新事業展開型

株式会社レーザーシステム

品質技術力・管理業務力の向上により成
長を加速
コアコンピタンスであるレーザー微細加工技術を半導体製造装置に応用し急速な需要拡
大を迎えている。品質技術力、管理業務力を高め、
「札幌から世界へ」をスローガンに
研究開発型ベンチャーから開発製造型メーカーへの脱皮を目指す。

北海道本部

統括プロジェクトマネージャー

瓜田

豊
取締役の三澤北大教授のほかは研
究員一名という体制でスタート

企業名 株式会社レーザーシステム

レーザーシステム社が開発した

し、大学内の研究室を借りて3年

レーザー加工用光学エンジンは、

ほど研究開発を行った後、現在の

国内大手半導体デバイスメーカー

地に本社を移した。設立翌年には

1−4−1−10

の量産ラインで使用され、生産効

レーザー加工装置のプロトタイプ

資本金

330百万円

率の向上に貢献している。

を開発し、これを発展させて半導

設

平成16年3月

業

種

レーザー加工装置の開
発・製造・販売・保守

所在地 北海道札幌市西区二十四軒

立

売上高

775百万円
（平成24年2月期）

従業員

33人（正社員31人）

本社

R&Dセンター

当社は高度なレーザー微細加工

体ウエハを切断する量産型のレー

技術を有しているが、半導体量産

ザー加工装置開発に取り組む一方

ラインに求められる稼働率を実現

で、レーザー周辺機器や光学部品

するには、高い品質技術力が不可

の輸入販売も手掛けた。

欠である。これを獲得するため、

土内社長は大手制御機器メーカ

全社で設計・製造工程全体の品質

ーや半導体メーカーで勤務した技

技術力向上に取り組み、これを実

術者であったが、当社設立時には

現した。

取締役営業部長として参加し、そ

また、業務諸制度、内部監査・

の後、代表取締役社長に就任。社

内部統制制度、人事評価・処遇制

長就任後は事業基盤の確立に精力

度を整備し、急速な業容拡大に対

的に取り組み、各種展示会への出

処できる業務管理力を高め、体制

展など顧客開拓と同時に資金獲得

の整備を図った。

にも奔走。平成19年にはベンチャ
ーキャピタルから出資を得て、人
材の獲得や開発環境へ積極的な投

企業概要

レーザー加工装置
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資を行った。

当社は平成16年3月に次世代レ

また、当社技術の認知度を高め

ーザー微細加工技術の研究開発を

ることにも取り組み、道庁が北海

目的として設立された北海道大学

道の優れたモノづくり企業を表彰

発ベンチャーである。

する「北海道新技術・新製品開発

当初は現社長の土内氏と非常勤

品質技術力・管理業務力の向上により成長を加速

賞」を平成20年に受賞。さらに、

札幌商工会議所が認定する「北の

売上高

ブランド」を平成20年から連続し
て獲得している。
当社のレーザー微細加工技術は
国内大手半導体デバイスメーカー
に評価され、半導体量産ライン装
着のレーザー加工用光学エンジン
として採用された。半導体事業は
微細化・高性能化・量産規模拡大
株式会社レーザーシステム

が競争力の源である。当社光学エ
ンジンへの需要は増大し続け、平
成20年2月 期 に1億 円 だ っ た 売 上
は、平成24年2月期には7.8億円へ
と約8倍に急拡大している。
これらの技術を短期間で獲得す
る必要に迫られていて、事業化助

