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第 回4 態度の教えかた態度の教えかた

これまで連載してきたじっせん技術移転も最終回で

す。最後のテーマは態度の教えかたです。日本の製品

やサービスの質の高さは世界でも屈指のものです。そ

の源泉には、日本人の仕事に対する態度があります。

顧客を思って仕事をする、隣の仕事の不足を補うよう

に仕事をする、というような仕事に対する態度。今回は、

この態度の教えかたを紹介します。

態度とはなにか

（1）仕事の仕上がりを決める態度

この連載の第1回で、ヒトが仕事をするときに発揮し

ている能力の一つとして、態度があることを紹介しまし

た。態度とは物事に臨むときの構え方、立場などに基づ

く心構えや身構えです。ヒトは仕事をするときに、①現

在の状況を把握し、②次に何をすべきかを決定し、③状

況に働きかけ、これを繰り返すことで、仕事を進めます。

態度は、次の働きかけを選択する際の傾向を決める基

本的な方向性です。

例えば顧客と対面して商品を販売する場面では、仏頂

面のままでも「販売」という仕事をこなすことはできま

す。注文を受け、商品を渡し、代金を受け取り、おつり

を返すという一連の動作は仏頂面のままでもこなせま

す。他方で満面の笑みを浮かべて、顧客が購入してくれ

たことに対する心からのお礼を伝え、商品が顧客の役に

立つことを願いながら「販売」の仕事をすることもできま

す。このように仕事のしかたの方向を決める身構えが態

度です。仏頂面でも、満面の笑みでも販売の場面を終

えることはできます。しかし、その仕事の結果には微妙

な違いが生じます。満面の笑みを浮かべる販売では、

顧客は再度その店で購入したいと考えてくれ、知人に良

い店だと紹介して顧客が増えるでしょう。仏頂面では顧

客を減らします。

製品を生産する場面、例えば溶接作業のような場面で

も同様です。その溶接製品が使用される場所を想像し

て、その場所での安全を長期間維持するためには絶対

に欠陥を出してはならないと決意して作業する場合と、

欠陥を出しても後の検査で見つけてくれるだろうとタカ

をくくって作業するのとでは、作業結果に違いが出ます。

その製品の生産に携わる作業者全員が、誰かが欠陥を

見つけてくれるだろうと考えて作業していたら、欠陥を

見つけられないまま製品を出荷してトラブルを起こすと

いうようなことにつながります。

一応、という意味では、望ましい態度を発揮しなくて

も作業を終えられます。しかし、望ましい態度を発揮し

て作業した場合とそうでない場合のわずかな違いが、製

品やサービスの質に大きな違いを生み出すのです。

（2）態度と性格との違い

多くの仕事に共通する態度には、図1に示すようなも

のが考えられます。

安　　全

ケガをしない、ケガをさせない、身体の負担
を軽減する、器具や製品を傷つけない・破損
しない、作業環境を汚さない、4S（整理・整
頓・清潔・清掃）

顧客志向 品質を高める、顧客の要望に合わせる、待た
せない、顧客の期待を上回る

効　　率
短時間で作業できるようにする、時間を守
る、材料などを節約する、楽に効果の高い作
業をする、協力し合う、お互いを補完し合う

1

図1　態度の例
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これらの態度には、同時に発揮しようとすると矛盾す

