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鈴鹿電気通信学園における訓練の変遷 
―訓練課長が残した記録の分析から― 

加藤敬之    

概要： 
本稿は，戦後の電気通信事業において長年の課題であった電話開設の積滞率の解消と，全国自動即時

化の二大目標を達成するために，鈴鹿電気通信学園で，どのような訓練の変遷があったのかを，訓練政

策の中心であった訓練課長の言説を通して整理するものである。戦後 G.H.Q.の要請により 1949年から
電話に関する訓練が重視され，鈴鹿電気通信学園は全国規模の訓練の中心地としての役割をになった。

1967年からは，非電話，すなわちデータ通信事業のハード面の訓練が始まった。電気通信技術の発展と
共にその訓練内容は変遷していった。 
 
キーワード：鈴鹿電気通信学園／中央電気通信学園／電話／クロスバ交換機／データ通信  
 
序.はじめに  
 太平洋戦争中，日本は米国による空襲を受け，電気通信網は荒廃していた。また，戦後は，電話網も充

実しておらず，電話は申し込んでもすぐにはつながらなかった。すなわち，積滞率が高かった。戦後，日

本の復興のために，全国レベルでのインフラとしての電話網の構築が重要視された。電気通信技術および

製品は海外に後れをとっていた。そこで，「すぐつながる電話」をめざし，積滞率の解消と安定した全国

の電話網の構築をめざした。そのためには，電話のインフラを整備する技能者・技術者の育成が急務であ

った。そのための訓練施設・訓練体系が整備されていく。その代表的なものの一つが鈴鹿電気通信学園で

あった。 
 ただし，鈴鹿電気通信学園については，中央電気通信学園と異なり，現在は廃止され，その資料が散逸

している。また，鈴鹿電気通信学園で行われた訓練の変遷については不明な点が多い。 
そこで，本研究では，鈴鹿電気通信学園での訓練の変遷を整理し，電話という新たな産業を国家的に整

備する際に，人材育成のための訓練がいかにおこなわれたのかを分析することで，新たな産業を構築する

際の人材育成のための訓練のあり方を考察する手掛かりを得ることをめざす。  
 
1. 先行研究の整理と研究課題 
 戦前の電気通信に関する訓練については，三上敦史の教育史としてアプローチはあるが，戦後の電気通

信省・日本電信電話公社内の訓練については，日本電信電話公社が発行している書物以外に，教育学の見

地からその分析はあまり進んでいないのが現状である。 
『日本近代教育百年史 第十巻 産業教育 ２』1では，「通信部門の教育」として，約３頁にわたって記

述はあり，『中央電気通信学園史』をもとに，簡潔に分析が行われている。すなわち，「技術訓練は，技

術革新の進行とともにその内容をつぎつぎに更新しなければならなかった。」2「一九五三年（昭和二十八）

年十月，日本電信電話公社の第一次五か年計画が公表され，さきに挙げた電報中継の機械化，東京・大阪

間のマイクロウェーブ化による超多重搬送電話，テレビ放送中継の実施が目標としてかかげられると，高

等部，普通部においてこれらの専門コースが新設されて，施設の充実とともに訓練延時間はしだいに延長

していった」3。1958年度からの第二次五か年計画をうけて，訓練内容は，クロスバ自動交換装置，マイ
クロ設備が重視される。さらに，1963年度からの第三次五か年計画をもとに，「各地域相互間の自動即時
化がすすみ，技術革新はさらにあたらしい段階にはいった」4。 
木内茂夫・松尾礼徹「教育訓練 30年の歩み」5として，歴代訓練課長の記録や日記を収集し，整理をし

ている。もっとも，これらは中央電気通信学園が中心であり，鈴鹿電気通信学園が，技術革新に応じてど

のような訓練を行い，技術革新のあたらしい段階でどのような役割を果たした役割については書かれてい

ない。そこで本稿では，鈴鹿電気通信学園に焦点をあてて，いかに技術革新の進行とともに，訓練内容を

変えていったのかを明らかにすることを研究課題とする。 
 
2. 研究方法 
 電気通信大学では，『電気通信訓練』6を全巻所蔵している。これを分析することを通じて，戦後の電気
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通信事業における訓練のあり方の変遷をたどることをめざす。特に，『電気通信訓練』では，木内・松尾