中小機構との出会い
平成19年に、当社はレーザー微
細加工の技術力を高めるため、中

り企業としての人も経験も不十分
だった。

成に係る支援で当社と接点のあっ

これを克服すれば、事業基盤を

た中小機構のプロジェクトマネー

確立できるだけでなく、その技術

ジャーへ相談があった。

は川上企業として国内の半導体デ

小機構の事業化支援事業に応募し

バイスメーカーの競争力強化に貢

て採択された。これを活用して半

献できるものと期待されていた。

導体ウエハを切断するレーザー加

プロジェクトマネージャー

工用光学エンジンを開発したのが

の視点と支援課題の設定

中小機構との出会いのきっかけで

また、急激な業容拡大・社員数
増加に伴い、各種管理業務も増大

当社が得意とするレーザー微細

していた。当社はベンチャーキャ

加工技術は製品開発競争の激烈な

ピタルの出資を得てから、上場企

このエンジンを搭載した加工装

半導体分野がまさに求めるもの

業並みの社内管理体制の整備を経

置を国内の半導体デバイスメーカ

で、顧客の大手半導体デバイスメ

営課題として意識してきたが、事

ーに供給する形態のほか、半導体

ーカー向けの研究開発・試作で短

業の拡大に伴い、これが喫緊の課

製造装置メーカーと提携関係を構

期間に成果を生み出すことに成功

題となっていた。

築した上で、開発エンジンを供給

した。

ある。

平成19年当時の社員は社長を除

し、同装置メーカーが加工装置と

試作検証を終えてこれを量産ラ

き12名で、うち10名が他社でキャ

して完成させて国内外の半導体デ

インへ装着するには高い稼働率が

リアを積んだ技術者であった。少

バイスメーカーに納入するビジネ

不可欠で、
「安定した技術」、
「設

数だがその職歴、経歴は多種多様

スモデルでの事業化にも取り組ん

計で品質を作り込む技術」も求め

で、日本を含め、4か国の出身者

でいた。

られる。また、設計段階でコスト

で研究・開発・製造・管理を行う

を意識することも製品化・量産化

多彩な人員構成だった。

しかしながら、当社は研究開発
型ベンチャーとして高い実力を持

に必要な技術である。

中小機構のプロジェクトマネー

つ反面、開発製造型メーカーとし

当社は北海道では数少ないエレ

ジャーは、上記技術力の向上だけ

て成功するには、品質力・コスト

クトロニクス系の有望企業ではあ

でなく、業務管理力の向上も当社

力や業務管理力などに課題も多か

るが、若手研究者中心の組織には

の発展には必要と考えた。

った。

半導体製造現場が求めるものづく
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支援では、レーザー加工装置用

プロジェクト推進体制

末から支援を開始した。

品質技術力の向上では当社チー

光学エンジンを機能系統図に展開

支援に当たって、まず、現状調

フエンジニアや中核技術者数名で

し、新製品開発段階でデザインレ

査で社内規程類の整備状況や管理

プロジェクト推進体制を作り、中

ビューを行って品質の作り込みに

業務の実態を調査した。この時点

小機構のアドバイザーの支援のも

適用した。さらに機能コスト分析

では、既に監査法人からの改善指

と、ものづくりの考え方から具体

によるコストダウンの考え方をア

摘があった事項についても勘案し

的な装置設計の分析、改善検討ま

ドバイスした。

ながら、当社の事業状況に合った

で行うこととした。

これらにより各開発担当者がア

業務管理が何かを検討して支援計

業務管理力の向上では管理部長

ドバイザーの経験・ノウハウをく

（現常務取締役）が中心になって

み取って、顧客が求める品質水準

経営実務支援でのアドバイザー

管理部門全員と関連する直接部門

の光学エンジンを設計する力を養

の支援期間は限られているため、

の担当者で取り組む体制を作り、

うことができたとの評価をいただ

中長期的課題である上場企業並み

中小機構のアドバイザーがこれに

いた。支援後はこれを基にして、

の社内管理体制の完成まで支援す

加わった。

当社メンバーで設計・製造・サー

ることはできないが、支援により

ビスの品質向上に取り組んでい

当社が継続して業務管理力を高め

る。

る取組みができるようになること

特注要素の多い製品だけでな

支援内容と支援成果
品質技術力の向上
半導体製造装置に必要な品質技

画を提案した。

が重要と考えた。

く、今後計画されている汎用品の

この方針のもと、支援目標を①

製品化でさらに大きな実を結ぶこ

諸規程の整備・運用、②販売・生
産管理諸制度、③予算統制制度、
④内部監査制度の構築の4点とし

品質技術力、業務管理力の向上が社員に
よる取組みで実現できたことは、北大発
ベンチャー企業の当社にとって事業の拡
大・多角化など将来の事業展開に大きな
財産になるものと期待している。
瓜田

豊

北海道本部

統括プロジェクトマネージャー

た。
まず、全体を整理するため社内
の管理規程の見直し・整備に着手
し、職務権限規程・経理規程・決
算事務要領・経理規程運用細則な
どの経理関係規程の整備から開始
した。

