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その内容編成研究 を中心 に

田 中 萬 年*

は じめ に

我が国の学校制度 内における生産 技術(技 能)を 教育

内容 とす る教育は,欧 米に比較すればこれまで充分に整

備 されてきたとは云 えない1).従って企業は,企 業が必要

とす る熟 工 を自前で教育せ ざるを得なか った,こ の結

果今 日においては,企 業内教育は繁栄 を極め,企 業は｢企

業組織の もつ 『教育』機能への暗黙の自信 を示」 してい

る(文 献37P.6)と も云える.即 ち,我 が国の 「教育風

土における普通 ・基礎志向 と雇用主側 の白紙選考は極め

て良 く噛み合 う歯車」になっている 個 上P.7)の であ

る.つ まり,学 校教育における普通 ・基礎教育の隆盛は,

このことがかえって企業に とっては企業の生産体制にそ

の卒業生を適合させ 易い という教育的バ ラドックスを今

日呈しているのである.

ところで,多 くの企業が自社の熟練工教育 を組織的に

開始 したのは1930年 代以降 と云える.つ まり,重 化学工

業が我が国の中心的な産業になるにつれ,そ れは重視 さ

れたのである2).戦前におけるその熟練工教育の体系・方

法 ・内容の研究 ・開発 ・普及に中心的役割 を果 したのが

日本工業協会である.そ の成果は,中 学校卒業者を採用

し,3年 間の教育の後,職 場に配置するとい う戦後の技

能者養成の体系に その まま引 き継がれてい ると云える

(文献50)の である。

従 って,日 本工業協会の技能者養成の活動 を解明す る

ことは,学 校教育に比較 して今日の企業内教育におけ る

職業教育が繁栄 してい る背景を理解す る一助になる と考

える.特 にその解明は,戦前 における企業内技能者養成

の展開過程 を,こ れ までの先行研究 では,一 部大企業の

事例,及 び技能者養成関係法令の制定 という組み合せで

整理 してきた3)ことに対 し,よ り多くの企業の,又 その企

業団体が技能者養成論及び体系 ・方法 ・内容に関す る実

践状況 を如何 に展開 してきたのかを明らかにで きると考

えている.そ の結論 を先取 りすれば,工 場事業場技能者

養成令の内実は日本工業協会の活動に大きく依存 してい

たのであ り,且 つ,一 旦制定 ・公布 されたその養成令に

対 して,改 正提案を強 く建議 ・要請 したの も日本工業協

会であったのである,

なお,本 研究は佐々木輝雄教授 と共同で進め てい る

「職業訓練史研究」の一環であることを附記 してお く.

1. 日本工業協会の設立と技能者養成

我 が国で企業 内教育 の重要性 を喚 起 した法令 は,

1916(大5)年 の工場法施行令の徒弟条項であった.し

かしその施行令は,カ リキュラム基準を規定せず,そ れ

は雇用主の申請事項であったため,そ の徒弟条項が 見習

工教育改善の推進力にな り得なか った4}.こ のような状

況の下で,商 工 省臨時産業合理局生産管理委員会は,該

委員会の礎案 を普及 し,且 つ実践するために,1931(昭

6)年3月 に 「生産管理 ノ改善 ヲ目的 トスル中央機関設

立案」を報告 した5).この要請 を受 け,臨 時産業合理局

は,工 場法適用工場の連合会であった工場懇話会 を母体

に,半 宮半民の団体である日本工業協会 を同年4月 に設

立 したのである6),即 ち 日本工業協会は,「生産答理=

関 スル諸問題ヲ調査立案 シ,地 方産業団体 ト,緊 密ナル

連絡 ヲ保チ,生 産管理 ノ実施普及ヲ計ル」(文献26P,4)

ために設立 された.そ の「生産管理ニ関 スル実行的改善」

のために,日 本工業協 会は 「大会,全 国研究会,講 習会,

講演会,研 究会,委 員会,懇 談会,工 場診断及実地指導,

作業研究 ノ普及」及び 「刊行物 ノ出版配布」の諸事業 を

行った(文 献1第112号)の である。これらの諸事業にお

いて,技 能者養成活動は重要な1つ の柱 であったが,そ

の活動を次の3種 に分類できる.そ の第1は,技能 者養

成に関す る啓蒙活動であ り,こ れには出版活動,研 究会

活動,講 習会等が含まれる.そ の第2は,技 能者養成の

政策形成 と連携 した研究実践活動であ り,第3は,技 能

者養成体系の制度樹立への建議・ 意見具 申である.そ し

てこれらの3種 の活動は,そ の まま日本工 協会の技能

者養成に関する活動の展開史と捉えることが可能 である.*た なか かず とし 職業誰練大学校
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即 ち,そ の3種 の活動の時期区分 は,大 要工場事業場技

能者養成令が公布 された1939(昭14)年3月 頃迄を第1

期,そ の後1941年 に養成令の解釈が改正 された7)頃迄 を

第2期,そ の後1943年10月 の戦時特例が出 された頃迄を

第3期 とすることがで きる.本 稿では,以上 に区分 した

各期毎に次の第2節 以降において,日 本工業協会の技能

者養成の活動 を解明す ることにする.

さて、日 本工 協会は,太 平洋戦争が本格化 した1942

年3月 に,産 業能率連合会 と合併 して 日本能率協会とな

り,そ の10余 年の活動に幕を関 じたのであるが,日 本工

業協 会の技能者養成活動は,後 になるに従いその重要性

を高め たのである.こ のことは,日 本工業協会の解散に

伴い発行された機関誌の終刊号が 「技能者養成特輯」号

とな っていたことがそれを物語 っている8).その日 本工

業協会の技能者養成活動の特徴は,多 くの熟練工養成に

関す る諸論文の中にあって(文献12,47),設 立の趣 旨か

ら見て当然か も知れないが,実 践に基づ く提案 ・批判を

行った ことである.即 ち,他 の団体等の諸論文は熟練

工養成に関す る理念的 ・抽象的内容に とどまっていた,

その網外 として協調会の要綱案があった(文 献15)が,

その要綱案 も,4年 間の見習工養成の制度構想 と大枠の

指導分野 を示 していたに過ぎない91.又,全 国産業団体連

合会の意見 もあるが,こ の意見は後述のように産業団体

の立場 から技能者養成令 の基準を全面批判 した ものであ

る.こ の ようなことから,我 が国の技能者養成の体系,

及びその養成 内容は8本 工業協会の10余 年の活動 によ

って実質的に彫作られたと云えるのである.

