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前回は連載第1回として、技術移転の基本的な考え

方を紹介しました。その第1は「仕事ができる」とは、

どのような状態かを検討して、教える内容を決めるとい

うことでした。第2は人が能力を発揮するモデルを示し、

そこから教える内容には知識・技能 ･態度があることを

示しました。連載第2回目の今回は、教える内容の中

から知識に注目して、その教え方を紹介します。

知識とはなにか

知識とは、「事象と名称の結びつき」のことをいい

ます。ちょっと難しいですね。例えば夜になると空に

星よりかなり大きく、明るいものが浮かんでいます。

毎夜それを見ていると、1か月弱の周期で丸くなった

り細くなったりしています。それに対して我々は、「月」

という名称をつけています。もし誰も月があることに

気づかなければ、それに「月」という名称はつけられ

ず、その存在も認識されません。誰かが空に明るい

ものが浮かんでいること（事象）に気づき、それに名

称をつけたことで、月が多くの人に認識され、共有

の知識となりました。夜空に浮かぶそれが月であると

いう知識を人が記憶している状態を、知識を持ってい

ると表現するわけです。

他方で、実際に仕事をしている人たちは、わざわ

ざ名称をつけてはいないけれど仕事を上手く進める

ある種の法則（事象）に気づいている場合があります。

名称がついてないので、他の人と共有はできないけ

れど、たしかにそれに気づいている人がその法則に

のっとって仕事をすると、他の人より上手く仕事を進

められる。こういった法則を暗黙知と呼びます。暗黙

知はその存在を明らかにして名称をつければ知識とな

ります。その意味で暗黙知は、知識の一種といえます。

この連載でも、暗黙知を知識に含めて考えることにし

ます。

知識と現実の仕事の関係

（1）知識があっても仕事はできない

知識は、知識だけでは何も生み出しません。人が

知識を持っていても、それだけでは何も生み出しま

せん。人が現実の場面に知識を「適用」することで、

何かを生み出します。これが、知識と知恵は違う、知

識だけでは仕事にならないといわれるゆえんです。

例えば、「職場の人間関係をよくするためには、挨

拶することがよい」というごく一般的な知識がありま

す。でも現実の職場には、その知識を持っていても

挨拶できない人がいます。知識を持っていても、現

実の職場で使おうとしない、使えない、使うことを思

いつかない状態は、いくらでも存在します。つまり

知識を持つ能力と、知識を現実の場面に適用する能

力は異なる能力なのです。ですから現実の仕事に知

識を適用することを期待して知識を指導するのであ

れば、現実の仕事にその知識を適用する能力も併せ

て指導しなければ意味がないのです。

（2）仕事ができても知識がなければ幅が広がらない

現実の仕事は、慣れや経験でこなせてしまう部分

があります。わざわざ知識として整理しないでも、

暗黙知として上手いやり方を承知していれば、かな

りの仕事はこなせてしまいます。しかしそれは、対
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応できる仕事の幅を狭めてしまっていることになりか