術力を獲得したいとの要望に対
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とが期待される。

その後、原価計算、購買管理、

し、北海道内にはこれを支援でき

この支援は当社の納入実績が大

取引管理、予算管理、内部監査の

るアドバイザーが見当たらず、東

幅に増加する時期に当たってお

各規程の見直しと作成へ進んだ。

京の本部と連携して適任者の選定

り、支援はその後の受注拡大・売

作成した規程を経営に活かすに

を行った。

上増加に間接的に寄与できたもの

は運用する体制を構築して実業務

その結果、大手半導体製造装置

と思われる。売上増加に伴い、創

で運用できるようにすることが肝

メーカー出身の開発経験者を選任

業以来の課題であった単年度黒字

心である。

して企業等OB人材派遣（現経営

化も、平成21年2月期に実現した。

実務支援事業）制度を使って平成

業務管理力の向上

経営実務支援の成果を受け、専
門家継続派遣で、①業務体制、②

20年末から21年にかけて、首都圏

社内管理体制の整備という課題

内部監査体制、③J−SOX対応業

から北海道へ派遣して品質技術、

解決を支援するため、中小機構で

務体制を構築し、運用開始できる

コスト設計技術の向上を支援する

は業務管理力の向上を支援できる

ようにすることを目標に取り組む

こととした。

アドバイザーを選任して平成21年

こととした。

品質技術力・管理業務力の向上により成長を加速

経営実務支援で作成した諸規程

る。
優れた人財を継続して獲得し、

びていて、現在の顧客要望に全力

に従って、実際の業務が実施でき

これを中核人財に育てるには、優

で取り組むことが最優先事項にな

るよう、各部門担当者と対話しな

れた人事制度も不可欠である。

っている。

がら業務設計を繰り返した。

第2期となる平成23年からは、

一方で、事業展開の多角化も必

これにより、取引管理・購買管

人事労務のアドバイザーを派遣し

要であるため、今後は新たな分野

理・生産管理・予算管理・原価管

て人事評価・賃金制度の再構築支

での市場開拓や顧客開拓が課題と

理の各業務が円滑に運用されるよ

援を開始している。

なると考え、各種事業の種まきに

これまでは企業の基盤となる品

部監査制度に従って監査是正する

質技術力の向上、業務管理力の向

仕組みも運用できるようになった。

上、
人事諸制度の改善を支援した。

次に、上場企業では不可欠な内
これらの支援テーマは当社が持

関係業務を対象に3点セット（業

つ成長力を側面から支えるもので

務 フ ロ ー 図、 業 務 記 述 書、Risk

限られたリソースで日々の事業を

Control Matrix）の作成を支援し

推進するベンチャー企業ではなか

た。

なか単独で取り組む余力がなく着

くの企業との出会いが不可欠であ
イベントなど、中小機構の支援も
提案していく予定である。

手しづらい部分でもある。

には、まだ時間が必要となるが、

当社の経営陣にこれら基盤力の

これを経験できたことは、当社の

向上に、先を見据えて貴重な人と

管理部門にとり有用な体験となっ

時間を割いて取り組む強い意志が

ている。

あったことが、大きな支援成果に

このほか、当社が以前から受け

当社に限らず、顧客開拓には多
る。全国でのビジネスマッチング

部統制制度の構築に着手し、経理

会社の全業務にこれを適用する

も取組中である。
株式会社レーザーシステム

うになり、これらの実施状況を内

結びついたと思われる。

レーザー加工風景

ていた監査法人監査の指摘に対す
る業務改善も必要で、これらの実
務に根差した問題点の解決も支援

今後の課題

テーマとなった。支援により、問

当社の経営は大手半導体デバイ

題点の解決に目途をつけ、現在は

スメーカー向けに特化した事業が

当社メンバーでより高いレベルの

急拡大した結果、売上は大きく伸

レーザー加工例
レーザービームを制御し目的にあった加工幅、深
さを実現する微細加工技術

各管理業務に当たっている。
経営実務支援及び専門家継続派
遣事業での支援により、当社が上

経営者のことば

場企業並みの社内管理体制整備に

当社は、「光技術の産業応用・製品化を通じ
て広く世界に貢献する」という創業の精神のも
と、平成16年3月に設立されて以来、レーザー
加工装置の開発・製造・販売に取り組んでまい
りました。
量産機の販売増加に伴い、業務管理体制や組
代表取締役 土内 彰社長
織管理体制を強化するべく、中小機構様には大
変お世話になりました。専門家による様々な経
験からアドバイスを頂き、実践により近いご指導を受けることができた
ことは、とても大きな力になったと感謝しております。
このご指導頂いたことを活かし、私どもは、札幌という恵まれた自然
や明瞭で美しい四季の移ろいをもつ「北の大地」から世界に向かって、
最先端のレーザー微細加工技術を発信し続けてまいります。

本格的に取り組む基盤が大きく前
進したといえる。
業務管理力の向上では、形式的
なドキュメント化だけでなく、外
部からの指摘に際して社内制度や
仕事のやり方に反映させる力が高
まったことも大きな前進である。

その他
当社の最大の資産は人財であ
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