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ニッチ企業における技能者育成と技能伝承 

－テクニアカレッジを事例として－ 

 三宅章介（名古屋産業大学） 

 横山悦生（名古学大学） 

 

1.本稿の目的 

 

我が国における戦後荒廃期からの経済復興は著しいものがあった。「国富の戦争被害総

額は、昭和 21 年度の国民総生産全体の金額にほぼ匹敵した大きさであって、もし日本経

済が順調に復興をとげたとしても、この喪失した国富蓄積総額を国民が取り戻すまでに

は、10 余年の歳月がかかるだろうとみられていた。」1ところが戦後 10 年を経て、実質国

民総生産や一人当たり個人消費が戦前程度に戻ったのである。 

アベグレン（Abeggglen,James C.）は、『日本の経営』の中で、19 の大工場と 34 の中

小企業を取り上げ、全国的な調査を行い、我が国のこの驚異的な経済復興とその理由を取

り上げているが、それは欧米と異なり「この国の経済活動における大変化は、一つの連綿

として打ち続いている文化の中にとり入れられ」2た工業化方式によるものと考えたから

である。 

本稿ではこのことを論じるのは目的ではないのでこれ以上述べないが、要は我が国の経

済発展に寄与したのは製造業であり、アベグレンが取り上げた調査対象企業は全てが製造

業であったということである。製造業が戦後復興の主導的役割を果たしてきたためであ

る。しかし、ペティ＝クラークの法則が示すように、我が国の産業構造も経済の発展とと

もに第一産業から二次産業、そして三次産業へと発展するのであるが、にもかかわらず、

資源のない我が国では、製造業の果たす役割は今日でも極めて大きいということは言うま

でもない。 

さて、このような製造業であるが、製造業といえばものづくりであり、そのためには技

術と技能の双方の一体的な発展が望まれる。ところがその生産高やものづくりを担う人材

が、正にペティ＝クラークの法則が示すように、年々少なくなってきている。このことを

象徴的に示す事柄が、昨年の新聞報道であった（中日新聞、2020 年 12 月 1 日付朝刊）。3 

  ある日、地元の母子が、当時は珍しい工場見学にやって来た。克治（注．鋳物工場経

営者能作克治社長のこと）が張り切って案内すると、母親が小学生の息子に言った。

「よう見ときなさい。勉強せんかったら、こんな仕事になるからね。」克治はがくぜん

とした。いわゆる 3K（きつい、汚い、危険）職場とはいえ、歴史のある地場産業だ。

「誇りに思ってもいいはずなのに…。地元の人の意識を変えたい。」 

この記事は、富山県高岡市にある鋳物工場の出来事である。このような現実から、能作

は「鋳物の地位を職人の地位を取り戻したい」という思いを持ち、斬新な工場を建てたと

のことである。鋳物製造では､今なお機械化は難しいところがあり､職人に働く誇りを持

ってもらうことが働く動機になり、技能者育成につながるということであろう。 

さて、製造業といっても大企業における大量生産企業もあれば、この事例のように中小

企業で 3K と象徴的に言われるような鋳物工場もある。しかし、規模の大小を問わず、も

のづくりは工場現場で行われ、近年では NC 工作機械が導入され作業が自動化されてきた
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が4、その一方においてほとんどの工程が作業者の技能に委ねられるなど､ものづくり現場

では、製品や企業規模によって様々な加工方法が採られているのである。 

しかし、後段で詳しく取り上げることになるが、加工工程は､いかに自動化されよう

が､図面の読み方や加工順序､加工条件等は、汎用機によって技能が身に付くのであり､こ

の訓練過程がなければ、高度な自動機械も単なる箱でありブラックボックスになるのであ

る。そのようなことから、製造業、とりわけものづくり工程における技能者の育成とその

伝承は､今日においても必要不可欠であるのである。 

企業数で 99％以上を占める中小規模企業では、高度な技術・技能を持つ多品種少量生

産事業所がある一方、簡単な製品を生産する企業まで多種多様な事業所が存在するが、今

日の喫緊の課題は技能者をいかに育成するかである。現実的には、それが､なかなかうま

くいかない。 

本稿では、このことに鑑み、中小規模企業のうち、高度な技術・技能を持ち、航空機等

の精密機械部品を製造するなど独自な市場を形成する事業所（ニッチ企業）を事例として

取り上げ、これからの技能者育成と技能伝承を考えてみることにする。 

  

2. 製造業の現況からみた技能者育成の問題点 

 

2-1 製造業の重要性 

『2020 年版ものづくり白書』（136 ページ）によると、「名目ＧＤＰにおける産業別構 

成比の推移」では、製造業は、1998 年は 22.9％、2008 年のリーマンショック年は

21.4％、2018 年には 20.7％になり、この 20 年間減少傾向を示している。このデータは

「その他」を含めて 17 業種における比率であるが、製造業は最も大きい。なお、2 番目

は卸・小売業であり、1998 年は 13.5％、2008 年は 13.9％、2018 年は 13.7％である。 

名目 GDP を産出する製造業就業者数の推移は、総務省「労働力調査」によると、1985

年は 23.9％、2002 年は 19.0％、2008 年は 18.0％、2018 年は 15.9％である。しかし、一

人当たり名目労働生産性の推移では、製造業と非製造業に二分した 1994 年から 2018 年調

査では、前者が後者を常に大きく上回っているのであり、製造業が我が国経済を牽引して

いることが分かる。因みに、2018 年は全産業 794.3 万円、非製造業 740.9 万円、製造業

1094 万円である（同白書、136 ページ）。さらに「生産波及の大きさ」（2015 年版同白

書、127 ページ）では、全産業は 1.93、サービス業は 1.62 であるのに対して製造業は

2.13 である。これを見ても、経済の発展は製造業によるところが大きいと言わなければ

ならない。 

雇用政策研究会（厚生労働省）は、「『つくる』『そだてる』『つなぐ』『守る』雇用政策

の推進」（2012 年 8 月）を発表し、「今後とも製造業が日本の成長の軸となり、製造業

1000 万人程度の日本が維持されるよう努める必要がある。」（13 ページ）と述べている。

正にそのとおりと考える。経済社会の進展に伴っても､我が国においては、製造業は正に

基幹産業であるといってもよい。 

2-2 必要とする技能 

このような製造業であるが、ものづくりを担う人材はどのように採用し、育成すればよ

いのであろうか。それには、まずものづくりの作業は急速なデジタル化の進展に伴ってそ
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の必要性はどのように変化するのかを見ておかなくてはならい。必要のない作業まで人材

育成をする必然性はないからである。この点について、『2020 年版ものづくり白書』（143

ページ）には「主力製品の製造に当たって重要となる作業と 5 年後の見通し」という調査

がある。それによると、「今までどおり熟練技能が必要」では製缶・溶接・板金から測 

 

図表1　主力製品の製造に当たって重要となる作業と5年後の見通し

出典：『2020年版ものづくり白書』143ページ  

定・検査までの 16 種について「製缶・溶接・板金」が 69.8％で最も高く「測定・検査」

は 51.3％であり、他の 14 作業はこの範囲に全て収まっている（例えば、「プレス加工

53.1％、切削 53.3％。研磨 63.7%、機械組立・仕上げ 65.4%など）。「工程自体がなくな

る」は全ての作業で、0.1%から 1.3%である（図表 1 参照）。 

その技能の内容であるが、上記に続いて「主力製品の製造にあたり鍵となる技能（技能

系正社員）」が 9 項目掲げられている。その内容は、現在及び 5 年後も「生産工程を改善

する知識・技能」（現在 57.0％、5 年後 59.4％）、「多工程を処理する技能」（50.0％、

52.6％）、「品質管理や検査・試験の知識・技能｣(49.6％、49.8％)が上位三者である。

「NC 機や MC のプログラミング」の現在は 7 番目で 28.4％、5 年後は 8 番目で 28.9％はで

ある。デジタル化が進んでも、技能は今後もものづくりの鍵といってもよい(144 ペー

ジ)。なお、「ICT などデジタル化技術を組み込んだ設備・機器等を利用する知識」は、

「現在」では最も少ない 8.3％であるが、「5 年後」では 6 番目である。（「無回答」

4.3％、4.7％、「特にない」（2.4％、2.0％）、「その他」0.3％、0.6％、である。） 

その理由として、「自社の強みの認識（複数回答）」（同 141 ページ）の上位三者は「柔

軟に顧客のニーズに対応できる（多品種少量生産など）」（47.8％）、「高度な熟練技能を

持っている」（31.3％）、「最良企業の下請け企業の主力となっている」（28.9％）であ

る。どのような製品でも対応できる技術・技能を持つことが、多くの企業が発展に繋がる
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と認識しているのである。 