2.見 習工養成方法の研究 と普及

日本工業協会の第1期 の技能者養成活動,即 ち見習工

養成方法の研究 と啓蒙活動には,1表 に示す通1}4つ の

主要な活動がある.先 ずその端緒は,生三 管理委 員会が

1931(昭6)年 に報告 した 『見習工教育 ノ改善』の出版 ・

普及であった.同報 告書は,「現今 多数 ノ見習工養成所ヲ

観ルニ,短 期間二見習工 ヲシテ各自ノ専門 トスル職業ヲ

最モ能率 ヨク習得セシムル方法 ヲ採 ッテ居ル所ハ極 メテ

稀」 として,「普通学校ニテ採 レル教育方法 トハ異ナ リ,

其 目的 トスル職業二関 スル知識 ヲ僅カナ ル経費 ト簡 易ナ

ル設備 ヲ以テ比較的完全二習得セシメ,両 三年 ノ短期間

ニ優秀ナル技工 ヲ養成 ル特殊 ノ教育方法」を提言 した

(文敵27前 文)の である.そ の｢特 殊 ノ教育 方法」 と

は,米 国の見習工教育の方法を参考に した もので,そ の

モデル として 「鍛冶」の 「見習工教科言」の見本を附記

していた(同上P.9～).こ の報告書に よる見習工教育

の方法は,作 業に関連す る知識及び理論 を,見 習工教科

書に よって見習工に独習させ るこ とであった.こ のよう

な全 く新 しい見習工養 成方法が,そ れ まで非組織的 に
"徒弟"の 養成 を行

っていた10)企業に注 目され たことは

云 うまで もない.こ のことは例 えば,1935年 迄に生産管

理委員会が報告 した19種 の報告書中,『見習工教育 ノ改

善』は常に第1位 の販売実績を示 し,販 売総数9万 余部

の内の8.4%を 占めていたことに現れている(文 献1第

5,42号)と 云 えよう.更 にこの報告書は,熟 練工養成

問題が喧 しくなった1937年 にも増刷 されたのである.

この ように,『見習工教育 ノ改善』が当時の"徒 弟"養

成改善の啓蒙 に果 した役割は大きい と思われ るが,一 般

の企業においてはその報告書は「見習工教科書」11)の地に

具体的資料に乏 しく,見 習工養成制度確立のための参考

資料 としては充分でなかったことが予想され る.そ こで

日本工業協会は,傘 下会員の見習工養成方法の経験 を交

流するため,1934年9月 に第7回 全国研究会の課題 とし

て｢見 習工 ノ採用並二養成方法」を公表 し,会 員の調査

研究を勧奨 したのである(文献1第21号).半 年後のその

全国研究会に報告書を寄せたphは247ヶ 所に達 し,

報告文はそのまま 『見習工 ノ採用並 二養成方法』 として

刊行 された(文献2)。 報告 した事業所の業種は,機 械関

係工業,繊 維関係工業,化 学関係工業 及びその他の工業

の4種に区 分でき,業 種毎に見習工養成方法には差 異が

認め られる.こ こで機械関係工業の実態を整理す ると1

表のように,"高 等小学校卒業者 を採用 し,約3年 の期間

で,生 産労働 を工夫 しつつ実技を修得させ,仕 事に関連

する知識 を午前中又は就業後に課 していた"と 云える.

このようなことから,"一 部の大企業に限 らず,各 企業は

見習工養成制度化の必要性を認識 し,可 能な範囲での方

法を試みてお り,技 能者養成令制定の土壌はこの第7回

全国研究会 を契機に次第に醸成 された"と 云えるのであ

る(文 献49}.こ の全国研究会の 『見習工 ノ採用並ニ養成

方法」報告書 も,全 国研究会報智書の中では第1位 の販

売数 を示 し(文献1第42号},見 習工教育改善への 日本工

業協会傘下会員の意欲が窺われるの である.

ところで,社 会局長官が 「職工争奪防止に関スル件」

通牒を出し た12)ことに 見られ る ように,熟 練工不 足が

益々厳 しくなって きた193711月 に,日 本工業協会は商

工省の依頼に基づ き,中 央及び地方に職工養成委員会を

設置し,そ の教育課程のより詳細な研究を開始 した.そ

の成果の一部が1表 に示 した大阪及び兵庫職工養成委 員

会の 「見習工訓育課程案」であった(文 献1第73,74

号).こ の両者の訓育課程案は,先 の全国研究会報告にお

ける機械関係工業 の見習工養成方法を更に発展させ てい

ると云えよう.即 ち,い ずれの案 も3ヶ 年の養成期間 を

定めていること,off J. T.に よる実習を構想 しているこ
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¥表1日 本工業協 会の見習工教育方法の発展

（注1)　同 年2月 に 大阪府 工業 〓 会は;.文 献11を 発行 したか,同〓 は本訓育案 の増補版 てある.

(注2) 同 年9月 に兵庫 県工 業会は,「 見習工訓 育課程案 」 を発行 した ことになってい るか未 見.

と,各 職種に共通 した専門学科 を提案 していること等に

現れている と云える.し か し,両 者は カリキュラム構成

上の大きな差異を偽.砲していることも同時に認めること

が出来る.そ の差 異とは職種 別の教授内容の構成方法で

ある,即 ち大阪案は,先 ず課題を設定 し,そ の内容 と時

間を 「講義 」,「練習」及び 「見学」等の形態別に編成 し

てい るのに対 し,兵 庫案では1表 に明 らかなように職種

に関係な く時間数の一定な学科 と実習に分けていること

であ る.こ のような大阪案 と兵庫案に見られ るカリキュ

ラムの構成方法は,職 業訓練 カリキュラムの"理 論 と実

際"を め ぐって,常 に話題 となるカリキュラム構成方法

の2大 代表例である と云える.又 兵庫案は,「中堅機械工

タラシムル」ため,「 常時 男2100人 以上 ヲ使用 スル機械

器具工場ニ 於テ実施 スベ キモ ノ」で,「見習工保有率ハ

…… 自給 自足ヲ原則 ト」す る としてい た(文 献1第79

号).従 って,大 阪案が先の「見習工教育 ノ改善』案によ

り近 く,兵 庫案が次節に述べ る技能者養成令の教科構造

によ り近 い案 と云える。この ような地方団体毎の研究会

案は,我 が国の企業内教育史上極めて特徴的 であ り,重

要な位置を占めると云えよ う。なぜなら,そ れまでは,

そ して戦後今 日迄,企 業内教育の問題は個別企業の内部

において試み られて きたが,こ れが桑単位の企業団体 の

総意 として具体的 カリキュラム案 を提案 したか らであ り,

企業 内教育の個別性 が社会性 を備 えて研究されたと云え

るか らである13).