ねません。

例えばある仕事をするとき、秒速1m の速度のと

きは4kgf の力で作業するとうまくいく、秒速2m の

時は6kgf で作業すると良いということを経験上知っ

ていたとします。この条件は、作業者が何度か条件

を変えて試した結果、見つけ出したものです。 この

文章の中では力と速度を数値で示していますが、作

業者本人は自分の作業をこのように数値化しているの

ではなく、自分自身の手腕の感覚としてそれを再現

できるようになっています。あるとき、秒速3m の仕

事が舞い込んできたら、その作業者は、どのように

適切な力を見つけるでしょう。たぶん、いくつか条件

を変えて、良い条件を見つけることになるでしょう。

しかし良い作業の条件の力と速度に、

  力（kgf） = 2 + 2 × 速度（m/s） 

の関係があるという知識を持っていたとしたら、新た

な条件を見つける試行錯誤をかなり軽減できます。

そしてこの作業者は、単に作業を上手にできる人と評

価されるだけでなく、新しい仕事の条件を素早く見つ

けられる人と評価されるようになり、仕事の幅を広げ

ることになるでしょう。

知識だけで仕事はできませんが、知識を、現実に

適用する能力と組み合わせて発揮できれば仕事の幅

を広げられるようになるのです。

人が知識を使う場面を検討する

電気回路の基本的な理論にオームの法則というも

のがあります。抵抗の両端に電圧をかけたときの、

抵抗（R）と電圧（E）、電流（Ⅰ）の関係が、E（V）=R（Ω）

×Ⅰ（A）の関係があるという法則です。

たとえばこの関係を試験に出すと、次のような出題

が考えられます。

この解答は、次のように計算されるでしょう。

電気のことに詳しくない読者でも、これくらいは簡

単に解けるのではないでしょうか？

では、次のような問題が出たらどのように回答しますか？

この問題の解き方には、いくつかの方法があります。

この3つの解答は、最終的な答えは同じですが、

頭の働かせ方にずいぶん違いがあります。

解答1は、オームの法則を3つの式（E=R×Ⅰ、

R=E÷Ⅰ、Ⅰ=E÷R）で記憶しておき、計算したい値

に応じて計算式を使い分けているのです。解答2は、

E=R×Ⅰを記憶しており、式の変形を利用してⅠ=E÷

Rを導き出したうえで、値を代入する方法で計算して
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A3

E（V）= 3（Ω）×2（A） 

E（V）= 6 V

3（Ω）の抵抗に、電圧9（V）をかけたとしたら、抵
抗に流れる電流は何（A）でしょう。

E（V） = R（Ω）×Ⅰ（A）

E（V）÷R（Ω） = Ⅰ（A）

 Ⅰ（A） = E（ V）÷R（Ω）

 Ⅰ（A） = 9（ V）÷3（Ω）

 Ⅰ（A） = 3（ A）

 3（Ω）の抵抗に、電流が2（A）流れているとした
ら、抵抗の両端にかかる電圧は何（V）でしょう。Q

A

 Ⅰ（A） = 9（ V）÷3（Ω）

 Ⅰ（A） = 3（ A）

= Ⅰ
E

R Ⅰ

E

R
÷

Ⅰ（A）=  R（Ω）
E（V）

Q

A1

A2

Ⅰ（A）=  3（Ω）

Ⅰ（A）=  3（ A）

9（V）
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います。解答3は、電気の専門外の方には少し解説