ところが、この技能の育成や伝承がなかなか進まない。『2013 年版ものづくり白書』

(200 ページ)によると、「若年技能系社員の育成・能力開発がうまくいっていない理由

（複数回答）」では、大企業・中小企業とも「育成をになう中堅層の従業員が不足してい

る」（大企業 67.8％、中小企業 58.6％）、「効果的に教育訓練を行うためのノウハウが不足

している」（同 51.4％、同 44.4％）が 1、2 位を占め、この両者が特に顕著であった。 

また 2019 年版同白書（214 ぺージ）では「技能継承の成果につながらない理由（複数

回答）として「若年モノづくり人材を十分に確保できていないから｣(56.8％)、「OJT が計

画的に実施できていないから」

（39.9％）、「指導者と指導を受

ける側とのコミュニケーション

が 不 足 し て い る か ら 」

（37.8％）、「技能者を受ける側

の社員に新しい技能や知識を身

につけようとする意欲が乏しい

から」（37.3％）、「指導者を確

保 で き て い な い か ら 」

（27.3％）などとなっている。 

さらに、『2018 年版中小企業

白書』(175 ページ)では、「多能

工化・兼任化の実施状況別に見

た、併せて行った取組」によれ

ば「3 年前に比べて積極化して

いる」場合は「業務マニュアル

の作成・整備」（57.0％）、「従

業 員 の ス キ ル 見 え る 化 」

（43.8％）、「多能工化・兼任化に応じた昇給・人事・評価」（37.3％）が上位三者であ

る。これらは、技能の伝達方法の記述化とモチベーションに関わるものであるが、しか

し、どのように指導育成するかの指導方法は､これでは具体性がなく分からない。 

2-3 資料から言えること 

このような資料から見ると、ものづくりの人材育成とその伝承は大変難しい問題であ 

ることが分かる。加えて、技能者の養成には長い時間がかかる。例えば「『自分で段取り

できることに加え、担当作業にトラブルが発生した際でも、一人で対応することができ

る』レベルになるのは、5 年から 10 年かかると答えた企業が 40.9％で最も多く、一人前

になるには長い年月が必要である」（『2015 年版ものづくり白書』、225 ページ）といわれ

ている5。学習者も指導者も一人前になるには、長い年月ゆえに根気を必要とするのであ

り、そのためには冒頭の新聞報道にあったように､その仕事に誇りが持てるような諸施策

が求められるということである。 

今後デジタル技術の導入が一層促進されるが、その目的が単に人員不足を補う理由であ

れば、いずれその導入に支障が出てくることは言うまでもないことである。デジタル化が

図表2　主力製品の製造に当たり鍵となる技能（技能系正社員）

出典：『2020年版ものづくり白書』144ページ
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進んでもそれを動かすのは人間であり、技能を必要とするからである。本稿では､このこ

とを事例の中で詳しく述べることにする。 

ではこのように、技能者の育成、技能の伝承は何故に長期間を要するのであろうか。も

のづくりは人間の五感を使うこと、機械や工具を使って間接的に加工物に接すること、あ

るいは身体で直接接すること等により、機械工具・工作物が技能者と一体になり、その現

象を他者に明確な言語（形式知）で伝承することが大変難しいということである。アラ

ン・ポラニーのいう「暗黙知」が技能に深くかかわっているのである。では、その暗黙知

とはどのようなものであろうか。 

 

3. 暗黙知と技能者育成 

 

3-1 暗黙知 

マイケル・ポラニー（Polanyi,Michael）は、その著『暗黙知の次元－言語から非言語

へ－』の中で、暗黙知（tacit knowledge）について次のように述べている。本稿と関わ

りのある箇所を中心に取り上げて、説明することにする。 

① 「人間の知識についてあらためて考えなおしてみよう。人間の知識について再考する 

ときの私の出発点は、我々が語ることができるより多くのことを知ることができる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、とい

う事実である。」6彼は、『暗黙知の次元－言語から非言語へ－』の中の「暗黙の知」にお

いてこの言葉を４回ほど使用しているのであるが、このことは『暗黙知』の出発点になっ

ていることを意味している。 

議論を進めるに当たって、彼は一つの例を掲げている。それは、我々はある人の顔を知

っているが、その顔とそれ以外の千人、一万人の顔と区別して認知できる。しかし、なぜ

区別することができるのかは言葉によって語ることができない。今日、警察では､鼻や口

などの顔の部分のコレクションを作成し、それらを組み合わせることによってある犯人を

特定することができるようになったが、しかし、このことが可能になるのは、その目撃者

がコレクションの中から犯人によく似た顔の部分を選び出し組み立てることができるとき

だけである。しかし、何故にそのように組み立てられるのかは、我々は語ることができな

い、というのである。 

このようなことは､人間の顔の区別から専門的なことまで多数存在するが、「なにをし

るしにそれを認知するのか､我々は全く曖昧にしか述べることができない。病気の兆候、

岩石の標本、植物や動物なども、それを識別することを学生に教えるために､大学の実習

の時間に多大な努力がそそがれる。記述的科学ではいずれも、言葉によっては、あるいは

絵によってさえも
．．．．．．．．

（even by pictures）(傍点筆者)完全には表現することのできない外

見的特徴が研究されている。しかし、こうした外見が言葉では記述することができなくて

も実習訓練
．．．．

によって教え伝えることができるのだから、このことは我々がそれらについて

の知識を知ることができることを証明しているではないか､とふたたび主張できぬであろ

うか。それに対する答はこうである。我々が外見的特徴を人に教えることができるのは､

教師が示そうとしていることに意味を生徒がつかもうとして努力する知的協力が､生徒の

側に期待できる限りにおいてである。」7 
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言葉で伝えることができないものは、実習訓練と教わる側の努力によって、受け身では

なく、能動的努力によって学ぶことができる。逆説的には、学ぶ意欲がなければ、言葉で

伝えることのできないものは学習できない、ということを示している。 

② さらに彼は､外部の事物を表示している事物を定義する際には「単語が何を意味して 

いるかを我々が教えたいと思っている相手方が､知的努力によって埋めなければならぬも

のである。言葉を用いたとしても､我々には語ることのできないなにものかがあとにとり

のこされてしまう。それが相手に受け取られるか否かは､言葉によって伝えることができ

ずに残されてしまうものを､相手が発見するか否かにかかっているのである。」8そのため

には、どのような場合においても暗黙知の指導は「事物を指し示す」という方法を採らざ

るを得ないのであり、彼はこのことを「直示的定義」（Ostensive Definition）と呼んで

いる。現物を指し示さなければ、語ることができないものが残されてしまうからである。 

さて、これまで引用してきた文章において、本稿の目的の観点から極めて示唆に富んだ

言葉がある。例えば、「（人の顔を）なぜ区別することができるのかは言葉によって語るこ

とができない」「（顔の部分部分を集めて犯人像を作るが）何故にそのように組み立てられ

るのかは、我々は語ることができない」「なにをしるしにそれを認知するのか､我々は全

く曖昧にしか述べることができない」などがそうである。そしてこの表現方法は、「記述

的科学ではいずれも、言葉によっては、あるいは絵によってさえも完全には表現すること
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のできない
．．．．．

(傍点筆者)」のである。また、特に重要であるのは、「絵に
．．

よって
．．．

さえも
．．．

」

（nor even by pictures）ということである。言葉では示すことができないが「絵」で

さえも表現が難しいということであり､逆に言えば、言葉や文字よりも絵の方が表現しや

すいということである。このことは､後述の事例の中でも取り上げている。 

③ そこでこの「暗黙知」の学習方法であるが、「外見が言葉では記述することができな

くても実習訓練
．．．．

(傍点筆者)によって教え伝えることができる」ということであり、「我々

が外見的特徴を人に教えることができるのは､教師が示そうとしていることに意味を生徒

がつかもうとして努力する知的協力が､生徒の側に期待できる限りにおいてである」とい

うことである。このことは、暗黙知の学習は､①言葉や文字よりも絵の方が視覚に訴え伝

わりやすいこと､②教わる側に意味をつかもうとする努力、言い換えればやる気が必要と

いうこと、③そして、指導者は教える事柄を差し示すことが必要であること、これは具体

的指導を意味していると考えてよい。言葉葉で伝えることの難しいものは、長い年月と実

習、それに学習者の意欲にかかっているということである。なお、ここでは指導者の意欲

には触れられていない。 

④ 暗黙知の学習は､学習者の意欲が求められるのであるが、このことについてポラニー

はゲシュタルト心理学の認知方法を彼なりに考究している。「ゲシュタルト心理学によれ

ば、対象の外見的特徴が認知されるのは、網膜や脳に刷り込まれた要素的な諸細目がたが

いにおのずと均衡のとれた状態に達することによると考えられている。しかし私はそれと

は反対に我々が知識を探求するときに経験を能動的に形成する活動の結果として成立す

る、と考えている。人間が知識を発見し、また発見した知識を真実であると認めるのは、

すべて経験をこのように能動的に形成、あるいは統合することによって可能となるのであ

る。この能動的形成、あるいは統合こそが、知識の成立にとって欠くことのできない偉大
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な暗黙知的な力である。」9 

