ち込みの為問題無いが、共通で
使う設備がどうしても選手間で被る為待ち時間が
出てしまう。一時的に集中するがそれ以降は全く
使用しなくなるためグループ分け等で時間を分散

ア . 競技結果の分析

させた方が良いかと思う。

Module 1 は内容的に難しい解釈がある課題で

各自の作業場の大きさ等は問題無いが、ワーク

はなく、作業時間が問題。

ショップレイアウトの問題で寒い暑いや風等の問

4 種類の中から選ばれる課題だが、その内容に

題はあった。

よって時間が大幅に変わる。
どの課題（要素）が選ばれても同じ作業時間が必

ウ . 採点方法とその評価
7 割強がジャッジメント評価なので、採点中の評

Module 2 は全員が同じ内容の物を見て、各自

価が分かれる事は今回も多かったと感じる。品質

で判別して作成する課題なので同じ物を見せられ

面の評価はそれほど分かれる事は無いが、デザイ

ているのに、出来上がる物は違うので採点側が難

ンとなると個人の好みやその国の流行や EX の年

しい。

齢でも変わるので何を基準にするかなどは、今後

途中工程が違うが出来上がりは同じと言うような

の課題だと思う。それでも今回は EX の事前研修

内容もある為、採点の仕方に一部改善する必要が

と評価テストと実技テストを行い、採点者の選別

あるように感じる。

を行った事によりスムーズに進んだとは思う。

Module 3 は各要素が抽選で決まり、更に要素を

しかし施術中のテクニック自体を採点する場合は

各自でデザインするので同じ基準で違うデザイン

やはり個人の好みや基準の差が大きく出る部分で

を採点する必要がある。採点側も判断が難しいが

あり、採点理由を証拠写真として残すこともでき

選手も正解が無い中で作成しなければならない。

ないため、採点メンバーによって点数に大きな差

課題としては洋裁にとってなくてはならない技能な

が生じている。

Expert Reports

要になるような調整が必要かと思う。

ので、メイン課題として適正だと思うが明確な判断
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
今回で 3 大会目なので、前回や前々回からの EX
とは特に良好な関係を築けてると思う。お互いど
んなスキルを持っているかなども解っている為、
トラブル時や相談などで理解しやすい
事もあると思う。
オ . トラブルと対応
今回は大きなトラブルは無かった。

洋裁
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▼

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

6

…今後の課題、展望

デザインに関する部分の引き出しの多さと、それを形

選手によって得意不得意の分野を早い段階で見極め、

に出来る力はまだ上位国には敵わないように感じる。

限られた時間で何を練習するのか。

作りたい物と作れる物のバランスが上位国には備わっ

本来であれば、選手として決まった時点から技術の底

てると感じる。

上げを本番までにどれだけ出来るかの練習が出来れば

プレ大会で日本選手の作品一部分を品質評価基準にし

良いのだが、国内大会の内容との違いから 1 から習得

たりなど、日本選手の品質の高さは一定の評価をして

しなければならない技能が多い為、広く浅い練習内容

貰えていると感じる。

になってしまうように感じる。

アジア圏では品質を重視する傾向にあるので、特に品

国内の技能水準を上げないと、この問題点はクリア出

質を重視している国には評価されていると思う。

来ないと思う。
選手候補者の技能強化を、国内大会や検定などを通し
て行う事が出来れば日本選手の成績はもっと上がると

Expert Reports

思う。
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▼

洋菓子製造
Pâtisserie and Confectionery

所属・氏名

▼

学校法人中西学園

…競技課題の内容

西川 𠮷重

モジュール E：
サブレアラポッシュ 10 個（ミステリー）
モジュール F：

モジュール A：

ストロベリータルトのプレートデザート 4 皿（ミステ

プレゼンテーションピエス / ポートフォリオ マシュマロ

リー）

ロリポップスタンド（あめ細工の工芸菓子・高さ１ｍ以内・

Expert Reports

1

名古屋製菓専門学校

テーマ F-1）
（デザインを考える過程と作品の紹介として
のポートフォリオ）
モジュール B：
セレブレーションケーキ / ポートフォリオ（バタークリー
ムとフルーツクリームを使用した 2 段のお祝いケーキ・
テーマ F-1 1000 回大会）
モジュール C：
マジパン細工 2 体 / ポートフォリオ（60 ｇ以上 80 ｇ
以下を同じように作る・テーマ F-1）
モジュール D：
絞りだしのチョコレートボンボン 20 個（テーマ F-1）/
ヴィーガンのチョコレートボンボン 20 個（ミステリー）
/ バニラのマシュマロロリポップ 10 個（ミステリー）

作品全体写真

洋菓子製造
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2

▼

…競技日程

競技時間 16 時間
C1（４.5 時間）

ア . 競技結果の分析
前回はヨーロッパ勢が表彰台を占めたが、今回はア

モジュール A・D のマシュマロロリポップ

ジアが上位に多かった。
課題内容もあると思うが、ジャッジメントが多い

C2（４.5 時間）
モジュール B・C

ので、技能五輪用の作品を作る必要がある。また、
各国のエキスパートの感覚で行われる審査項目で

C3（４.5 時間）

日本の評価が必ず他国の日本の評価より 1 段階低

モジュール D

くつけている国がある。表立って関係が悪いわけで

C4（２.5 時間）
モジュール E・F

3

4

…競技の実施状況及び評価

…大会前の準備及び
その問題点

はないのだが、審査になると前回大会から点数が
継続して低くつけられる。
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
C4 におこなわれたモジュール E・F はミステリー

Expert Reports

課題であり、与えられた同じレシピでサブレとタル
競技課題発表前にツールボックスを輸送しなければな

トの両方を制作する内容であったが、パティシエ

らず、課題を予想した道具を申請するため、不必要な

が考えた課題とは思えない。

道具が多く工具展開に手間取った。結果モジュール A

本来２つのレシピは別のはずである。

に影響が出た。

C1 にミステリー課題があることはわかっていたが、
モジュール A のプレゼンテーションピエスの中から
の出題のはずが、モジュール D のコンフェクショナ
リーから出題された。職種定義とかみ合っておらず、
他国も抗議したが SMT は変更をしないときめた。

214

ワークステーション

予想外の課題内容に時間内に完成が出来ない国が
多くあった。

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

5

競技課題や運営時間に無茶があり、シミュレーショ
ンが足りていないように感じた。

国によって選手の経験年数、キャリアが大きく違い、
ミステリー課題への対応にはハンデと力の差を感じる。

ウ . 採点方法とその評価

日本の選手の経験年数では、ミステリー課題の対応

審査は事前に担当を決め、全体的には効率よく進

には現地のキッチンが必要であり、選手が試作を出

められた。

来る環境を整えるとずいぶん違うように感じる。

しかしマーキングに関しては通訳を必要とする国は
メジャメントの審査に限られた。
採点基準を通訳する時間がないからという理由の
ようだった。通訳が採点に同行することは許可され
なかった。
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

6

…今後の課題、展望

ミステリー課題が本当に必要か、シニアの世界大会経
験者においても疑問に思うとの意見がある。

ステリー課題の有利不利が出ないよう、午前午後

また、課題の発表時期に関しては多くの国から現在の

に分かれたが、選手の入れ替えの時間がタイムス

３カ月前より６カ月前にするべきとの意見があがった。

ケジュールではほぼ取られておらず、午後の競技

工具輸送や、課題の練習に関しても準備期間が延びる

のスタートが毎回大幅に遅れた。

と良いと思う。

そのため審査時間を短くするという方法をとったた

採点と別にフードロスが最少の国として、日本がサス

め多くの国から不満が出た。

ティナビリティ賞を授与された。
今回の課題には、フードロスやヴィーガンのボンボン

オ . トラブルと対応
SCM と他国のエキスパートが言い争う場面があり、

ショコラなど食の多様性と持続可能性が取り入れられ
ていた。

Expert Reports

A・B ２つのグループにわけて競技が行われた。ミ

SCM は次回はやりたくないといったまま終わった。

サスティナビリティ賞受賞

洋菓子製造
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▼

自動車工
Automobile Technology

所属・氏名

▼

日産自動車株式会社

本田 良和
● Module E：Brakes

● Module F：Wheel Alignment

● Module H：Engine Measurement

Expert Reports

● Module D：Electrical
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▼

1

…競技課題の内容

自動車整備に関する内容を 9 つの課題に分け実施。
配点

Module

競技時間

競技車両・ユニット情報

競技時間

A

Engine
Management

15

2h

TOYOTA カムリ

クランキング不能とエンジン始動不能故障修理。
1h 課題を 2 つ。

B

Engine Tune

15

2h

Consulab エンジンベンチ（シボレー：クルーズ 1.4L ターボ J300）

エンジン不調故障の修理とデータ観測。

C

Body Electrical

15

2h

TOYOTA カローラ

車体電装システムの故障診断。
（4 課題）
30 分課題を 4 つ。

D

Electrical

15

2h

Consulab シュミレータ（CAN システム含む）
（HONDA シビック用）

CAN システム含むの故障診断。

E

Brakes

10

2h

Consulab ブレーキシュミレータ
（HONDA シビック用）

ブレーキシュミレータを使用しての故障診断、部品交換、
脱着、点検、測定。

F

Wheel Alignment
Steering

7.5

1.5h

TOYOTA Rav4

アライメント前点検による故障部品交換、故障部位の
修理とアライメント測定。

G

Engine Test

10

2h

Consulab エンジンベンチ（TOYOTA：カローラ 2ZRFE 1.8L）

コンプレション測定及びリークテスト。

H

Engine
Measurement

10

2h

TOYOTA 6AR エンジン

エンジン分解組立、測定による良否判定。

I

Hybrid

2.5

0.5h

Lucas-Nulle の Hybrid シュミレータ

Hybrid シュミレータによる安全操作とデータ収集。

100

16h

2

…競技日程

DA Y 1

DA Y 2

8:00
8:30-8:45

9:00-11:00

1 0 G r ou p＝ 3 5 名

E X P E R T C OM M U N I C A T I ON
E N GI N E MAN AGE - A

1 E N GI N E MAN AGE - A

5 E N GI N E MAN AGE - A

E N GI N E T UN E - B

2 E N GI N E T UN E - B

6 E N GI N E T UN E - B

B OD Y E LE C T R I C AL- C

3 B OD Y E LE C T R I C AL- C

7 B OD Y E LE C T R I C AL- C

8 E N GI N E MAN AGE - A
9 E N GI N E T UN E - B
1 0 B OD Y E LE C T R I C AL- C

4

1 : B E , T W , PT , C O

5

2 : I D , N Z, T H , PH

6

3 : B R , UK , H U, E S

E LE C T R I C AL- D

4 E LE C T R I C AL- D

8 E LE C T R I C AL- D

1 E LE C T R I C AL- D

7

4 : MA, R U, N O, ZA

B R AK E S - E

5 B R AK E S - E

9 B R AK E S - E

2 B R AK E S - E

8

5 : S G, D E , US , AT

ALI GN ME N T - F

6 ALI GN ME N T - F

3 ALI GN ME N T - F

9

6 : N A, JP, AU

1 0 ALI GN ME N T - F

E N GI N E T E S T - G

7 E N GI N E T E S T - G

1 E N GI N E T E S T - G

4 E N GI N E T E S T - G

E N GI N E ME AS UR E - H

8 E N GI N E ME AS UR E - H

2 E N GI N E ME AS UR E - H

5 E N GI N E ME AS UR E - H

1

10

3 E N GI N E MAN AGE - A

6 E N GI N E MAN AGE - A

2

4 E N GI N E T UN E - B

7 E N GI N E T UN E - B

3

5 B OD Y E LE C T R I C AL- C

8 B OD Y E LE C T R I C AL- C

4

LUN CH

11:00-12:30
1 2 : 3 0 - 1 4 : 3 0 E N GI N E MAN AGE - A
E N GI N E T UN E - B
B OD Y E LE C T R I C AL- C

9 E N GI N E MAN AGE - A
1 0 E N GI N E T UN E - B
1 B OD Y E LE C T R I C AL- C

E LE C T R I C AL- D

2 E LE C T R I C AL- D

6 E LE C T R I C AL- D

3 B R AK E S - E

7 B R AK E S - E

9 E LE C T R I C AL- D
1 0 B R AK E S - E

5

ALI GN ME N T - F

4 ALI GN ME N T - F

8 ALI GN ME N T - F

1 ALI GN ME N T - F

7

5 E N GI N E T E S T - G

9 E N GI N E T E S T - G

2 E N GI N E T E S T - G

8

3 E N GI N E ME AS UR E - H

9

6 E N GI N E ME AS UR E - H

1 0 E N GI N E ME AS UR E - H
EXP ER T
C OM M U N I C A T I ON

B R EAK

1 5 : 1 5 - 1 7 : 1 5 E N GI N E MAN AGE - A
E N GI N E T UN E - B
B OD Y E LE C T R I C AL- C
E LE C T R I C AL- D

7 E N GI N E MAN AGE - A

10

8 E N GI N E T UN E - B

1

9 B OD Y E LE C T R I C AL- C

2

1 0 E LE C T R I C AL- D

3

B R AK E S - E

1 B R AK E S - E

4

ALI GN ME N T - F

2 ALI GN ME N T - F

5

E N GI N E T E S T - G

3 E N GI N E T E S T - G

6

E N GI N E ME AS UR E - H

4 E N GI N E ME AS UR E - H

7

E X P E R T C OM M U N I C A T I ON

10 : I N, CH, CN

6

E N GI N E T E S T - G
E N GI N E ME AS UR E - H

7 : FR , AE , K Z
8 : OM, C A, K R
9 : I R , B Y, E G

B R AK E S - E

14:30-15:15

17:30-17:45

DA Y 4

Expert Reports

選手 35 名を 10 グループに
分け、9 つの競技課題を
ローテーションし実施。

DA Y 3
C om p e t it or s a r r iv e

自動車工
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…大会前の準備及び
その問題点

3

た課題よりシミュレータやエンジンベンチを使用
した課題が増えてきている。
（今後も同様の傾向に
なると考えられる）

◆競技で使用される車両及びユニットに関しての情

◆シミュレータやエンジンベンチは、自動車メーカー

報開示がされない為、事前に競技で使用される車

とは異なる外部スポンサーが作成・提供を行ってい

両等を使用した訓練は出来なかった。訓練は過去

る。

大会より出題可能性の高い自動車メーカー及び車
種を絞り込み、予想のもと訓練を実施する事で対
応した。

ウ . 採点方法とその評価
◆シミュレータやエンジンベンチ課題に於いては、提

◆事前に行われた海外大会等へ参加する事で、本番

供元スポンサーが課題及び採点も作成し現地でエ

の情報を入手し訓練に取り入れる事が出来た。

キスパートが最終確認するだけとなっている為、過
去大会の傾向と違った採点内容が含まれていた。

4

…競技の実施状況及び評価

（課題及び採点作成の外部委託により内容の傾向が
変化している）
◆実車課題はエキスパートが現地入りし作成している
（車両が分かるのも現地入りしてから）為、故障内

ア . 競技結果の分析

容も複雑では無くベーシックな部品や箇所への故

Expert Reports

上位 8 名の得点結果（700 点スケール）
順位

国名

得点

成績

1

Russia

764

Gold

2

China

755

Silver

3

Chinese Taipei

753

Silver

4

Japan

748

Medallion for Excellence

5

Switzerland

746

Medallion for Excellence

6

France

744

Medallion for Excellence

7

Korea

734

Medallion for Excellence

8

UAE

727

Medallion for Excellence

◆開催国のロシアが抜きんでた得点を取り、金メダル
獲得している。
◆中国と台湾、スイスは依然として強豪国で毎回上位
入賞している。
◆フランスは、2023 年の自国開催に向けて順位を上
げてきた結果となった。

