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マニュアル・手引き
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文書化可能

技 術

職業能力開発総合大学校　能力開発専門学科 准教授　　新井 吾朗

第 回3 技能の教えかた

今回のテーマは、技能の教えかたです。技能には知

的管理的な技能と感覚運動的な技能があります。それ

ぞれの教え方を、職場で教える具体的な手順を例示し

ながら紹介します。

技能とはなにか

（1）技術と技能の関係

連載の第1回でヒトは、知識・技能・態度を組み合わ

せて能力を発揮していることを紹介しました。そのなか

で技能は、対象の状態を把握し、対象に働きかける感覚

運動的な技能と、次の働きかけを決める知的管理的な技

能があることを説明しました。ここでは別の見方で技能

がどのような性質のものであるか、説明しましょう。ヒト

は技能を発揮することで、生産活動つまり生産やサービ

スの提供を行っています。ここで言う生産やサービスは、

工業製品、農業・漁業・畜産の生産物、ソフトウェアやア

イデアの生産、医療や福祉、エンターテイメント、IT サー

ビスやイベントのサービス提供、マネジメントなど、全て

の生産活動を指します。

図1　生産活動の技能の位置づけ

技能は、生産活動の中で技術を背景にヒトが発揮する

" 能力 " です。技能は、個々のヒトに宿るものです。こ

れに対して技術は、生産活動の方法を体系化したもので

す。いわゆるマニュアルや手引き、生産を上手く進める

ための道具や機械などです。技術は紙に書いたり言葉で

表現でき、知識として伝えられるもので、誰が見ても同

じに理解できるものです。しかし技能は、紙に書いて伝

えることはできません。学習するヒトが実際に繰り返し

試してみることで習得できるものです。同じ技術を使っ

ても、ヒトによって適用のしかた、つまり発揮する技能

の内容が異なる場合があります。生産するものやサービ

スが一定の質や効率を維持していれば、ヒトによる違い

はある程度許容されるものです。その意味で、技能は

一通りのものではなく、それを教えるのはなかなか難し

いのです。

ところで日本には、技能と技術を明確に区別しない、あ

るいは技術を技能より一段高いものと見る風潮がありま

す。ここでは言葉の厳密な使い方にはこだわりません。

ただ、紙に書いて知識として伝えることのできるものと、

それを現実の生産に適用する個々のヒトに宿る能力とが

あることに注意してください。今回、教えかたを検討する

のはヒトに宿る能力であり、それをここでは技能と呼びま

す。技能を技術より低く見て、我々の職種には技能など

無い、伝えたいのは技術なのだ、というようには考えな

いでください。技能はどのような職種でも職域でも発揮

されている、ヒトの能力なのです。

（2）技能の変化

技能を教えようとするとき、技術の発展に注意する必

要があります。 現代は、日々新しい技術が生まれて、

古いやり方が通用しなくなる傾向にあります。このよう

な体験が、技術（＝新しいノウハウや機械、情報機器）を

一段高いものと見なす風潮を助長している面がありま

す。注意しなければならないのは、提供しなければなら

ない生産やサービスの本質が何かを忘れないということ

です。
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文書の作成技能

知的管理的
技能

感覚運動的
技能

知的管理的
技能

綺麗な
文字を

書く技能

一定の速度で
文字を書く

技能

手書きで
文書を

推敲する技能

良い文書を
判断する

技能

キー操作の
技能

編集・推敲
機能を使う

技能

良い文書を
判断する

技能

良い文を
思いつく

技能
×

手 書 き

ワープロ

良い文を
思いつく

技能

感覚運動的
技能

キー操作
　（1） 文字入力
　（2） 変換・編集のキー操作

　（1） 日本語変換機能の選択
　（2） 編集・推敲機能の選択
　（3） 良い文書を判断する技能
　（4） 良い文を思いつく技能

（1） 溶融状態を見る
（2）  溶接材料を操作している感覚から 

適否・過不足を感じる
（3） 溶接の速度を保つ
（4） 溶接材料の角度を保つ
（5） 溶接部と溶接材料の距離を保つ
（6）  溶接材料の運動 

（熱の逃がし、溶融金属のさばき、始終端処理）

（1） 溶融状態の中から観察すべき現象を決める
（2）  観察結果から不適切な溶融状態の原因と

なっている操作を判断する
（3） 操作の修正方向と修正量を決める

図2　技術の発展と技能の変化

図2は、文書を書く技能がワープロの普及前と以降で

どのように変化したかを示しています。ワープロという技

