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この連載では、4回にわたって実践的な技術移転の方法

を紹介します。人に仕事を教えようとする多くの方が、ど

う教えればいいのかわからないと悩まれます。でもわから

ないのは、教え方なのでしょうか。技能実習生に技術を移

転すると、技能実習生は「仕事ができる」ようになります。

逆に言うと「仕事ができる」ように仕事を教えるということ

です。あたりまえの話ですね。ではここで言う「仕事がで

きる」とは、どのような状態なのでしょう？ 皆さんが普段

やっている仕事、その仕事がどのようにできれば「仕事が

できる」ようになったと認めてもらえるでしょう。どのよう

な状態が「仕事ができる」状態なのかがはっきりしていない

と、仕事を教えようがありません。今回の連載は、あたり

まえのようだけれどよくわからない「仕事ができる」を考え

るところから、技術移転の方法を紹介していきます。

「仕事ができる」とはどのような状態か

先輩や上司が新人の仕事を見て、こいつは「仕事がで

きる」とか「仕事ができない」と判断するとき、何を基準に

するのでしょう。例えば、職場で一緒に働く仲間の最も基

本的な能力として、「あいさつができる」があります。「あ

いさつができる」とは、どのような状態でしょう。部屋に入っ

てくるときに大きな声で「こんにちは」と言えれば、「あい

さつができる」と、いえるでしょうか。それで良いという先

輩もいるでしょうが、「声が大きければいいってもんじゃな

い」と、異論を唱える先輩もいるでしょう。そのような先

輩は声が大きいだけの新人に対して、「声が大きいだけ

じゃ気持ちが通じない。相手の目を見てあいさつしろ。」と、

新人を怒るかもしれません。このように、「仕事ができる」

と判断する基準は、評価者によって、随分、差があるも

のなのです。ですから「仕事ができる」ように技術移転す

る、というときには、まず、仕事ができると判断する基準

をはっきりさせる必要があるのです。

「あいさつができる」で、もう少し考えてみましょう。下

に示すようにあいさつができれば、みなさんは納得できる

でしょうか ?

あいさつができると判断する基準

●あいさつすべき場面の判断が正しい

●場面に応じて適切にあいさつのしかたを使い分けている

●場面に応じて適切な言葉を選択している

●�相手に聞こえる声であいさつしている�（大きすぎず・小さ
すぎず）

●�元気・ハツラツ・好意的・仲良くしたいという印象を相手に
与えている

筆者としてはこれで十分な気がしますが、これでは不足

だという方もいらっしゃるでしょうか。その場合は「どのよ

うに」あいさつができなければいけないか、条件を追加し

てみてください。いずれにしてもこのように書いてみるこ

とで、あいさつができると判断する基準が、かなりはっき

りしたと思います。

同じように、水産物加工場でスーパーなどに出荷するエ

ビのむき身をトレーに並べるという仕事を例に考えてみま

しょう。

エビをトレーに並べる仕事ができると判断する基準

●素手でさわっていない

●有効な消毒をした手袋で作業している

●エビを長く持ちすぎずに作業している

●重量の合計が200g～220gの範囲である

●並べたエビの背の位置が揃っている
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第 回1 実践的な技術移転の基本
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●大きいものから小さいものへと右から並べてある