障組み込みがされる傾向にある。
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
◆今回 3 回目という事や、事前の海外大会等の参加
により他国エキスパートとの繋がりや信頼関係もあ
り良い関係性で競技を運営出来た。
◆前回から継続してのエキスパートが約半数（新任エ
キスパート半数）であったが、課題作成では継続・
新任に関係なく英語で意見しコミュニケーションを
取れる事が大切であると感じた。
オ . トラブルと対応
◆競技エリア外からのカメラやビデオ撮影に関し
て、今回も厳しい対応であったが大きな問題は無
かった。
◆日本以外の一部通訳が、選手控室にて PC やスマー
トフォンを使い選手と話をしていた事で情報やヒン
トを教えているのでは？と問題提起された。
（通訳

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価

◆整備するための要領書を Familiarization の日に選

◆ IL の準備状況は過去大会に比べれば良い方である

手全員に書面にて渡すとの事であったが渡されな

と感じた。会場入りし直ぐに課題作成に着手する

かった。英語が第一言語とならない国にとっては不

事が出来た。

利になると思い CE に提供するように言ったが、結

◆競技会場スペースの関係もあるが、実車を使用し
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の対応まで厳しく見られ指摘を受ける）

局提供はされなかった。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

◆選手の整備能力に関しては、他国との差は無いと判
断。上位入賞国は大会の情報収集力や選手サポート
体制がしっかり出来ている印象であった。
◆毎回、上位入賞するアジア圏の国に対しては厳しい

6

…今後の課題、展望

【選手育成に関して】
◆自動車工への参加国も増えている傾向にあり 1 日 3
課題の競技実施を余儀なくされる為、選手の体力
や集中力も必要となってくる。

目で採点される。しかし、日本に対して友好的な国

◆今後はハイブリット車両や電気自動車、自動車の制

は多く日本選手の作業能力や手先の器用さ、診断能

御に関する技術が進み、競技課題内容や課題数の

力の高さは評価して頂けている。

変化が考えられる。その中で指導者は先進技術を
理解指導し、選手も自動車整備士のプロとして身に
付けて行かなければならないと感じる。
◆次大会の出題車両等の公表は大会一ヶ月前となる。
今回同様に訓練に関しては厳しい状況である。大会
本番の場で考え進める事の出来る応用力や判断力
も必要となる。
【次回大会への決定事項】
◆次回大会の出題車両等の自動車メーカー＆スポン
サーの公表時期は大会一ヶ月前にすると決定。
同時にメーカーの整備要領書（サービスマニュア

エキスパートメンバー

ル）も閲覧可能にするとの事であった。
しかし、公表が遅れる可能性や公表されない等も
懸念される。
◆次回大会より通訳翻訳用 PC 持ち込みが禁止となっ
た。WSI 側で翻訳用 PC を必要な国の言語版にて

Expert Reports

Module C

準備すると言っているが不安。万が一の為に持参し
た方が無難である。

エキスパート集合写真

自動車工
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34

▼

西洋料理
Cooking

所属・氏名

▼

Expert Reports

株式会社横浜ロイヤルパークホテル

1

西山 恭正

…競技課題の内容

＜全ての皿の温度は最低 35℃＞
C1
A・3 種類の野菜をカット名に沿ったカッティング。
B・ポーチドエッグ使用したスープ。
C2
A・ソフトオムレツ（卵 3 個使用）× 2 皿。
B・肉料理× 4 皿、ソース 1 種、
ミステリー食材：フィレビーフ 500g、タイム。
C3
A・ソフトボイルドエッグ× 1 皿（紙製エッグスタ
ンド使用）
、ハードボイルドエッグ× 1 皿。
B・魚料理× 4 皿、バターソース 1 種、
ミステリー食材：サーモン 500g、パプリカ、パス
タの詰め物。
C4
A・卵白使用のメレンゲ× 1 皿。卵黄使用のサバイ

220

チオ。
（ケーキ温度最低 30℃）
＜ロシア食材＞

ヨン× 1 皿。

鴨胸肉冷燻（生）100g、イクラ 45g、グリーンビー

B・デザート× 4 皿、ミステリー食材：桃、ピスタ

ツ 1 個＋ 250g、キャラメルナッツ 50g、ウォッ
カ 150cc 使用。

評価報告書

2

▼

…競技日程

・C1 ～ C4

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

各 4 時間× 4 日間＝ Total 16 時間

・私の担当チーム内では非常に円滑で良い採点が
行われていたが他の部門の採点チームには問題が
あってエキスパート達が本部に招集をうけること

3

…大会前の準備及び
その問題点

・英文テストプロジェクトに記された内容と日本語に
翻訳されたニュアンスの違いの判断。

があった。
オ . トラブルと対応
・日本人選手の提出レシピと他国の選手のレシピ
が似通っていた為、日本人選手に他国の食材が
誤って手渡され、競技途中で発覚した。直ちに
CE,DCE に私が伝えワークショップマネージャー

4

…競技の実施状況及び評価

ア . 競技結果の分析

に食材の修正をさせた。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

・競技結果は、味・盛り付けの部分のみはエキスパー
・今回、CE・DCE・他国の一部のエキスパートから近

わっていなかった自分は不満に感じた。実際に 1

藤選手は良い評価を頂いていた。しかし言葉の壁を

位～ 3 位まで自分が予想していた結果と違ってい

選手本人も感じたと思う。

た。
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価

6

…今後の課題、展望

Expert Reports

トのメジャメントの部分が優先されるため、係

・オムレツを作らなければならないのに、準備され
ていたフライパンが鉄製の新品のフライパンの為、

・日本人選手が申請した分量のバターを使い切って

オムレツを作れない状態で急遽テフロン製のフラ

しまい、C4 のデザート競技スタート前にバターの

イパンが競技日の朝に納品されることがあった。

分量が足りなくて追加することになってしまった。
減点になるためバターを追加するか否かの判断を迫

ウ . 採点方法とその評価
・マークシートに採点フォーマットが記載されてあ

られたがバターの必要性が大きいと判断、追加要請
し、その証明書にサインをした。

り、その事項に該当するか否かを 4 人チームで

・エキスパートとしての課題は経験豊富（エキスパー

チェック（２人１組×２）採点したものを集計合

ト経験豊富）なエキスパートが競技ジャッジの要職

算し報告する。

に就いていることが判った。今回の入賞国のエキス

・各競技キッチンはレコーダーが設置されていてエ

パート達は皆、技能五輪大会の経験豊富な

キスパートの採点とレコーダーを照らし合せ不正

方々であった。
「ロシアに関しては開催

を防いでいた。

国だから」と多くのエキスパートが
言っていたことが印象に残った。

西洋料理
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▼

レストランサービス
Restaurant Service

所属・氏名

▼

Expert Reports

ザ・テラスホテルズ株式会社（ザ・ブセナテラス）
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比嘉 洋

評価報告書

1

▼

…競技課題の内容

モジュール①：ファインダイニング（高級ダイニング）

3

…大会前の準備及び
その問題点

（準備）

高級ダイニングのディナー 4 名のゲ

選手含めエキスパートも初めての国際大会（WSC）

ストをご案内し目の前でゲリドンサー

チャレンジとなり、情報が少ない中、まずは情報収集

ビスを行う。
（ワイン知識テスト、食

を図り、過去の日本代表で国際大会を経験された選手

前酒及びワインサービス、前菜の作成、

及び指導者、エキスパートの皆様にコンタクトをとり

フランベ料理の作成）

直接、指導していただく機会を得て、細かなアドバイ

モジュール②：カジュアルダイニング
ランチサービス 2 名× 3 組のゲストを
お迎えし実践さながらのサービスを行
う。
（テーブルボクシング、
下準備、
オー
ダーテイク、ドリンク＆料理の提供）
モジュール③：バンケット

スを頂きました。過去の国際大会を経験された選手及
び指導者、エキスパートの皆様が培われた経験に基づ
く指導・アドバイス・バックアップは我々にとって大
変貴重な経験となり大会本番まで力強いサポートを頂
きました。
練習では国際大会におけるレストランサービス職種の
リファレンスブックであるスイスの「レストランサー

6 名のゲストを案内し料理、ワインを

ビストレーニングブック」を入手し通訳者に翻訳いた

提供する。オリジナルレシピのデザー

だき、国際大会の基準となるレストランサービス技法

トを作成。
（下準備、メイン料理のプ

を理解する事から始まり、過去の国際大会の課題を参

ラッターサービス、デザートの切り分

考に様々な課題（カクテル、冷製料理の作成、フィッ

け、シグネチャーフランベ）

シュ＆ミートのカービング、フランベ料理の作成、チー
ズの切り方、フルーツカービング、コーヒー飲料等）

オーダーに沿って様々なカクテルを

を想定して練習に取り組みました。

作成し提供、バリスタではオリジナル

また、国際大会開催まで各国のエキスパート間で協議

コーヒーを提供（カクテル作成、
スパー

されるディスカッションフォーラムで知り得た情報を

クリングワイン、フルーツカービング、

基にテストプロジェクトとして想定される様々な課題

シグネチャーコーヒー）

を練習に反映させました。

Expert Reports

モジュール④：バー＆バリスタ

通訳者との合同練習も効果的で職種定義や各課題の

2

…競技日程

説明から始まり本番を考え様々な事を想定した合同練
習を実施することが出来ました。通訳者との合同練習
で練習の質、幅が広がり課題に対し相互の理解力が高
まり相乗効果が得られました。

C1
ファインダイニング 15：00 ～ 19：00
C2
カジュアルダイニング 9：00 ～ 19：00
C3
バー＆バリスタ 9：30 ～ 19：00
午前と午後に分かれて競技
C4
バンケット 9：30 ～ 13：30

国際大会は基本的な言語が英語である為、通訳者との
コミュニケーション、協力が非常に重要だと再認識致
しました。
（問題点）
・全国大会と国際大会の違い（情報収集）
国際大会は全国大会と全く異なり課題及び
ルール・基準・観点が大きく違う事から、
エキスパートとして初期の段階で早急
な情報収集を試みましたが、十分な
情報を得る事が出来ず国際大会に向け

レストラン
サービス
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評価報告書

▼

選手をどのように指導するか悩み、指導が滞る時期も
ありました。

4

…競技の実施状況及び評価

改善→エキスパートの訓練の強化、他国のエキスパー
トとのコミュニケーション
・評価基準の違い

ア . 競技結果の分析
33 ヵ国中 27 位

レストランサービスにおいて、様々な方からアドバイス

各モジュールに沿って良い雰囲気で自信を持って

をいただき、
日本のサービスと国際的なサービスの違い

堂々とサービスを展開していたが、予想以上に結

を考えアジェスタを合わせ競技に臨みましたが、
スムー

果が奮いませんでした。

ズに提供できたと感じた課題でも評価が得られず評価

様々なプレゼンテーション及びテクニック、スピー

基準について一から学び直す必要性を強く感じました。

ド感が優れている他国の選手もいる中、評価基準

改善→今回、調整が難しく実施できなかったが、強

含めて戦略を考え直す必要があります。

豪国の選手及び指導員、エキスパートを招聘し合同
練習を通して国際大会の評価基準を徹底的に学ぶこ
とが必要です。

Expert Reports

・通訳者について

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
課題の詳細は毎回、変更があるが大枠のベースは

今回、各課題に対して選手への事前説明や審査委員

変わらなかった為、ある程度イメージしていた課

へのオリジナルレシピ（コーヒー、フランベ料理）

題・作業場でした。

の説明、ワインの知識テストについて様々な場面で

課題にある各国の料理は日本では扱った事のない

通訳者へ通訳してもらう場面が多々ありましたが、

料理も多く提供方法やプレゼン、サービス方法な

審査委員
（チーフエキスパート、
モジュールリーダー）

ど本番まで調べる必要がありました。

から通訳者への制限、注意が厳しく言葉の面で大き

器材面では初めて扱うエスプレッソマシーンやレ

な壁を感じました。コンプライアンス上の問題もあ

ショー（可燃性の調理器具）など扱いに戸惑う場

ると思いますが、通訳者が、どの場面でどこまで協

面もありました。国によって基準が異なる為、現

力いただけるかによって選手の理解及びプレゼンに

地の器材を想定し様々な器材で練習を積み、臨機

も影響してくるので今後の課題でもあります。

応変、アジェストを合わす対応力が必要でした。

・分科会の設置、選手の指導バックアップ体制
チームジャパンとしてレストランサービスは「職種

ウ . 採点方法とその評価

別分科会」を設置できず早い段階での情報収集・選

採点方法はエキスパートミーティングで協議し決定

手の強化訓練計画等のバックアップ体制を得ること

し、審査に臨みましたが主観的審査が多く各国のエ

が出来ず、練習に出遅れた事も大きな反省点です。

キスパートによって視点や細かな見るポイントが違

改善→専門性の高い指導員を基に選手を効果的に育

い意見が分かれる場面がありましたが、その都度

成・バックアップする「分科会」を設置すべきであ

協議し最終審査しました。

るが、諸事情により「分科会」が設置されていない

採点はモバイルのタッチパネルで審査されスムー

職種もある事から「分科会」の設置、組織作りにつ

ズな流れで審査されました。

いて職種外の第 3 者が携わり、必ず「分科会」を
設置するよう促し選手の強化訓練が効果的、計画的

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

に行われているか定期的に進捗状況を確認して頂き

チーフエキスパート含め各国のエキスパートは皆、

フォローしていただきたい。

親切で受入れ体制や協力体制は心温まる対応でス
ムーズな運営で素晴らしい環境でした。
オ . トラブルと対応
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競技の進行上、大きなトラブルは無し。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