術が登場する以前、文書を作成する場面で必要だった技

能は、例えば、図2の上段に示した5つの技能でした。

これがワープロの出現により変化しました。まず綺麗な

文字を書く技能は、必要なくなりました。（これで私は大

変助かりましたが．．．。） 第2の一定の速度で文字を書く技

能は、一定の速度でキー操作する技能に変化し、第3の

推敲する技能は、ワープロの編集や推敲機能を使う技能

に変化しました。しかし、良い文書を判断する、思いつく

技能は現在も変化していません。

このように新たな技術が普及するとき、それまで文書

を書く仕事をしていた人たちは、新たに発生したり変化し

た技能を再度学習することで対応します。ワープロの例

で言えば、ワープロのキーボードの操作や編集 ･ 推敲機

能の操作方法を学習しなおすということです。このとき、

文書を書く技能をはじめて学習する人たちに注意が必要

です。周りで文書を書く仕事をしている人たちは、みな、

ワープロの使い方を学習しています。すでに文書を書け

る人たちにとっては、「良い文書を判断する技能」や「良

い文書を思いつく技能」は当たり前の技能ですから、これ

らを学習する場所は用意されていません。はじめて文書

を書く技能を学習する人たちも、その環境の中でワープ

ロの使い方を学習します。良い文書を書くための技能と

して重要なのは、むしろ「良い文書を判断する技能」「良

い文を思いつく技能」なのに、新しい技術に目を奪われ

て、本来、学習させなければならない技能を見落として

しまうのです。技能を教えようとするときは、その作業を

成功させるための本質的な技能を見誤らないように注意

しなければなりません。

（3）仕事の種類と発揮する技能

技能には、知的管理的な技能と感覚運動的な技能があ

ります。ある作業をするときは、必ずこの二つの技能を

併用しています。作業の種類によって、どちらの技能をよ

り多く発揮しているか、あるいはどちらの技能が仕事の成

功により大きく影響するかという違いがあります。先ほど

のワープロで文書を作成する作業を知的管理的な技能と

感覚運動的な技能にわけると、次のように表現できます。

図3　ワープロでの文書作成に発揮する技能の種類

ワープロでの文書作成が、人が作成した原稿を清書す

るだけの仕事であれば、感覚運動的技能が中心的な仕事

といえますが、自分で文書を考えることが求められる仕

事であれば、知的管理的技能が中心的な仕事といえます。

同様に、溶接作業でも発揮している技能の種類を検討

してみましょう。溶接条件を決めた後、実際の溶接を始

めた時の技能に絞って検討します。

図4　溶接作業で発揮する技能の種類

溶接技能は、溶融して光り輝いている見にくい溶融金

属の状態を把握して、状態に応じた操作を決定し、その

決定に沿った操作をすることで適切な溶接を連続的に形

成していく技能です。溶融金属の状態には、溶接の適否

を示すさまざまな兆候が反映されています。たとえば入

熱が多すぎる、アークの勢いが強すぎる、溶融池を動か

す速度が速すぎる、母材が溶融しきっていないなどの状

態が、溶融金属のどこにどのような形で現れるのかを知

らなければ、あるいはその状態に対してどのように操作

すれば不具合を修正できるのかを知らなければ、操作を

修正できません。

このように表面的には、手腕の感覚に頼って作業して

いるように見える技能でも、さまざまな判断をする知的

管理的技能が必要な場合があります。ですからこれから

教えようとする作業に、どのような技能が含まれているか

をよく検討しないと、見当違いの教えかたをしてしまうこ

とがあるのです。
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知識1の学習 知識2の学習 知識3の学習

知識1の
適用結果の確認

知識2の
適用結果の確認

知識3の
適用結果の確認

知
識
の
学
習

 ●   複数の文節を入力
して一度に漢字に
変換する方法

 ●   漢字が誤っている場
合、文節を移動して
変換する漢字を選
択する方法

 ●   文節の区切りが不
適切な場合、文節
の長さを変更する
方法

 ●  アルファベッ
ト、カタカナ、
記号を入力
する方法

知
識
の
適
用

  ●       一文節を入
力 さ せ、変
換キーで適
切な漢字を
選択する練
習

  ●     2～3文節の文を
正しい文字に変換
する練習

 ●   アルファベッ
ト、カタカナ
交じり文を変
換する練習

要素作業の明確化

要素作業毎の基準確立

要素作業の組合せ

組合せの基準確立

感覚運動的技能
 ● エビの背をそろえてきれいに並べる
 ● 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なおす
 ● 20秒で作業を終える手早さ
 ● 殻を見つける・・・