このよ うな地方団体毎の研究 と併せ,日 本工業協会は

先進的な大企業の見習工養成方法の紹介も行 っていた.

それは生産 管理委員会が1938年5月 に報告 した「工業教

育 ヲ中心 トシテ見タ我国教育制度 ノ改善』の刊行によ1},

学校教育の改善 を要求すると同時に,日 立亀戸青年学校,

用崎東山学校,私 立住友職工学校及び東洋紡績教育所の

工場学校における熟練工養成 の実践例 を紹 介したのであ

る(文献28).

3. 工場事業場技能者養成令の実践 と改革案

熟練工が払底 して きた1937年7月 の 「技術者及熟練工

養成方策」閣議決定(文 献18,44)は,我 が国の熟練工

養成の方針を決定 した ものとして画期的であった.し か

し,そ の決定は 「一応……応急処理 ノ対策」14)であ り,

「恒 久対策ハ総合的産業計画 ノ樹立 ト相挨テ別途之ガ成

案ヲ得ルコ トトシ」ていたのであった.そ しで恒久対策

は,同 年11月 より企画院が中心 となり国家総動 員法の一

環 として検討 を始め たのである(文 献7第三).こ の結

果,国 家総動 員法(昭和13年4月1日 法律第55号)第22

条に,技 能者の養成 を「政府ハ……命令 ヲ為 スコFヲ 得」

と規定 したのである.こ の技能者養成の恒 久対策につい

て,熊 釜商工 省文書課長は,同 年5月19目 の国家総動員

審議会において,「大規模工場二養成 自給 ヲ勧奨督励 ス

ル方法 トシテハ職工養成委員会 ヲ中央及主要工業府県二

設置シ罠間工場.ノ養成状況 ノ改善二付研究指導ヲ行フコ

トニシタノデア リマ スガ昨年末ニハ中央委員会,本 年二

入ッテハ東京,福 岡等二続々地方委 員会 ガ設置セラレマ

シタノデ将来ハ之等 ノ活動ニ依 弓遂次機械工 ノ自給ガ量

的ニモ質的ニモ増進 シテ参ル ト思 ヒマス……」 と述べて

いた(文献7第 一P. 230).即 ち,熟 練工の養成は大企業

に対 しては 「勧奨督励」によ り独 自の 自給 を求め たの

である.具 体的に述べれば,1937年11月22日 に,小 島新

一商工 省工務局長 より日本工業協会宛にそれは要請 され

(文献1第61号),日 本工業協会は2に紹 介した見習

工訓育課程案 を研究 ・公表したのである.

政府は,前 述の国家総動員法第22条 を受け,1939(昭

14)年3月31日3に 「学校技能者養成令」 と問時に｢工 場

事業場技能者養成令(勅令第131号)」(以 下,養 成令とい

う)を公布 した15).この養成令は,「年令16年 以上 ノ男子

労働 者ヲ常時二百入以上使用 スル工場」(第2条)は,｢
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成開始 ノ際年令14年 以上17年 未満 ノ男子 ニシテ修業年

限2年 ノ高等小学校 ヲ卒業シ若 クハ青年学校普通科 ノ課

程 ヲ修了シタルモノ」(第4条)に 対 し,「命令 ヲ以テ」

定め られた員数を(第3条)「 養成期間ハ3年 」(第6条)

で養 成すべ きこと等 を規定 していた.ま た,「養成二必要

ナル時数二関 シテハ命令 ヲ以テ之 ヲ定 ム」(同)と し,そ

の時数を「工場事業場技能者養成令施行規則」(同年4月

4日厚 生省令第3号)第11条 に次のよ うに規定 したの で

ある.

1. 徳性 ノ涵養ニ ツベキ時数

毎年40時 間以上

2. 中堅職Zタ ルニ須要ナル知識ヲ授 クルユ充ツベキ

時数

養成期間ヲ通ジ720時 間以上16)

3.中 堅職工 タルニ須要ナル技能ヲ授 クルニ充ツベキ

時数

養成期間ヲ通ジ5060時 間以上17)