その例として次のことを掲げている。「科学や芸術の分野での天才がもつ暗黙的な力に

見られるものである。そのつぎにやや地味な形式の発見と考えられる、名医の診断技術を

上げることができる。また、芸術であれスポーツであれ工芸であれ、技能を行う能力はい

ずれも、これと同じ部類に入ると考えられる。これらには、いわば知的に知ると同時に実

践的にも知ることの例が見られる。（中略）知識のこの二つの側面はたがいに類似した構

造を持ち、また、一方がなければ他方は存在することができない。つまり熟練を要する検

査と高度の観察とが堅く結合しているのである。そこで私は、『知る』という場合はいつ

も、それに実践的な知識と理論的な知識の両方を含めることにしたい。」10 

ここで彼のいう、「実践的な知識」とは暗黙知であり、「理論的な知識」は形式知であ

る。「知る」ということは、形式知と暗黙知の二つから成り立つ。これによれば、技能も

この両者から成り立ち、一方だけでは成立しないと考えられる。ただ技術と異なり､技能

は図面では表現できない筋肉活動と深く関わるからである。 

⑤ 彼によると、「知る」という行為は二つあることが分かった。一つは記述的知識であ

る「なんであるかを知る」（knowing what）ということであり、もう一つは実践的知識で

ある「いかにしてかを知る」(knowing how)かであり、我々には、この両者を結びつける

能力があるという。このことについて､心理学者によって行われた二つの実験を掲げてい

る。1949 年に行われた実験では､被験者に多数の無意味な綴りを見せ、ある特定の綴りの

際に電気ショックを与えたところ､意味の分からない綴りでもそのときにはショックを予

想するようになったという。つまり語ることのできない綴りでも､ある知識を有したとい

うことである。 

 もう一つは、ショックを与える単語を被験者が話したときにショックを与えたところ、

それを避けるようになったが、何故にそのようにするようになったのかは語ることができ

なかったというのである。ショックを生む原因よりもショックに意識が向いていたからで

ある。そこで、この二つの実験結果によって、彼はショックを生む原因は共に明確に語る

ことのできないまま、すなわち暗黙知のままになっているにもかかわらず､ショックを避

けるようになったことは、電気ショックに集中したことによると考えたのである。 

無意味な綴りも、電気ショックを起こす言葉もその限りにおいての知識であるため、暗

黙的なままになっていたことを意味している。彼は「暗黙知という行為においては､ある

物へと
．．

注目（attend to）するため、ほかのあるものから
．．

注目する（attend from）と表

現しよう。つまり、暗黙知関係の第一項から第二項へと注目するのである。この関係の第

一項が我々に対してより近くにあり、第二項が遠くにあることは､さまざまなかたちで明

らかにされるであろう。我々は第一項を近接的
．．．

、第二項を遠隔的
．．．

とよぶことができるだろ

う。そこで、我々が語ることができない知識をもつことというときは､それは近接的項目

についての知識を意味している。」11顔の例では、部分だけでは分からないが、全体の顔

は認知できるということである。「技能の場合にも同様に、ある技能を実行することのた

めに、我々はさまざまな筋肉活動の集合について我々が感知していることに依拠する。と

言おう。筋肉の個々の要素的な諸活動から
．．

、それらが諸活動に共通に奉仕している目標の

実現へと
．．

、注目するのである。したがってふつう我々は、これらの要素的な諸活動を明確
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に語ることができない。我々はこれを暗黙知の機能的構造
．．．．．

と呼ぶことができるだろう。」
12と述べている。ものづくりにおいて最終製品は分かっていても、個々の力をどのように

構成しているかを明確に言うことができないということである。であるから、繰り返して

学習する実習訓練が必要となるのである。 

⑥ さらに、このことから、暗黙知という行為の近接項を遠隔項の中に感知しているの

で、このことを「暗黙知の現象的構造」と定義している。この例として、洞窟を探検する

ときの探り杖や盲人が杖をつきながら歩くときの杖の使い方を掲げている。すなわち、杖

で物体をつついているとき、最初は意味をもたなかった手の感触は、次第に杖の先の感覚

へと変化していく。当初は意味をもたなかった手の感触が次第に慣れてくるにつれて、そ

こから離れた杖の先の意味のある衝撃と一体化していくのである。「技能を実行する場合

には、我々が個々の筋肉運動を感知するのは、我々の注意が向けられている作業との関連

においてである。」13彼はこのことを、「暗黙知の意味論的側面」と呼ぶことができる、と

している。 

この考え方によれば、技能者とは加工物との間には､自分自身の体や機械・工具が介在

して加工するのである。ショック綴りの第一項は手で機械や工具を使うその感触は探り杖

と同じ位置にあり．それが加工物と接触する衝撃は機械や工具を伝わるのである。手の感

触は加工物と機械や工具の衝撃と一体となる。未熟練の場合は、その感触が不明であり意

味を持たないが､次第に慣れてくるに従い意味を持つ感触になるのである．先に述べた

が、高度な精密加工技術は、この二つの衝撃が一体になるために 10 年以上がかかるとい

うことになる。それには､絶え間ない長期的実習訓練とそれを可能にする意欲が求められ

る。経営管理の観点からいうと、モチベーション施策が必要ということである. 

3-2 暗黙知を取り上げた先行研究 

ところで、暗黙知についてどのような先行研究があるのであろうか。本稿では、「わ

ざ」の伝承と企業経営における人材育成の二つの面から、取り上げておくことにする。 

3-2-1 日本の伝統芸能の学び方と暗黙知  

 この点についての暗黙知の研究には、生田久美子著『認知科学選書 14 わざから知

る』がある。本書は工場におけるものづくりの技ではなく､我が国の伝統芸能の学習と伝

承の観点からこの暗黙知を取り上げている。生田は「はしがき」で、「わざ」の問題は、

身体技能・技術の問題として取り上げられ、部外者には理解不能な神秘的プロセスである

として客観的な議論の対象としてこれまで取り上げられてこなかったように思えるとい

う。そこで、このような神秘的な学習方式を「教える」「学ぶ」プロセスとは区別して

「盗む」プロセスとして解釈し、「盗む」べきことは何なのか、それはどのようにして行

われるのかに焦点を当てて学習者の認知プロセスを明らかにしたいと述べている。 

 さて、本書では「わざの習得」では､義太夫や歌舞伎の伝承風景を取り上げ、その伝承

状況を詳しく分析している。本稿で取り上げている生産現場の技能伝承とは異なるが､暗

黙知の理解については先行研究である。生田は、伝承芸能の習得は､厳密なカリキュラム

があるわけではなく、師匠の動作を「聞いて覚える」「見て覚える」などの「模倣」が中

心であり、カリキュラムがないので、一つの作品の全体を学び、その後で全体の繰り返し

を学ぶのだという。その過程で「もう少し手を上に」「右足ではなく左足を」などの指示
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を受け､それを全て正しい動作だとして師匠を信頼し、その模倣に専心するのである。 

このことは、茶道でも同様であり､カリキュラムやテキストはないが、その前に茶道の

人として生きていくための心構えを学び､その後で､点前の反復練習がその習得の基本と

なる。学習者は､師匠の示すお手本、つまり「形」を見て覚え､そして、一応の点前がで

きるようになると､今度はその反復練習に入るのである。先の義太夫や歌舞伎の練習と同

じ学習方法を採っているのである。生田は､西洋の芸術であるピアノなどとは全く異なる

のであり、それは指の使い方など､順を追って教えていくので日本の伝統芸能とは基本的

に異なるというのである。確かに､ピアノは初心者からのテキストがあり、そこには弾き

方が細かく､順を追って示されている。それでも、ピアノストの音色は、鍵盤からハンマ

ーをたたく音が、その際に出るノイズと混じり合い、音色はピアニストによって異なり、

それがピアニストの技能と言われている14。このことは、カリキュラムがあっても、教え

ようとするピアニストによって音色が異なるということである。 

日本の伝統芸能の指導はほとんどが暗黙知の指導であり､西洋のそれは､暗黙知ができ

るだけ入らないように､テキストで記述されているのである。生田は「このように伝統的

な「『わざ』の習得における大きな特徴の一つは、各『わざ』に固有な『形』の模倣から

出発するという点にある。」15また、全体から入るので､段階的に細かく分けた指導方法が

なく、さらにカリキュラムなど記述化された教本がないため､評価ができないという。生

田は「模倣」と「非段階性」「評価の非透明性」を伝統芸能の指導方法の特色として捉え

ている16。 

最後に、「形」と「型」の違いを取り上げておく。生田は、このことについて次のよう

に述べている。「形」は伝統芸能の「各界に固有の技術の大兄が身体的動作に表されたも

のであり、手続きの連続として記述することができる。これに対して､『型』は先に『現

実感を持った人間として生存する基本』と考えたが、簡単に言うならば人間の生活のなか

で生じてくる『形』の意味と言ってもよいかもしれない。」17「形」とは、芸能の行為や

行動の一定のパターンであり､それに対して「型」は人間社会で生きていくための心構え

といった人間としてのあり方を示しているといえよう。 

生田は、次のように述べている。「彼らが究極的に目指すものは｢形｣の完璧な模倣では

なく、いわばそれを超えた『型』の習得にあると言わなければならない。では､『形』を

超えた『型』とは何なのか？従来の説明の仕方を見てみると､『それは精神を知ることで

ある』とか『心がなければ形は生きない』とか『当の芸術の真髄に触れることである』と

いうように､『精神』､『心』、『真髄』と言った極めて感性的なレベルでの表現による説

明が多かったように思える。」18として、これでは意味不明な面は免れないので『型』の

意味を解明したいというのである。そしてフランスの社会学者であるマルセル・モースの

「ハビトス」の研究に目を向ける。 

モースのハビトスは無意識な習慣とはことなる「学習者の社会的かつ理性的な働きを前

提とした身体技法として捉えたといってよいであろう。」19と解釈しており、「この『ハビ

トス』という概念こそ､実に『形』とは一線を分つ『型』の本質に根ざす概念であると言

えよう。」20ハビトスは､単なる反復練習で習得できるものではなく、社会的・文化的な影

響を受けるものであり、そして、このハビトスは模倣者が単に真似るだけではないのであ

る。 
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それは「そうした『形』の模倣は､『個々の模倣者に対して秩序立ち、権威のある､証