 ●   ローマ字で 
日本語を入
力する方法

 ●   変換キーを 
押して漢字
に変換する 
方法

技能の教えかた

（1）知的管理的な技能の教えかた

知的管理的技能は、頭で考える、判断する、決断する

ことが中心の技能で、知識とともに発揮します。したがっ

て知的管理的技能は、知識とともに教えることになりま

す。知的管理的な技能と知識を教える基本的な考え方を

図5に示します。

図5　知的管理的な技能の教えかたの基本

現実の仕事には、判断しなければならないことがたく

さんあります。これを解きほぐして教えることが、知的

管理的な技能を教えるときに重要な視点です。はじめは、

ごくわずかな知識だけを教えて、この知識だけで解決で

きる条件の問題を解かせます。次に少し知識を増やして、

それらで解ける条件の問題を解かせます。こうして徐々

に実際の仕事の問題を解くのに必要な知識のすべてを教

えて、順に複雑な問題を解けるように練習を繰り返しま

す。例えばワープロの日本語入力を教えるような場合、

図6のように少しずつ適用する知識を増やしていきます。

図6　日本語入力の教えかたの基本

（2）感覚運動的な技能の教えかた

感覚運動的な技能は、手腕の感覚が重要な技能です。

この技能は基本的に、繰り返し練習することで技能を習

得することになります。しかしやみくもに練習を繰り返す

ことは効率的ではありません。感覚運動的技能の基本的

な教えかたを図7に示します。

図7　感覚運動的な技能の教えかたの基本

ある作業はよく見ると、いくつかの要素的な作業で成り

立っています。技能を教えるときには、これらの要素作業毎

に教えることを考えます。連載の第1回で検討した、図8

のエビをトレーに並べる技能を教える場面で例示します。

図8　エビをトレーに並べる作業

この技能の要素作業は、例えば、エビの背をそろえて

きれいに並べる、という作業です。技能の教えかたの第

1段階である要素作業の明確化は、エビをトレーに並べ

る仕事には、このような要素作業があるということを学習

者に示すことです。

次に、要素作業一つひとつの基準を確立します。これ

は例えば、エビの背をそろえる作業だけ練習し、どうす

れば背をそろえられるかの感覚をつかませます。例えば

エビの背の並びとトレーのふちを平行にする感覚や、エ

ビをどの程度傾けるときれいに見えるかという感覚をつ

かませます。次に、200〜220g の手ばかりを練習さ

せます。エビを何匹か手にとって、手の感覚で210g ±

10g の重さを量る感覚をつかませます。このようにして

一つひとつの要素作業をそれぞれうまくこなすための感

覚的な基準を確立させます。

次に複数の要素作業を、同時に練習させます。この場

合であれば、200〜220g を手ばかりし、きれいに並

べる作業を20 秒で終わらせるように練習させます。こ

の練習を始めると、要素作業毎の練習の時にできていた

ことが一時的にできなくなります。一つひとつの要素作

業に集中できなくなるからです。この段階での練習の一

つは、複数の要素作業に必要ないくつかの感覚に同時に

気を配れるようになることです。もう一つの練習は、いく

つかの要素作業について、気を配らなくても作業できる

ように慣れることです。エビの背をそろえてきれいに並

べる技能は、最初のうちはエビの背とトレーのふちを見

2
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第1段階

 ●  エビの背をそろえ
てきれいに並べる

 ●  大小を見分けて並
べなおす

  ●  最小限の接触で
動かす

  ●  200～220g の
手ばかり

 ●   殻を見つける

 ●  20秒で作業を終
える手早さ

第2段階 第3段階

比べて、高さを調整しないといけないかもしれません。

でも慣れてくると、トレーのふちと見比べなくても、単に

エビを置くだけできれいに並べられるようになります。手

が覚えてくれるような状態です。そうなれば、トレーのふ

ちに気を使うことなく、別の要素作業に注意をむけられ

るようになります。このようにして複数の要素作業を同時

にこなせるようになります。最後の組合せの基準確立の

段階では、自動的にこなせる要素作業、最終的に気を配

る感覚がはっきりします。この段階になると、技能を習得

できたということになります。

現実の仕事の場面で、段階的に練習することを検討し

た手順を図9に示します。

図9　仕事の場面を想定した技能の段階的な教えかた