上記施行規則 の教授時間の教授内容 として,1938(昭

13)年 に設立された厚生省は 「技能者養成計画作成要綱」

を同時に立案していた18)これらの基準と教授内容の原案

に対 し全面的に異論 を唱 えたのが全国産業団体連合 会

(全産連)で ある19).全産連は青年学校義務制に対 しては

何 ら意見を出していないのであり(文献29第14号),こ の

ことは養成合の基準 と内容が経営者として負担が大 き過

ぎるとの判断であったと予想 される.即 ち,全 産連の「工

場事業場技能者養成制度に関す る希望意見」は 多岐の要

望 を掲げているが,基 準 と内容に関する意見を見ると,

「工業学科教授科 目に付ての教授要 目は……何等必要性

を認めざるもの と信ず」との下に,「工業学科は職種に依

り150時間程度の教授時間に於 て必要に応 じ其の科 目に

付選択教授 し得ることとせ られ」,「養成時数は職種毎に

適当に規定せ られた し」としていたのであった(同 上第

16号).こ のように全産連による養成令の内実に対す る

全面批判は,企 業内教育に対す る圏家権力の介入が当時

に於 ても単純には進 まなかった ことを示 していると云え

よう。 しか し,一 般的な養成令に対する見解は,日 本技

術教育協会のようにその紹介 と追認(文 献32)と いう論

調が主流であったと云える,

これらに対 し,日 本工業協会は養成令関係法令 ・通牒

が出そろった1939年4月 に,第16回 全国研究会課題 とし

て 「工場ニ於ケル中堅工 ノ養成」を発表 し,半 年後の研

究会に向けて会員の研究 ・実践 を勧奨 したのである.つ

まり,「中堅工養成 ノ義務制ハ工場ニ トッテハ少ナカラ

ヌ負担 デアル」 と認識 しつつ も,「コレヲ充分二検討 シ

テ,其 ノ実施ヲ容易ニ シ,且 ツ有効ナ ラシメル必要 ガア

ル.又 ソレ ト同時二若シモ法令二欠陥ガア レバ,コ レヲ

改訂 ル ヨウニ働キカケル必要ガアル」 とした(文 献1

第76号)の である,こ こには,先 に紹介 した全産連の一

方的批判 とは異った立場が表明 されていた と云える.そ

の研究会課題には11項 目が提出されたが,そ れらを紹介

する と2表 の最左欄のような内容であった。この ような

課題に対し,11地 方の工場懇話会等か ら105事業所の報

告が提出され,報 告文はその まま印刷 ・発行 された(文

献4).そ の下部団体が報告 した研究会案の 中の2地 方

と20),機械関係の72事業所の意見を集計 したのが2表 で

ある.2表 に見るように,養 成令の6ヶ 月の実践後に日

本工業協会の傘下団体及び会貝が捉えていた養成令に対

す る姿勢は,基 本的にこれを是認 していた と云える.こ

のこ とは特に,課 題10の養成令改訂希望に対し,傘 下団

体からの提起がなかった ことに現われていた.こ こで全

国研究会に寄せ られた中堅工養成の方法 を要約すれば,

高等小学校卒業者 を採用 し,技 能程度申告標準21)で2級

の技能 を有し,中 等学校 レベルの專門知識 を有す る中堅

工に養成令の基準に沿 って3年 間で養 成 していたと云う

ことができる.

しか し一方では,養 成令の基準 とは異った教育方法を

採っている事業所 も少なか らず存在していたことが注目

される.そ の第1は,養 成令よりも期間 ・時間をかけて

養成 していた事業所がかなり多いことである。このこと

は,1935年 の 「見習工 ノ採用並二養成方法」時の養成方

法からの著 しい発展と云えよう.第2点 はこれとは逆に,

養成令施行後 も,な おその基準に満 たない事業所があっ

たことである.こ のことは,日 本工業協会々員の事業所

であって も養成令が完全には受け入れ られ ていなかった

ことを示 している.

研究会課題には2表 に示 した項 目の他に,(7)教科 言,

⑧教師等があ り,こ れ らの報告 を含めてその報告書は傘

下会員の養成令実銭に適切 な資料になったと考えられる.

この全国研究会の報告 とは別に,日 本工 業協会は傘下事

業所の養成令実施状況の調査を第3者 の研究者により実

施 していた.そ れは生産管理委員会委員で もあった東大

教授の淡路円治郎に対 して委頼 された。淡路は 「日本工

業協会 ノ委嘱 ヲ受ケ,マ タ自ラ某々飛行機工場ニ於ケル

養成計画立案二参与スル関係上,昭 和14年4月 以降,約

1箇 年ニ亘 リ,全 国各地ニ於ケル重工業方面 ノ養成施設

約50箇 所 ヲ視察シ,中 堅工養成 ノ実情ヲ調査 シタ」ので

ある(文 献5P. 12).そ の調査結果は,先 の全国研究会

報告書の労析結果 と大差な く,中 堅工養成の実情 を 「要

約スルニ,… …特二技能者養成令ニヨル養成工 ノ教育ハ,

慨 シテ,満 足スベキ状態ニア リ,若 干改善修正 ノ必要ハ
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表26「 場ニ於ケル中堅工 ノ養成」の課題及び報告の抜粋 と集計結果

(注1) この 中に兵庫県の事 業所が34Ph含 まれるが,そ の業種は不明である,

又,回 答は 自由記述であ り。それ を整理 した結果である,

(注2)「 令」 とは養 成令施行 規則に規定 された時間数 であ り,そ れ を基に集計。

アル屯シテモ,コ ノ種 ノ教育的 ノ試 ミトシテハ執レカ ト

云エバ,成 功 ノ部類ニ属 シテイル」と報告 したのである

(同上P. 24).淡 路が指摘 した改善修正すべ き点 とは,

「見習工 ノ退職率」,「宿舎 ノ問題」,｢指導員 ノ選定及ビ

待遇」,「教科書 ノ要望」及び 「応用実習計画 ノ不備」の

5点 であった(同 上P. 20～)が,養 成内容 に関 しては直

接的には最後 の応用実 習の 問題のみ であった.つ ま り

「応用実習即チ現場ニ 於ケル実地作業 ノ修練ニ 関シテハ,

一般二教育的計画ガ不十分デ……若干ノ工場 ヲ除イテハ,

未ダ閑却セラレテイル」.「敦 レノ工場ニ 於イテモ,多 少

ノ研究 ヲスレバ,現 場 ノ生産作業 中カラ,実 用教材 ヲ拾

イ上ゲ,之 ヲ一定 ノ課程二系統立テル コトハ出来ル」(同

上P. 23～)は ず としたのであった.こ のことは極め て言

要な職業教育上の課題 であるが,又 同時に最 も困難 な作

業で もある.淡 路 も「恐 ラクハ,現 場 ノ作業ガ不規則デ,

予 メ一定 ノ実習計画 ヲ以テ臨 ミ難イカラ臨機応変 出タ

処勝負デ処置 スル外ハナイ ト考エル」 と云 っていた(固

上P. 23)の である.し か し,若 干の工場ではそれ を可能

にしていたの であ り,そ の方法 と実践の紹介が望 まれた

と云えよう.こ のように困難な応用実習の計画について

は,厚 生省の担当官は淡路の ように過大な要求 をしなか

った.即 ち,先 の「工場ニ於 ケル中堅工 ノ養成」報告,

及び淡路報告を更に研究 ・検討するために開催 した同年

2月24・25日 の技能者養成方法研究会(又 は技能者養成

講習会〉におけ る 「実習課程 ノ編成」分科会で,「厚生省

ノ菅原技師」は,「応用実習ハ基本実習ヲ充分ニヤレバ工

場デ大体 ノ方針 ヲ立 テレバ ヨイ,応 用実習ニツイテ細 カ

イ予定表ハ不要デアル.一定 ノ方針 ヲ立テテ貰エバ ヨイ」

と云 う「結論」 を述べた(文 献1第87号)の である.こ

の ように,応 用実習の問題は 日本工業協会において もこ

れを解決 していなかったのであり,今 日においてもなお

残 された課題なのである.