が収集した電気通信省の本省および日本電信電話局の本社の歴代訓練課長の思い出や当時の日記を連載し

ていた。そこには訓練政策の中心人物として，思いや出来事が記載されており，鈴鹿電気通信学園に関し

て先行研究や日本電信電話公社の刊行物では明らかにされてこなかった記録も記されている。これらをも

とに，日本電信電話公社が発行する『電信電話事業史』『中央電気通信学園史』『鈴鹿電気通信学園史』，

逓信同窓会が発行する『逓信教育史』や，その他の記録を踏まえ，各訓練課長の言説と他の資料を照合さ

せながら，鈴鹿電気通信学園での訓練の変遷を時系列で整理することで，戦後の電気通信事業のなかで，

鈴鹿電気通信学園が果たした役割と意義を考察する。 
 
3. 戦後の電気通信訓練課長による記録 
（１）初代訓練課長 山田捨録 
逓信省が郵政省と電気通信省に分離され，電気通信事業に関わる訓練は，郵政部門から切り離された。

これにより電気通信事業の訓練は独自性をもつ訓練組織・体系となっていった。同日，主として，電気通

信事業の職員の訓練方法を変えるために，逓信職員訓練法（1948年 8月 1日，法律第 208号）が制定さ
れた。組合や逓信講習所教官などから反対があったものの，G.H.Q.の C.C.S.の指導のもとにできたこの法
律は，従来の一般教養教育含めた訓練制度が見直された7。占領下という状況であったからこそ，反対を押

しのけて法律は成立した。第 2条では「逓信大臣の行う訓練は，逓信職員の担当する業務の遂行に直接関
係があるものに限られる。逓信大臣は，専門的な学科目を除き，一般の学校で通例実施されている学科目

について訓練の教程を施すことはできない。」と定めてある。これは，訓練において従来の逓信省で行わ

れていた一般教養教育を廃止して，技能および技能的知識のみを訓練する T.T.T.訓練を導入することを意
味した。電気通信省における再訓練・新規訓練は，すべて逓信職員訓練法により，業務遂行に直接関係あ

るものに限り実施することになった。また，電気通信省発足に伴にない，18の電気通信職員訓練所○○学
園が設置された（通常は，「○○学園」もしくは「○○電気通信学園」と略称された）。東京第一学園（東

村山町）・東京第二学園（港区麻布）・高崎学園・長野学園・石和学園・鈴鹿学園・金沢学園・京都学園・

淀学園・兵庫学園・広島学園・四国学園・熊本学園・大分学園・仙台学園・大湊学園・札幌学園・八雲学

園である。 
この 18学園のなかで，鈴鹿電気通信学園がどのように全国的に位置づけられたのだろうか。それを示

すのが表 1である。鈴鹿学園には技術系の多くの訓練科が設置されていることがわかる。つまり，鈴鹿学
園は，技能系の訓練の中心地として 18の電気通信学園のなかで位置づけられたことがわかる。 
逓信職員訓練法により，東村山あった高等逓信講習所は廃止されるとともに，普通逓信講習所では教養

科目の訓練を実施しなくなった。C.C.S.の指導によりプラントスクールが鈴鹿に建設され，新たに T.T.T.
訓練が実施される。学園の建設を日本側で主導したのが山田捨録であった。1949年，鈴鹿で三笠宮を迎え
竣工式を行い，「その式場で山下通信監から，新しく発足する電気通信監の訓練課長になる内示」8を受け

た。1949年 6月 1日付で，電気通信監室訓練課長という役職が電気通信省の発足とともにできた。大臣，
次官の下に電気通信監という役職ができ，この官房に文書課・経営分析課と並び，訓練課という 3つの課
ができた。その初代訓練課長になったのが，山田捨録であった。 
山田捨録は，「GHQが反対していた旧官練を復活して企業内訓練学校として最高の中央学園をひそか