るものがあります。例えば品質を高めることと、短時間

で作業することです。もちろん短時間で品質の高い作業

をすることが最終的に求められることですが、標準的に

一定の時間をかけることで一定の品質を保てる場合、短

時間で作業しようとすれば品質が低下するのはやむを得

ないことです。このような場合に、短時間で作業するこ

とと品質を高めることのどちらの態度を優先すべきか

は、作業者本人が決めることではなく、事業所や職場の

責任者が決めることです。これを曖昧にして作業者がど

の態度を優先すべきか迷う状態では、望ましい態度を発

揮できません。ある作業をするときに、どのような態度

を発揮すべきかを明確にしなければならないことは、態

度を指導する難しさの一つです。これは後ほど、解説し

ましょう。

ところで態度と似たものに、性格があります。性格と

は、行動のしかたに現れる、その人に固有の感情、意

志の傾向、と説明されています。態度も性格も本人が

有している傾向であり、行動のしかたに現れるものとい

う意味では似たものです。

しかし指導する場面では、扱いが異なります。図2に

示すように、態度は、その仕事をする際は誰でも行動と

して発揮しなければなりません。その意味で、どのよう

に行動しなければならないか、その行動が必要な理由と

いったことを指導できるものです。他方、性格は、一人

ひとりの個性として尊重されるもので、変えることを強

要したり指導する性質のものではありません。一人ひと

りが有している性格は、仕事をする際の望ましい態度に

近い場合も、それとはかけ離れている場合もあるでしょ

う。例えば風呂に入るのがおっくうであるとか、食事の

前に手を洗うのは面倒くさいと考えている人でも、食品

を扱う職場で仕事をすることになれば、食品の衛生を保

持する態度を発揮して、身体の清潔を保ってもらわなけ

ればなりません。その場合、性格を変えてもらうのでは

なく、望ましい態度を身につけてもらうことになります。

態度の教えかた

（1）態度の3段階指導法

態度は、図3に示す3段階で教えます。

必要性の
実感

●  その態度が必要であることを
明示し、実感させる

●  自分がその態度を発揮できて
いない状況を実感させる

方法の
確認

●  その態度を発揮するための
具体的に実践できる方法を
教える

●  実際にその方法でやらせる

態度の
習慣化

●  その態度を継続させる

●  その態度を発揮する場面を作る

●  態度を発揮できていること、
発揮できていないことを伝える

第1段階は、発揮しなければならない態度がどのよう

なものであるかを明示し、確かにその態度が必要である

ことと、自分がその態度を発揮できていないことを実感

させる場面です。ここで、その態度を発揮しなければな

らないと実感すれば、第2段階では、態度を発揮するた

めの具体的な方法を教えます。品質を守らなければなら

ない、時間を守らねばならないと思っていても、具体的

な方法がわからなければ、その方法での作業はできな

技能 知識

態度
性格

態度は誰でも同様に発揮しなければならないが、性格は
一人ひとりの個性として尊重される。性格はどうであれ、
仕事では望ましい態度を発揮することが求められる

第1段階

第2段階

第3段階

図2　態度と性格の関係

図3　3段階での態度の教え方
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いからです。第3段階は、その態度を習慣化させる段

階です。正しい態度を指導されても、それまでの楽な

方法で済まそうとしてしまい、なかなか正しい態度での

作業はできません。正しい態度で作業するようになるま

で、日々の作業の中で日常的に指導します。一般に、

第1、第2段階は一度の説明で教え、第3段階は、そ

の後の、日常の作業の中で教えます。

それぞれの段階を、事例で詳しく説明しましょう。食

品を扱う職場での衛生管理を指導した例です。職場で

衛生的な作業ができていると判断する基準は、図4に示

すようなものでした。

● 身体・髪を清潔に保っている

● 清潔な作業着を着ている

● 髪を帽子の中に入れている

● 作業着を正しく着ている

● 手の爪が短く切られている

● 手にケガをした状態で作業していない

● 体調不良の状態で作業していない

● 正しい方法で手を洗っている

● 作業器具が清潔に保たれている

● 食材を規定の温度・時間で扱う

例えば「手の爪が短く切られている」というのは、爪に

汚れがたまり、そこに雑菌が繁殖する可能性があるため

に求められることです。作業前に爪の長さを確認してか

ら作業させる規則がなければ、人によっては長い爪のま

ま作業を始めてしまう可能性があります。爪が伸びてい

ないか自分で確認して、長ければ切ってから作業すると

いうことは、できる人にはできますが、できない人には

できないものです。ここに例示した基準はすべて、作

業者の態度によっては守られない可能性があるもので

す。これを指導するために、次のような手順を踏みまし

た。第1段階と第2段階は従業員を集めて一度に教え、

第3段階はその後数ヶ月、日常の作業の中で指導を続

けました。

 必要性の実感
第1段階では、食品を扱う職場で、なぜ衛生管理が

必要であるかを①顧客の安全の確保、②会社の社会的

責任・信頼の維持、③法律の視点から実例を交えて説明

し、これに失敗した職場はなくなってしまうこと、自分た

ちの働く場がなくなってしまうことを実感させます。①手

のひらを菌の培養皿につけた後、菌が短時間で繁殖して

いく様子を見せる。②ゆでた状態のもやしを網状のザル

に入れて、短時間で腐敗する様子を見せる。このような

実験を通して、手を洗わないとどれだけ雑菌が手に付着

しているか、雑菌が繁殖しやすい環境では、どれだけ早

く雑菌が繁殖していくかを実感させて、衛生を管理する

必要性を実感させます。

 方法の確認
第2段階では、衛生を管理する具体的な方法を教え

ます。身体・髪・手の洗い方や洗うタイミング、作業着

を洗うタイミングや洗う方法、作業着の着かた、手の爪

の長さの基準、ケガや体調不良時の申告の仕方（給与や

査定で不利にならないことも併せて説明する）、作業器

具や場所の清掃方法、タイミング、衛生が維持されて

いることのチェック方法などです。具体的で実施可能な

方法を教えます。

 態度の習慣化
第3段階では、衛生が維持されていることのチェック

を確実に実施するように、チェックの状態を記録用紙に

記録させます。まず始業時に二人一組になって、お互

いの作業着、髪、手指、体調を確認させ、記録用紙に

記録させます。それを班長が確認します。班長は記録

用紙に照らして、作業者の作業着や髪などを確認します。

記録に誤りがあれば、誤りを指摘して作業者の服装など

を直させます。これを最初の一週間は班長が毎日確認

し、その後は徐々に頻度を減らします。ただし数週間に

一度、抜き打ちで確認します。二人一組での確認は毎

日実施させます。作業器具と作業場所の清掃について

も同様に、毎日の作業終了時、あるいは清掃実施時間

に作業者間での確認と、この確認作業の適否に対する

班長のフィードバックを実施します。

第1段階

第2段階

第3段階
図4　食品加工の職場で衛生的な作業ができていると判断する基準
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（2）職場の環境