明された行為をなす者の威光を』を当の模倣者が認識していることが前提となっている点

である。」21指導者の社会的権威に対して追従するのではなく､学習者自身が模倣すること

を「善いもの」として能動的に主体的に同意して「形」を学ぶことである。 

このことを「威光模倣」「権威の認識」と述べており、この模倣によって『型』（ハビト

ス）が形成される。ただ、モースは、このようにして模倣した活動が自らの主体的な行動

になるかは語っていないというのであり、これでは真のわざの習得の認知プロセスは明ら

かにされない。生田は､このことから、ポラニーの｢暗黙知｣を援用する。 

すなわち、生田は「形」から｢型｣への移行は、目上の者や師匠の示す｢形｣を善い物と

して受け入れ､コミットしながら模倣するのであり、そこで、自らの行動に注意しながら

目上の者や師匠に注意を向けるのであるから､「次第にそこから注意を他のものに向けて

いく。」22という。このことは、ポラニーの「暗黙知という行為においては、あるものへ

と注目する(attend to)ため、ほかのあるものから注目する(attend from)と表現しよ

う。」23ということと同じである。 

わざは、ポラニーの言うように「筋肉の個々の要素的な諸活動からそれら諸活動が共通

に奉仕している目標の実現へと、注目するのである。したがって、ふつう我々は、これら

の要素的な諸活動を明確に語ることができない。」24のであり、これを「暗黙知の機能的

構造｣と呼んだのであった。ポラニーは洞窟の探検や盲人が使う探り杖の例で語っていた

ように、最初は杖の先が手に与える衝撃は意味をもたなかったが、次第に慣れてくるに従

いその感覚は杖の先端の感覚へと一体化していく、つまり意味を全くももたなかった感覚

が、意味のある感覚へと変化していくのである。生田の説では、目上の人や師匠の「形」

を善い物として模倣することが、次第に「型」になっていく過程である。 

しかし、このことは伝統芸能におけるわざの伝承であったが、では本稿でいう機械工作

における技能の伝承とどのように関わるかである。生田の説ではこのことは触れられてい

ないので論じることはできないが、しかし、機械工作においても指導者の「後ろ姿を見て

覚える」「技能を盗む」「後ろ姿を見て学ぶ」などはこれまでよく言われてきたことであっ

た。この点については、機械工作も伝統芸能の学習方法もほぼ同様であるということがで

きよう。以上をまとめれば以下のようになろう。 

① 伝統芸能は図面がなく、師匠のやり方を見て反復学習で覚えるしか方法がない、とい 

うこと。したがって、言葉や身振り手振りの行動で教えることになる。しかし、機械工作

では図面があり、それを見ることによって全体像を見ることができ、加工方法を知ること

ができる。伝統芸能は全体から入るが、機械工作では加工手順、加工条件があるため、そ

の順序はほぼ定まっている。 

② 学習方法は、「後ろ姿を見て覚える」「見て盗む」「後ろ姿を見て学ぶ」であり、この 

ことは両者とも同じである。ただ、モースのいうハビトスは、指導者の教えることを善い

物として受け身的に受け入れるのではなく、自ら主体的に受け入れるということであっ

た。学習者と指導者の人格性が確立されているのである。ハビトスは文化や社会状態の諸

特徴を示すという場合、日本の伝統芸能は両者の関係はそうとはいえないのではないかと

考える。日本の場合は集団主義的であり「個人」の確立が未成熟といわれるからである。

「茶道の世界での『わざ』は、技術としての『技』を習得することにその目的ではなく、
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『人と人でなり立つこの社会に生きていく世界のいろいろの心構え』を習得するためにそ

の目的があるという点について考える時、茶道では『わざ』を要素に分解し、それを組織

化していくという体系的な学習方法を採っていないということはうなずけよう。」25茶道

では師匠の全てを模倣する。この点はハビトスと異なる。 

機械工作では、伝統芸能とはやや異なる。今日では、可能な限り数字で教え、仕上げの

細かい段階では｢もうちょっと｣｢ハンドルを触るだけでよい｣というような暗黙知が出

る。技能の指導は曖昧な表現しか取れない場合がある。このような場合は、ある指導者は

学習者に対して「自分（指導者）を信じて従ってほしい」26という全面的な信頼感を期待

すると話している。 

3-2-2 労働における技能と知識からみた暗黙知 

この点についての研究には、猪木武徳の「知識と技能に関する一考察」(1993 年)があ

る。猪木は、後段においてポラニーの暗黙知に言及するため、アメリカの経済学者ハイエ

クのいう「自由の条件とは、すべての人々が自分の知識
．．

を自分の目的のために使うことが

でき、普遍的な適用可能性をもつ正しい行為の規則によってのみ制約を受けている状態で

ある」27ということを、ここでの議論の手がかりとしている。猪木によれば、それはハイ

エクは無視できないこととして、人間の知識や関心には限界があり、知識が｢悟り｣や

「言葉ができる｣以上のものを含んでいるということを取り上げ、このような立論から労

働における技能や知識に関するポラニーの暗黙知を論じている。 

さて、知識習得方法には二つの流れがあり、中世における唯名論と実在論から始まり、

歴史主義と進化主義、｢個別的｣歴史・統計的知識、「一般的｣理論的知識、さらに一般的

な知識－特殊な知識、法則定率的方法－個別事例研究的方法を取り上げて説明している

が、要はこれらの知識習得方法は、中世以来、長い歴史と伝統を経てきているというので

ある。 

このように述べた後、我々が五感によってみたり触ったりすることができるものは具体

的個物であるが、それを考え語る場合は一般的観念や言葉で伝えざるを得ないという。例

えば「私が触っているこの対象は機械であり、旋盤である｣を挙げ、それは個別的対象物

を肯定しているが、名辞的にはこの言葉が適用される対象物が多く存在することもいえ

る。このことは思惟と対象との間に距離が有り、人間の認識や言語表現が普遍概念で行わ

れる限りその妥当性は疑わしいものになるというのである。要は、人間は他者に伝えるこ

とができることと個人的なそうでないものとがある、ということである。ハイエクのいう

「知識」と符合する。 

続けて、猪木は、個別と普遍、実在と思惟の問題を現代科学の分野で明らかにしたのが

ポラニーであると述べ、ポラニーの「人間の知識についての再考するときの私の出発点

は、我々が語ることのできるより多くのことを知ることができる」を、まず引用する。そ

して、ポラニーの、人間は知人の顔を千、万人の中から区別することができるが、しか

し、どのようなに認知して区別するかは、全てを言葉では伝えることができないが、言葉

では伝えることが困難な事柄については、教わる側の知的努力が期待できる限りである、

というポラニーの見方を首肯している。 

このような知識分野は、ポラニーによれば、名医の診断技術、芸術、スポーツ、工芸、



技術教育学の探究 

第 24号 2021年 10月 

 

37 

 

技能を行う能力などであった。猪木は、この分野の中心的事例として、本論である「定義

できない知識」から成り立っている生産現場の技能者育成の OJT を取り上げるのである。

なぜなら、OJT は指導者が仕事を通じて指導する方法であるので、言葉で伝達可能な部分

は言葉で指導し、同時に言葉で伝えることができない部分、ポラニーのいう「定義できな

い知識」は学習者は指導者の言動をみて模倣し覚える、という二つの知識獲得方法から成

るからである。 

このうち、後者である｢定義できない知識｣が存在するからこそ、「現場の人間がもって

いる知識や技能を完全形で収集・管理し、適切に散布していくという仕事をマネジメント

（すなわち現場で実際に機械や道具、制御装置を使っていない
．．．

人）が遂行していくことは

できない。」28と延べ、この点が冒頭に取り上げたハイエクの唱える自由論、経済体制論

の要となる認識である、というのである。この考え方によれば、現場作業者は組織の末端

の構成員であるけれども、｢定義できない知識｣によって、自由を得ているということが

できる。つまり、暗黙知は、組織構成員を自由にする知識
．．．．．．．．．．．．．

(傍点筆者)でもある。 

猪木は、このハイエクの自由論を取り上げるとともに、それに先立つナイトの経営組織

の構成論から、この自由論を分析している。ナイトは 1916 年に博士論文でこのことを書

き上げたというが、その内容は、大企業のマネジメントにおいては企業所有者はまず、ト

ップ経営者を選び、次いで経営者は重役を選び、このようにして順次、意思決定は下がっ

ていくのであるが、この重役層の役割は、また企業を管理するための部下をいかに選ぶか

ということである。したがって、この説によると、経営意思決定はトップが自ら独自に行

うのではなく、彼から離れた下部の人たちが持っている情報によって行われるのである。

つまり、経営意思決定は、そのような情報を持つ人を選ぶことである。 

そこで、彼はナイトの次の言葉を取り上げている。「コントロールというのは、コント
．．．

ロールする者を選ぶ
．．．．．．．．．

ということにある。（中略）人が物を知るのはそれを知っている人の

知識によってである。」29なお、このことに筆者の私見を加えれば、これは権限はそれが受

け入れられたことによって成立するというバーナードの権限受容説とも符合するものと考える。

「もし、指示的伝達が受け入れられる場合、その権限は確定されるか成立する。」というからであ

る。30 

 そして、このナイトの説によれが、単純作業者にも当てはまるという。単純作業におい

ても、予期せぬ偶然性や不確実性もあり、これは新しい働きを生むことであり、このため

「機械加工における『段取り作業』と呼ばれるものがまさにこれにあたる。この段取り作

業は、自動化が職場に浸透しても確実に残る仕事であり、自動化の程度が高くなればなる

ほどこの段取り作業の難度も高まることがわかっている。」31しかし、そうではあるが、

材料の非均一性などによる問題等による非定型的な仕事に対処する作業者の能力自体は上

司は正確に判断することができるが、それができない問題についてはその上司に委ねるこ

とができる。そのため、その問題解決は、その問題に対する具体的知識ではなく、その問

題に対応するべき人間能力に関する知識であるので、結局は、意思決定を委譲できる主体

者を選ぶことであるというのである。 

 このように理解すれば、結局は、定義できないその問題を処理する者は、現場作業者で

ある。｢この種の知識や技術は『例示する』ことによる個人的接触を介する他は、きわめ
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て伝達が困難であるということ、それゆえ『現場の人間』が暗黙知として数多くのことを

身につけ知っているものの、その知識や技能を直接に監督者や計画者は管理することがで

きないということ、この点を認識することの重要性は強調してもしすぎることはない。｣
32この言葉は、暗黙知が存在する限り、現場作業者においても、権限委譲者に対する自由