に造ってやろうと計画しました」9「訓練課長である私が高逓の名前を変えた東京第一電気通信学園兼務と

なりました。当時通研の分室になっていた現在の神代中央学園の敷地を，最適の場所と考えていた私は当

時の吉田通研所長に譲受けを交渉して，通研はもっと大きな処に移転しなさい，敷地の費用は私の方で援

助します等と，甘言を以って吉田五郎さんを竈絡して譲渡交渉を成立させたのです。通研の方もアチコチ

に分散している研究所を合併する方針だったので結局三鷹に集結しました。話がまとまると早速村山から

現在の中央学園の敷地に学校を移転する計画をたて既存の建物を極力利用し，更に南側の現在の松苑亭の

ある丘陵約 1万坪を買収しました」10。先行研究では明らかにされてこなかったが，山田のこの証言から

は，むしろ占領期から，占領後を想定して，広大な訓練施設と，長期の養成訓練を，占領期から密に計画

していことがわかる。それが後の訓練施設の充実を可能にしたものと解される。  
1953年，東京第一学園は，東京の東村山町から神代村入間（現・調布市入間町）に移転する。管理事務

職員の訓練，すなわち業務系の中堅層の訓練と，全国的な規模の技術系・業務系の訓練を実施する機関と

なる。全国的規模の訓練を担当したのは，東京第一学園（のちの中央電気通信学園）と鈴鹿電気通信学園

であった。 
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表１の東京第一学園と鈴鹿電気通信学園の訓練科の数からこの 2つの学園の訓練が充実していたことが
わかる。また，訓練内容をみると，業務系の中心は東京第一であり，技術系の中心は鈴鹿学園であったこ

とがわかる。すなわち，全国的な規模でも管理業務の訓練の中心が，中央電気通信学園であり，全国的な

規模での技能系の訓練の中心が鈴鹿電気通信学園となっていく礎となる。 
そして，その 2つの全国的な規模の学園をつくったのが，訓練課長山田捨録である。山田は訓練に関す

る予算獲得にも尽力する。「兼務の学園建設に熱中して，本職の訓練課長の方は専らその予算獲得に忙し

かったのですが，金使いが荒いので幹部の方から文句が出て，訓練支出のメリット如何と問われたので，

逆に訓練をやらなかったら事業はドレ位損をするかと云うグラフを作りました。」11「訓練予算は私は大

体公社 GNP0.5％から 0.7％位だろうと見当をつけましたが，最近 ATTが年間 3千億円位訓練費用を使っ
ているニュースを見て私の勘と余り違わない様な気がしました。」12 
 山下電気通信監・山田捨録訓練課長というコンビが，占領期という特殊な時期に，G.H.Q.の指導のもと
にプラントスクールとしての広大な２つの訓練施設をつくった。尚且つ，その広大な敷地は占領終了後を

見据えて，山田は長期訓練の再開をも想定した訓練用地の獲得に尽力した。 
（２）第２代訓練課長 鶴田重蔵 

1950年 10月 25日，山田捨録が警察予備隊への転出をする。 
後任として，電気通信監室訓練課の第 2代訓練課長として鶴田重蔵に辞令がだされる。当時の日記の主な
ものには次のように記述がされている13。（※下線は筆者が付す） 
 
（昭和 25年 11月 11日）監督者訓練修了式。当時占領軍総司令部民間通信局バンデグリフト氏提唱の
グループディスカッション式監督者訓練が盛んに行われ，訓練課はその推進役をつとめたものだった。 

 （昭和 26年 5月 2日）東京第一学園の名称を中央電気通信 

逓信講習所 
昭和 21年 10月 1

日 
 講習所規則改正後 

実施機関 訓練 
期間 

電気通信職員訓練所 
（昭和 24年度実施
分） 

実施機関 訓練 
期間 

本 科 郵 務 科 
 〃  電 信 科 
 〃  電 話 科 
 〃  無線通信科 
 〃  線路技術科 
 〃  機械技術科 
 〃  伝送技術科 
 〃  無線技術科 
専修部 特別技術科 
 〃  教 育 科 
研修部 行 政 科 
 〃  技 術 科 
普通部 業 務 科 
 〃  技 術 科 
高等部 郵 務 科 
 〃  電 信 科 
 〃  電 話 科 
 〃  技 術 科 
専修部 業 務 科 
 〃  電 話 科 
 〃  技 術 科 
研   修   科 
 