前項で示した態度の教え方の例のように、態度を教

えるには長い期間が必要です。特に第3段階の態度の

習慣化に時間がかかります。それはヒトが、基本的に、

楽な方法、あるいは今までやっていた方法のままで作

業を済ませたいと考えるからです。例えば前項の食品

加工の例では、爪が長くても作業は終えられます。い

ろいろな条件が重なって、運悪く食中毒事故を起こす

ことがあるかもしれませんが、運が良ければ、食中毒

事故を起こすこともなく毎日の作業を終えられるでしょ

う。毎日、爪の長さを確認されるなどということ自体、

作業者にとっては気分的にも面白くないでしょうし、面

倒くさいことでしょう。このような場合、ヒトには、爪

を切るという面倒な動作を避けたい、一般的にいえば、

面倒なことから遠ざかりたいと考える傾向があります。

そのため、爪を切ることを指導しても、その後の指導

がないと、しばらくして爪を切らない元の作業に戻って

しまうのです。

このような性格の人に、態度を習慣化させようとする

とき、気をつけなければならないことがあります。それ

は、職場の全員が同じ態度を発揮していなければなら

ないということです。職場で作業している全員が、同じ

態度で仕事をしていれば、態度を学習しなければなら

ない作業者も納得してその態度を学習します。しかし、

いい加減な態度の作業が許されている職場では、態度

を習慣化することはできません。その態度を発揮する

必要はないのだということを、周囲から学習してしまう

のです。

言い換えると、POCE（ポース）を一貫させることが必

要です。POCEとは、仕事を向上させる指針のことです。

ある仕事や作業には、それをする目的（Purpose）があ

ります。その目的のために仕事や作業をするなら一定の

成果を上げなければなりませんから、その成果の目標

（Objectives）を定めて仕事を始めます。その目標に到

達するためには、ある仕事の進め方（Contents）で仕

事をしなければなりません。そのように仕事や作業をし

た人を会社や組織として評価（Evaluation）するときは、

目的に沿った仕事をした人、目標に到達した人をより高

く評価します。

この POCE を一貫させることが、仕事を向上させる

重要な要素です。POCE が一貫しないのは、例えば次

のような状況です。品質を向上させることが重要だとし

て、品質を向上させる態度である標準的な速度で作業

することを従業員に指導している職場があります。ある

人はそれに従い、標準的な速度で作業することで、常

に望まれる品質の製品を作っています。しかし別の人

は、時々不良品を出しはするのですが、手早く、多く

の製品を作っています。このような二人に対して職場

の長が、時々不良品は出すが多くの製品を作る人に褒

賞を与えました。これが、POCE が一貫しない状況で

す。この職場で標準的な速度で作業させる目的は品質

を向上させることで、目標は不良品を出さないことで

す。その作業の方法は、標準的な速度で作業すること

です。評価となる褒賞は、本来、標準的な速度で作業し、

不良品を出さない人に与えるべきです。速度の速い人

に褒賞を与えてしまうと、その後はみな、多少の不良

品は出してもいいと判断するでしょう。これでは品質を

向上させるという目的とは反対の方向に、職場が動き

始めます。このように態度を教えるときは、職場全体

がその態度が必要であり、みなでその態度を発揮しよ

うという合意を形成してからスタートしなければならな

いのです。

連載のおわりにあたって

これまで4回にわたり、実践的な技術移転の具体的な

方法を紹介してきました。回を重ねるごとに、仕事を教

えるときに考慮しなければならないことを細かく紹介し

たので、難しい、ややこしいとお感じになったかもしれ

ません。しかし仕事を教える時に最も重要なことは、「何

を教えるか」を明確にすることです。これさえはっきりさ

せていれば、教え方そのものは、うまくいきそうな方法

を工夫すればいいのです。ある技術について教えようと

するとき、決まった教え方があるわけではなく、いくら

でも工夫の余地があります。今回ご紹介した方法は数あ

る方法の一つと考えてください。しかし教える内容は、

決まったことを教えなければなりません。教える内容を

間違えると、教えかたをどれだけ工夫しても、仕事はで

きるようになりません。その意味で、「何を教えるか」が、

教えることを考えるときの中心となります。みなさんが、

これから技能実習生に何かを教えようとするときは、も

う一度この連載の第1回を読み返していただき、「何を

教えるか」から検討してみてください。

POCE ©2006新井