6

…今後の課題、展望

他国から今回、日本の選手に対し様々な努力が見られ

今回、選手と共に初めてエキスパートを経験し会社か

たと評価される場面もあった一方、日本はエキスパー

らの理解・支援、様々な方々の協力を得て国際大会に

トの入れ替わりが多いのでエキスパートを固定し国際

臨むことが出来ました。

大会の知識及び、指導力を高め、選手を上位に入賞で

観光立国「日本」としてレストランサービスは様々な

きるよう繋げる事を期待すると話がありました。

場面で高いスキル、ホスピタリティーが求められます。

特にアジア圏のエキスパートは協力的で今後の指導に

日本から世界へ発信する「世界に誇れる美しい日本の

おいても継続して協力すると心強い話がありました。

レストランサービス」を目指し料飲業界含め一致団結

※中国は国策として国際大会に向けた訓練施設を設
け日々、練習に励んでいるとの事

し様々なスキルを結集させ日本代表選手を支援・育成
する必要があります。選手共々、微力ながら次回の国
際大会で選ばれた日本代表選手及び関係者には私達が
経験し得た知識を速やかに伝え、滞りなく国際大会に
臨める様、バックアップし支援したいと考えています。
また、提案として中央職業能力開発協会の協力をいた
だけるようでしたら過去の日本代表選手及び指導者、
エキスパートの方々の名簿を作成していただき、新た
に国際大会に臨む日本代表選手が決定した際に、関係
者を招聘し技術指導及び経験談を継承する交流の場を
設けていただきたいと思います。
げる様、取り組んで参ります。
技能五輪国際大会「WorldSkills」という世界の大きな
舞台に日本代表選手が出場し他国の若い世代と技能を

Expert Reports

末筆ながら今大会を通じて料飲業界の更なる発展に繋

競う貴重な機会をご支援いただき誠にありがとうござ
いました。

レストラン
サービス
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▼

車体塗装
Car Painting

所属・氏名

▼

Expert Reports

トヨタ自動車株式会社

1

木村 豪

…競技課題の内容
モジュール E：

モジュール A：
「ドアミラーカバーの塗装と車両マスキング」2 時間
ミラーカバーの塗装と補修塗装を想定した車両へ
のマスキングを施す課題。
モジュール B：
「バンパーの軽補修」2 時間

「ホイールへのデザイン塗装」2 時間
指示された寸法通りにテープ等を使用して塗装を
行う課題。
モジュール F：
「フェンダの軽補修・磨き仕上げ」4 時間
傷の修正及びボカシ塗装、磨きまで行う課題。

バンパーの擦り傷を修正し、
ボカシ塗装を行う課題。
モジュール C：
「ドアの凹み修正、マット塗装仕上げ」４時間
凹みをパテを使って修正、ドア表裏をマット塗装
で仕上げる課題。
モジュール D：
「新品フードへの塗装」2 時間
サフェーサーから上塗りまで乾燥させずに連続塗
装を行う課題。

226

2

…競技日程

C1 : モジュール A

9：10 ～ 11：10

モジュール B

11：35 ～ 13：35

C2 : モジュール F

13：50 ～ 17：50

C3 : モジュール D

9：10 ～ 11：10

モジュール E

11：35 ～ 13：35

C4 : モジュール C 13：50 ～ 17：50

評価報告書

▼

3

…大会前の準備及び
その問題点

英語が苦手でも、まず積極的なコミュニケーション
を心掛けてください。
オ . トラブルと対応

今大会より、TP が未公開になったことで大きく訓練

大きなトラブルはなかったが、塗料調合に使う

内容を変更した。

PC の不具合や課題スタート時の準備状態が日に

訓練期間が８ヶ月間と短期間に、水性塗料の知識から

よって違うなど小さなトラブルはあった。

過去課題の作成、応用的技能までを詰め込んだ。
DCE 主催の北欧大会にも参加し、各国との友好な関
係も事前に構築することが出来た。

4

…競技の実施状況及び評価

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

5

① 国内大会の塗料が違う（日本：溶剤 他国：水性）
→塗料に慣れるのに大きく時間が掛かっている。
② 塗料メーカーとの繋がりがない（今大会より塗料

ア . 競技結果の分析
① 課題の事前公開が無くなった為に的を絞った短期間訓

メーカーが課題案に携わる）
→大会塗料が入手できない・講習会などの情報が
入手できない。

練が出来なかった。
② 初見課題に関して大きく失敗してしまい、点が全く取
れなかった。
③ 競技中の小さなミスを断ち切れず、結果的に大きな失

③ 他国は国内大会で国際大会を見込んだ課題で行って
いる。
→補修メインの課題設定

点に繋がった。
しまった。

6

…今後の課題、展望

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価

・今後の大会もテストプロジェクト非公開が継続さ

会場の設営状態及びインフラリストに関して、十分

れる。

に準備されており前回大会よりかなり良い印象だっ

率先して海外大会へ参加し、他国のベンチマーク

た。又、設備面でのトラブル及び遅延はなかった。

が必要不可欠である。

一部、塗料の配合や使用量を管理する PC に不具合

それを実現させる為、定期的に他国エキスパート

や使用方法が分かりにくい等の問題はあった。

と情報交換をすることが重要である。

Expert Reports

上記３項目により前回大会より大きく順位を落として

・国際大会で勝てる選手を育成すべく、国内大会課
ウ . 採点方法とその評価

題や資材の見直しも 今後は必要になってくる。

すべてのモジュールにメジャメント・ジャッジメント
採点の両方が採用されている。メジャメント評価は、
廃棄物の重量・塗装膜厚・光沢具合など計測機による
測定評価。
ジャッジメント評価は、３名で構成されるジャッジメ
ントチームで見た目・感覚での感応評価。
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
特にありません。

車体塗装
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職種

37

▼

造園

Landscape Gardening

所属・氏名

▼

Expert Reports

一般社団法人日本造園組合連合会
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今田 康正

評価報告書

▼

…競技課題の内容

1

C1…地盤形成、水景の枠設置、コルテン鋼設置（タイガ

3

…大会前の準備及び
その問題点

選手が決まり大会前の準備期間としては７ヶ月と少し

ガーデン１、ハーブガーデン植栽）
、ピンコロ石舗装、

短い準備期間でした。今回、職種別の強化委員会（造

緑化壁ペンキ塗装

園連本部、選手所属会社、コーチ（選手出身校先生）
、

C2…水景全体完成（タイル張りなど）
、
タイガガーデン２、
乱張り園路、高木植栽
C3…池全体完成（防水シート、ポンプ、砂利敷、水生
植物植栽）
、木製橋３つ設置

前任のエキスパート、前回出場会社、エキスパート）
で構成した。チームとしてうまく機能し、それぞれの
視点でいろいろとサポートしていただいた。2 月から
4 月まで、基礎練習を所属会社で行い、5 月から練習
会場をコーチのいる奈良の高校へ拠点を移し練習を開

C4…花壇１，
２植栽、花壇枠コルテン鋼設置、壁面緑化

始した。今までのように会社で練習をしているとコー

設置、壁面植栽、木材使用し壁へ自由にデコレーショ

チが現場に行き選手だけで練習をするということが多

ン、芝、モニュメント設置

かったようだが、コーチの目の行き届くところで練習
できたので、問題が起こった時に次への打開策が早
かった。また、作業ごとの片付けも造園クラブの生徒

…競技日程

3

たちの協力もあり次の日の練習への負担も軽減された
ように思う。もう少し国際大会に近い室内環境の中で
練習をさせてあげたい。練習会場設営のコストが問題
になってくる。大会前の 1 ヶ月半前からみんなが材
料表から予想し５つの模擬課題を作り通し練習を本番

ションタイム。

前までこなした。有意義な練習ではあったがもう少し、

C1～ C3 6 時間（一日作業時間）

早くに通し練習に取り掛かれるとよかった。今回は当

C4

てはまる大会がなく選手一人とロシア国内大会へ視察

3 時間（一日作業時間）

昼休憩 1 時間、エキスパートと昼食を一緒に食べる。

に行ったが、これも現地の状況、内容が分かり有意義

午前午後共に、15 分ずつの小休憩。

な視察になった。しかし海外訓練、大会への出場を含

Expert Reports

作業前、作業後 15 分間エキスパートとのコミュニケー

め可能な限り、海外で次回の選手には経験をさせてあ
げたい。

造園
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評価報告書

4

▼

…競技の実施状況及び評価

ウ . 採点方法とその評価
前回大会から、採点項目・点数配分の大幅な変更
はなく準備から含めてその辺りの対策は出来てい

ア . 競技結果の分析

た。他のエキスパートの評価においても事前にテス

敢闘賞総合順位 4 位。静岡（日本）大会、金メダ

トが行われ公平性を保ち大会運営が行われた。私

ル以来の海外での大会では最高位の結果に輝いた。

自身も新人ではあったが、重要な採点を多々任さ

一番は、選手がメダル獲得を目標にし諦めず、投

れいい経験になった。

げ出さず練習を積み重ねた結果である。その勝因
は、日ごろの練習時から計測を強化し、あいまいな

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

判断ではポイントを与えず厳しい環境下の中で練

初めてエキスパートとして参加させて頂いたが、

習してきた結果である。作業スピードは、練習時か

世界の庭園文化においてもアジア、ヨーロッパそ

ら遅く本番も何とか日々のモジュールをクリアして

れぞれに素晴らしい歴史、伝統がある。それが要

いくような状況ではあった。しかし、練習で培われ

因かどうかは確認していないが、言葉の壁じゃな

た計測の結果が強豪チームが圧倒的な速さで進む

い壁を感じたのは確かだ。造園競技においては、

中、時間に追われながらも着実に正確にモジュール

やはり最終的なその庭の出来栄えに対して好みか

をこなしポイントを積み重ねていけた。4 位から 9

どうかという点で主観的点数（私的には気持ちの

位の敢闘賞の中の点差は本当に紙一重である。0.1

点数と呼んでいるが）がどうしてもあるので、い

点の積み重ねの重さを痛切に感じた。

かにアジアでまとまり、一人でも多くのヨーロッ
パ系のエキスパートと交流し分かり合えるかとい

Expert Reports

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

うのが大切だと感じた。だからこそ、自分自身日

状況、評価

本代表のエキスパートとして、いかに公平性を保

造園競技は、課題が前回大会から前日発表なので

ちジャッジ出来るのかという事をエキスパートと

施工の課題内容自体は以前の非公表時の大会より、

しての一番の仕事とし、各国のエキスパートと協

ほんの少し容易になった内容もある。例えば自然

力して大会運営に努めた。それが、自国の信頼を

石の石積みから 2 次製品を使用するようになった。

勝ち取る一番の最善の策だと思う＝自国の選手の

その分、選手自身の図面の判読の能力が問われる。

為への採点へと続くと思う。

大会が、始まる 2 週間前まで材料、道具の確定が
なく、フォーラムで質問し回答を得たことも現地に

工具で、大きな問題があった。使い方のコツ、パ

招いた。しかし、前回大会の内容からすると会場

ワーなどの違いでうまく選手がインパクトを使用で

設営などの準備、現地スタッフの対応などもよかっ

きず、時間を大きくロスしてしまった。日本では日

た。図面作成のプロセスにおいても問題があった。

本製のインパクトドライバーで練習をしていたが、

外部委託の図面作成の設計者が造園の専門の設計

もちろんロシアでは海外製のものであった。この点

ではなくインテリア系で、大会中も常駐するという

を甘く見ており日本で一度も選手に使われたことが

職種定義に反し現場におらず、最終的に副チーフ

なく、前日のトライアルでもインパクトは大丈夫と

が図面を手直しするという結果になった。これは、

心の中でありトライアルで使わなかったことが最大

SCM が事前にロシアに行っているにも関わらずト

のミスであった。これは、エキスパートである私の

ライアルをしていないというのがエキスパートが

責任である。大会時の対応として、インパクトを使

評価表（採点表）を確認できないという結果に繋

う選手を交代、役割分担を変更し対応した。

がったと思う。
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オ . トラブルと対応

行くと SCM の権限で変更になっていた点が困惑を

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

6

…今後の課題、展望

常勝チーム…作業スピード早さ、作業態度丁寧さ、

次回、上海大会に向けてどうするのか？

作品の正確性

金銭的、問題がある部分も多々あるが出来ることから

当たり前の事ではあるが全てにおい

て兼ね備えている。
下位のチーム…全てにおいて反対で、他国からの評
価においても影響を及ぼすと感じた。
日本チームは、現在の位置として真ん中くらいの位
置にある。いい意味でも悪い意味でもあまり目立た
ない存在のような気がする。作業スピードを上げい
い意味で目立っていく必要がある。

一つでも不安要素を消していくことにメダル獲得への
カギがあると考える。
① 早期に、次期大会へのプロジェクトチームの結成。
② 2019 年、国内大会での有望選手の発掘＝強化選
手。
③ 造園は、2 人で 1 チームなのでチーム構成の仕
方を考慮。
④ 苦手課題への強化訓練（木工、作業の正確性、膨
大な作業課題への体作り、図面の判読、作成、英
語での会話力など他）
。
⑤ 国際大会への参加、アジア圏内での合同訓練。
⑥ 海外の道具を揃え、大会と近い環境下での練習場
の確保。
⑦ 次期、指導員、コーチ、エキスパートの育成 =
基礎的段階での育成のマニュアル化。
⑧ 資金確保。
園職種として参加する目的、意義を明確に発信。
まだまだ、これからの展望に向けて課題はあるが前へ
進めていく前提で話し合い、最善の策を考えたい。あ

Expert Reports

⑨ 大会後の選手の将来へ繋がる夢⇒この大会の造

の終わった時の感動の涙が忘れられない。是非次回
大会でもエキスパートとして、後継者育成の為エキス
パートとして参加させて頂きたいと思う。指導方針と
しては次回も、
本気で選手、
コーチと三者が一体となり、
選手の長所を伸ばし是非とも表彰台・銅メダルを獲得
したい。いや、する。

造園
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職種

38

▼

冷凍空調技術
Refrigeration and Air Conditioning

所属・氏名

▼

Expert Reports

オリオン機械株式会社

1

…競技課題の内容

モジュール A
冷凍回路部品の作製と主要部品据付。3 時間。
モジュール B
冷凍システムの作製、運転調整。16 時間。
モジュール C
エアコンの電気故障診断。1 時間。
モジュール D
エアコンの冷凍故障診断。1 時間。
モジュール E
エアコンの冷媒回収と修理。2 時間。

232

奥村 康則

2

…競技日程

C1：
午前 モジュール A、午後 モジュール B
C2 ～ C4：
モジュール B と並行してモジュール C/D/E
選手 28 名を 3 つのグループに分け、モジュール C/
D/E 用エアコン 10 台を交代で使用する。1 つのグルー
プがモジュール C/D/E を行っている間、
残り 2 グルー
プはモジュール B を行う。

評価報告書

3

▼

…大会前の準備及び
その問題点

・競技課題の事前公開が無いため、インフラリストを
参考にした推定課題で訓練を行った。
・中国 広州大会への参加。

・一部言動に問題があるエキスパートは居た。そう
いったエキスパートは徐々に孤立していった。
オ . トラブルと対応
・不具合のある機材で予備がある物は、
ワークショッ
プマネジャー達に交換してもらった。
・計測器の不具合で計測終了まで異常に時間が掛か