高等逓信講習所 
   〃 
   〃 
   〃 
   〃 
   〃 
   〃 
   〃 
   〃 
   〃 
   〃 
   〃 
普通逓信講習所 

３年 
 〃 
 〃 
 〃 
 〃 
 〃 
 〃 
 〃 
6カ月 
 〃 
1年  
 〃 
2年 
 〃 
1年 
 〃 
 〃 
 〃 
3カ月 
 〃 
6カ月 
3カ月 

普通電信科 
印刷電信科 
電信運用科 
電信営業科 
現業幹部科 
電信補習科 
交換監督科 
 
電話トラフィック科 
電話営業科 
 
交換教官科 
トラフィック管理科 
中級補習科 
学園教官科 
国際業務科 
無線通信科 
電話営業管理科 
電信運用管理科 
会計科 
市内架空線路科 
市外架空線路科 
市内地下線路科 
市外地下線路科 
通信土木科 
通信土木科 
電信装機科 
電信試験科 
モールス機械科 
印刷電信機械科 
電話装機科 
A型自動機械科 
H型自動機械科 

東京第一学園を除く 17学園 
 

東京第一，高崎，石和，淀，兵庫，大分，大湊 
及び八雲学園を除く 10学園 
 
石和，淀，兵庫，熊本及び大湊学園 
東京第二，長野，鈴鹿，金沢，京都，広島，四

国， 
仙台及び札幌学園 
東京第二，鈴鹿，京都，広島，熊本及び札幌学

園 
東京第二，長野，鈴鹿，金沢，京都，広島，四

国，熊本及び仙台学園 
長野，鈴鹿，金沢，京都，広島，四国及び札幌

学園 
鈴鹿学園 
長野，鈴鹿及び四国学園 
東京第一学園，鈴鹿学園 
東京第一学園 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
鈴鹿学園 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 

9カ月 
2カ月 
〃 

 〃 
1カ月 
 〃 
2カ月 
 
2カ月 
3カ月 
 
1カ月 
3カ月 
1カ月 
〃 

3カ月 
2カ月 
1カ月 
2カ月 
〃 

6カ月 
 〃 
 〃 
 〃 
3カ月 
4カ月 
 〃 
6カ月 
5カ月 
4カ月 
〃 

6カ月 
 〃 
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学園と，東京第二学園を東京電気通信学園と改めることが決定された。 

（昭和 26年 5月 3日）鈴鹿電気通信学園の創立二周年記念式に当り三笠宮殿下の御供をして同学園視
察，鈴鹿市ではチョウチン行列なぞして，殿下を御歓迎。（三笠宮は戦前，通信の宮様として親しまれ

ており，戦後も電気事業には特に深い御関心をお持ちになって居られた。） 
 （昭和 26年 5月 31日）MRA世界大会出席の為羽田空港出発，同行者，人事部労務課遠藤正介氏，全
電通委員長久保等氏，外各界代表約 50名。約 50日間アメリカ各地を巡回，特にミシガン州マキノ島で
は約 2週間，世界各地から参集の人々と共に MRA精神の訓練を受けた。MRAはMoral-Re-Armament
の略で，道徳再武装又は精神復興運動と訳され，当時荒廃した日本人の心の糧として取り入れられたも

のである。その内容は，正直，純潔，無私，愛を生き方の基本とするもので，現在でも毎年夏約 2カ月
間，スイスのコーで世界大会が行われ，日本からも代表が参加している。 

 （昭和 26年 11月 21日）天皇陛下鈴鹿電気通信学園御視察，佐藤栄作電気通信大臣等御供奉。鈴鹿学
園及び訓練課の職員は総力を挙げて奉仕した。 
（昭和 27年 5月 9日）中央電気通信学園移庁式，三笠宮殿 下御台臨，御案内をつとめる。中央学園