が存在することになる。ハイエクのいう「各人が自分の目的のために自分の知識を使うこ

とができる」、ナイトのいう「コントロールというのは、コントロールする者を選ぶ
．．．．．．．．．．．．

」と

いうことと符合する。ものづくりの作業現場では、デジタル化が進んでも技能はなくなる

ことはない、ということであったが、このことを首肯すれば、意思決定情報は、技能者が

握っていると理解してもよい。現場作業者にも組織内自由が存在する。 

また後段において、マイクロエレクトロニクスの普及とそれによる生産技術の進歩が人

間労働の単純化と技能の消滅、というシナリオは、猪木自身が現場を見た限り、そうは成

らないし、技能の性質とも相容れない、むしろ多能工化現象が進展するというのが実情の

ようであると述べ、｢『定義できない知識』『暗黙知』が存在するかぎり（これが無くな

る世界がまさに経済学でいう完全情報という̏ never-never land˝なのだが）、機械による

人間労働の完全代替はあり得ない。非定常的な仕事は常に残り、高度の技能も常に必要と

される。」と結論している33。 

この論究は 1993 年であるので、既に 30 年が経過しようとしている。図表 1 でも述べた

が、｢主力製品の製造に当たって重要となる作業と 5 年後の見通し｣では 16 作業全てが

「今までどおり熟練は必要」という回答が 2020 年で 50％以上であったことに通じる。 

このことから、猪木の見通しは首肯できるところである。技術は常に進歩し、新しい製

品を常に生み出している。とすれば、ものづくりにおいては、最初から自動化するわけに

いかない。なぜならその前に試作があり、これは正に個別的生産であるので技能者の技能

による外はない。また、人間の作った高度な機械も完全でない限り、必ず故障もある。そ

れには修理や保全作業が不可欠であり、そのためには機械の仕組みを知らなければ修理は

できない。それも個別的ものづくりの範疇でもある。このことは、以下の事例にも出てく

る企業内学校設置の理由である。 

ただ、生田の説もそうであったが、猪木の説も本稿の展開に十分参考になることは言う

までもないが、製造業における現場作業に見られる暗黙知の指導方法に付いての言及はな

かったのである。 

 そのようなことから、暗黙知の多い技能の伝承について製造現場ではどのように行われ

ているかを、事例によって明らかにしていくことにする。 

 

4.技能者育成と技能伝承－株式会社ＴＥＫＮＩＡの事例を通して－ 

 

ここで取り上げる企業事例は、労働力不足のために自動化の必要性に迫られ、NC 工作

機械を導入したが、それが故障した際には修理することもできずブラックボックス化した

こと、また汎用機によって加工することもできず、そのことから、NC 工作機械などのデ

ジタル機械の導入には技能の習得が避けて通れなくなり、その対策として企業内学校を設

置し、技能者育成に取り組んだことを取り上げた。また、外国人技能実習生に技能を教え
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る場合には言葉が通じないので、テキストを作成し、指導をできるだけ数字（形式知）に

置き換えたこと、さらに説明が困難な場合は、ポラニーのいうように「言葉によっては、

あるいは絵によってさえも完全には表現することのできない｣ということから、言葉では

なく絵によっても教育訓練したことを述べている。 

4-1 会社概要   

同社は 1912 年設立、資本金 6500 万円、売上高 9 億１千万円、従業員数 160 名であり、

事業内容は、航空機・鉄道車輛・電気電子等の精密部品製造である。工場は本社（愛知県

名古屋市）を含めて 3 か所あり、海外ではタイに進出している。また、SDGS を目指すた

め、社内に「ものづくり産業教育研究会」を設け、高橋弘茂社長が委員長に就いて活動し

ている。愛知中小企業家同友会の有力会員でもある。 

図表 3 TEKNIA 経営理念等 

永久指針 

〔心技鍛錬〕ものづくりの技と心、その両方を鍛錬することで社員が成長すること 

ができます。 

       鍛錬の〝鍛〞は１０００日、〝練〞は１００００日を意味します。 

       長い時間をかけ、鍛えられたものが本物になっていくのです。 

〔経営理念〕私たちは、匠の技を駆使したものづくりを通じて、 

1． 社員の人間的成長と物心共の幸せの実現 

2． お客様の高い要求にお応えすること 

      それらを通じて、社会に貢献する技術集団を目指してまいります。 

〔品質方針〕Zero の品質＝絶対的な良品 

1. お客様の信頼を第一に、誠意を持って行動します。 

2. 基本を守り、常に改善意識を持ち、技術力、管理力、人間性の向上に

努めます。 

3. 徹底した品質管理の下、製品を作り込み、Zero の品質（絶対的な良

品）をお届けします。 

〔行動規範〕当社の行動規範は、若手リーダーたちの発案で作り上げられました。全部

で 7 項目、その一つ一つの思いを大切に日々活動しています。 

－．素直でいよう  －．楽しくいこう  －. 誇りを持とう 

       －．豊かな発想で日々実践しよう  ―．約束を守ろう 

       －．期待に応えよう  －．最後まで諦めずに希望を叶えよう 

（出典：TEKNIA Co.,Ltd.2020 年 9 月、5 ページ） 

  

図表 3 は、ものづくりの観点から同社の経営理念等を掲げたものである。特徴的なこと

は、ものづくりを通じて「技」と「心」を鍛錬し、社員の人間的成長・人間性の向上を 

目指そうとしていることである。 

4-2 テクニア カレッジの設置と技能者養成  

同社のものづくりの技能者養成は、2004 年に本社内に設立した企業内学校であるテク

ニア カレッジで行われている。以下、この学校を中心に述べることにする。 

さて、バブル景気の崩壊以降、多くの企業は海外に工場を移転させたが、そのため企業

内教育は弱体化した。その反面、機械の自動化は一層進展することになった。そこで、高

橋は、コンピュータ制御の最新鋭 NC 工作機械を導入すれば、それにデータを入力するだ

けで求める品質の製品を能率よく安価に仕上げることができ、かつ納期までに確実に生産



ニッチ企業における技能者育成と技能伝承－テクニアカレッジを事例として－ 

三宅章介 横山悦生 

 

40 

 

できると考えたのである。したがって、熟練者を育成する必要性もなく、新規顧客を獲得

できるという思いに至った。 

 NC 工作機械は、図面どおりにデータを入力すればプログラムも自動的に作成され運転

が可能になる。これは工作機械メーカーの編集を受けることによって、問題が生じなけれ

ば運転は可能である。ところが、ある時、機械が何かの原因でストップした。NC 工作機

械は外から見ると蓋のある単なる「箱」であり、作業者は「機械の中でどのような作業

が、どのような順序で行われているのか」「何が起こってストップしたのか」「なぜそのバ

イトで切削し、どのような切削油を使っているのか」「なぜこの回転数になっているの

か」「どのような切り粉が出ているのか」などが全く分かっていなかった34。正にブラッ

クボックスであった。マニュアルの指示どおりに、加工順序や条件を設定するからであ

る。当然、工作機械メーカーを呼ぶのでその修理に時間は掛かる、他の機械、例えば汎用

機によって代替しようとしても、その訓練が行われていないからその加工ができない、納

期は遅れる、仕掛品は不良品になる、など大きな問題が生じることとなった。技能者不在

の NC 工作機械の導入は、何よりも顧客に対する納期や信用問題を発生させるということ

になった。 

このことを契機に高橋は、「現場で生産に追われているこれからの職人さんたちに、真

のものづくりの楽しさを肌で感じてもらいたい」という考えに至り、2004 年に本社工場

内の一角に技能者育成のための研修機関であるテクニア カレッジを開設したのである。

テクニア カレッジ目的には、「カレッジの案内－テクニア カレッジ全国展開－)」に

は次のような目的が記載されている35。「創業 100 周年を迎える同社が培ってきた技能を

手作りで実習書にまとめ、同社の熟練技能者が指導者となり、座学及び汎用旋盤など実機

による実習形式で『自分の腕でものづくりができる喜びや楽しみ』の体得を提供する。技

能者（熟練職人）として社会で活躍する人材を育成し、技能の伝承をすることで、日本の

ものづくりの発展に寄与することを目指している。」 

そして、テクニア式の技能伝承については、次のようなことが書かれている。「『ものづ

くりの楽しさを肌で感じること』が『探究心』へと昇華していくことにより、『自分で考

え想像して実績を積む』。それはやがて『腕を磨き』、『より高品質で精密な仕事を行うこ

とができる』『大きな自信』へと繋がっていく。この『この職人魂の根っこを磨く心技の

成長を鍛錬する』道場として、テクニア カレッジが生まれる背景にもなった。」このこ

とは、2007 年 6 月に NHK「ビジネス未来人-ものづくりは基礎から学べ」でも放映された

のである。職人の技能習得のみならず、職人の心の育成も目的としている。 

当初はベテラン技能者 3 人が指導者となり、休日の土曜日に基礎技能を教えることにし

た。休日にした理由は、仕事から解放されて自由に学ぶことができるためである。当初は

指導者も学習者である若手従業員（工高卒業者は少ない）も手を挙げないと思われたが、

しかし、指導者と若手のほとんどが参加することになった。   

若手に力が付けば指導者も自然と指導に力が入る。若手も技術・技能が次第に身に付

き、NC 工作機械の操作・修理・調整ができ、更に数台の機械も同時に運転できるように

なった。受注先も当初の 10 社から 50 社まで増え、売上高も倍増することになったのであ

る。 

あいち技能マイスター第 1 号でもあり、指導者の一人である宇佐見 勝は、図面の見方
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や刃物の選択、ボール盤、旋盤、フライス盤の工作まで指導しており、同時にマシニング