4

…競技の実施状況及び評価

るトラブルが多発し、何人かの選手は、時間切れ
でそのモジュールを完了できなかった。途中でグ
ループ 3 のみ 20 分の計測で OK となったが、先
行したグループ 1、2 の選手達に配慮はなかった。

ア . 競技結果の分析

・トラブルの殆どは機材の初期不良で、これは C-2

結果は 28 人中 21 位。モジュール B が未完成だっ

で開梱するまで分からないし、開催国で入手でき

たため大量失点した。体調が思わしくない中で、膨

る物の品質に左右される。こういう事情は理解し

大な量の課題をこなす体力が不足していた。

ているが、対応も含め機材に関しては前大会より
悪い状況だったと感じる。

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
・競技課題は誤記が多かったが、数回の改定でしっ
かりしたものになった。改定の度に再翻訳するの

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

で通訳者は大変だった。
・各選手の基本技能にそれほどの差は無い。作業ス

修正した。一部の計測器は良い物もあれば悪い物

ピードが速い、そのための準備や創意工夫をして

もあるという状況で、計測器の新調／課題変更が

いる選手が上位に来ている。

提案されたが、そのまま競技開始となった。

・評価という面では、基本やワールドスキルズ標準

Expert Reports

・工具は質が悪く、一部はエキスパート全員で加工

仕様などを忠実に守ることが高い評価に繋がって
ウ . 採点方法とその評価
・競技前に採点チーム毎で事前ミーティングを行い、

いる。日本選手はこの職種では唯一の女性選手と
いう事もあってか、評判は非常に良かった。

多くの採点は公平に行われたと思う。しかし競技中
トラブルでの不公平や（後述）
、一部の心無いエキ
スパートの不正行為があった。最終日にはスキルコ
ンペティションマネジャーから、故意に低い採点を

6

…今後の課題、展望

したエキスパートが居たと叱責があった。
・最初はタブレット採点を行っていたが、時間が掛
かりすぎるという理由で従来の紙採点に戻された。

・今大会より、課題傾向がスピード重視にシフトした
感がある。難易度は高くないが、量が非常に多い。
完成度の高さを維持しつつスピードを上げる訓練が

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
・職種管理チームの対応が鈍く、
ベテランやリーダー格

必要である。
・故意にではないのだが、毎回何らかの問題を抱え

のエキスパート達が場を切り盛りして競技を進めた。

たまま競技開始となる。
トラブル対応も選手・

多くのトラブルに真摯に対応することで、
エキスパー

エキスパートの技能の内という風潮で

ト間での信頼関係が出来ていったと感じる。そのた

あり、ある意味本当に現場対応力が

めエキスパート間の関係は概ね良好であった。

求められる。

冷凍空調
技術
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職種

39

▼

ITネットワークシステム管理
IT Network Systems Administration

所属・氏名

▼

Expert Reports

トヨタ自動車株式会社

1

上岡 敦哉

…競技課題の内容

Web やメールなどの IT サービスを提供するシステム
の構築、インターネットへの接続も含めた社内ネット
ワーク構築とトラブルシューティングの技能を競う競
技である。
Module A（Linux Environments）
：
Linux OS を使用して、要求されたサーバシステム

グ、外部機関が作成した秘密 ( 非公開 ) の課題を実
施する。

を構築する。
Module B（Windows Environments）
：
Windows OS を使用して、要求されたサーバシス
テムを構築する。
Module C（Cisco Environments）
：

C1-C3：

Cisco 機器を使用して、要求されたネットワークを

競技時間は 4.5H。Module A-C をローテーションで

構築する。

実施

Module D（Troubleshooting and secret challenges）
：
既存ネットワークシステムのトラブルシューティン

234

2

…競技日程

C4 ：
競技時間は 4H。Module D を実施

評価報告書

▼

…大会前の準備及び
その問題点

3

オ . トラブルと対応
Module D の報告書作成時の翻訳タイミングで問
題となった。SCM が翻訳方法として、
「報告書を

・ディスカッションフォーラムを活用した情報収集

パソコンで入力するが、選手が通訳に口頭で伝え、

・訓練用機材の調達

通訳の方が入力する」と決定した。通訳の入力速

・競技で使用されるソフトウェアの調達、操作方法

度によって、非英語圏の選手が不利になるというこ

の研究

とで問題提起した。

→インフラリストの更新速度は遅いが、ディスカッ

TD、CCD を呼んで紛争処理に持ち込んだが、こ

ションフォーラムに情報が出てくる為、ディス

のタイミングでは決定は覆せなかった。翌日の競技

カッションフォーラムでの情報収集は必須。

運営委員会で再度議論され、エキスパートの投票

・公開されたテストプロジェクトの分析

により、競技中は選手が母国語で記入し、競技終

・通訳との打ち合わせ（競技規則、職種定義、テス

了後に翻訳を実施することになった。

トプロジェクト内容説明）

Module D はトラブルシューティングと秘密の課題

→通訳の方とのスケジュール調整が難航し、事前

の 2 本柱だが、秘密の課題に関しては、ソフトウェ

訓練の時間を確保することが困難であった。

4

…競技の実施状況及び評価

ア . 競技結果の分析

アのバグにより実施されなかった。

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

他国の国内大会では、国際大会と同じ様にモジュー
ル形式で競技が行われており、モジュール毎の出題

途中に、選手が設定した機器が動作しなくなり、

分野も同じ。日本の国内大会はモジュール形式でな

Module C の点数を獲得することが出来なかった。

く、競技日によって分野毎に分かれることなく出題
される。

Expert Reports

日本の結果は敢闘賞 (4 位 )。Module C の採点

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
課題について、難度は前回のアブダビ大会と同等。

6

…今後の課題、展望

ウ . 採点方法とその評価
Module A-C はメジャメント採点。モジュールの担

次回大会では職種定義を大幅に変更され、競技内容が

当エキスパートが、そのモジュールの採点を行う。

大きく変わる。情報収集をしっかり行い、今後の業界

Module A と C では一部ジャッジメント採点が行わ

動向を踏まえた訓練内容に変更する必要がある。

れた。
Module D のトラブルシューティングはジャッジメ
ント採点。トラブルを解決した後、トラブル内容・
解決方法を報告書にまとめ、それを基に評価され
る。A-C のモジュールチームから 4 名ずつで構成
されるジャッジメントチームが評価を行う。
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
特になし。エキスパート間の関係は良好であった。

ITネット
ワークシス
テム管理
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職種

40

▼

グラフィックデザイン
Graphic Design Technology

所属・氏名

▼

Expert Reports

特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会

236

山下 久美子

評価報告書

1

▼

…競技課題の内容

C1：CI・VI とエディトリアルデザイン

3

…大会前の準備及び
その問題点

● 工具について

C2：パッケージデザイン

インフラリストは現地入り１週間前になるまで保

C3：広告デザインと SNS 投稿画像デザイン

留状態のものが多数ありました。

（スピードテスト含む）

TD に記載されている、選手が持参可能なものと、

C4：エディトリアルデザインと

競技規則にある選手が持参可能なものについての

インタラクティブ PDF の作成

記載に矛盾がありましたが、不明確なまま C-2 を
迎えました。各々の理解で持参した工具が、認識
の違いによるものであった場合は、現地購入で C1

2

…競技日程

C1：6 時間
C2：6 時間
C3：5 時間 30 分
C4：6 時間 30 分

に持参して良いという対応に全エキスパートが同
意したことで、問題解決と相成りました。
● C-2 について（コンピュータの使用言語の準備）
習熟日、選手に用意されているべきコンピューター
の言語（日本語）が不十分でした。
基本的には英語版でコンピューターが用意されま
したが、日本同様に英語以外の言語を選んだ国す
べてが、同様に不十分な言語環境の準備しかされ

ンドアローン型の日程です。

ていない状況。この問題に対しては、昼食時の１

C1 のごく一部の選手の採点データまたはデザイン

時間でワークショップマネージャーがしっかりと

データが、謎の消失となり、C4 は 4 時間の競技時間

言語環境を整え、対応しました。習熟時間の足り

で終了するところ、2 時間 30 分の追加課題が出され、

ない選手には延長時間が認められました。

昼食時間を含め終了が 3 時間 30 分も遅い時間となり
ました。

Expert Reports

上記 C1 〜 C4 が１日に１モジュールが完結するスタ

● C-2 について（使用するフォント（書体）データ
の準備）
各国の選手が事前に選んだ 50 フォントデータの
準備ができていませんでした。競技１ヶ月前に急
遽就任した新任のワークショップマネージャーを
十分にサポートできなかったチーフエキスパート
の責任であるとの説明がありましたが、フォント
データについては C-2 の終了間際に全選手にデー
タが渡され、なんとか習熟に間にあわせることが
できました。

グラフィック
デザイン
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▼

…競技の実施状況及び評価

4

確認テストが実施され、採点に加わるエキスパー
トや Measurement、Judgement のどちらに入
るかという見極めを SMT が行いました。採点グ

ア . 競技結果の分析
C1 Measurement 得点率：68% ／

ループは採点直前に知らされたため、どの日に誰
が採点するかは競技が終わり、採点が開始される

Judgement 得点率：28％

までわからない状態でした。

C2 Measurement 得点率：89% ／

C1：Judgement 採点チーム

Judgement 得点率：43％
C3 Measurement 得点率：73% ／
Judgement 得点率：27％

C2：Judgement 採点チーム（スーパーバイザー）
C3：Judgement 採点チーム
C4：Measurement 採点チーム

C4 Measurement 得点率：83% ／

と４日間とも採点に加わることができ、採点チー

Judgement 得点率：25％

ムのバランスも前回大会に比べると非常に公平性

全体的な結果として Measurement 評価が非常に

のある組み合わせだったと感じています。

高く、C2・C3 では各１項目、C4 では 4 項目で

しかしながら、Judgement のサブクライテリア

フルスコアを得られました。

に書かれている内容が複雑すぎ、
「0」をつけざ
るを得ない選手が多数いたことが、全競技終了後

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

（C+1）で問題視されました。

状況、評価

Expert Reports

４日間の競技課題内容としては、選手が驚くよう

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

な内容のものであったり、時間内に終わらないよ

● 課題翻訳について

うな課題内容ではありませんでした。それは、本

前回大会にはなかった、課題の翻訳時間の制限が

大会前に参加した国際プレ大会で経験した課題内

設けられ、C-1 から C4 までの５日間、非常にタ

容であったり、参加できなかった国際プレ大会の

イトな時間での課題翻訳が行われました。

課題を取り寄せ、訓練に取り組んだことで難しい

オフラインで使える Google 翻訳機を使うことが

課題や多タスクへの対応力など、気持ちの準備が

できたので、なんとか間に合わせることができま

十分であったことが功を奏したと感じています。

したが、決して十分な時間ではなかったとアジア

C3 にはスピードテストが２回実施され、１回目の

圏の通訳者からは不満の声も上がりました。また、

スピードテストは、データ回収の方法が未確定な

英語圏のエキスパートに対しての課題公開のタイ

まま選手が課題に着手するという段取りの悪さの

ミングも悪く、全エキスパートが課題公開のタイ

中、選手は非常に落ち着いて取り組みました。２

ミングについては不満を持った大会となりました。

回目のスピードテストは、選手には内密のまま急

● 競技時間について

遽実施するというもので、戸惑う選手もいる中で、

C3 のスピードテストのデータ回収のため、全選

日本選手は柔軟に対応できていました。

手 が 11:30 〜 12:00 の 30 分 間、 何 も で き な

国内大会に比べ、国際大会ではこういった急遽変

い時間がありました。完全に運営側の問題であ

更となることが日常的であることを、本大会前の

り、選手は競技スタートと同時に自分のタイムス

国際プレ大会参加時に十分経験していたことが、

ケジュールを組んでいることを考えると、選手に

こういった落ち着いた対応に繋がっていると感じ

とって非常にストレスを感じるものではなかった

ています。

かと思います。
また、この１回目のスピードテストの終了時間２

ウ . 採点方法とその評価
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分前に、モニタに英語で終了２分前の表示をする

パ イ ロ ッ ト プ ロ ジ ェ ク ト 対 象 職 種 で、C-4 に

ことが、競技が始まってから決められました。英

Mandatory Assessment Training、C-3 にその

語表記がわからない選手には、通訳者かエキス

パートが選手に説明をしてよいということになり
ました。この際の行動も、時間が迫っている中で

6

…今後の課題、展望

一度手を止めなければならないとうい状況は、選
手にとってよくない段取りであったと感じていま

● 課題へ新たな項目の追加

す。

グラフィックデザイン業界全体で起こっている、業務

● ワークスペースへの立入禁止について

内容の拡大という点が、この大会の課題にも反映され

前回大会にはなかった、全ワークスペースへの立

る可能性が非常に高く、今後、フォーラムでのディス

入禁止により、一部のエキスパートが何か疑いを

カッションで新たな項目の追加を行うかどうかが決め

かけられるようなことはなくなりましたが、時折

られる予定です。

プリントアウトの問題（プリントデータを送った

● 外部課題作成者へのグローサリー共有

が、プリントができないことに対するレスポンス

C-4 のエキスパートミーティングで話していた内容

が選手に対して確実に行われていたのか）にボラ

と、課題で求められていた内容が食い違っているとい

ンティアスタッフが十分に対応できてないのでは

うことがありました。これは、外部課題作成者が私た

ないかということを、他国エキスパートとの話の

ちの共通認識している専門用語と違うということが一

中で疑問に感じることがありました。

番の問題で、次回大会に向けては、課題作成前に外部
課題作成者へ当職種で作成したグローサリーを共有す

オ . トラブルと対応

ることがミーティングで決定されました。

競技中、写真撮影や映像の撮影をすること自体は

● 採点のサブクライテリア

禁止ではありませんでしたが、一部の日本の他職

今大会は Judgement Marking のサブクライテリア

種の応援団の方が、非常に至近距離で頻繁に撮影

項目が複雑であったために「0」が多数発生してしまっ

し、周囲を回ってきては何度も同じように至近距

た件に対して、

と、競技２日目に２〜３度、SMT から心配の声を
いただきました。
自国選手の近くには近づけないため、言われるま

（１）次回大会に向けてサンプル画像をつけて採点を
実施する
（２）Mandatory Assessment Training のテストを
増やすといった改善提案が上がりました。

で気づきませんでしたが、昼食から戻ってきてす

● 国内選抜・国内大会課題の見直し

ぐに、たまたま該当者を見つけたため、私から注

今大会の選手選抜にあたり、課題の改善を行いました

意の声かけをすることで選手の集中力を守り、選

が、限られた競技時間の中で選抜することの難しさを

手が何かしら疑われないよう予防をすることはで

痛感しています。選抜方法の改善を行うことも重要で

きました。

すが、業界の若手技術者育成という観点からも、課題

Expert Reports

離での撮影を行うなど、行動が非常に不審である

の内容を見直すことで何かしら国内の技術力を上げて

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

いく必要があると感じています。

他国選手との最終デザインの完成度の違い、見落と
しや確認不足が見受けられました。
常に変更点があった競技４日間でしたが、日本選手
は非常に落ち着き、淡々と作業を続けていてメンタ
ルの強さが素晴らしいということはエキスパートと
の間でも評価されていた点です。