はこの日をもって東村山から神代へ正式に移った。 
（昭和 27年 8月 1日）日本電信電話公社発足，廃庁式及び開業式が行われ，梶井総裁，靱副総裁就任。 

（昭和 27年 11月 1日）機構改革。従来の通信監室訓練課改め，職員局訓練課となる。又従来あった運用
局訓練課，施設局訓練課も職員局訓練課に統合され，新しい訓練課として発足することとなった。そして

長い間訓練の面倒を見て下さった山下知二郎通信監は退任された。山下さんは訓練には特に御熱心に御指

導下さり訓練の充実を図られたので，全国学園長代表は 11月 25日熱海の御自宅まで記念品を持って御礼
に参上した。尚私の在任中廃止された学園は，北海道の八雲学園，東北の大湊学園，関東の高崎学園，近

畿の淀学園，兵庫学園，九州の大分学園等で，戦争中膨張した施設が漸次縮小され，現在の 13学園とな
ったわけである。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

手動電話機械科 
宅内科 
電話試験科 
電力装機科 
電力機械第 1科 
PBX科 
搬送装機科 
搬送保守科 
短波送信科 
短波受信科 

  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 
  〃 

4カ月 
 〃 
3カ月 
6カ月 
 〃 
3カ月 
6カ月 
 〃 
 〃 
 〃 

表１．逓信講習所と電気通信職員訓練所の訓練科班比較（『電気通信事業の教育訓練』p.p.204-205） 
表１ 逓信職員訓練法にる逓信講習所から各電気通信学園での訓練科の増設に対する変化  

年代 鈴鹿電気通信学園での訓練 　電気通信事業史における訓練

1948年 7月31⽇　逓信講習所官制（昭和20.3 勅令133号）廃止

8月1⽇　逓信職員訓練法を制定

9月8⽇　逓信省本省より、山⽥・野村が現地調査

9月29⽇　鈴鹿に「電気通信学園」の建設が正式決定 10月15⽇　逓信省内に「逓信省電気通信学園建設本部」設置

10月8⽇　名古屋財務局と鈴鹿海軍航空隊跡を
　　　　逓信省に移管するすることが決定

10月18⽇　逓信省本省において監督者訓練が始まる。

10月21⽇　鈴鹿海軍航空隊跡地の譲渡を正式調印

11月1⽇　電気通信職員訓練所鈴鹿学園の起工式

1949年 5月21⽇　竣工式 三笠宮殿下が来学園

6月1⽇　電気通信職員訓練所鈴鹿電気通信学園の発足 6月1⽇　逓信省廃止され、⼆省分離され郵政省と電気通信省が発足

6月25⽇　小沢佐重喜逓信大臣が来鈴して、学園の開園式を実施 6月1⽇　電気通信省職員訓練所組織規程の制定

8月　　  東京第一学園が東村山から神代村への移転が省議で決定

1950年 　　　　総合研修部開始（大学卒・高専卒の新規採⽤者の訓練）

1951年 11月21⽇　昭和天皇の学園御巡視 5月2⽇　東京第一学園を電気通信職員訓練所中央学園と改称
1952年 8月1⽇　電気通信省は廃止され、⽇本電信電話公社に移行した。  

表２．占領期終了後の鈴鹿電気通信学園の変遷（各訓練課長の言葉と各学園史をもとに筆者作成） 
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 鶴田重蔵が訓練課長を務めた時代は 1950年からとあり，占領期の後半期から占領が終了した直後まで
であった。山下電気通信監・山田訓練課長という流れをうけて，その整備にあたったと言える。これは A.T.
＆T.で採用されていたディスカッション式の監督者訓練であり，1948年 10月 18日より 3週間にわたり，
バンデグリフト氏を講師として始められたものであった。鶴田の時代も，その監督者訓練を充実させてい