センターのスペシャリストでもある。その彼が入社当時に受けた指導は「背中を見て覚え

ろ」であったという(注：このような指導法は、極めて曖昧な指導法にならざるを得ない。

同社ではないがその取引先企業の事例を参考までに注に記しておく。)36。現在では、その経

験を基に、若手の指導法について次のように語っている。「マシニングセンターのプログ

ラムを打つこと自体はさほど難しくはない。大事なのは、モノを削る順番をうまく考え、

機械をどう生かすかだ。例えば、加工物の形状が丸物か角物かでマシンニングセンターを

使う順番が変わる。加工物をどこから削り出すかで形状がどう変化するかを見通さなけれ

ばならない。」（中部経済新聞、2014 年 7 月 16 日）。 

この言葉は、いかにデジタル化が進もうが、その工作機械を使う場合は、加工順序、加

工条件等を十分知っておかなければそれを使いこなすことができないということである。

そのため、彼はヒヤリング（2021 年 7 月）において「NC 工作機械でものづくりを行う原

点は汎用機である。汎用機でものづくりを行った経験・知識をベースにそれを NC 工作機

械に応用してそれを運転した方がよい。汎用機は NC 工作機械のようにカバーである蓋が

なく切れ粉の出方・その形状・切削中の音・振動などが直接手に伝わる、あるいは目で確

認できるからである。」と語っている。機械加工における暗黙知は、明確な言語表現がで

きないので、加工中に生じる多くの情報、例えば切り粉の形状・切削時の煙・温度などに

よって現状を判断する必要があるといってもよい。そのためには、指導者は学習者に付き

添い、ポラニーのいう「事物を指し示す」(直示的定義)ことが必要である。 

さらに彼に伺ったことによると、入社した当時はやはり「背中を見て覚えろ」であった 

という。この理由は、自分だけの工夫によって習得するのが技能だ、技術はレシピに書け

るが技能は書けない。そこで盗まれたくないという気持ちが無口になり、「背中を見て覚

えろ」という指導方法になったということである。また、技能者は不器用でしゃべり方が

下手だからそうなりやすい。37しかし、今日では、それでは若年技能者に通じなくなって

きた。 

2004 年の設立以降、社内の人材育成のみならず社外の研修生も受け入れることにし

た。しかしそれでは外部に技術や機密事項が漏れるといった懸念がある。これは研修生の

派遣企業にとっても同じである。しかし高橋は「日本のものづくりは、世界に類を見ない

優れた現場力を誇っている．それは職人の存在なくしてあり得ない」「これからの若い人

たちにものづくりの楽しさを伝えたい。そして、他社とのノウハウを共有することでレベ

ルの高い競争力がつく」と判断したのである。ニッチ企業のニッチ戦略である。さらに、

外国人技能研修性も受け入れることにした。彼らに対する技能指導は、言葉が違うことに

加え、これまでのような技能指導に用いてきた曖昧な言葉では理解できないという事情が

あった。そのため、カレッジ開設以来、可能な限り絵と数字で教えることにしている、と

いうことであった。そのことを記載したテキスト(図表 4)作成も、その一環である。 

機械工作で最初に必要な能力は、図面が読めるということである。特に、技能実習生は

初心者であり、また外国人でもあるため言葉も通じにくく、当然、機械図面である三角法

が分からなかった。しかも研修期間は限られている。そこで、可能な限り、その図面を見

取り図として描き、数字を入れて指導したということであった。機械を使用しながら「事

物を指し示す方法」によって指導するようにした。このような方法は「背中を見て覚え
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ろ」ではなく、指導者と研修生の双方向のコミュニケーションを取ることを意味する。先

にも述べたとおりである。加工しながら測定し、所定の寸法に近づけるようにする。言葉

と実習を同時にすることによって理解が促進され早期に技能を習得することになる。そし

て、図面どおりの寸法が出てくると作る喜びも生まれる。 

宇佐見氏の数字による指導方法と、数字での指導が難しい場合の指導方法を以下にまと

めておく。 

① 数字を用いる指導法：テキストにもあるように、加工段階で素材から仕上げまでの削

り代に対し、刃物の切込み量から何回切り込みすればよいか・寸法公差に仕上げるとき、

粗加工寸法を幾らにするか・仕上げ代を幾らにするか、などを数字で示すのであるが、こ

れを指導者がせず実習生に計算させるようにしている。さらに、切粉の状態・切削中の

音・切削中の振動から、送りを 0.05 ミリ上げたり下げたりするようにしている。 

② 数字で示すことが難しい場合の指導法：この場合の言葉は曖昧になるため、その曖昧

さを可能な限り少なくするようにしている。例えば、「旋盤のチャックにおける素材の締

め付ける力は数値では示すことができない。そこで、『もう少し強く、弱く』と言ってや

ってみせ、やらせて確認する」「バイスでは目がバイスを使うのでその締め付け力はメモ

リで教える」「卓上や直立ボール盤では、回転数は切削条件から計算してドリルを回すこ

とができるがドリルの送りは手作業になる。そのため切れ粉の形状でもう少しゆっくり、

もう少し早く、というように言葉で伝えている」ということである。 

 このような話は次第に評価され、同業他社の社員を一層受け入れることにした。現在で

は、訓練内容は、①図面を読む、②加工物・材質の違いによる刃物の選択、③ノギスやマ

イクロメター等測定具の取扱い、④旋盤・フライス盤・ボール盤等の実習などを 8 日間で

学び、費用は 12万円である。開設以降 14年目（2018年）で受講者は 600名以上になる。 

テキストは、独自に作成した旋盤、フライス盤、ボール盤、検査など 8 種類を用いてい

る。カレッジには基礎コースから始まり、その後に学ぶことができる基礎コースⅡ、応用

コースの 3コースがある。ここでは、『TEKNIA-技能伝承のためのステージ〈テクニアカレ

ッジ〉』にある「ゼロから学ぶ職人の技」にある基礎コースの課程を紹介しておく。 

まず、機械操作の立ち位置という安全面に関する基礎知識から系統的に、可能な限り数

字（形式知）によって OffJT と OJT で指導している。8 日間 48 時間の基礎コースは、次

のような内容となっている。38 

STEP1 図面の見方（6 時間）・・・「何を作るのかを」理解することが目的。座学研

修が中心。「何をどのように作るのか」が三角法

の図面を見て分かるようにする。テキストやプ

ロジェクターを使用する。随時テストを実施。 

STEP2 刃物の知識（6 時間）・・・最適な道具の選択。加工物の形状を見て刃物の選

択ができるようにする。また図面を見ながらど 

の刃物が適正化を見極める能力の育成。テキス 

トを使用する。直接、加工工具に触れる。 

STEP3 測定の方法（6 時間）・・・製品品質維持に欠かせない技術である。測定内容

に応じた適正な測定具との選択と測定技能を実

習を通して習得する。一人一人に対して丁寧な
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指導をする。指導者との密なコミュニケーショ

ンを通じての知識・技術の習得を目指す。 

STEP4 専門技能 1 (6 時間）・・・ ボール盤技術。最も基本的な加工技能である。リ 

ーマ加工、タップ加工も行う。ボール盤の種類

を学ぶ（直立ボール盤、 多軸ボール盤など）  

STEP5 専門技能 2（12時間）・・・旋盤技術。数ある切削加工の中でも代表的な技能

である。丸削り、中ぐり、突き切り、正面削

り、ねじ切り、などの加工法を学ぶ。 

STEP6 専門技能 3(12 時間）・・・フライス工具を使用して加工物の面加工を行う切

除加工技術を習得する。フライス盤の種類を学

ぶ（横フライス盤、縦フライス盤）。取り付ける

工具の種類によって平面削り、溝削り、正面削

りなどがあることを学ぶ。 

図表 4 は、テクニア カレッジの自社製のテキストの写真である。因みに、「旋盤」の

テキストでは、次のような内容になっている。まず「作業の安全や各部の名称」から始

まり、「可能な加工方法」「安全」「旋盤各部の名称」「往復台・横送り台の操作」「チャッ

クのつけ・はずし」バイトの取り付け」「センタ穴あけ」「リーマ通し」「タップによるネ

ジ切り」を説明し、続いて「各種旋盤の種類と各部の説明」「切削の基礎用語(主軸回転

数、切削速度の計算式及び切削工具)」「送り、切り込み」「各種工具によるノーズ R(半

径)選び方」「旋盤加工計算式」などを、絵と写真によって分かりやすく説明している。 

加工の指導では、公

差を出すことができる

まで練習し、これがで

きると、工程・手順を

教えることになるが、

これが難しいという。

なぜなら、材質によっ

ても異なるからであ

る。 39例えばアルミと

鉄など、また同じ S45C

でも資材販売店の取扱

製品によっても材質が

異なるという理由によ

る。このようなことは

図面では書かれていないので、加工手順、どのようなバイトを使うか、材料とバイトに合

った切削油は何を使うか、送りはどの程度かなど、加工条件は経験で学ぶ外はないとのこ

とである。このコースでは、基礎から指導者が受講者に寄り添いながら、基礎から丁寧に

指導していることがうかがえる。このような指導方法を定めたことにより、現在では、児

童養護施設と福祉施設を出た青少年を技能者に育て、社会に送り出す準備も進めている。 

 

図表4　テクニアカレッジのテキスト
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5 まとめ 

 