グラフィック
デザイン
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職種
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▼

構造物鉄工
Construction Metal Work

所属・氏名

▼

Expert Reports

三菱重工業株式会社
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大西 基樹

評価報告書

▼

1

…競技課題の内容

『戦車』をモチーフとした課題
（外部デザイナーが作成した当日発表課題）
モジュール 1 キャタピラーの製作 + 車輪の取付け
モジュール 2 キャタピラー部の組立 + ボディーの
製作
モジュール 3 砲塔部の製作

2

…競技日程

4 日間、トータル 23.5 時間
（読図・計画時間：計 4 時間 + 製作時間：計 19.5 時間）
C2（２日目）

C3（3 日目）

事前公開時間

作業計画（2.5H）
M1（4H）

作業計画（0.5H）
M2（6.5H）

作業計画（0.5H）
M3（6.5H）

作業計画（0.5H）
M4（2.5H）

実績時間

作業計画（3H）
M1（2.25H）

作業計画（0.5H）
M1（1.75H）
M2（6.5H）

作業計画（0.5H）
M3+M4（6.5H）

M3+M4（2.5H）

単品（M1）

M1 完成
単品（M2）
M1+M2 完成

単品（M3）

提出

C4（4 日目）

単品（M3）
（M1+M2）+M3 完成

Expert Reports

C1（1 日目）

※エキスパートミーティングが長引き、競技時間の変更が生じた。

3

…大会前の準備及び
その問題点

• 国内大会とは違い、当日発表課題となり、あらゆる
工作機械の使用、溶接方法・種類の増加、材料の
種類の増加となる為、短い期間の中で選手は多く
の技術・技能を身につけなくてはならなかった。
• いろんな工作機械を触る機会を増やし、工作機械
への対応力アップに努めた。
• インフラリストは約 2 か月前から動き出し、準備
される工作機械の使用方法等の情報収集を行った。
また、現地のショールームにて同様の機械を操作
し、使用方法や特徴を調査することも行った。

構造物鉄工
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▼

…競技の実施状況及び評価

4

ア . 競技結果の分析
Medal

Member

1

GOLD

Korea

730

89.97

2

SILVER

China

720

85.33

3

SILVER

Austria

718

84.25

4

MEDALLION

Brazil

714

82.52

5

MEDALLION

Japan

704

77.53

6

MEDALLION

France

704

77.50

7

MEDALLION

Ireland

700

75.56

・上位国は WSC2017 と同様の国が並んだ。1 位
（韓
国）との点数の差は縮まっているが、まだまだ図
面の読解力や工作機械への対応力等を高めていく
必要がある。また急な変更や指示（トラブル）に

Expert Reports

WorldSkills
Scale Score

Position

対する対応力も身に着ける必要がある。

100 Scale Mark

技終了後の評価時間が短縮され、エキスパートに
かかる負担は軽減された。
⇒どの部材を提出するのかをしっかりと選手に伝え
ること。
・ Judgement に関しては、全エキスパートは公平
性を重視しているが、上位国（同レベル）に対し

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
・課題に対して競技時間が多く設定されていたこと
もあり、課題の外観向上のための部材磨きを行う
など、時間に余裕があった。
・材料は思っていたよりも良く、日本の材料と変わ
らない程度であった。
（板厚も良く、傷も少なかった。
）
・インフラリスト通りの工作機械（種類・台数）が
準備されていた。しかし急に変更となる場合が想

ては厳しい評価をするエキスパートもいた。
⇒自国の選手が有利となるような採点をしていたエ
キスパートも見受けられたので注意深くチェック
が必要。
・ Skill42 は溶接専門の職種ではないことから、溶
接シンボルの評価方法が変更された。
⇒指示された脚長・ビード長さ・位置に関係なく
ビードの個数を数えるだけ
※日本・韓国・中国が反論したが、聞き入れてもら
えなかった。

定されるので、情報収集に努めるとともに、選手
は様々な種類の工作機械で訓練するなど、設備へ
の対応力を身に着けておくことが大事である。

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
・今回初めてのエキスパートとして参加したが、ど
のエキスパートも暖かく迎え入れてくれた。しか

ウ . 採点方法とその評価
・今大会からタブレットを使用した評価方法が採用
された。
・各モジュール製作途中に指示された単品を提出し、

242

計測が行われる方式が採用された。これにより競

し数回経験のあるエキスパート同士は仲が良く、
普段から SNS 等でつながっている関係であった。
・競技中は仲良く会話をしているが、評価の際は互
いに厳しく評価する関係であった。
⇒公平性を重視

・海外訓練に参加する事は、国際の場を知るだけで
なく、他国のエキスパートに自己アピールできる

6

…今後の課題、展望

チャンスでもある。信頼を得ることにつながる。
・国内大会と国際大会とでは競技内容に差がありす
オ . トラブルと対応
・訓練で使用していた道工具が取り上げられ、使用
できなかった。
（共有エリアでは自国ののみに有
利になる工具の持ち込みは禁止）事前に D・F に
て確認が必要であるが、確認のし過ぎは禁物であ
る。確認のタイミングには十分注意しなければな
らない。
（D・F および現地）
・近年問題となっていた『自国のガス切断機使用』
『ガ

ぎるため、少しでも国際大会基準に近づけていく
ことで、選手にかかる負担が減り、スムーズに国
際の訓練に入れると思う。
・当日発表課題に対する図面の読図力の向上、工作
機械の取り扱いのスキルアップ。
・次回（WSC2021）から導入されるかは決定して
いないが、
職種のレベルを上げるために、
近々『CNC
切断機』と『2D AutoCAD』
（簡単な作図技術）が

ス切断台の高さ』については事前に確認を行い、

導入される。選手に必要な技術・技能は増えてく

日本の要望が許可されていたため、問題なく使用

るので、短い期間での訓練スケジュールは慎重に

することができた。次回も早い時期から確認をす

考えるべきである。

ることが必要である。

・海外訓練を増やし、違う環境での訓練を行うことで、
選手のモチベーションアップにもつながる。普段

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

使用している工作機械と違うもので訓練ができる
メリットがある。
・選手・エキスパートは国際大会のルールをもっと
熟知する。

学や職業訓練校の先生が多数。
・他国では国内大会から国際大会同様の競技内容に
なっているため、工作機械の取り扱いは慣れてい
るように感じた。また当日発表課題製作に関して、
高い技術力・技能があるようにも感じた。
・英語圏ではない国のエキスパートでもある程度の
英語をしゃべり、意見や会話をしていた。最低で
も単語で会話ができるほうが良い。

7
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・ 他国のエキスパートは国際大会の選手経験者、大

…その他

・食事面にはもっと気を配るべきであった。競技期
間中の昼休憩は 1 時間であり、選手は身体を休め
作戦会議を行う貴重な時間となる。競技会場のレ
ストランは十分な広さはあったが、一斉に選手や
関係者が集まるので大混雑であった。また選手に
よっては口に合わないこともあるので、事前に日
本食の弁当を手配することも一つの案だと思う。
・エキスパートも帰りが遅くなることもあるので、
非常食を持参することを
お勧めする。

構造物鉄工
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▼

プラスティック金型
Plastic Die Engineering

所属・氏名

▼
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日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

1

…競技課題の内容

モジュール 1（金型設計）

藤田 信夫
…競技日程

2

C1（モジュール 2）

製品紙図面から、CAD を使用して製品と金型の 3D

計画（CAD）：1hr、CAD/CAM/CNC：4hr、

モデリングを行い、指定された 8 種類の 2Ð 図面を

仕上組立：2hr

作成、その 3D と 2D の出来栄えを評価する。
モジュール 2（金型製作）
組合せする 2 種類の製品紙図面より、CAD、CAM、

C2（モジュール 2）
CAD/CAM/CNC：2.5hr、仕上組立：2hr、
射出成型：0.5hr

CNC、手仕上工具を操作使用して金型を製作。製

C3（モジュール 1） 3hr

作した金型で射出成型を行い、成形品と金型の評価

C4（モジュール 1） 2hr

を行う。
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3

▼

…大会前の準備及び
その問題点

の内容は得点できなかった。この内容の課題を瞬
時に頭の中で把握し設計するためには、少なくとも
あと半年以上の訓練期間が必要だったと感じる（今

・CAD/CAM(Inventor/Mastercam) ソフト入手に

回の訓練期間は約 8 か月）
。今後は、フォーラム上
に SCM や CE から、こんな金型もあると紹介 UP

時間がかかった。
・CAD/CAM の熟練講師が身近にいない。

された内容はきちんと克服しておかないと高得点

・本番 CNC 機が身近に無いため習熟不足。また熟

は取れないと考えたほうが良い。
モジュール 2（金型製作）において明暗を分けたの

練講師もいない。
・日本では考えられないトラブルを想定した訓練が

は CNC 機に対しての習熟度と感じた。今回金メダ
ルのロシア選手は CNC 加工で余った時間 (30 分

できていなかった。
・訓練期間が全く足りない。

以上 ) を仕上組立に回したほどである。日本選手は
CNC 機械操作に時折戸惑いながらも操作できてい

4

…競技の実施状況及び評価

たが、途中指定ツールを間違える等して加工遅延、
結果、冷却穴加工が出来ず終いとなった。この背景
には CAM 作業にて、ソフトの中身の一部がロシア
語に書き換えられていたり、デスクトップ上にある

ア . 競技結果の分析

はずのアイコンがごみ箱に捨てられていたりと、想

金 ロシア (726 点 )

像を絶するトラブルで一時作業中断といった気持ち

銀 ブラジル (720 点 )

の焦りが挙げられる。金型は完成、提出することは

銅 中国 (703 点 )

できたが訓練通りの製品はつくれなかった。

インドネシア (701 点 )
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

・

状況、評価

・

PC、CNC 等の工作機械、作業エリアはみな平等

8 位 日本 (660 点 )

に与えられていた。支給されるエジェクタピンはこ

Expert Reports

台湾 (701 点 )

れまで、金型設計後必要な本数を申告支給されて
モジュール 1（金型設計）においては、これまでの

いたが今回は全員に一式のピンを支給、失敗して

大会には無いアンダーカット処理機構が必要な課

もそれ以外は支給しないという内容であった。今回

題が出題された。フォーラム上ではスライダーが有

特に大きい問題として、支給されたモールドベース

力視されていたが、本番では、他にリフター機構

が挙げられる。支給時点で加工の必要のないスプ

が必要な課題が出題されたため、結果、その部分

ルーの穴に面取りがされていたり、アンダーカット

ブラジル

日本

プラス
ティック
金型
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▼

になっていたりしていた。また、位置決め用として

オ . トラブルと対応

組付けてあるノックピンに抜き用のネジ穴が無いな

これまで述べてきた各モジュールでのトラブルは、

ど散々であった。このようなケースは日本の場合、

世界大会においては珍しくないのであろう。自分の

材料交換が常識であるが世界大会は違っていた。

力量不足によるトラブルは仕方がない。しかし、会

『これは SCM や CE の責任ではありません。あな

場側の準備不足によるトラブルで失点されること

た方に直す責任がある』
・・・・と、告げられた。

は納得いかないので、あらゆるトラブルを想定して
道具を持参していくことが必要と感じた。

ウ . 採点方法とその評価
今回から冷却穴の加工が追加され評価の対象になっ
た。しかし、他の穴と干渉せず 1 回路加工できてい
れば OK というレベルの低い評価法であった。この

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

他、成形の競技において成形品がつくれないと得点
できないが、このあとの成形品評価項目で成形品が

① 他国に比べて訓練期間が極端に短い。

無いと、得点できないため二重減点と批判があった。

② 日本に対しロシアのジャッジメント評価は厳し

精度評価については全て外部機関に任せるため、本

かった。（最低評価が多かった）

当にきちんと測れているのかは疑問なところである。
また、測定作業を見ることができない、測定結果に
対してクレームも受け付けてくれないため、グレー
ゾーンと感じる。
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エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

6

…今後の課題、展望

① 1 人制からチーム制に変更される予定。

日毎の各エキスパートの役割分担表が作成されて

（2019 年 12 月現在）

いたため、自分がこの日は何をやるのかははっきり

② チーム制になった場合、

していた。しかし、CE から具体的な作業方法など
の説明が乏しいため遅れ気味であった。時々 CE が
採点表を持ってエリアから居なくなり、採点が出来
ない場面があり多くのエキスパートは CE に対して
批判的であった。今回は新任のエキスパートが 11
人中 7 人であったため自ら動くことは難しかった
が、新任であっても競技前に詳細を知っておくべき
であったと感じた。他、エキスパート間のトラブル

・金型製作モジュールは 2 つの金型を製作（E の提
案段階）
・射出成型モジュールの追加可能性（CE が提案し
ている）
③ 金型製作競技に支給されるモールドベース変更。
（成形機に直付けできる仕様に変更）
④ 金型設計技能はあらゆる構造、ノウハウを習得する
必要あり。

はなく運営できた。
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▼

試作モデル製作
Prototype Modelling

所属・氏名

▼

Expert Reports

トヨタ自動車株式会社

1

…競技課題の内容

原田 泰博

3

…大会前の準備及び
その問題点

・水中カメラの作成

・ロシア国内大会への参加（本番通訳者同行）

・競技時間 22 時間

・IL 記載の設備や道具を使っての訓練
→強化訓練費の使用が 4 月以降と遅く、購入、レ
ンタルが間に合わないものあり本番は一部の重
要部材が IL の記載と違うものあり（CNC カッ

2

…競技日程

・3 日間
（4 日目はデモンストレーション実施）

ター等）
・フォーラムでの情報収集
→質問や問題定義に対し一部のメンバーしか反応せ
ず、レスポンスも悪い返答の無いものも多々あっ
た
・大会 1 ヶ月前から最終課題 3 課題での訓練
→公表されるルールだが、公表されず
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4

▼

…競技の実施状況及び評価

的にかなりのハードワークとなる
オ . トラブルと対応

ア . 競技結果の分析

・一部のエキスパートが引き金となり、問題が大きく

・日本の結果は銅メダル（3 位）

なることが多々あった また、その対応に時間を取

・大会本番では、訓練時と同等の実力を発揮できた

られ運営がスムーズに進まなかった

・モジュール A（安全）とモジュール E（製作）
、

・エキスパートは特に英語力が必要

モジュール F（塗装）で他国に比べ点数が取れな
かった
イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