第1段階は、エビの背をそろえて並べることと大小を

見分けて並べなおすことを、最小限の接触で行う練習を

します。このとき、手ばかりは練習の対象ではありません。

重量の測定は計量機を使用することでこなします。重量

の感覚を覚えることは気にせず、きれいに並べることだ

けに集中して練習させます。作業の結果を隣で作業する

先輩に一度ずつ見てもらい、きれいに並んでいること、

殻が混じってないことを確認してもらいます。これができ

るようになったら、第 2 段階では手ばかりに集中させま

す。手に取ったエビが一度で規定の重量になるように集

中させながら作業させます。また、自分で殻を見つけら

れるように練習させます。最後に、時間を測定しながら

練習させます。初めに練習したきれいに並べることと、

手ばかりのそれぞれがおろそかにならないように、徐々

に時間を短縮できるようにしていきます。

（3）�知的管理的な技能と感覚運動的な技能を�
組み合わせた教えかた

実際の作業では、知的管理的な技能と感覚運動的な技

能が同時に発揮されます。ですから技能を教える場合も、

知的管理的、感覚運動的な技能を組み合わせて段階的

に教える必要があります。最後に、図4に例示した溶接

作業の教え方を検討してみましょう。

図10は、溶接を練習するために実際の仕事の場面から

離れて練習することを想定した指導計画です。手溶接と

半自動溶接、TIG 溶接の種類はあいまいにしてあります。

第1段階ではもっとも容易でいろいろな設定を検討する

必要のない条件で、アークの発生、維持、溶融池を移動

する感覚運動的な技能を練習させます。第2段階では、

溶接線に沿った腕の動きを練習させます。知的管理的な

技能の判断基準の知識として、溶融池の見方の中から溶

接線に沿って動かすために必要な溶融池の見方に絞って

教え、それを実際の作業の中で判断できるように練習さ

せます。第3段階では、T 字に組み合わせた母材の隅部

分の溶接を練習させます。この溶接は溶融金属が重力で

落下し、立て部分の母材に溶けたけれど溶着金属が入ら

ないアンダカットが生じ、下側の母材には落下してきた溶

着金属が母材の溶けていないところに乗ってしまうオーバ

カットが生じやすい条件です。このような条件を攻略する

溶接条件や腕の動かし方の知識を教え、作業の中で良い

条件を見つけ出す知的管理的な技能を習得させます。

次号に向けて

次号のテーマは、態度の教えかたです。日本人のもの

づくりが優秀なのは、日本人の仕事に対する態度が優秀

だからであることが大きな要因と考えられます。態度は

国民性であって、外国人に教えるのは難しいと思われる

かもしれません。でも態度を伝える具体的な方法はある

のです。態度をどのように教えればいいのか、次号、最

終回にご期待ください。

3

練習の内容 習得する技能

第
1
段
階

実技の練習：
●溶け落ちる心配のない厚さの母材
�● �アークが安定しやすい電流・電圧・溶
接材料やガス

�● �上記の条件で、アークの発生、安定、
溶融池の移動を練習

感覚運動的技能
 ● �アークを発生する腕の運動
�● ��アークを維持する腕の高さや角度の
維持

�● �溶融池を移動する腕の動きと溶接材
料の消耗に伴う腕の動き

第
2
段
階

実技の練習：
 ● �第1段階の溶接条件で、母材に線を
引き、それをなぞる練習

知識の指導：
 ● �溶接線と溶融池の見え方
�● �溶接線に沿って溶融池を移動する考
え方

感覚運動的技能
 ● ��溶接線と溶融池の観察のしかた
�● ��溶接線に沿って溶融池を移動させる
腕の動き

知的管理的技能
 ● ��溶融池を溶接線に沿って移動するた
めの基準、溶融池と溶接線の位置関
係、溶接材料と溶接線の位置関係

第
3
段
階

実技の練習：
 ● �溶け落ちる心配のない厚さの母材
�● �T字に組んだ母材の隅を母材を確実
に溶かしながら溶融する練習

知識の指導：
 ● �溶着金属が重力で垂れること
�● �溶接材料やトーチの方向、溶接電流、
電圧で、上側母材にアンダカット、下
側母材にオーバラップができること

�● �アンダカット、オーバラップの出る溶
融池の見え方

 知的管理的技能
● ��母材の欠陥と溶接材料・トーチの向
き、電流・電圧の関係

�● ��アンダカット、オーバラップ時の溶融
池の見え方

 感覚運動的技能
● ���トーチの方向を適切にする運動

図10　知的管理的・感覚運動的な技能を組み合わせた教えかた