 最後に、今日、ものづくりが抱えている問題や課題、暗黙知とものづくり現場での技能

者育成、及び二つの先行研究によって得られた知見を参考にしながら、テクニアの事例を

まとめて、本稿の結論に代えることにする。 

①  現在、サービス経済化の進展とともに製造業の名目 GDP や事業所数、就業者数等が 

減少傾向を示している。ところが、一人当たり名目労働生産性は他の業種に比較して大変

高い。波及効果も高い。我が国は今後とも製造業によって、経済を成り立たせていかなく

てはならない。そこで、テクニアの事例からどう考えるかであるが、同社のような高度な

技術・技能を持つ中小企業はニッチ企業として位置付けてよいのではないか。これからの

中小企業の一つの生き方として考えてもよい。 

受注製品は精密であるため加工は難しく、工程能力に余裕がない場合はそれを外注化す

る必要に迫られてくる．その場合、外注先がなければ、受注することができなくなるので

ある。このように考えれば、高橋の言うように他企業の技術や技能の支援は、企業戦略

上、意義のあることといえよう。それは同社の生き残り戦略でもある。 

② 生田の日本芸能の最終目的は、言葉では表現が困難な動作・所作であるので、その 

「形」の反復学習を通しての芸人としての精神性、心を持つ生き方としての「型」の習得

であった。例えば、茶道であれば「茶人」であるが、このことを参考にすれば、同社の技

能者育成の目的、言い換えれば「型」は、ものづくりの「形」の訓練を通して、ものづく

りに喜びを感ずる「ものづくり職人」を目指すものであったと考えられる。高橋が再三述

べているところである。後述するが、伝統芸能と比べて、ものづくりの学び方は全体的で

はなく段階的であり、暗黙知も可能な限り数値化しようとしている 

ただ、注 36 で取り上げたが、例えば、木工職人の仕事は暗黙知が多く、彼らは黙々と仕事を

するため、日ごろからコミュニケーションを取らなければ何を考えているのか分からない、という

ようなイメージが職人の「型」すなわち「心構え」を形成するなら、これでは技能の指導は難しい。

今後は、ものづくりを支える指導者として、どのような指導者像がよいか、指導者の「型」を自ら

考え形成できる「職人」が求められると言ってもよい。 

③ 各種データで見ると、ものづくり現場ではデジタル化が進行しているが、同時に今 

日でも技能の必要性は明らかであった。調査結果でもそうであるし、NC 工作機械の運転

には不可欠であるし、猪木のほぼ 30 年前の研究は今でも十分生きている。 

ところが、技能者の育成と技能伝承は、マニュアルの整備、OJT などの研修の充実化な

どがあるが、十分に機能していないことも明らかであった。それは、言うまでもなく暗黙

知多く言葉が曖昧になり、伝達が難しいからである。そのため、技能者の育成には長い年

月が掛かり、学習者も指導者もそれに対応した長期的なモチベーションが求められるので

ある。これは人事管理の問題でもある。やる気の起こす人事管理がなければ、技能者の育

成と技能伝承は難しいことを示している。 

④ 「背中を見て覚える」「後ろ姿を見て学ぶ」「技能は盗め」などは、このことを反映し 

た指導法であるが、この方法においては、技能全体を暗黙知と考え無言の指導をしている

のである。注 35 に示したように、上からの権威による曖昧な指導になることが多い。マ

イケル・ポラニーの言葉によると、「知る」ということは形式知と暗黙知の双方によって
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成立するのであり、これは技能も同じであった。このことを大事にするには、この双方を

言葉と行動で同時並行によって指導することが求められる。 

このように考えると、形式知指導もあるのであるが、それを暗黙知だけと考え、言葉の

ない指導に頼っていたのである。指導者からいえば、「技能は盗め」でなければ自らの立

場がなくなるからである。これでは、マイケル・ポラニーの「知る」についての、形式知

まで指導していないということになる。伝統的指導方法は、技能をすべて暗黙知と考え、

日本的な「以心伝心」の指導であったといってもよい。これでは技能は伝達されにくい。

時間も掛かり、何よりも根気や意欲が必要となる。 

我が国では、科学的な「教え方」は開発されなかった。アメリカでは TWI があり、その

中に JI（仕事の教え方）があった。また、TTT もあった。以心伝心が通じない社会である

から、教育理論を援用したこのような方法が、アメリカでは早くから生まれたと考えても

よい。訓練や教育における指導方法は、文化を反映している。 

⑤ 人手不足や技能伝承の解決策の一つが、デジタル技術の導入である。しかし、テクニ

アの事例が示すように、高度な NC 工作機械を導入しても、技能が分からなければ運転す

ることが困難ということであった。運転中に不具合が出ると、どうしてよいか分からず、

高度な機械も単なる「箱」でありブラックボックスになった。そこで、テクニアでは、

NC 工作機械などデジタル技術の導入には、技能者育成がまず求められるということに気

付き、2004 年に社内に研修施設であるテクニア カレッジを設立したのである。 

この施設では、技能を教えるため、基礎から体系的に指導するようにした。またこのこ

とが重要であるが、我が国には外国から技能実習生が多数来ており、このカレッジにも他

社からの研修生に混じって研修に来ており、彼らにいかに技能を教えるかは、今日の若者

と同じように、曖昧な言葉では（つまり、以心伝心）は通じないということであった。そ

のことから、2004 年の設立時から、彼らの指導に当たっては、基礎を大事にしながら、

体系的に、可能な限り数字で指導し、それが難しい場合には絵で指導することにしたので

ある。しかし、仕上げ段階ではミクロン台の精密加工になるため、ハンドル操作など表現

方法が極めて難しかった。そのため、指導者と研修生は一体となって技能訓練を行うこと

にした。これは、コーチングの仕方でもある。 

このことは、技能・技術の進んだドイツや北欧の場合と同じであろう。外国人移住者が

多数おり、彼らにものづくりを教えるには、曖昧な言葉では通じないと考えられるからで

ある。また、先述した「背中を見て覚えろ」「後ろ姿を見て学ぶ」「技能は盗め」などの暗

黙知の指導ないし同様な言葉は、欧米でも存在するのかどうかも調査をしてみたいと考え

ている。今後の課題と考える。 

⑥（株）テクニアは産業分類から言えば、中小企業である。ところが、同社は航空機部品

などミクロン台の高度な精密部品を製作する企業であり、そのため独自の技術・技能を持

っている。高橋は、これからの若い人にものづくりの楽しさを味わってほしいとの気持ち

から、テクニア カレッジを設置し、同時に他社の技能者育成も受け入れることにしたの

である。 

確かに、高橋にはそのような思いがあると考える。同社は高度な技術・技能を持ち、精

密部品を製造している。その分野は狭い、言い換えればニッチ分野である。したがって、

自社の製品だけでは完結せず、他社の製品をもって組み立てれば市場が広くなるのであ
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る。しかし、そのような高度な技術・技能を持つ中小事業所がなければ、自社の発展も成

り立たないことになる。そのため、テクニア カレッジを通じて他社の技能者を育成しよ

うとしたとも理解できる。技能者の育成を通じて、他社と協同し共存するニッチ企業の戦

略ともいえる。 

⑦最後に、ものづくりの技能者の育成と技能の伝承には、何はともあれ、技能者自身が誇

りを持ってその業務に従事するということが求められる。本稿の冒頭で鋳物工場の新聞記

事の引用をしておいたが、職場環境が良くなければ働く気持ちにはならないし、まして、

長期間かかる技能者育成にはこの改善に取り組まなければならい。製造業が取り組んでい

る 5S 活動などは、この一環であろう。 

 それから、猪木が経営組織は意思決定のヒエラルキーによって構築されるというナイト

の説を取り上げ、「コントロールというのは、コントロールするものを選ぶということに

ある。そして経営における判断とは、主として人についての判断である。」「ナイトが、

『人が物を知るのはそれを知っている人の知識によってである』というのは、経済活動の

フロントでの『定義できない知識』をマネジャーが直接知ることはできないから、間接的

にしか現場の知識をコントロールできない、ということを意味している。」40 

したがって猪木は、「『現場の人間』が暗黙知として数多くのことを身につけ知っている

ものの、その知識や技能を直接に監督者や計画者管理することができないこと、この点を

認識することの重要性は強調してもしすぎることはない。」41という。 

 このことをどう理解すればよいかである。ものづくりを担う者は現場作業者であり、彼

らは組織のヒエラルキーでいえば、一番下に属する。しかし、彼らの仕事は暗黙知の多い

仕事であり、猪木のいうナイトの説によれば、正に、彼らに指示命令する管理者を逆に

「選ばれるけれども選んでいる」という組織構造になる。このことは注 29 でも取り上げ

たが、バーナードの言う、命令者の命令が受け入れられたときにその権限が成立するとい

う権限移譲説に符合する。ものづくりにおける人的資源管理はこのことを十分理解してお

くことが必要であろう。 

そこに、ポラニーのいう暗黙知の習得方法である「長期的実習訓練」が機能することに

なる。 

以上 

 

1 内野達郎著『戦後日本経済史』講談社学術文庫、昭和 53 年 12 月 10 日、第 1 刷発行、24 ページ 

2 J.アベグレン著、占部都美監訳『日本の経営』ダイヤモンド社、昭和 38 年 3 月 15 日、15 版発行、5

ページ。James C.Abegglen,The Japanese Factory-Aspects of Its Social Organization-,The 
free Press,1958,p.2 

3 この記事では、同社長は斬新な工場を建てたと述べているが､その理由は「『鋳物職人の地位を取り戻した

い』との思いからだ。」と述べている。また、この記事では斬新な工場を建て替えたとあるがこれは従業員が『誇

り』を持って働くためでもあると述べている。後述するが、技能の育成は､このことが極めて重要である。  
4 「ものづくりの工程・活動におけるデジタル技術の活用状況」では、「デジタル技術を活用している企

業」において大企業 60.8％、中小企業 48.5％である。『2020 年版ものづくり白書』147 ページ 
5 暗黙知の多い機械工作の技能の習得には、長い年月がかかる。「多品種少量生産であり、かつミクロン台の