状況、評価
・課題は前回大会同様、外部委託者が変更したが
20％程度の変更しかなかった
・課題変更による不備で、図面や製作に問題が発生
し、一部混乱を招いた
・IL と違う材料や工具があったことで、訓練時の優

・競合国は国内大会と国際大会の内容が同じで、習
熟度が非常に高い
・日本の製作方法や、工程の組み立ては高く評価さ
れている
・日本のハンドスキルや工具に深く興味を示した

位性を活かせなかった
（3D プリンターの母材質、CNC のカッター）
・設備に大きな問題はなく、選手に対するサポート
もしっかり行ってくれた

・今大会から、ジャッジメントのサンプル使用による
評価基準の統一を実施
しかし、自国優位になる様に評価を操作する国や、

…今後の課題、展望

・最低参加国 14 ヵ国を達成するための参加国増加活
動が必要（現状 12 ヵ国）
・CAD、CAM の知識と技能向上、本番機での早期訓
練開始が必須

評価基準を理解しないまま評価を実施する国など、

・公平公正に評価される環境整備

採点は決して公平ではなかった

・電子部品の組み込みや一部組み立ての取り入れが検

・三次元測定の評価は、ワークショップ外で開催国の
ミツトヨ測定者によって実施し、全ての完成した製
品を見たが、本当に公平公正に行われたかが疑問

Expert Reports

ウ . 採点方法とその評価

6

討中
・使用材料の複雑化も検討案にあり（アルミなどの金
属材の導入）

・他国の結果を確認、比較する場面がないため、自
国の評価が正しく行われたかどうかを確認できず、
問題提起することができない

7

…その他

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
・エキスパート間の関係は表面上良好
しかし、通訳がいない場面で話し合いが進む時が
何度かあり、全体的なパワーバランスは英語が話
せるメンバーにある
・公平公正にやろうとする国と、そうでない国があった
・エキスパートは連日 23 ～ 3 時頃まで作業。体力

・競技主査との連携による国内大会の改革（課題、
製作方法、評価方法など）
・国際大会スポンサー日本代理店との
関係構築
試作モデル
製作
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▼

産業機械組立て
Industrial Mechanic Millwright

所属・氏名

▼

株式会社デンソー

岸川 和広
◆モジュール２：
パワートランスミッション組付け調整

◆モジュール３：
空気圧回路設計製作

◆モジュール４：
設備診断

Expert Reports

◆モジュール１：
クランクドライブピストンポンプ製作
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1

▼
◆モジュール２：

…競技課題の内容

パワートランスミッション組付け調整
ギアボックスの分解・点検・リペア及び、チェーン
ドライブユニットの組付け調整

◆モジュール 1：

◆モジュール３：空気圧回路設計製作

クランクドライブピストンポンプ製作

専用ソフトを用いた空気圧回路の設計・機器の組付

機械加工・溶接・手仕上げ・パイプ曲げ・製作部品
の組付け調整を行いモータで作動

け・配管・トラブルシューティング
◆モジュール４：設備診断
専用測定機器を用いて異常があるユニットを計測・

2
競技日
競技内容
競技時間

8/23（金）Ｃ１
パワー
トランスミッション

8/24（土）Ｃ２
空気圧回路
設計製作

6 時間

4 時間

…大会前の準備及び
その問題点

8/25（日）Ｃ 3
クランクドライブ
ピストンポンプ
６時間

8/26（月）Ｃ 4
設備診断
4 時間

な情報は得られなかったが本番課題に繋がるヒント
を得る事が出来た。選手を海外訓練に参加させた
事で国際競技環境への慣れ、海外生活での体調管

・採点結果に影響度が高いと思われるモジュールの

理、メンタル面の強化が図れた。訓練を通じ選手間、

スキルセットについて、疑問点をディスカッション

SCM、CE、DCE、各国エキスパートとの信頼関係

フォーラムで発信し各国エキスパートと情報を共

が築けた事が成果。

有。SCM の回答結果から課題傾向を予測した上で

・翻訳開始初日に、翻訳を必要とする国に渡された競

訓練を進めた。但し SCM からの回答は非常に慎重

技課題原文と図面が、翻訳の最終日にプロジェク

であり本番課題についての正確な情報を得る事は

ターに投影されたマスタードキュメントと相違があ

出来なかった。SCM から正確な情報を得るには、

る事を発見。再度翻訳が必要な国が見直す時間を

フォーラム上でのやり取りでは不十分であった事か

確保出来る様に SCM に打ち上げた。この問題は解

ら、直接会話が重要と考え海外訓練に参加。正確

決したものの、競技初日に提供された課題説明文に

Expert Reports

3

診断・記録を行い正常な状態に調整

…競技日程

マスタードキュメント
には載っていた写真の
ページが無い等のトラ
ブルあり。

産業機械
組立て
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▼

4

…競技の実施状況及び評価

を示した測定者の数値を結果とした。
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

ア . 競技結果の分析
・モジュール１を最後まで完成させて動作点を獲得
出来た事、空気圧回路設計製作で満点を獲得出来

・GSC やカナダ国内大会へ参加し、海外訓練を通じ
てエキスパート間のコミュニケーションが事前に取
れていた事もあり関係性は非常に良好。

た事、ミスはあったものの最後まで組付けが出来
たトランスミッション課題と設備診断課題、全て

オ . トラブルと対応

の課題で平均的に高得点を取れた事が金メダル獲

◆モジュール 1：クランクドライブピストンポンプ

得に繋がった。

・支給品の品質が悪い、ボルトの本数が少ない等の
部品の欠品あり。

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の
状況、評価
・課題は完全未公開。
・前回大会までは４日間を通してメイン課題（約 16

・シリンダーブロックのタップ穴に折損したタップが
そのまま残っていた。
以上の問題は欠品部品の追加、予備部品と交換す

分で競技が行われていたが、今回より１日で１課題

る事で対応。

・前回大会までは作業ブースをくじ引きで決定し４日

Expert Reports

ストンが摺動しない。

時間）と、サブ課題２課題（約４時間）の時間配
を行う形式に変更。

・支給されたシリンダーロッドの外径寸法が図面の寸
法と違う。

間自国のブースで競技を行っていたが、今回より

図面表記 Φ 22.23 → 支給品 Φ 19.0

選手が日々課題専用のブースに移動して競技を実

この問題は競技開始前に選手に提供部品の寸法違

施。

いを説明し、図面寸法の修正で対応。

・工具、計測器の準備状況は十分ではなかったが、
各国同条件の為に不問。

・フレーム製作用角パイプの材質・厚みが日本で訓
練していた物と違い、溶け易く溶接品質が安定しな
かったが、溶接条件を微調整して対応。

ウ . 採点方法とその評価
・各モジュール単位でマーキングチームが組織され、

◆モジュール２：パワートランスミッション
・ギアボックス１の分解組付け後、シャフトの組付け

測定方法はチーム内のみで共有。他チームと採点

間違いがあり、修正を一考したが残りの競技時間を

方法が共有出来ていない為に測定結果に対し納得

考慮しそのまま継続。途中、選手が他国エキスパー

感が低い。

トに「このまま競技を進めても大丈夫か？」とアド

・採点は CIS 専用タブレットに、測定後ただちに測定

バイスを求めたが、
「自分で考えろ！」との回答よ

値と配点を入力する方法で進行。タッチペンでの

りそのまま続行。競技終盤で動作確認をエキスパー

入力時に担当者が入力ミスをする事があった。ミス

トに求めると、組付けが不完全と判断され安全上

を防止する為にタブレットへの入力、確認、と担当

の理由から動作確認を行う事を許されなかった。

者を決めて採点を実施。ダブルチェック体制は必

・競技中に選手が申告した待ち時間とエキスパートが

須。
・前回大会までは機械加工部品の測定は外部機関で
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・提供された加工を施さないシリンダーブロックとピ

確認した時間に乖離があり、競技時間が短縮され
た。抗議したが時間の延長は認められなかった。

実施していたが、競技進行上の理由により今回より

◆モジュール３：空気圧回路設計製作

エキスパートが実施。内径、キー溝幅の測定はダ

・専用ソフトウェアによる回路図の作成は良好。機器

イヤルキャリパーを用いて測定。測定圧によるばら

の組付け後、配管の間違いがない事を再三確認し

つきで採点に影響が出ない様に、自国の採点対象

たが、最初の作動確認で作動せず。センサの位置

品以外はマーキングチーム全員で測定し、同じ値

調整で問題を解決し１度の修正で正常動作した事

で採点に影響は無く、トラブルシューティングも問
題なく対応出来た。

6

…今後の課題、展望

◆モジュール４：設備診断
・ファミリアライゼーション時に提供された計測器の

・結果に差が出るのがメインモジュールであり、継続

通信状態が不安定であったが競技日は通信状態に

して結果を残すには組立て、溶接、機械加工の更な

問題の無い計測器が準備されており競技には支障

るスキルアップが必要である。今後高難度化する競

なし。

技課題に対応するには、他のモジュールを含め要素

・課題文中の「ダイナミックムーブメント」の翻訳結
果、適切な日本語が当てはまらなかった為、原文
で掲載せざるを得ず選手は正しく理解できないま
ま競技に取り組んだ。今までの訓練を基に競技を
進める事を選手に伝え、不安は残しつつも競技を
終了。

技能のバリエーションを増やし、早期に安定させる
事が課題である。
・1 モジュール / 日で行う競技形式は今後も継続され
ると思われる。
・上海大会は、カザン大会中の職種内会議で公開され
た各国の訓練課題を基に、SCM が自国で行ってい
る国内大会の要素を入れて提案してくる事が予測さ

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

れる。フォーラムやＳＮＳを積極的に活用し、収集
した情報を基に予想課題を製作し訓練計画に反映
する。
・溶接及びパイプベンディングのジャッジメント採点
では、各国が自国のトップレベルの品質と競技作品

中国・韓国・カナダ・ブラジルは国内産業と本職

を比較して判定しており、全体的に低い採点結果で

種の繋がりを重要視しており、設備の整った環境

あったが、採点を担当した事でジャッジメントの採

で最低 2 年は時間を掛けて訓練している。日本が

点ポイントが明確になった。

短期間の訓練で WorldSkills に参加する事に各国
は驚いていた。

・職種内会議で選手の上限年齢見直しと参加国の増加
について議論された。上海大会では上限年齢は従来
通りで開催する事が決まった。その際参加国を 16

Expert Reports

・訓練環境や訓練期間は他国が圧倒的に有利。特に

カ国以上にしたい意向を SCM が発言。年齢の見直
しについては次回も議論する事を示唆。日本として
上限年齢を何歳で提案するか今後分科会で検討す
る。

産業機械
組立て
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▼

クラウドコンピューティング
Cloud Computing

所属・氏名

▼

Expert Reports

職業能力開発総合大学校

1

…競技課題の内容

遠藤 雅樹

3

…大会前の準備及び
その問題点

・AWS GameDay システムを用いた課題であり、ク

日本国内でクラウドコンピューティング職種が立ち上

ラウドベースのワークロード、トラフィックの急増

がっていない中での挑戦であり、競技課題や競技環境

や悪意のある攻撃にも耐えられるシステムを構築

についての把握に時間がかかり大会前の準備は非常に

し、その処理能力を競う。

難しいものでした。アブダビ大会直後から取り組んで

・AWS Security JAM システムを用いた課題であり、

いる国と、10 カ月前から取り組み始めた日本とでは経

権限管理、自動化、インシデントレスポンスなどに

験に大きな差がありました。但し、スポンサーである

関連するサービスを利用して、AWS 環境を適切に

AWS が競技課題や競技環境を非公開としており、訓

修正する。

練方法や訓練環境の構築には各国とも苦労していた点
では、どの国も共通の問題であったと考えます。アイ

2

…競技日程
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会への参加によって他国エキスパートとの連携の構築
ができたことが、白紙状況を好転させたのは言うまで

C1, C2, C3 9：00-17：00
C4

ルランド・オーストリア・インドで開催された国際大

9：00-14：00

も無く、今後も日本国内だけでなく他国との連携は必
須であると考えます。

評価報告書

4

▼

…競技の実施状況及び評価

が開催される際にはオブザーバー参加が可能な関
係の構築もできていることから、日本も現状の協力
体制を継続する必要があります。

ア . 競技結果の分析
4 日間を通して上位争いを続けられたことが銅メダ
ル獲得に繋がりました。これは、他国の選手が大き
なミスをして上位争いから脱落する中で、特別大き

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

なミスをせず、精神的にも安定して競技を継続でき
たことが最も大きな勝因です。金・銀メダルに届か

クラウドコンピューティング職種への取りかかりが他

なかった要因としては、課題についてのヒント利用

国と比較し 1 年以上遅かったこと、また国内において

により加点が少なくなったことであると分析します。

は競技環境や競技内容に関する情報収集ができない状
況であったため、スポンサー企業である AWS や各国

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

のエキスパートと連絡を取り、訓練方法や海外訓練参

状況、評価

加に関わる情報収集・日程調整を行いました。その結

チーフエキスパート以外には事前公開が一切ない

果、本大会前から各国のエキスパートや選手と関わり

形で、AWS により競技課題及び競技環境が準備さ

を持つことができたため、情報交換により訓練が進展

れるため、公平ではあるものの、競技経験がない

した部分がありました。本大会終了後の結果は 3 位で

国の選手は全く手が出せない状況でした。選手強

したが、最初に出会った時と比較して最も成長したの

化には AWS 主催の各国の大会などに積極的に参

は日本だと他国エキスパートの方々から評価されてい

加し経験値を稼ぐ必要があると考えます。

ます。

エキスパートが行う採点は、基礎的な設定内容を各
日ごとにジャッジメントする数項目の採点に限られ

6

…今後の課題、展望

ます。この採点は、課題に対応できていれば基本的
に差が出ない内容となっています。それ以外の採点

本職種は、新職種かつ競技課題や競技環境が非公開で

は、エキスパートにも公開されていない AWS の競

あるため、日本同様、各国も訓練方法には大変苦労し

技システムによる自動採点のため、どのような作業

ていました。次回大会でも同様の状況が続くと考えら

が得点を稼げるかを大会期間中に選手自身が把握し

れるため、日本国内の選考会を企画・実施していくと

自身で対応する必要があります。自動採点がメイン

共に、海外大会や合同訓練へ積極的に参加し、実戦経

であるため公平な採点であると考えられますが、選

験を重ねていく必要があります。また、段階的に参加

手が本大会までに競技環境を他国の大会等で何回経

年齢の引き下げも検討されていることから、選手育成

験できているかが重要となります。

の開始年齢にも対応していかなければなりません。さ

Expert Reports

ウ . 採点方法とその評価

らに、クラウドコンピューティングのサービスは日々
エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）

変化していきます。次回大会時には今回の競技とは全

新職種であり、日本・オマーン・ベルギーは国内で

く異なる課題となる可能性も高く、エキスパート間で

競技を実施していないことも影響し採点に加われ

情報交換を行う等、他国と連携しつつ、常に最新のサー

なかった点は、次回大会までに国内での大会を実

ビス動向を取り入れた訓練を行うことが、継続的

施し解決すべき点です。しかし、エキスパート間

なメダル獲得へ繋がると考えます。

の友好関係は非常に良好であり、各国の選手が公
平に力を発揮できるように協力する体制を備えた
チームとして機能していました。また、他国で大会

クラウド
コンピュー
ティング
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▼

サイバーセキュリティ
Cyber Security

所属・氏名

▼

寺島 崇幸

Expert Reports

株式会社ディアイティ

説明を聞く選手達
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評価報告書

▼

1

…競技課題の内容

Module 1

3

…大会前の準備及び
その問題点

今年新設の競技であることと WorldSkills 未経験とい

Infrastructure Setup and Security

うこともあり、Test Project や、競技形態などいろ

Hardening ：

いろと不明な点が多く不安のなかでの準備となった。

セキュリティを考慮したネットワーク、機器、サー

Module1 は Skill39 からの派生をした部分が多い

バの設定を競う

競技であること、また担当をしたエキスパートも
Skill39 経験者が多くいたことから比較的スムーズに

Module 2
CyberSecurity Incident Response, Digital

準備が進捗をしていたように見えた。一方 Module2

Forensic Investigation and Application

は私を含む未経験者が主に集められた編成であり、

security :