が必要ですね。解答1の3つの式を覚える方法とし

て左上の図で覚えるという方法があるのです。左上

の絵から、求める値に応じた計算式を作り出し、値を

代入する方法です。

解答1と3は、記憶した知識を再生することで解答

しています。解答2はオームの法則とは別の、式の

変形という知識を複合して答えを導き出しています。

解答1と3は、記憶していた式をひとつでも忘れてし

まえば、そこに対応する答えに到達できなくなってし

まいます。しかし解答2の場合は、知識を複合して使

うことで記憶しなければならない知識を最小限にして

います。これで記憶を忘れてしまうリスクを最小にし

ています。また少しの知識を複合することで、幅広

い状況に対応しようとしているのです。

余談ですが、仕事のできない人のひとつの類型と

して、マニュアル人間があげられます。教えられたこ

とはできるけど、応用がきかない人です。上記の解

答1・3で答えようとする人が、マニュアル人間です。

記憶に無いことはできない、教えてもらってないとい

うわけです。皆さんの周りにもいませんか。きっとそ

の人は、知識を複合して未知の場面で解答を導き出

すという学習をしてこなかったのです。

知識の教え方

（1）繰り返し学習させる

最後に、知識を教える方法を紹介します。その第

1は、繰り返しによる方法です。テキストに書いてあ

る情報＝知識を記憶するためのもっとも基本的な方法

は、覚えるまで繰り返し読む＝学習するということで

す。学科試験を受験するような、ある時期までにテ

キストの内容を記憶しなければならないような場合に

利用します。

一般に記憶した知識は、一度学習しても使わなけ

れば忘れてしまいます。忘れる前にもう一度学習する

と、やや忘れにくくなります。再度、忘れる前にもう

一度学習すると、さらに忘れにくくなります。これを

定着するまで繰り返すと、それ以降、忘れなくなりま

す。忘れなくなるまでに必要な学習の回数や、学習

を繰り返す場合の間隔などの条件は人によって異なり

ますが、記憶に定着するまでに4、5回程度の学習

が必要なようです。

たとえば試験までに20日あり、学習しなければな

らないテキストのページ数が150ページあったとす

れば、150ページを4回学習するには600ページ

分の学習が必要になります。これを20日で覚えるた

め1日30ページ学習する、というように学習を計画

させます。

学習のしかたは、さっと読み飛ばすように学習する

方法や、じっくり理解するように学習する方法などがあ

ります。また、声を出して読む方法や、書きながら読

む方法などがあります。これらの方法は、学習者が最

もやりやすい方法を選択すればよいのですが、いずれ

にしても黙読するだけでなく、目以外の手や口などの

感覚器官を使い、学習している内容と体の動きの組み

合わせで覚えさせるようにするとよいようです。

（2）知識を体系化・構造化して示す

前号で、職場でのコミュニケーションの基本である

「あいさつができる」とは、どのような状態であるかを

検討しました。この「あいさつができると判断する基

準」を知識として技能実習生に指導する場面を考えて

みましょう。
44
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 説明のしかた1

日本では、職場であいさつができることはとても重

要です。皆さんに、これから1ヶ月の間に、日本の

職場で必要なあいさつができるようになってもらい

たいと思います。あいさつはおおきな声でしなけれ

ばなりませんが、ただ声が大きければ良いというも

のではありません。あいさつしなければいけない場

面としない方がよい場面があるので、これを判断で

きないといけないのです。判断ができないと相手に

変な印象を与えることがありますので、それにも気

をつけなければいけません。あいさつが重要な理由

は、相手に自分の印象をよくするためですから、自
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さて、口頭で上のような説明をしたとして、前号で

例示した「あいさつができると判断する基準」を、相

手は記憶してくれるでしょうか？ 前号であいさつがで

きる基準を5つ例示したのですが、みなさんは上の

説明で5つ読み取れますか？

 説明のしかた2

日本では、職場であいさつができることはとても重

要です。皆さんに、これから1ヶ月の間に、日本の

職場で必要なあいさつができるようになってもらい

たいと思います。あいさつができる基準は、次に示

す5つです。1ヶ月後にこれで試験をしますので、

よく覚えておいてください。

① あいさつすべき場面を判断できること

②  場面に応じてあいさつのしかたを使い分けられる
こと

③ 場面に応じてあいさつの言葉を選択できること

④ 相手に聞こえる声であいさつできること

⑤  元気 ･ ハツラツ・好意をもっている・仲良くした
いという印象を相手に与えられること

ここに、この基準を掲示しておきますので、時々見

て思い出してください。

いかがでしょう。  説明のしかた1  に比べて、だ

いぶ整理できていると感じるのではないでしょうか。

 説明のしかた1  では、説明しなければならないこと

全てに触れてはいるのですが、話の切れ目、話の粒

度などが整理されていません。この説明のしかたで

は、説明した指導員は「5つの基準を説明した」つも

りでいるでしょうが、聞いた技能実習生は「あいさつ

が大切だということはわかったけど．．．？」という状態で

しょう。  説明のしかた2  では、はじめに、覚えるべき

ことが5つあるという構造を示しました。その後、一

つひとつの内容を説明し、5つのキーワードを掲示し

ましました。5つという構造を示すことと、キーワード

で、覚えるべきことを思い出しやすくしているのです。

このように知識を整理して体系的・構造的に示すこ

とが、知識の記憶には有効です。

もうひとつ溶接の種類について例を挙げてみま

しょう。

 説明のしかた1

N-2F は、中くらいの厚さの鋼板に対して、裏板が

ない状態で、下向きに手溶接するものです。裏板が

ある状態で、縦向きに薄い板に対して、手溶接する

ものは、A-1V です。

 説明のしかた2

溶接の種類は、次の決まりで表示されます。

N-2Fは、手溶接（裏板無し）、中板、下向きを表します。

A-1Vは、手溶接（裏板有り）、薄板、縦向きを表します。

これも  説明のしかた1  では、N-2Fという、聞い

ている方にとっては意味不明の文字の羅列と、溶接の

条件もいろいろな条件が五月雨式に並べて説明され

ています。つまり聞く方にとって意味不明の長文を、

暗記させようとしているのです。 説明のしかた2  で

は、溶接の種類を示す記号 N-2F の構造を、まず説

明しています。それぞれの場所に入る可能性のある

記号を示して、記号の読み方の規則を説明していま

す。その後、例示した記号を上の規則に照らして説

　　❶ 場面の判断

　　❷ 場面に合ったあいさつ

　　❸ 場面に合った言葉

　　❹ 声の大きさ

　　❺ 元気・仲良くしたいを伝える
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分の印象を良くするためには、元気でハツラツとし