●極端に大きさの異なるエビが並んでいない

●エビの殻などのゴミがトレー上に残っていない

●1トレー20秒以内で作業を終えている

このようにトレーに並べる作業ができれば、仕事ができ

ると言ってもらえるでしょうか。また、溶接作業を例に考

えてみましょう。

溶接作業ができると判断する基準

●感電・やけど・重量物の扱いによるケガをしていない

●�感電・やけど・重量物の扱いによるケガが心配される手順
や道具扱いをしていない

●製品に溶接痕、打痕、余計なミガキキズをつけていない

●器具・工具・道具を破損していない

●製品が仕様の寸法で仕上がっている

●溶接の欠陥がない

●欠陥を出す回数が少ない

●欠陥の修正が適切に行われている

●標準時間+20%以内で作業を終えている

ここに上げた基準は一例ですので、みなさんの職場で

通用する基準は、それぞれ必要に応じて記述していただ

かなければなりません。いずれにしても、このように基準

を列挙してみると、仕事のイメージがかなりはっきりする

ことを実感できるでしょう。

技能実習計画書では技能実習科目を設定します。そこ

に記載する技能実習科目の一つ一つの作業（＝仕事）につ

いて、「仕事ができると判断する基準」を決めておくと、

技術移転がしやすくなります。「基準のように仕事ができ

るなら、その仕事の技術移転は終わった」と判断できます

し、基準のように仕事ができないなら、教え足りないこと

がわかります。また基準に到達していない部分がはっきり

するので、不足を補うことも容易になります。

このようにして「仕事ができると判断する基準」を決める

と、次に「何を」教えればそのように仕事ができるようにな

るのかを考えます。例えば上の例では、「感電によるケガ

をしない」ように溶接をしなければならないと基準を設定

しています。「何を」教えれば「感電によるケガをしない」

ですむだろうかと考えるのです。次章で「何を」教えるか

を考える手がかりを紹介します。

仕事をするときヒトは何をしているのか

ヒトは仕事をするときに、自分が持っているさまざまな

能力を組み合わせて発揮しています。その様子は、図の

ように説明できます。

　 　
次の働き

か
け
の
決
定

技能

の
決
定

働

知識

既知の技術・
方法・判断基準
経験から得る

要因と結果の関係

次の働きかけを
選択する方向性

態度

対象への働きかけ

状
態
の
把
握

ある素材をある仕様の製品に仕上げる作業をするとき、

ヒトはまず、素材の状態を把握しようとします。これは目か

ら入ってくる情報や触ってみた感触などによって感じ取ろう

とします。この素材を、求められる仕様の製品に仕上げよ

うとするとき、これまでに蓄積した知識のストックからどの

手順で作業するか、どの程度の作業をするかを引っ張り出

してきて、それを複合して判断し、素材に対して次にどう働

きかけるかを決定します。このとき働きかけに選択の余地

があれば、態度がその選択に影響します。楽に仕事をこな

そうとする態度や、顧客に満足してもらうために良い仕事

をしようという態度が、働きかけの方向を微妙にずらして、

製品の仕上がりに影響するのです。このようにして素材に

対する働きかけの内容が決定すると、実際に素材に働きか

けます。すると素材は、働きかけに応じた変化をします。

その変化が好ましいものか、不適切なものかを再度把握し、

仕様に近づけるためには先程の働きかけを継続すべきか、

修正すべきかを判断します。そして適切な働きかけを決定

し、実際に素材に働きかけて仕様に近づけようとします。

このようなサイクルを繰り返して、仕様に沿った製品を得よ

うとするのが、ヒトが能力を発揮するモデルです。
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ここでヒトが発揮している能力は、①知識、②技能、