精密加工を要求される熱田起業のような企業においては『10 年かかってもなかなか一人前にはなれない』（中

嶋正行社長）という高度な技能が必要である。」これは名古屋市内の企業事例である。同社のような精密加工

の進んだ企業ほど設備のデジタル化や NC 工作機械の導入が求められるが、しかし、その運転には加工工程



技術教育学の探究 

第 24号 2021年 10月 

 

47 

 

 

や加工条件等の情報の入力が必要であるので技能者の育成が不可欠である。本稿の事例でも取り上げている

とおりである。三宅章介稿「技術・技能の伝承と人材育成」､共著『経営専門職入門－幸福をもたらすビジネス

デザインとは－』日科技連、2021 年 3 月 28 日、第 1 刷発行、147 ページ 
6 マイケル・ポラニー著『暗黙知の次元－言語から非言語へ－』紀伊国屋書店、1998 年 7 月 20 日、第

21 刷発行、15 ページ。Michael Polanyi,The Tacit Dimension,Routledge & Kegan Paul Led.,Lon-
don,1966,p.4, 
7 『同上書』16～17 ページ。Ibid.,p.5 

8 『同上書』17 ページ。Ibid.,p.5。言葉によってさえ語ることができないということであるが、言葉でのコミュニ

ケーションは､多くを占めないないとも言われている。「社会心理学の研究結果によれば、人から人への伝達で

言語の占める役割は 5～7％にすぎないという。残りの 90％以上は､言語の意味的内容以外のもので伝わる

ということになる。そのうち、約 40％は順言語と言われるもの、つまりことばの発声に伴うアクセント、声の高

さ、間の取り方などが占めている。したがって、全体の約 55％は､言語以外の表現、すなわち、非言語的表現に

よっているということになる。」この割合は､文化や地域、｢性別や年齢、伝達内容によって異なるという。このこ

とを敷衍すれば､技能の指導などに見られる仕事上の言葉もこれに含まれると考えてよい。長谷川 浩編集『系

統看護学講座 基礎分野 人間関係論』医学書院、2013 年 2 月 1 日発行、第 2 版第 14 刷、54 ページ 

9 マイケル・ポラニー著『同上書』18 ページ。Michael Polanyi,op.cit.,p.６ 

10 『同上書』18～19 ページ。Ibid.,pp.６－7 

11 『同上書』24 ページ。Ibid.,pp.10 

12  『同上書』24～25 ページ。Ibid.,pp.10 

13 『同上書』25 ページ。Ibid.,pp.13 

14 猪木武徳稿「経済と暗黙知－知識と技能に関する一考察－」、伊丹敬之・加護野忠男・伊藤元重編『日本の

企業システム③人的資源』有斐閣、1999 年 11 月 30 日、初版第 10 刷発行委、110～111 ページ。初版は

1993 年である。なお、猪木のこの論文は、『季刊現代経済』（1985 年、第 61 号春）で発表されたものを加筆

修正したものである。 

15 生田久美子著『（認知科学選書 14）わざから知る』東京大学出版会、1987 年 9 月 25 日､初版、13 ペー

ジ 

16 『同上書』21 ページ 

17 『同上書』23 ページ 
18 『同上書』24 ページ 

19 『同上書』26 ページ 

20 『同上書』26 ページ 

21 『同上書』28 ページ 

22 生田久美子著『前掲書』30 ページ 

23 マイケル・ポラニー著『前掲書』24 ページ 

24 『同上書』24～25 ページ 

25 生田久美子著『前掲書』14 ページ 

26 三宅章介稿「ものづくり現場の技能伝承と人材育成－ニッチ企業の事例から学ぶ－」『企業と人材』、産労総

合研究所、2021 年 11 月号（第 54 巻第 1105 号）、39 ページ 

27 猪木稿「前掲書」104 ページ 

28 『同上書』113 ページ 

29 『同上書』114 ページ。 

30 Chester I.Barnard,The Functions of The Executive,Harvard University 

Press,1938,p.163。バーナードは、この著作によって、近代管理論の嚆矢といわれている。なお、本書は、  

 



ニッチ企業における技能者育成と技能伝承－テクニアカレッジを事例として－ 

三宅章介 横山悦生 

 

48 

 

 

 

山本安次郎・田杉 競・飯野春木訳『新薬経営者の役割』ダイヤモンド社、2008 年 6 月 18 非新訳第 58 刷

発行、として出版されているが、上記の箇所にある「authority」を「権威」（邦訳 171 ページ）と訳している。こ

れは｢権限｣と訳した方がよいので、本稿の原書の引用文では｢権限｣と訳しておいた。  

31 猪木稿『前掲書』115 ページ 

32 『同上書』117 ページ 

33 『同上書』122 ページ  

34 近年、NC 工作機械が普及し、技術と技能が分かれて技能の分からない技術者が増えてきたともい

う。これは逆のことも言える。技術と技能を知らなければ、高度な工作機械が使えなくなる。 
35 『テクニアカレッジ 全国展開』における「技能伝承」 

36 名古屋市に所在する宇宙航空機用精密部品製造を製作する熱田起業株式会社工場長西川篤志（あいち

の名工）も、20 年ほど前の入社当時は「背中を見て覚えろ」であったと話している。例えば、「旋盤作

業で若手がベテランにどうしてよいか教えてほしいと言って来たとき、当の本人は回転数・送りなどの

デジタル的情報(形式知)を期待しているのであるが、次のような経緯や会話になりやすかったという。

①その旋盤でもう一度、やらせてみる、②「では見ておれ」といって実際にやって見せ、「こんな感じ

でやればよい」と言う、③若手は「見ただけでは分からない」と応える、④これだけ教えているのに、

君は技能のセンスがないよ、学ぶ意欲あるのかと話す、である。若手同士も競争相手であり、教え合う

ことも余りなく、そのため同僚の作業を横目で見たり、自ら試行錯誤しながら習得することが多かった

のである。 

このような事情に加え、指導者は 40 歳を超えており、かつ 20 歳前後の若手とは 20 年のギャップがあ

り、コミュニケーションが取りづらかったことも挙げられる。技能の指導には、指導者にカリスマ性が

必要であるという意見があるのもこのようなことによる。そこで、西川氏は、旧来的な指導法を改める

ため、現在では次のように工夫しているのである。①加工の基本知識では、工作物やその材料に合わせ

て加工順序・送り・回転数などを数字で伝える。バイトの選択・切削油等はなぜそれを使うのかを説明

する。②粗削りと仕上げ作業の加工は異なる。荒削りの場合は数字で示しやすいが、仕上げはミクロン

単位の精度であるので、操作の動きが分からない。この場合は、並んで切粉の状態、切削時のにおい、

切削油温度、気温などの状況を共有しながらきめ細かく指導する。③基本動作では、安全作業を第一に

するため機械の操作位置・動作などを教える。安全作業は動作のムダがなくなり洗練され、誰が見ても

安心できる動きである。④成功例と失敗例を挙げて教える。成功例では、この仕方がうまくいくといっ

て、具体的方法を伝える。失敗例では、この回転数とこの材質では刃物が摩耗する、チッピングを起こ

すなどを具体的に教えるが、可能ならこの失敗例を再現してみるのもよい。 

今日では、インターネットやユーチュウブなどで加工条件を学ぶことができるが、加工物をよく理解

し機械に即した加工を自ら考えることが大事だと話している。正に、やる気が求められているのであ

る。昔の職人さんはハングリー精神を持ち働く意識が高い人が多かったが、現在の若者は欲のない人が

多い。この経験から西川氏は、ものづくりには意識教育・技能教育・知識教育があり、その割合は、以

前はそれぞれ 0.5：8：1.5 程度であったが、今では 5：3：2 程度が良いと考え、それを実行していると

話している。」三宅章介稿「ものづくり現場の技能伝承と人材育成－ニッチ企業の事例から学ぶ－」『企業と

人材』産労総合研究所、2021 年 11 月号（第 54 巻第 1105 号）、35 ページから転用した。 

 



技術教育学の探究 

第 24号 2021年 10月 

 

49 

 

 

37 このことは、木工会社でも同じようである。「木工職人の仕事は暗黙知が多く、彼らは黙々と仕事をするので

あり、日ごろからコミュニケーションを取らなければ彼らは何を考えているのか分からなかった。三宅稿「同上

稿」37 ページ 
38機械工作上の 基礎知識における「基礎」とは、安全面に関わること、図面が読めることである。前者は、保護

メガネの着用、だぶだぶのズボンははかない、切れ粉は前後に飛ぶので機械に対する立ち位置は旋盤もフライ

ス盤もハンドル操作上もあり、向って 45 度である。ボール盤は切れ粉に巻き込まれやすく一番危険であるとい

う。また、NC 工作機械は「箱」であるから安全性は高いが、汎用機はそうでないので危険性が高い。後者は、

図面が読めなければ作業ができないことによる。また、ものづくりが楽しくでき、達成感を味わうようにすること

も指導上の基本的なことだという。やらされているでは楽しくなくなるからである。これらのことは、テキストの冒

頭にイラストを用いて掲げてある。 
39 このことは木工でも同様であり、同じ杉でも、木そのものや地域によって材質に差があるという。さ

らに節目や年輪があり、加工条件が異なる。したがって、木工作業おいても、このことは言葉で示すこ

とが難しく、結局は様々な経験をしなければならないという。三宅章介稿「ものづくり現場の技能伝承と

人材育成－ニッチ企業の事例から学ぶ－」『企業と人材』産労総合研究所、2021 年 11 月号（第 54 巻第

1105 号）、36 ページ 
40 猪木武徳稿「前掲稿」114 ページ 

41 「同掲稿」117 ページ 

 