た。 
 さらに鶴田の日記には「MRAの訓練を受けた」とある。1951年のMRAとは，「1951年（昭和 26年） 
加藤シヅエ参議院議員，戸叶里子衆議院議員，渋沢敬三元蔵相，片岡義信氏（国鉄），木村行蔵氏（国警），

高橋東芝専務，長谷川東芝労組役員，久保等（全電通）ら，アメリカ・マキノ島での MRA国際会議に参
加」14しており，この一団として，鶴田重蔵も参加した。当時の MRAは，前年には，中曽根康弘，石田
泰三も参加している。また，1954年には岸信介や福田赳夫等も参加していた。MRAとは，スイス系アメ
リカ人のブックマンが，戦後，宗教運動から社会運動にきりかえ，労使協調を主張していた団体であった。

冷戦下において反共産主義のもと，西側陣営にその考えを広めていた。1ドル 360円の時代，高額な経費
が必要なのにも関わらず，訓練政策の中心となる訓練課長や労働組合のトップを組み入れ，反共のために，

労使協調という考えを，組織内に浸透させることを狙っていたと解される。 
（３）第３代訓練課長 水谷七代 

GHQによる占領が終了し，1952年 8月，日本電信電話公社が発足し，電気通信監室，業務局および施
設局の訓練課は統廃合される。総裁室付訓練課となり，暫時，職員局訓練課となる。1953年から 1954年
半ばまで，職員局初代訓課長になったの水谷七代である。水谷は次のように述懐している。  
水谷七代が着任する。「当時訓練課の動向については強い関心が寄せられていた。それは訓練制度その

ものについての基本理念に大きな二ツの流れがあったからである。その一ツは，GHQの強い指導による
影響も受けて，訓練は，広い意味の人間育成には関係なく，直接業務に関係のある知識，技能に限るべき

ものであるというものであり，他方は，電電公社のような全国にまたがる大組織にあっては，多くの幹部

要員，中堅要員の育成が必要であり，そのためには比較的長期の養成制度の復活が必要である。というも

のであるった。これらの動きの中にあって GHQの指導から解放された新生公社自らが解決すべき大きな
問題として私達訓練計画担当者の前に立ちはだかっていた訳である。このことについての前後の状況は，

中央電気通信学園史等に詳しく記録されているのでここでは省略するが，いろいろな経過はあったが，梶

井総裁の断により，訓練課の立案により，事業の将来を見通した新しい訓練制度樹立すべく，訓練整備方

針が昭和 28年 3月，本社理事会において決定された。」（※下線は筆者が付す） 
 新たに出された訓練制度整備方針は，（１）新規訓練，（２）養成訓練，（３）専修訓練，3本柱から
なった。（１）については，電話交換要員・大学卒業者に対しては既に整備されていたが，「施設部門の

新規採用者については，ほとんど考慮されていなかった」15ので，「施設部門や共通部門の新規採用者に

対する訓練も整備」16されることとなった。（２）については，将来の幹部・中堅要員のための長期訓練

である。2年生の高等科は，1953年 5月に実施要綱が決定される。職員のなかから高等科訓練生の募集が
はじまる。さらに中等部の準備もすすめられ，翌 1954年 5月から訓練が実施された。（３）については，
長期の要員需給計画に対しての現職者に対する各階層の昇進等の際の訓練である。  
 この訓練制度整備方針によって，2つの流れは一つに整備されることになり，その後の日本電信電話公
社の訓練を規定していくことになる。 
これは，占領期における訓練制度の改訂を意味する。占領期に公職追放されていた戦前の逓信省技術官

僚の中心人物の一人であった梶井剛が日本電信電話公社初代総裁になり，その決断により養成訓練制度が

整備されていく。  
（４）第４代訓練課長 仲谷泰吉 
 1954年から 1958年の間，訓練課長を務めたのが仲谷泰吉であった。逓信省から人事院に出向していた
仲谷が 1954年，「昭和 29年に電電公社に来てみて公社が企業体としての特徴が非常に濃厚なのに驚かさ
れた。」17とあるように，組織としての変革は進められていた。 
 訓練制度についても新規・養成・専修という訓練制度が整備されてくると，人事管理制度の１つとして