③態度です。技術移転するときは、これらをセットで指導

する必要があります。知識だけ指導しても、実際の仕事

を適切にこなすことはできないですし、技能だけ指導して

も対応できる仕事の幅が狭くなってしまいます。

こうした能力の発揮は、事務的な仕事でも、技能的な

仕事でも同じです。ただ、仕事によって発揮する技能の

種類に違いがあります。溶接作業や旋盤作業など微妙な

手腕の感覚が必要な仕事では、「状態の把握」と「対象へ

の働きかけ」の感覚運動的な技能が中心になります。コン

ピュータのプログラミングや工程の計画、会議の運営のよ

うな、判断することが多い仕事は、「次の働きかけの決定」

の知的管理的な技能が中心になります。知的管理的な技

能が中心になる仕事は、判断の基準になる知識が多く求

められます。

なにを教えるのか

では現実の仕事を知識・技能・態度で表現してみましょう。

まず例として、「あいさつができる」で、考えてみましょ

う。あいさつができるという行動には、「あいさつすべき

場面の判断が正しい」という判断基準がありました。この

判断基準に基づくあいさつをするには、下表のような知

識・技能・態度が必要と考えられます。

あいさつができると判断する基準

●�あいさつすべき場面の判断が正しい

知 識 技 能 態 度
●�あいさつすべき
場面の一般的な
判断基準

●��あいさつすべき
場面とあいさつし
なくても良い場面
の例

感覚運動的技能：
●��遭遇している場
面を、あいさつす
べきかという視点
で捉える

知的管理的技能：
●����場面に遭遇したと
き、一定の早さで
あいさつの要否
を決める

●��ヒトと気持ちよく
過ごしたい

●��ヒトに気持ちよく
過ごしてもらい
たい

●��自分に好意を持っ
てもらいたい

●��職場の人間関係の
環境をよくしたい

この表に基づくと、通路を歩いているときに向こうから

人が歩いてくるような場面で、あいさつすべき場面を判

断する能力は次のような順で発揮されると考えられます。

発揮する能力 能力の種類

人が歩いてくることを
目で捉える 技能 :感覚運動的・状態の把握

あいさつしなければいけない
かもしれないと判断し、歩いて
くる人が誰かをよく見ることを
決める

知識
技能 :�知的管理的・�

�次の働きかけの決定
態度

歩いてくる人が誰かをよく見る 技能 :�感覚運動的・状態の把握

知り合いであることに気づく 知識
技能 :�感覚運動的・状態の把握

この人にはあいさつすべきだと
判断する

知識
技能 :�知的管理的・�

�次の働きかけの決定
態度

このあと実際にあいさつするために、あいさつの言葉

を選んだり、笑顔を作ったりという能力が発揮されること

になります。

もし通路ですれ違うときに、こちらからあいさつしても

あいさつが返ってこない人がいるとしたら、上の表のいず

れかの能力が不足しているからだと考えられます。例えば

人とあいさつするのは面倒、職場で人と仲良くする必要は

ないという態度を持っている人は、人が歩いてくることを

目で捉えたときに、書類に目を落として相手と目を合わせ

ないようにするかもしれません。その人に、いくら、「あい

さつをしっかりしろよ」と指導してもできるようにはならない

でしょう。態度から変えていかなければならないのです。

たかだかあいさつのしかたを教えるのに、こんなに細か

く検討しなければいけないのかと思うかもしれません。教

わる人によりますが、仕事ができない人に対しては、必要

に応じて上のように検討して何ができないのかを考えなが

ら教える必要があるということなのです。

次に、水産加工場でエビをトレーに並べる作業と溶接作

業で、仕事ができるようにするために、どのような知識・技

能・態度を教えなければいけないかを検討してみましょう。

（※9ページ表参照）

このように「仕事ができる」と判断する基準と、それに必

要な知識・技能・態度を整理して記述すると、単に、あい

さつのしかたを教える、エビの並べ方を教える、溶接のし

かたを教える、と言っているだけでは想像できなかった教

え方を想像できるのではないでしょうか。
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次号に向けて

教え上手と呼ばれる指導者がいます。そういう指導者

は、教わる人をよく観察しています。その人に不足してい

ることを的確にアドバイスしたり、不足していることに気

づかせて自分で解決するようにしむけます。教わる人に不

足していることが何かを見つけられる指導者は、意識して

いるにせよ無意識にせよ、その仕事ができると判断する

基準と、それに必要な知識・技能・態度が整理されてい

るのです。その基準と教わる人を比較することで、その

人に不足している能力を見つけられるのです。

ですから皆さんが技能実習生に仕事を教えるときは、

まず、その仕事ができると判断する基準を検討してみてく

ださい。そして、そのように仕事ができるために必要な

知識・技能・態度は何かを考えてみてください。そうす

ると、いままでどう教えればいいか想像がつかなかったも

のが、ずいぶん整理して考えられるようになります。

さて次回からは、今回紹介した知識・技能・態度のそ

れぞれをどのように指導すればいいのかを詳しく紹介し

ていきます。

エビをトレーに並べる仕事ができると判断する基準

知 識 技 能 態 度

●�エビの鮮度を保つ方法
●�エビの衛生を保つ方法
●�エビの処理に必要な用具の意味と使い方
●�トレーに並べる仕様（重量・見栄え）
●�商品に対する消費者の目…����　　

感覚運動的技能：
　●背をそろえて綺麗にならべる
　●�200～220gの手ばかり
　●�最小限の接触で動かす
　●�大・小を見分けて並べ直す
　●�20秒で作業を終える手早さ
　●�殻を見つける…

●�安全な食品を提供したい
●��消費者が購入したいと思う商品を提供し
たい

●�仕事を効率よく進めたい…

溶接作業ができると判断する基準

知 識 技 能 態 度

●��感電・やけど・重量物の扱いでケガをしない
一般的な方法

●��溶接作業での感電・やけど・重量物の扱いで
ケガをする場面

●�製品やその仕上がりに対する顧客の期待
●��仕様の寸法に仕上げる部品の組み方・仮組・
本溶接の順序

●�溶接による寸法や形状の変化と防止方法
●�溶接製品の品質を低下させる要因
●�溶接製品の保護の方法
●�溶接欠陥の種類と防止方法
●�溶接欠陥の修正方法
●�溶接作業の効率を高める方法…

知的管理的技能：
　●��感電・やけど・重量物の扱いに関してケガを
しそうな場面に気づく

　●��ケガをしそうな場面の判別
　●��ケガをしない手順や方法の計画
　●��実際の製品に応じた施工順序・溶接条件の決定
　●��欠陥の修正方法の決定
　●����効率の良い作業手順の決定…

感覚運動的技能：
　●��下・立・横・上方向の溶接で欠陥を出さない操作
　●��余計な場所を傷つけないミガキ操作
　●��効率よく正確な操作…

●��ケガをしない
●ケガをさせない
●��機工具を破損しない
●��製品にキズをつけない
●��顧客に良い製品を届けたい
●�精度の高い製品を作りたい
●��ゆがみのない製品を作りたい
●��欠陥の無い製品を作りたい
●��効率よく作業を進めたい…
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●�感電・やけど・重量物の扱いによるケガをし
ていない

●��感電・やけど・重量物の扱いによるケガが心
配される手順や道具扱いをしていない

●�製品に溶接痕、打痕、余計なミガキキズをつ
けていない

●�器具・工具・道具を破損していない
●�製品が仕様の寸法で仕上がっている

●�溶接の欠陥がない
●�欠陥を出す回数が少ない
●�欠陥の修正が適切に行われている
●��標準時間+20%以内で作業を終えている