日本工業協会は,養 成令実施上の問題 を理論的に検討

す るために,｢工 養成研究会」を1939年3月 に設置 し

た.そ の成果は,同 年12月10日 に厚生大臣宛の 「建議」

にまとめ られたのである.建 議は,「日本工業協会ハ,現

下生産力拡充上技能者養成 ノ重要性 ヲ認 メ」このため

「養成令実施上至急措置ヲ要 スト認ムルモ ノ有之候」 と
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して,「養成工募集二関 スル件」以下10項 目の改革 を要請

したのである.そ れ らの要求は 「指導官」の設置,「技能

競技会」の開催,「実習指導員ノ養成」等,養 成令の実施

体制の整備を要求 した積極的内容 である,つ まり,養 成

令の 力リキュラム基準1等に関す る改正案は,こ の建議に

含まれなかったのであ り,養 成令実施を2年 経て,基 準

の問題 を日本工業協会は認識していなか ったと云える22}.

以上のように養成令の内実に対 して,日 本工業協会は,

実践上か らも,且 つ理論上からもそれを肯定的に評価し

ていた立場にいたと云えよう。 しかし,こ のような日本

工業協会の立場 とは異}),技 能者養成の担当老から見れ

ば,養 成問題 を 「重役が理解シナ イデ困ル」とい う経営

者に対す る評価(文 献1第87号)は,当 然存在 していた

のであった.

4. 技能者養成所 ・青年学校の二元性 と再編整備案

日本工業協会の第3期 の活動,即 ち技能者養成体系の

制度化をめ ぎした建議活動は、養成令 と,昭 和14年4月

26日 に義務制 となった青年学校令 との統合に最 大の主

眼があった.そ の問題は,2表 の課題(9)及び(10)の結果が

示す通 り,当 初 より潜在化 していたが,養 成令の実施が

長 くなるにつれ強 く認識 され るようになった23).この企

業内教育におけ る技能者養成制度 と学校教育 との二元控

の問題は,事 業主の立場からは以下に詳述するように工

場運営上の問題であるが,一 方学習者(養 成工)の 立場

より見ると,教 育訓練を受けた教育内容に対する修 了資

格の公的認定の問題であり,在 職者を対象とした教育に

常に内在 している教育問題 と云えるの である.そ の運営

上の問題とは中川の整理によれば,「青年学校,技 能者養

成 ノ二本建ガ実際経営上困惑 ヲ感ズル」のであるが,具

体的には 「2種以上 ノ異レル監督官庁 ノ監督指導 ヲ受 ク

ル事情二在ル コトハ経営上萬事ニ不都合」であ り,特 に

「同一社内ニ於ケル青少年ヲ最初ヨリ2種 二区別 シテ取

扱ウコ トハ対立的 ノ観念ヲ助長セシムル惧 アルノ ミナラ

ズ取扱上煩鎖 トナル」のであった(文 献31P. 20).技 能

者養成所と青年学校 との二元性による企業内教育運営上

の根源はここにあったのである.そ の煩鎖となる内容は,

職員の名称 ・資格 ・定員,学 科 目の構成 と内容の相違,

あ る いは 日誌 の 重複 等 種々の 問 題 が あ った(同 上

P. 20～).

この ような問題の惹起 を予想 して,当 初より 「養成令

ニ依 ル養成工ニ付テハ養成中 ノ当該期間青年学校 ノ修身

及 ビ公民科,普 通学科 及職業科 ノ課程 ヲ修 ムル義務ヲ免

除セ ラル」るとの連携処置が通牒で(文 献16)公 表され

ていたのであ り,こ の処 置は1939年6月29目 の文部省告

示第365号 公布によ り法令化された.し か し,に もかかわ

らず,中 掛の指摘 した問題は本質的に解消できないのは

当然であった.従 って,技 能者養成 所 と青年学校 との統

合の問題は,養 成令を実践するに従い工場経営上の緊要

な課題 となって浮上 してきたのである.そ のため,1941

年2月23～25日 の「職工養成研究会」(又は職工養成講習

会〉における 「養成組織分科会」で,そ の本格 的な検討

を開始 したのである.即 ち,青 年 「学校 ト養成所 トノ関

係 ヲ ドウスルカノ問題」は,「昨年 ノ委員会デモ相当問題

ニナ リマ シタ……ガ,コ ノ問題ニツキマ シテ建議案 ヲ此

処ニ 出シマシテ御相談致 シマシタ トコロ,此 ノ趣旨ユ対

シマシテ,皆 様ガ充分二鋼賛成下サ レ,是 非 ソレヲ実現

シテホシイ トノオ話デ御座 イマシタ.」そ して,｢此 ノ建

議案ハ私 ノ関係シマ シタ本部会デ得 ター ツノ大 キナ収穫

デア リマ ス」 と報告 されたのであ る(文 献1第100号)、

この ような日本工業協 会の根強い且つ実践の経験に基づ

く要望に対 し,厚生省の菅原技能課長は,「青年学校 ノ問

題 ト技能社養成 トノ問題ト ヲー元的弧 シナケレバナ ラナ

イトユウ問題……ハ,当然 ノコ トト考エルノデア リマ ス」

と改革要求の正当性 を認めていた(同 上)の である.こ

のような二元性の問題は,技 能者養成関係の一方の当事

者か ら出されただけでな く,他 方の当事者である青年学

校側か らも提起 されたのは当然であった.つ ま り,「昨年

(1941年のこと)ハ 全国ノ私立青年学校長会議ニオキマ

シテ青年学校 ト技能者養成 トノー元化,コ レガ建議 トナ

ッテ政府二現ワレ」ていた(文 献1第112号 〉のであ る.