体系的に整備する必要があった。さらに，学園での集合訓練だけでなく，職場訓練や通信訓練を併せ総合

的な訓練制度の確立がめざされた。職員の配置転換をするにあたって訓練は重要な柱となった。  
その後 1955年，職場訓練と学園訓練を一体的に運営するために，中央電気通信学園と鈴鹿電気通信学

園以外の学園を各地方通信局に移管しても，全国的な訓練の中心となったのが，本社直轄として残った中
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央電気通信学園と鈴鹿電気通信学園であった。 
これらを含めた総合的な訓練制度を確立するためにつくられた訓練規程が 1956年 1月に制定される「日

本電信電話公社職員訓練規程」である。この訓練規程は，学園を「地方移管しても訓練本来の業務は全国

統一的に行うことを保障することを主たる内容とする訓練規程」18であった。 
（５）第５代訓練課長 荒木義之  

1959年 1月，荒木義之が訓練課長に着任する。「34年 1月，私は訓練課長を拝命した。第 2次 5ヵ年
計画が始まったばかりであるが，クロスバの導入，電報中継機械科，手動即時サービス，線路近代化，事

務近代化，通信局への分権等々，新しい技術革新の時代へ大きく動き始めていた。私はこれら技術革新に

対し，訓練は如何にあるべきかという問題意識を強くもった。」19と記されている。それに対応するよう

に鈴鹿学園にもクロスバ訓練施設を置くことになった。「この頃鈴鹿にクロスバ訓練施設を置くことにつ

いて，環境が悪い，高額である，中央学園だけで良いという反対もあったが，横田副総裁の英断で解決し

た」20。中央電気通信学園だけでなく，鈴鹿電気通信学園でも最新の自動交換装置の訓練が実施されてい

た。 
（６）第６代訓練課長 有賀主一 
 1962年 1月，東海通信局の保全部長から本社の訓練課長に有賀主一が着任する。有賀の時代は「先代
の荒木課長時代に「訓練要項（案）」なるものがまとめられてあり，それを参考にしながら，1年程かけ
て新しい訓練体制の骨組を作った」21時期であった。具体的には「中等部は高等部の予備校といった当時

の状況を是正する為に，中等部を廃止し，代わりに高度の専門教育を目的とする専門部をつくったこと，

高等部は戦前の官練的な中核社員の養成機関として年齢制限を下げ，技術系の養成人員を夫迄の 80人か
ら 150人に倍増したことなどがあった。当時中央学園は収容力がなく，鈴鹿学園に定員の半分を収容する
ことにした。」22 
これにより，鈴鹿電気通信学園では中等部が廃止され，専門部がつくられた。さらに，第 10回の技術

系の養成訓練として高等技術科が設置された。 
（７）第７代訓練課長 三田 毅 
 九州の計画部長から第 7代訓練課長に着任した三田毅は，「国鉄の大学部三年制の実施と 40年 7月の
郵政大学校の出現で，俄に先輩から研修部改正の陳情（大学への名称変更，三年生，部外募集）が強くな

った」23ことや，「鈴鹿学園技術系の中央学園への統合問題等」に直面した。「大学部への名称変更と訓

練内容の再検討を行って 42年からスタートさせることとし，鈴鹿の中央への統合（鈴鹿学園の根強い反
対があった）ならびに増員への体制をすすめることとした」24。 
 クロスバ訓練は地方学園に移管され，電算機訓練が開始された。本社付属の中央・鈴鹿では，データ通

信事業という新技術に対応するための訓練が 1967年に始まる。 
（８）第８代訓練課長 植田 義明 
 1967年，第 8代訓練課長になった植田義明に対して，「局長（山本正司氏）は，挨拶に出向いた私に，
「君，早速だがこの文書，至急総裁決算をとってくれ給え」と一通の伺文書が手渡された。公社のソフト

ウェア要員の増強は必須であり，実習用として小型コンピュータをNECからレンタルする内容であった。
いささか面喰ったが，事の緊急性は局長の態度で十分理解できた。コンピュータ訓練と私の最初の出会い