ていることが必要だし、自分が相手に好意を持って

いること、つまり、仲良くしたいという気持ちを伝え

ることが重要です。また日本語にはあいさつの言葉

が色々あるので、これを選択して、それぞれの場面

に応じた適当なあいさつのしかたを使い分けなけれ

ばいけません。

板の厚さ
1: 薄板  2: 中板  3: 厚板

N-2F
板の向き
  F : 下向き
  V : 縦向き
  H : 横向き

溶接の種類
  N : 手溶接
（裏板無し）

  A : 手溶接
（裏板有り）
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明しています。このような説明のしかたであれば、試

験で、A-2H など、学習したことがない記号でもそ

の種類を回答できます。

一般にテキストのように文書化されたものに記述さ

れている知識は、構造化されているので、その構造

を使って教えるのが良いでしょう。作業している最中

に本当の勘どころとして教えなければならない、暗黙

知をぜひ構造化して説明する工夫をしてみてくださ

い。それができれば、暗黙知は文書化されて他者と

共有できる知識となるのです。

（3）知識を使う場面と組み合わせる

例えば建築などの作業場所で高所作業をする際に

必要な対策として次のようなものがあり、これを記憶

させなければならないとします。

❶  高さが2m 以上の箇所であれば、作業床を設置
すること。

❷ 作業床の周囲や開口部は、手すりなどで囲う。

❸ ヘルメットを着用する。

❹ 携帯品の落下を防止する。

❺ 靴ひもを締めるなど、足下を固める

❻ 安全帯を手すりに結ぶ。

これを教室のような場所で覚えさせても、現実の場所

でその知識を適用させるのは、なかなか大変です。そこ

で実際の作業場所で、この作業をやらせるのです。高所

に上がる前に、これから上がる場所の高さと作業床の状

態、手すりの状態を確認させます。また作業服の確認を

させ、ヘルメット・携帯品の装着状況、靴紐を確かめさせ

ます。最後に高所に上がったら安全帯を手すりに結びつけ

させます。

これらの確認作業を一つひとつ声を出して、確かめ

ながら作業させます。

こうすれば試験の時でも、これから高所に上がろう

とするときでも、高所で気をつける点は6点あるのだ

ということを思い出せるでしょう。

また、高所に上がる階段に、次のような看板を掲

示するのも有効です。

危険！　高所作業
作業床・囲い確認
ヘルメット

携帯品落とすな
靴紐しめよ
安全帯しめよ

これは、繰り返しの効果を狙ったものです。高所に上

がるたびに、この看板を確認し、状態を確かめることで、

記憶を強固なものにします。

ついでに言うと、上記の6点の注意事項は、次の

ように3つのグループに分けられます。

場　所

1　 高さが2m以上の箇所であれば、作業
床を設置すること。

2　 作業床の周囲や開口部は、手すりな
どで囲う。

服　装
3　ヘルメットを着用する。
4　携帯品の落下を防止する。
5　靴ひもを締めるなど、足下を固める

作業中 6　安全帯を手すりに結ぶ。

高所での安全確保は、①場所、②服装、③作業中

の3点の注意すべきことのグループがある。それぞ

れ注意すべきことは、・・・・。と、説明できるように

なります。これは、知識の体系化との組み合わせです。

このように知識は、繰り返し学習すること、体系化し

て示すこと、現実の場面と組み合わせることを組み合

わせることで、効率よく記憶させられるのです。

次回に向けて

今回は、知識の教え方を紹介しました。本文で紹

介しているように、知識は現実の場面に適用して、は

じめて意味があります。体系化や知識を使う場面と組

み合わせて教える方法は、知識を現実の場面に適用

する準備になります。次回は、このように記憶した知

識を現実の場面に適用する能力、つまり知的管理系

技能の教え方、手腕の感覚が重視される感覚運動系

技能の教え方を紹介します。
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