日本工業協 会は,技 能者養成所 と青年学校 との一元化

に関す る本格的検討 を上記のように開始 したが,そ の建

議案を1941年5月29日 の第10回 大会において 「工場事業

場技能者養成法要綱案二関スル件」として審議 し,これを

関係当局に建議す ることを決議 したのである.建 議書は

云 う.「工場事業場ニ於 ケル従業貝養成二関シテハ,嚢 ニ

工場事業場技能者養成令 ノ制定ア リテ所謂 中堅工 ノ養成

ノ方策確立セン ト モ,尚 事業場二必要ナル他 ノ一般工

及幹部工 ノ養成ニ及バ ズ,又 青年学校本科 ノ義務制実施

ニヨリ一般工員 ノ素質ヲ高 メ得ルニ至 ランモ,従 業員 ト

シテノ技能 ヲ習得セ シムルニ ハ不充分 ノ憾 多シ.加 フル

ニ,コ ノ技能者養成令 ト青年学校 トニ ヨル両様 ノ教育 ヲ

異ナル監督下ニ於 テ同一工場事業場二於テ実施スルエハ

実際 ノ教育上大ナル困難 ヲ伴 イ其 ノ運用充分ナル ヲ得 ズ

誠二遺憾 トス,故ニ 此際右両系統 ノ教育上 ノ指導監督機

関並其 ノ養成施設ヲー元化 シ相錯綜混乱セシムル コ トヲ

避 クルハ今 日ノ緊要事 ト思考ス」 と(文 献1第102号).

その混乱の止揚のための翼体案である 「工場事業場技能

者養成法要綱案」は,技 能者養成の体系を 「三,養 成 ノ

種 」において,一 般工養成,中 堅工養成及び幹部工養
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表3「 工場事業場技能者養成法要綱案」

の教授時間(「幹部工養成」を除 く)

成 として,各 々次のように立案 したのである(同 上).

四,一 般工養成 一般工養成ハ徴兵適令ニ達セザ ル者

(青年 ト称 ス)全 部二対シ其 ノ者ガ採用後徴兵検査 ヲ

受 クル年 ノ3月31日 迄 ノ期間左 ノ事項 ヲ行フモ ノト

ス(以 下3表 参照)

五,中 堅工養成 中堅工養成ハ,1ケ 年(待 別ノ場合

ハ6ケ 月/間,一 般工養成 ヲ受 ケタル者 ノ中 ヨリ将来

中堅従業員タルユ適 ス ト認ムル者 ヲ選抜シ徴兵検査ヲ

受 クル年 ノ3月31日 マデ ノ期 間左 ノ事項 ヲ行 フモ ノ

トス(同 上)

六,幹 部工養成 幹部養成ハ中堅工養成ヲ終了シタル

後5ヶ 年 ノ職歴 ヲ経タル者 ノ中ヨリ将来幹部工 タルニ

適ス ト認ムル者 ヲ選抜 シ6ヶ 月間左 ノ事項 ヲ行 フモノ

トス 似 下略)

以上の 「要綱案」が示すように,こ れは従来の青年学

校,技 能者養成所 及び幹部機械工養成所24)の3者 を包含

した内容になっていることがわかる.即 ち,一 般工養成

を新入工員の「全部二対 シ」行 うことで青 年学校義務制

を満たし,養 成令の養成比率 は｢一 適用工場 ノ範囲及事

業主 ノ義務」及び｢七 養成入員」により満たされるように

なっている.又,教 授時間は3表 に示すように,従 来の

基準をほぼ満 たしてい ると云える.こ こで応用実習の時

間が定め られていないが,そ の性格から特に問題はない

と云える.こ の ような技能者養成の体系によれば,「±青

年学校就学免除」が可能 となり,先 に中川が指摘 した「青

少年ヲ最初ヨ リ二種二区分」す ることな く教育できるこ

とになるのであった,し かし,一 般工か ら中竪工へ,中

堅工から幹部工への登用は,そ れに 「適 スト認ムル者ヲ

選抜」す るとしていたが,こ の点は事業者団体の限界で

あった と云えよう,そ の"昇 格"は 職業資格基準によっ

て認定すべ きであろうが,日 本工業協会のみでな く,我

が国の企業内教育における宿幣 と云えよう.

以上の ような 「要綱案」 を更に専門家により検討する

ため,1941年10月28の 第20回職工養成委員会において

「小委 員ヲ選出シ」検討 した結果,「厚生省当局ニ 対シ陳

情ス ルコトニ決定」した(文 献1第106号 〉のである.こ

のような日本工 業協会の研究 を重ねた具体的改正案に対

し,翌 年3月30日 の大会にお いて,厚 生 省の平松 技師

は,「養成令ノ如キ規定ガ ソウ度々変ルコ トハ決 シテ好

マシイコトデハナイ」としなが らも,「昨年 ノ本工業協会

ノ……建議(の)御 趣旨 ノアル トコロヲ大イニ トリ容 レ

ナケレバナラヌ ト同時二,時 世二即 スルヨウニ内容 ヲ盛

ルコ トガ必要 ダ トユ ウ意味カラ着々研究 ヲ進メテ参 ッタ

……時 二昨年12月8日 大東亜戦争 ノ宣戦布告 トナ ッタ

ノデ……更ニ再検討ヲ重ネテ……軍部方面マタ文部省 ト

ノ間ニ ソレゾレ折衝 ヲ進 メテ参 ッテ,只 今大体 ノ案 トシ

テ出テ イル ノハ,所 謂一本建 ト全面養成デア リマ ス.

…ソ ノ建前ニオキマ シテ只今腹案 ヲ練 ッテ近 イウチニ

総動員法 ノ審議会ニカカル予定ニナッテ居 リマ ス.… …

本改正 ノ要点 ガ日本工業協会 ノ建議 ノ主旨ヲ多分二尊重

シテ出来テイルモ ノデアル ト見テヨイノデハナ イカ ト存

ジマ ス」と検討状況を報告 した(文 献1第112号)の であ

る。この報告によると,養 成令の改正は,日 本工業協会

の建議が原案 となり,そ の改正案は概に文部省 との間で

も合意に達 してお り,更 にそれは国家総動員審議会に計

る段階に までなっていた こと等 多くの内容 を含んでい

た.