私自身はこちらのまとめ役を担当したが、オンライ

侵害を受けた端末の解析、アプリケーションセキュ

ンでのやりとりを行う Forum 上でレスポンスが悪く

リティの原理、対策を競う

思い通り進まないことが多々あった。また、他の職
種と比べ、事前のテストマッチや競技会などが少な

Module 3
Capture the Flag (Attack) :
攻撃要素を競う Capture the Flag
Module 4

く、上述の様なコミュニケーション不足や、選手強
化の訓練方法などに苦労をした。そんな中でも 7 月
末にインドで開催されたテストマッチでは実際の競
技に近い形式で競技や採点などを行い、本番に向け

Capture the Flag (Defence) :

て非常によい経験が出来た。またオンラインでのや

防御要素を競う Capture the Flag

りとりだけであったエキスパートなどと直接顔を合

2

…競技日程

助的に使うことで、情報のやりとりがスムーズに出
来るようになった。

Expert Reports

わせられたことが大きく、以後 WhatsApp などを補

Module 1
Infrastructure Setup and Security
Hardening 5hr（10：00-16：00、昼食含む）
Module 2
CyberSecurity Incident Response, Digital
Forensic Investigation and Application
security
5hr（10：00-16：00、昼食含む）
Module 3
Capture the Flag（Attack）
5hr（10：00-16：00、昼食含む）

競技中の林選手
（左）
・清水選手
（右）

Module 4
Capture the Flag（Defence）
5hr（9：00-14：00）

サイバー
セキュリティ
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▼

…競技の実施状況及び評価

4

日までは不明な点が多かった。
また提案国等一部の国では同じシステムで競技を
行っていた経験を有するなど、公平でない点が見

ア . 競技結果の分析

られた。

100 点スケールにおける得点は 36.64 点で、11

自職種では、特別な工具を必要としない競技であっ

チーム中 6 位という結果であった。

たが、キーボードやマウスと言ったヒューマン・

日本チームの Module 毎の得点率は以下の通り

イン タフェ ー ス・デ バ イ ス（Human Interface

Module 1（40%）

Device, HID）は、数少ない IT 系における工具と

Module 2（37%）

考えられる。キーボードは慣れの問題が大きく、

Module 3（12%）

特に今回はキー配列の問題があり（競技環境は英

Module 4（58%）

語配列、自国選手は日本語配列の自分のキーボー

首 位 の ロ シ ア は Module1 が 90% 超、Module3

ドを常用）
、持ち込みが出来るような提案を行った。

が 50%( このモジュールは全体的に得点率が低い、

エキスパートの中で Voting を実施したが、本年 3

ともにロシアが 1 位 ) の得点を獲得しており、この

月時点で、アクティブなエキスパートが少なく有効

Module 1、Module 3 での失点が大きく響いた結

投票数が得られず提案は棄却となった。その後再

果となっている。

度の Voting でも有効投票数に足らずであったが、

Module1 ではネットワーク機器の設定を主に行う

最終的にはキーボードのみ持ち込みが SCM 提案に

競技であり、繰り返し練習と機器の慣れが大きく

よって許可された。

影響する。実際に触れられる環境や機会が少なく、

Expert Reports

選手にとっては馴染みのない範囲の競技であり苦

ウ . 採点方法とその評価

戦をした。Module 2 では後述する課題作成時の

エキスパートが 3 つのチームに分かれ、それぞれ

問題があり、リードをする立場で有利に進められる

の担当をする課題の採点を実施した。担当をする課

機会を活かせなかった。Module 3、Module 4 は

題部分を全チーム分通して採点を行い（自国を除

選手達が日頃慣れ親しんでいる Capture the Flag

く）
、採点者による差が発生をしないようにしてい

と名前は同じであるが競技内容が大きく異なり苦戦

る。この方式での採点は Module 1、2 のみで実施。

をした。その中で Module 4 では 2 位という好成

Module 3、4 はシステムによる自動集計。採点後

績をおさめるなど善戦をした。

には自国の採点を確認、承認をする時間が設けられ
た。

イ . 課題、作業場（材料、工具、設備含む）等の

258

しかし、後日得点詳細を受領し選手と話をしたとこ

状況、評価

ろ、
「何も設定をしなかったところが得点をしてい

Test Project の進め方として設定した課題から

る、設定をしたところが得点をしていない」という

30% 変更を行い現地での競技で使用をするという

採点の不透明な点が発覚した。競技終了後に選手と

想定をしていたが、自分が担当した Module2 の課

会話をする時間があり、エキスパートが採点結果を

題は他の職種にあるような課題物を作成、機器を

確認して承認をする機会もあるが、現在のフローで

設定といった種類の競技ではなく、一意の答えを

はこのような問題点は解決ができない。また IT 系の

見つける課題のため、部分的な変更がやりづらく

競技でありながら非常にアナログな手法での確認作

このルールが適用しづらいものであった。
そのため、

業、採点であるがゆえとも言える。

カザン大会直前まで調整等が発生することとなっ

他の職種においては、選手が採点結果を承認するも

た。

のがあると聞いているが、そのような仕組み、ある

Module 3、Module 4 は外部のベンダーによる作

いは前述のような自動採点などの仕組みを取り入れ

成、運営であったため、7 月初旬にオンラインで

るべきであると考える。

接続テストを行ったものの、実際の競技詳細は当

エ . 運営面での特記事項（エキスパート間の関係等）
7 月末のインド大会で顔を合わせたことで、その

5

…他国と日本の違い、他国
から見た日本の評価など

後はスムーズに進められるようになったが、可能
であれば早めに顔をあわせる機会があればよりよ

日本の選手は現地で競技のあとに各国の選手から話

かったと思われる。

しかけられる姿が見られた。2 人とも他の競技など

また、基本は英語を通じてのコミュニケーションに

の経験があり、英語が苦手と言ってはいたがそういっ

なるため、英語が得意でないエキスパートとの間で

たベースがあることから、コミュニケーションを取

は、簡単な作業時などは通訳を入れない場面も多

れていた印象である。

くあったが、日本語→通訳→通訳→現地語という
経路になり意思疎通に苦労をする面があった。
オ . トラブルと対応

6

…今後の課題、展望

実際の会場での競技環境は Skill39 とほぼ同じよう
な設計がされていた。競技環境構築、Workshop

サイバーセキュリティは多岐にわたる内容が対象とな

Manager などが兼務等をしている等の理由がある

る。実際にはいろいろな領域の専門家の知見を集めて

が、実際の環境情報については早めに共有、開示を

問題の対応を行うのが一般的である。また今回自職種

していただくことで、Test Project などを精度良

では参加年齢の制限が 25 歳とされていたが、学生の

く（トラブルが少なく）進めることが出来る。今回

うちでも年齢が上がること、また社会人となると、広

はその辺の情報が直前まで無く、事前想定していた

く知識を持つ Generalist タイプからより専門知識を高

環境の課題が、現地の環境で動作しない等のトラブ

めた Specialist タイプとして活躍をすることが傾向と

ルが発生し、対応に時間を費やした。

してある。今回の競技で扱われた広範囲の内容を 2 人
やや乖離していると思われ、割ける時間のリソース問
題とあわせて競技に不利に働いていると思われた。
これを踏まえ、若いうちに体系だった指導、訓練を行

Expert Reports

だけで対応するというのは、実務的という観点からは

いその上に競技で扱う分野の得意な面を伸ばしていく
方向性が案として考えられる。
求められるスキルや技術も日々進歩しており、競技に
特化した訓練だけを積むというのも現実的とは言えず、
競技を通じていかに実務に役立つ学びが得られるかと
Module4 競技中のスコアボード

各国選手、エキスパート、通訳など関わった面々の姿

いうことも職種に求められている。

サイバー
セキュリティ
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カザン大会報告
Technical Delegate's Report

技術代表 職業能力開発総合大学校 教授

1.

市川

修

はじめに
技能五輪国際大会を主催している WorldSkills International には、約 80 の国
と地域が加盟し、若年者の技能振興や、技能に関する調査研究等を行っている。
加盟国（地域）を代表して会議で意思決定を行ったり、他国との調整を行った
りする役割を担うのが、公式代表（OD:Official Delegate）と技術代表（TD:
Technical Delegate）である。本稿ではカザン大会における技術代表の業務に
ついて報告する。

2.

技術代表の役割
技術代表の役割は、技能競技大会が規則に従って専門的に行われるようにする責
任を持つとともに、選手とエキスパートに全ての競技情報を確実に提供する責任
を持つというものである。筆者は 2018 年度から技術代表を拝命している。これ
まで技能五輪全国大会、若年者ものづくり競技大会の主査の経験はあったが、国
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際大会の業務は初めてのことであった。ヨーロッパのとある国からは、国際大会
の経験もなく技術代表を務めるのはチャレンジングであると嫌味を言われたが、
厚生労働省、中央職業能力開発協会、垣本映 前技術代表、菊池拓男 SCM はじめ
皆様方の多大なご支援により、戸惑いつつも業務を遂行することができた。この
場を借りて厚く御礼申し上げる。
2.1 競技大会までの業務

競技大会までの主な業務は、競技 1 年前の WSI 総会、競技半年前の競技大会準備
週間（CPW）における準備、選手・エキスパートのトレーニング実施である。た
だし、事務的な業務の大部分は中央職業能力開発協会に、トレーニングの大部分
は菊池 SCM に担っていただいた。
2018 年の WSI 総会はオランダで開催された。総会と同時に、新しく就任した公
式代表・技術代表へのトレーニング、競技運営委員会、ワールドスキルズカンファ
レンスなどに参加した。
2019 年 1 月 の CPW は、 真 冬 の カ ザ ン に て 会 場 の 視 察、One School One
Country 受け入れ先の見学、競技運営委員会の会議などを行った。各職種管理チー
ムの会議も同時に行われており、多くの関係者が集まって様々な準備を行ってい
た。多くの人が一度に移動すれば、当然の如く長い待ち行列ができる。しかも会
議や移動の詳細なタイムテーブルなどは前日あるいは当日にアナウンスがあり、
数日前の情報は当てにならない。筆者の感覚からすると信じられないような適当
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真冬の競技会場

日本の最終プレゼンテーション

さで運営されており、それでも大した混乱なく皆が行動していることが不思議に
感じられた。様々な文化の方が集まるイベントでは、全てをきっちり管理するの
はほぼ不可能であり、それぞれの参加者が明確な意思をもって自己責任で行動し
ているということのようである。その中で場慣れした菊池 SCM が、移動のバス
で降車後に長蛇の列になることを予測して出口に近い座席を確保されたり、クロー
クでコートを預ける際に受け取り時の混乱を予測して対策されたりする姿が印象
的であった。
2.2 競技大会期間中の業務

競技大会期間中は、WSI の総会と競技運営委員会の会議、各競技職種の日本
選 手 に 関 す る ト ラ ブ ル の 解 決、 競 技 運 営 委 員 会 代 理 人（CCD: Competition
競技前に行われた総会では、2023 年の競技大会の会場を決定するための投票が
行われた。愛知県とフランスのリヨンが立候補しており、両者の最終プレゼンテー
ションに続いて投票が行われた。日本のプレゼンテーションでは、安倍晋三内閣
総理大臣と豊田章男トヨタ自動車株式会社代表取締役社長のビデオメッセージ、
根本匠厚生労働大臣と大村秀章愛知県知事のスピーチなどにより、オールジャパ
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Committee Delegate）として電子機器組立て職種の競技運営を監督した。

ンでの支援体制をアピールした。聴衆の反応はフランスより良かったが、投票で
敗れたのが残念であった。
競技会場である Kazan Expo は、カザン国際空港に隣接する広大な展示場である。
日本が関係する全ての職種の場所を速足で回って確認するだけで、約 1 時間 30
分かかった。安全靴を履いて歩き回ったため、準備期間中に足にマメができ、さ
らに潰れて医務室のお世話になった。
1 年前の総会で、筆者は CCD の役割を担う意思を表明した。その結果、経験豊
富な CCD Lead 1 名を含む 3 名が一つのチームで、電子機器組立て、洋菓子製
造、レストランサービス、西洋料理、パン製造の CCD を担当することとなった。
CCD Lead はレストランサービスの CE や洋菓子製造の審判長などの経験が長く、
準備中の会場を視察すると、観客から選手の手元が見えないという会場設営の問
題点を指摘していた。この問題は翌日には修正されており、対応の早さに感心し
た。CCD チーム内の話し合いの結果、筆者は電子機器組立て職種を担当すること
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になっており、競技期間中は主にその職種の競技運営を「監督」した。正確には、
「見学」に近かったかもしれない。また、技術代表として日本選手に関するトラブ
ルが発生した職種に出向き、対応を行った。
3.