しか し,以 上のような養成令の改正案は容易には実施

されなかった,従 って,日 本工業協会が改組 した 日本能

率協会は,1942年11月5日 に企画院総裁,文 部大臣及び

厚生大臣宛に 「青年学校義務制並に技能者養成令実施に

よ(る)… …二元的指導監督機関を一元化して教育の効

果 を充分徹底」すべ きと,再 度建議書 を提 出した(文 献

33第1巻 第7号 〉のである.し かし,戦 火が益 々厳しく

なる下 で,1943年10月12日 の 「教育二関 スル戦時非常措

置方策」閣議決定 と相前後 した同月26日に 「工場事業場

技能者養成令戦時特例」が実施 され,日 本工業協会等の

案 とは逆に,「養成工ハ概ネ1年 程度二短縮 スル ト共二

養成内容ユ於テモ極力教室内 ノ授業ヲ廃止シ実習二重点

ヲ置キ養成ノ方法二弾力性 ヲ与ヘルコ ト」 とした(文 献

9)の である。

このように,目 本工業協会が提起した技能者養 成体系

の一元化に関する再編整備案は,戦 局が厳 しくなる下で

実施 されなか った.こ のことは,戦 後の高等学校構想に

おいて,教 刷委 第13鷹建議第3環 を具体化しなかった結

果,｢学 校制度外に高等学校教育 と同一乃至同等の教育

が存在す るにもかかわらず,そ の教育 を無視あるいは切

捨てたことに」よ り,「『教育の機会均等」理念に基づ く
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戦後高等学校制度改革が,そ の内部において教育学上,

見過す ことのできない自己矛盾を犯すことになった」こ

と(文献22P. 41)の 戦前的な顕れだ ったと云えるか も知

れない.

おわ りに

我が国の重工業における熟練工養成方法の定着に果 し

た大 きな要因は,1939(昭14)年 の工場事業場技能者養

成令による国家の管理体制であったと云われている,こ

の指摘はその限 りで正 しいが,養 成令がスムー ズに企業

に浸透することを可能に したのは,養 成令以前の見習工

教育方法の研究 ・普及と共に,養 成令の実践的検討 を唱

導 した日本工業協会の役割 を無視 し得ないことを本稿は

明らかに し得た と思 う.そ の養成令は国家の統制令の1

つであ り,企 業は養成令に従わざるを得なかった.こ の

ような養成令に内包された法令上の性格があったものの,

本稿では従来全 く紹介されなかった養成令の改革要求に

ついて,日 本工業協会はその実践的 ・理論的検討 を行い

強 く再三にわた り建議 していたことが解明された.

この ような 日本工業協会による技能者養成に関する活

動は,青 少年の職業教育 としても大 きな役割を果 したと

云える。即 ち,そ れまでの 「徒弟」の養成は,小 学校 を

修 了 した少年 を工 場 に 入れ,所 謂"ボ ウ ズ","追 回

し",あ るいは"先 手"と 称 した安い労働力 として酷使

し,生 産技術の教育は工の次 とい う状態が主であ り,従

って少年達は見よう見まねで"技 を盗む"方 法でその技

術 を習得するしかなか ったのであ り,一 人前の熟練工に

なるまでには相当の年季を必要 としたの であった。この

ような体制か ら,約3年 で中等学校 レベルの知識を有し

た中堅工に養成する方法への転換は,正 に画期的 と云え

よう.従 ってその方法の開発 ・普及 ・定着に果 した日本

工業協会は,我 が固の企業内教育の生みの親と云って も

過言ではないか も知れない

．本研究では,日 本工業協会が試みた技能者養成方法の

展開過程の解明を目ざしたが,そ の 「形式」に重点 を置

かざるを得なかった.よ り詳細 な教授細 目等の開発過程

については別稿 に譲 りたい.又,日 本工業協会の誕生に

関連する工場法施行令は,本 稿が問題 とした時期 も施行

されてお り,そ の 「徒弟条項」 と養成令は共存していた

のであるが,本 稿ではその共存の意味 を解明 し得ていな

い25).こ の点の究明は今後の課題 としたい.

註

1) 木村はこの理由を 「『学理』に ささえ られた実技訓練

の組織化 という工業技術教育上最 も困難に して重要な

課題 を回避 し」たか らであ り,そ れは「capacityの 制

約から……equalityの 原理の顕現がお くれた」ため と

している(文 献14).

2) 熟練工養成重視の社会的背景 ・経過については文献

43参照,

3)技 能者養成に関す る先行研究には別記の文献がある

が,日 本工業協会の活動についてはいずれも部分的紹

介であ り,そ れに焦点を当てた研究はない.

4) しかし,熟 練工養成 を重視 した論説の出現は,工 場

法施行以降 と云える.文 献12,47参 照.

5) 生産管理委員会 までの各種審議会による熟練工養成

の政策提言については文献43,46参 照.

6) 日本工業協会の諸活動については,「日本工業協会 ノ

事業報告」(文献1第112号)に 詳 しい.国 庫補助金は

昭和8,9年 度の2万 円が最高,会 員は団体会員20団

体で発足 し,昭和12年 度の32団体が最高,会 社会員(維

持会員)は 昭和11年 度の40社 よ り昭和16年 度の166社

になった,な お,会 長は商工大臣の中島久萬吉,伍 堂

卓雄(昭 和12年 ～)で あ り,生 産管理委員会会長の山

下興家は常務理事であった.

7) 金属工業の特殊作業における養成工の養成比率,期

間の短縮化等の弾力的解釈 を示した 「工場事業場技能

者養成令 ノ施行二関スル件(職 発第10号)」通牒(昭 和

16年1月10日).文 献24第4巻 第3号,文 献45.

8) 技能 者養 成 を特 集 した号 は,57号(昭 和12年9

月), 73 (14.1), 86 (15.2), 87 (15.3),

 96 (15.12), 98 (16.2), 100 (16.4), 101 (16.5),

 112 (17.9)が ある。

9) 協調会は,養 成令制定以前における労働者教育に関

す る代表的な啓蒙団体であり(文献34),そ の諸論文の

中に見習工教育改善の提 言 も少 くない.文 献12, 47参

照.

10) 見習工の養成実態について,隅 谷は｢工 場法規定に

基づ いて 『徒弟』 を収容 して『養 成工制度』 を設ける

企業…は きわめてわずかの企業にすぎず,し か も,後

述のように,そ の維持が困難 となり,や がてこれを中

止するにいたった工場 もあった」 と述べている.文 献

25P. 72～

.11) 見習工教科書は,鉄 道省工作局の編集により,1935

年以降12職 種 を 日本工業協会が発行 した我が国最 初

の職業訓練用教科書であ り,1942年 迄に36万 余冊 が販

売 された.文 献49参 照

12) 昭秘12年10月12日 「職工争奪 防止ニ関 スル件」(発社

第123号)」 通牒,特 に機械職工,熟 練工の争奪防止 を

指示 した。文献23第12号,文 献44,
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13) 我が国最初の企業団体の見習工養成案は,大 阪府工

業懇話会が 「研究委 員会案」 として発表 した(文 献

2).こ れは｢見 習工教育 ノ改善」よりも業種別に提案

する等具体的であ ったが,「 見習工訓育課程案」よ りも

抽象的であった.