日本チームの競技に関するトラブル
競技に関して、大小さまざまなトラブルがあった。
● 大会 4 ヶ月前に提出したエキスパートの履歴書に関して、記述内容から職種に

関する経験が不足していると判断され、採点チームから除外された。
● 通訳とエキスパート・選手との間のコミュニケーション不足、行き違い等によ

り信頼関係が崩壊し、通訳を交代することになった。
● 持ち込むツールボックスのサイズが規定を超えていた。競技規則に従い、規定

のサイズに収まるように工具を選択した。
● 競技会場への立ち入りや写真撮影が制限されている C-4 に、日本のオブザー

バが会場内を写真撮影していたとして、証拠写真付きで告発された。
● 競技中に選手が提出する作業報告書について、前回大会では競技後に翻訳・入

力していたものが、競技時間内に翻訳・入力するよう指示されたため、6 ヶ国
から競技運営委員会代理人、競技運営委員会に異議申し立てをした。
● 競技課題の文書が多すぎて、翻訳に膨大な時間を要した。
● 競技課題と採点方法の整合性が取れていないために減点されたとして、3 ヶ国

から競技運営委員会代理人、競技運営委員会に異議申し立てをした。その間、
半日ほど競技の進行が止まるなど、運営に影響が出た。競技運営委員会から申
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し立てを却下されたために上訴、これも却下された。
● 外部採点で不当に低く採点された。異議申し立てを検討したが、同様の影響を

受けた他国の賛同を得られなかったこと、その他諸々の影響を考慮し、申し立
てを断念した。
● 採点結果が開示されず、競技運営委員会代理人に異議申し立てをした。競技中

にやらなくて良いとされた項目で減点されていたため、競技運営委員会に異議
申し立てをし、減点が取り消された。
● 深夜に及ぶ業務による疲労、蓄積された不満等により、通訳とエキスパートの

間の関係が修復不能なまでに悪化した。
● 採点が完了せず、競技の成立が危ぶまれる職種があった。競技運営委員会が採

点、順位付けを行った。大会が終了してからも、複数の国から成績に異議申し
立てをする動きがあった。
日本と直接の関係はないが、「観客が選手に助言している」「エキスパートが選手
とすれ違う時に情報を与えている」「選手の誤りを通訳が正した」などの不正があ
り、警告があったようにも聞いている。
初めての大会を経験して、トラブルを円滑に解決するには、同じ影響を受ける他
国と協力することと、状況を正確に把握することの重要性を痛感した。日本単独
で異議を申し立てるより、複数の国で声を上げた方がより強く主張することがで
きる。また、急いで不十分な情報で動くと、中途半端な結果になりかねない。今
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回の教訓を次回に生かしたい。
4.

通訳に関する問題
今回、通訳・翻訳のプロセスが様々な職種で問題となった。アブダビ大会までは、
いかに通訳を使った不正を防ぐかということが課題であった。その解決策のひと
つが通訳のプール制であるが、アブダビ大会の品質監査報告書では、それでも不
正が防ぎきれていないということで、競技 1 日ごとに通訳を入れ替えることも選
択肢として提案されている。カザン大会では、不正だけでなく、課題の翻訳に時
間がかかって競技が遅延したり、通訳・翻訳の方法で混乱が生じたりした。選手
は英語のスキルも備えているべきであるという論法により、通訳を排除しようと
する動きがある。カザン大会の品質監査報告書では、通訳・翻訳によって時間と
資源と生産性が失われており、競技を全て英語で行うことも選択肢として提案さ
れている。
通訳・翻訳のプロセスに起因する種々の問題を解決することを目的として、一部
の職種では職種定義に「この職種は、英語の読解力とコミュニケーション能力が
必要である」と書き加えようとする動きがあった。これは競技課題の中で英語の
読解力とコミュニケーション能力を評価することを意味し、そのような課題では
通訳が間に入ることができない。これを選手が言語を選択できるという競技規則
に反すると見る向きもあるが、既に英語による接客能力を評価している職種が複
数存在している。
これに関連して、C+1 に各職種で行われる職種定義改訂の議論において、英語
能力を加筆する改訂が提案された場合は、これに反対するよう各エキスパートに
いうことでエキスパートと議論になったが、スマートフォンに入力するテキスト
では円滑な意思疎通を行うことができず、もどかしい思いをした。こちらは「そ
のような改訂提案は、通訳の排除を意図したものなので、改訂されないようにご
注意を」と伝えたかったのに対し、エキスパートは「改訂された場合は TD が異
議申し立てをしてほしい」と伝えたかったようで、双方の意図が伝わっていれば
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slack を通じて注意喚起を行った。この改訂提案が競技規則に反するかどうかと

議論の必要もないことであった。
5.

おわりに
今回、国際大会に参加して、国内大会とは違った難しさを感じた。WSI の運営方
法には理解と慣れが必要であり、日本的な運営を期待していると大きなストレス
を感じることになる。各職種での競技運営方法は、基本的には各職種管理チーム
に依存する。電子機器組立て職種では、強力なリーダーシップで素早く物事を推
し進める SCM と、多くの選手・エキスパートの声に耳を傾けようとする CE のど
ちらが主導権を取るかで、だいぶ違いがあった。日本チームにおいても、人によっ
て様々な考え方があり、チーム内のトラブル解決も今後の課題と思われる。
技能競技大会の目的は、技能者の育成、技能振興である。より良い環境で選手が
訓練、競技できるよう、引き続き皆様の多大なご支援を頂ければ幸いである。

265

特別寄稿

▼

SCMの役割
The Role of Skill Competition Manager
職業能力開発総合大学校 准教授

菊池 拓男

WSC2019 は、Information Network Cabling 職 種（ 以 下、Skill 番 号 か ら
Skill02 とする。）の Skill Competition Manager（以下、SCM とする。
：職種競
技マネージャ ) として 2 回目の参加である。SCM は、WorldSkills International
（以下、WSI とする。）に所属する役職であり、守秘義務等の関係から、ここでその詳
細を述べることはできないが、その業務は膨大であるとともに、多くの権限を持って
いる。そのうちの一部、特に WSC2019 で新たに導入された（１）外部設計者等に
よる競技課題作成、（２）エキスパート履歴書、について、今大会の現状と今後の方向
性について、ここでご紹介する。なお、内容は私見であるものも含まれているのでそ
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の点はご了承願いたい。

外部設計者による競技課題説明：
Skill02 では、外部設計者が大会会場に常駐し対応した。
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1

…競技課題と
Independent Designer

今大会では、多くの職種で競技課題をエキスパートではない第三者（Independent
Designer：以下、外部設計者、とする。）が作成する制度が導入された。この場合、
競技課題は原則として大会前には公開されず、会場入りしてはじめて知ることができ
る。これは、WSC は、
（現場の）職業技能を評価する大会であって、予め訓練してき
た技能を評価する大会ではない、という考え方に起因している。つまり、WSC は現場
における技能を競う大会であり、それぞれの技能を公平に評価するためには、外部設
計者が課題を作成し非公開とすれば、実際の現場と同じように本当の技能、つまり対
応力を含めた職業技能を評価できるだろう、という試みである。エキスパートや選手
は大変な苦労をされたと思うが、全体的には大きな混乱は見られず、次回以降も継続
して多くの職種で採用されるのではないだろうか。
この競技課題の外部設計において、SCM は重要な役割を担っている。SCM はエキス
パートではない第三者の専門家で中立的に職種を管理する立場であり、外部設計者と
の窓口となる。また、SCM 自身が外部設計者として競技課題を設計することも認めら
れている。つまり、非公開である競技課題を SCM が唯一把握し管理していることに
ここで、競技課題の外部設計の流れ、について簡単に説明する。大会の 12 か月前に
は、SCM が外部設計者を選任する。外部設計者の選任の方法は SCM に任せられてい
るが、作成された競技課題は、大会本番で、きちんと機能しなければならず（つまり、
選手が完成し得るもの、かつ評価が可能であるものとしなければならない。）、WSC に
ついて理解している者が適任となる。よって、一般的には、過去に WSC に参加したエ
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なる。

キスパート、選手及び大会スポンサー関係者などが候補となろう。SCM による選任後、
WSI による承認手続き等を経て、競技課題の作成に取り組む。競技課題は、WSSS
（WorldSkills Standard Specification：WorldSkills 技能標準仕様）をもとにして設
計され、一般的に採点基準と同時に作成される。これらの過程は、自国のエキスパート・
選手も含めて秘密裏に行われなければならず、設計した競技課題の実地検証等、困難
を極める。よって、公平な競技課題となる一方で、その精度（完全に完成し評価でき
るものかどうか）は（これまでのエキスパート作成による競技課題と比較して）劣る
可能性がある。このようなことにならないよう、SCM は外部設計者と連携し、競技課
題を管理するのであるが、全ての SCM がこれをできているとは思わない。というのも、
これらの作業は膨大で、ボランタリーで行っている方にとっては大変な負担となるた
めである。実際、大会現場においても何人かの SCM が、業務負担の重さについて不満
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を述べていた。いずれにせよ、こうして競技課題が作成され大会当日に公開されるこ
とになる。
さて、Skill02 においても全競技課題（5 つのモジュールすべて）が外部設計者により
作成された。原則通り、この外部設計者が誰なのかは基本的に大会まで一切明らかに
されなかったため、エキスパートは競技課題の傾向も掴めず、訓練内容や方法の決定
など、大変な苦労をしたと思われる。特に、日本など競技課題を十分に訓練してから
大会に臨む、という参加スタイルをとっている国にとっては、大変厄介な制度ともい
える。しかしながら、この流れはもはや止められず、対応するしかないのが現実であり、
チーム・ジャパンとして対応策を講じるしかない。技能五輪が若年技能者の育成、と
いう大きな目的を持っていることを考えると、いわゆる勝ち負けのための競技課題か
ら脱するべきであり、（WSC が目指している）現場に対応した競技課題とすべき、で
あることは明らかである。しかしながら、単純に「（非公開課題に即した）対応力強化」
をしなければならない、というものではない。非公開課題を繰り返し訓練することで
は決してない。そもそも対応力とは何か、ということを考え、それを習得する訓練法
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を開発することが急務であろう。

2

…エキスパートの専門性

WSC2019 より、エキスパートの履歴書の提出が求められるようになった。これは、
エキスパートの採点の能力を予め確認しよう、という試みの一つである。これまでも、
エキスパート・スキルテスト、アクセス・プログラム、大会会場での必須評価トレー
ニングなどが行われてきたが、
（特に新任の）エキスパートの採点能力が疑われていた。
SMT（Skill Management Team）は提出された履歴書をレビューし、エキスパート
を Tier 1 ～ 3 に分類する。Tier 3 に位置付けられたエキスパートは採点業務を担当
できない、ことになる。Skill02 では、結果的にアクセス・プログラム未修了者のエキ
スパート 2 名を採点業務から除外した。一方で、エキスパートの専門性を正確に把握
できたことにより、採点グループ分けなど比較的うまくいったと思われる。
WSC2019 では、採点項目は基本的に採点時までエキスパートに公開されず、公開さ
れる項目もエキスパートが採点を担当する項目のみ、となった。評価項目を予め公開
すれば、それに合わせて訓練が可能となるため、それをやめさせたい、という考えで
ある。今後は、外部採点、の導入も進むであろう。評価基準が完全に明らかにされな
いなかで、いかに効果的な訓練を行うか、については、チーム・ジャパン全体での検
討が必要であろう。

268

3

…今後の課題、展望

WSC2019 は、主催国ロシアが大変な躍進を遂げたことが印象的である。また、中国
も更なるメダルの獲得数となった。しかし、これは以前より予想されていたことであ
り、驚くべきことではない。むしろ、それを許した日本を含めた強豪国の取り組みが
どうだったのか、をきちんと検証しなければ、この傾向は止められないであろう。ただ、
残念ながら、この原稿執筆時点において、各職種で検証ができているかといえば、そ
うではないように見られる。前述した 2 か国の躍進の理由は、「他から学ぼうとする姿
勢の違い」であると思う。我が国が WSC で好成績を挙げていくためには、今大会の取
組み等を他国と比較しながら反省し、これまでの取組みの大転換を図らなければなら
ないであろう。
Skill02 は、幸いにも 8 連覇を達成したが、次回大会ではこれまで以上に厳しい状況が
予想される。よって、これを機に、全国大会の競技課題、運営方法（競技時間、採点
方法等）の抜本的な見直し、それに付随する訓練内容の拡充等、さらには、新たな科
学的訓練方法の開発など、これまでに例のない規模での改革を職種別分科会を中心に
行う必要があるだろう。
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COMPETITORS
● Skill01 Polymechanics and Automation
● Skill02 Information Network Cabling
● Skill03 Manufacturing Team Challenge

● Skill04 Mechatronics
● Skill05
● Skill06
● Skill07
● Skill08
● Skill09
● Skill10
● Skill11
● Skill13
● Skill15
● Skill16
● Skill17
● Skill18
● Skill19
● Skill21
● Skill23

Mechanical Engineering CAD
CNC Turning
CNC Milling
Architectural Stonemasonry
IT Software Solutions for Business
Welding
Print Media Technology
Autobody Repair
Plumbing and Heating
Electronics
Web Technologies
Electrical Installations
Industrial Control
Plastering and Drywall Systems
Mobile Robotics

● Skill24
● Skill25
● Skill26
● Skill27
● Skill28
● Skill29
● Skill30
● Skill31
● Skill32
● Skill33
● Skill34
● Skill35
● Skill36
● Skill37

Cabinetmaking
Joinery
Carpentry
Jewellery
Floristry
Hairdressing
Beauty Therapy
Fashion Technology
Pâtisserie and Confectionery
Automobile Technology
Cooking
Restaurant Service
Car Painting
Landscape Gardening

● Skill38
● Skill39
● Skill40
● Skill42
● Skill43
● Skill45
● Skill48
● Skill53
● Skill54

Refrigeration and Air Conditioning
IT Network Systems Administration
Graphic Design Technology
Construction Metal Work
Plastic Die Engineering
Prototype Modelling
Industrial Mechanic Millwright
Cloud Computing
Cyber Security

IWAMI Taiki
SHIMIZU Yuta
ICHIKAWA Mikito
KABEYA Koki
YAMASHITA Shinzaburo
MATSUMOTO Hiroki
MORIMOTO Ryota
NUMAHATA Tatsuya
KUMON Miho
KIKUCHI Yuto
UEDA Keigo
SUGAWARA Toshio
YOSHIDA Yuta
YUJI Ryuya
KATO Koki
HAKOISHI Tsubasa
KITAMOTO Yuma
ABE Kanaya
SHIMIZU Takao
KAYAHARA Shota
MAEBASHI Kouhei
SHIMIZU Yuto
NAKANISHI Jun
YAMAGUCHI Tomohiro
AKUTSU Koki
IWAHARA Daiki
KOJIMA Yuta
IGARI Yuna
MIZAWA Haruka
NISHIMURA Sawako
MIKAMI Haruka
KAWAI Reina
UCHIO Sakito
KONDO Nana
CHINEN Shioko
YAGISAWA Masaya
ISHIZAKA Masataka
UTSUNOMIYA Mei
KITAZAWA Misuzu
KAWASHIMA Kazuma
AMBO Sena
MAKINO Tomoya
ITO Hiroaki
MATSUZOE Miumi
SAKAMOTO Yujiro
HAMASAKI Tomohiro
SHIMIZU Yutaro
HAYASHI Yoshinori

6 Categories :
Construction and Building Technology
構造・建築系

Creative Arts and Fashion

アート・ファッション系

Information and Communication Technology

情報通信系

Manufacturing and Engineering Technology

製造エンジニアリング系

Social and Personal Services

サービス系

Transportation and Logistics

輸送系