14) これは主に中小企業向けに昭和13年 度 より開始され

た国立の機械工養成所,公 私立の機械工訓育所での機

械工養成を指 している(文献51).こ の閣議決定に関 し

鐸本工業協会は,「熟練工養成二関スル意見書」におい

て 「少数 ノ高級熟練工 ト多数 ノ並職工 トヲ養成 スルコ

トガ必要デアル」 と肯定 していた(文 献1第56号).

15) 養成令の制定過程は明確でないが,昭 秘13年10月22

日付の国家総動員法制委員会の 「工場事業場技能者養

成令案」及び,同 月29日の第2回 国家総動資審議会に

おける 「工場事業場ニ於ケル技能者 ノ養成二関 スル勅

令案要綱」がある.文 献13,19,45(下).

16) これは 「技能者養成計画作成要綱」により,普 通学

科220時 間,専 門学科500時 間 と示 された.注18参 照.

17) これは司上に より,基 本実習1,000時 間,応 用実習

4,000時 間 と示 された.

18)昭 和14年4月1日 に金属工業及び機械器具工業(翌年

1月17日 変更),昭 和15年4月16日 に化学工業,金 属鉱

業及び石炭鉱業が作成 ・公表 された.そ の基準は別に

注16, 17に 紹介 した時間を短縮 した 「認可」規定 もあ

った.文 献24第2巻 第4号,文 献17第17巻 第4号,文

献45.

19) 全産連は昭和6年5月 に結成 されたが,森 田による

と 「労働組合法反対運動が生んだ」 もので,そ の設立

は 「大 きな 収 穫 で あ った」と して い る(文 献38

P. 186).

20) 2地 方の研究会の他に,大 阪府工業懇話会,北 海道

工場協会,京 都工場懇話会及び鉄道省 も研究会案を報

告 しているが,大 阪の報告 は日本工業協会の課題に即

した内容 でなく,先 の見習工訓育課程案 と類似 した内

容であった.

21) 技能程度申告標準は,「国民職業能力申告令施行規則

(昭和14年1月188生 省令・第1号)」 において,機 械

検査工以下潜水夫までの56職種 につ き,主 に1級,2

級,及 び3級 の3段 階にて規定 した(文 献45).

22) ただ第10項 においては,「現 行技能者養成令ハ金属

工業ニ於テハ養成工 ノ年令,養 成期間,養 成人貝等 ノ

点ニ 於テ,実 施上困 難」 として,日 本製鉄株式会社の

｢意見書」を添付 していた(文 献1第96号,傍 点引用

者).そ の問題の背 景については文献39参 照.こ の要請

に対す る結果が注7に 紹介 した通達である.

23) 例 えば,『工場経営上青年学校 二対 スル要望』(文献

3),「 熟練工養成二関 スル意見書」(注14参 照),昭 秘

15年12月 の 「建議」(注22参 照/で は,こ の種の問題提

起はなかった.

24) 幹部機械工養成所は技能者養成指導員等を養成する

ために,厚 生省の補助により昭和15年 より道府県が設

立 した.文 献46,48参 照.

25) 佐々木は,工 場法の徒弟条項 を「公共徒弟制度」,養

成令 を「企業内熟練工養成制度」と定義づ けている(文

献43P,58.傍 点原著者注),

文 献

1) 日本工業協会 『日本工業協会々報』,昭和8年1月 第

1号 発行(月 刊),昭 和11年9月 第45号 より『工業 ト経

済』 と改題,昭 和17年4月 第112号終刊,本 文中頁数

消略.

2) 同 『第7回 研究会資料 「見習工 ノ採用並 二養 成方

法」』,昭和10年5月,日 本工業協会.

3) 同P第14回 研究会資料「工場経営上青年学校 二対ス

ル要 望」』,昭 秘13年11月,同.

4) 同 『第16回 全国研究会資料 「工場ニ於ケル中竪工 ノ

養成」』,昭和麺年10月,同.

5) 淡路円治郎「中堅工養成 ノ実情二就 テ」,文献 王第87

号.同 名同論 『職工養 成』,昭和15年8月,千 倉書房.

6) 井沢直也 「1930年代の職業技術教育の展開過程」『東

京大学教育学部紀要』第22巻,1983年3月.

7) 石 絹準吉 『国家総動員史資料編』第一,第 三,昭 和

50年,国 家総動員史刊行会

.8) 石原孝一1自 本技術教育史論』,昭和337年,三 一書房

9)石 原義治 「本邦勤労行政年表」,豊 原・石原 『勤労政

策の発展』,昭和19年7月,8本 産業文化協会.

10) 印刷局 『官報』及び 『法令全書』,本文 中文献番号等

消略.

11) 大阪府工業懇話会「重工業工場におけ る見習ユニ養成

の方法」,昭秘14年2月.

12) 企画院『少年労働に関する文献抄録(内国の部)』,日

欠(昭 和16年 以降の刊行)

.13) 企画院研究会 『国家総動員法勅令解説』,昭和玉8年6

月,籍 紀元社.

14) 木村力雄 「職業訓練の高等教育化の きざし」,宮地 ・

倉内 『講座現代技術 と教育4職 業教育』,昭秘50年10

月,開 隆堂.

15) 協調会徒弟問題研究会 「基幹的熟練工養成制度要

綱」,『社会政策時報』昭和13年9月,協 調会.

16) 厚生 ・文部次官「工場事業場技能者養成 令ニ基 ク技
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能者 ノ養成 ト青年学校 トノ関係ニ 関スル件」(発職 第

28号),昭 和14年4月4日,文 献24第2巻 第4号,文 献

45(下)

.17) 厚生省労働局 『労働時報』(月刊).

18) 国立公文書館所蔵 『公文類聚第61編巻77産 業門』.文
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