である。」25これにより，中央学園には訓練用電子計算機として NEAC2200シリーズモデル 200が設置
された。当初メーカから派遣された教官が訓練を実施していたが「以降は公社内部の自主養成に切り替え

た。当初は教官を命ぜられてもズブの素人なので訓練生と一緒に講義をきき，実習しながら次期からもう

教壇に立つという具合いであった。基礎コースの訓練現場からは，能率よく理解させる教科書がほしいと

いう声が高まり，訓練課直々に何処にもないものを編纂することにした。プログラム学習によるフォート

ラン，同コボルという基礎教科書がそれである。これは，昭和 43年の 4月，6月に完成したが一般にも市
販され，最終的に 2万部以上発行されたと聞いている。スタッフ一同は公社のコンピュータ訓練への功績
によって総裁表彰の栄を浴した。中央学園でソフト訓練，鈴鹿学園でハード訓練というのが最初からの方

針で，鈴鹿は各種端末機保守訓練から始めた。実習機はもちろんないので，サービス用のものを一時鈴鹿

で途中下車させて使用するという状態であった。また専門部のデータ通信別科の創設，ハード訓練といえ

どもソフトの訓練が必要なのに，コンピュータは一台もなかったので，レンタル・バックの旧式機の導入

など中央学園とはまた違った苦労があった。」26 
 鈴鹿電気通信学園では，データ通信事業が増大したため，専門部に別科としてデータ通信班が設置され

た。そして，「訓練体系として，ハードとソフトに分け，入門課程，基礎課程，応用課程，上級課程と今
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日の電子交換機，データ宅内装置等にみられるような，段階的訓練の体系として結実したのは昭和 45年
である。」27 
以上のような経過をたどりデータ通信に関する訓練の体系化，教官の育成，教材・設備の整備がすすめ

られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

年代 鈴鹿電気通信学園での訓練 　電気通信事業史における訓練

1953年
3月14⽇  訓練制度整備⽅針の樹⽴
　　　　（新規、養成、専修の三本柱による訓練体系が形成）

5月12⽇　中央電気通信学園に高等科訓練準備室設置

5月15⽇　養成訓練としての高等科訓練制度要綱制定
　　　　（技術科・業務科 修業年限２年）

9月1⽇　 中央電気通信学園で高等科⼊学式、訓練開始

12月23⽇　養成訓練としての中等部訓練要項制定（訓練期間１年）

1954年
5月18⽇　中等部訓練制度にもとづく中等部作業技術科第１期生⼊学
　　　　 (線路・電話部⾨の中堅作業員の養成)
　　　　 専修部⼊学

5月15⽇　 中等部訓練制度実施
　　　　　（業務および電話交換科、共通科、技術科）
　　　　　技術科は鈴鹿学園でのみ実施
6月16⽇　普通部訓練制度要綱制定（新規採⽤者の訓練）
　　　　　（電信科、電話営業科、技術科、共通科）

6月5⽇　 教程教科書委員会が設置

1955年
4月10⽇　鈴鹿学園・中央学園を本社付属機関とし、
　　　　  それ以外の学園を各通信局へ移管

6月1⽇　「高等科（技術・業務）」を「高等部」と改称する。

1956年
1月27⽇　⽇本電信電話公社職員訓練規程を制定
（公社における全国的な訓練コースの体系化・訓練計画・訓練実施⽅法を整備）

1957年 10月1⽇　中等部に共通科を設置

11月30⽇　中等部作業技術科は廃止

1958年

1959年 （荒⽊訓練課長の証言によれば、この時期にクロスバ訓練施設をつくる）

1960年 3月31⽇　中等部電話交換科廃止　　　

1961年

1962年
臨時訓練委員会が本社に設置：養成訓練に関する諸問題を審議
1962年7月から1963年3月まで十数回開催

1963年

4月1⽇　中等部制度廃止される。
　　　　技術高等部が設置（6部17課）。
　　　養成訓練の高等部10回生（業務科85名、技術科165名）のうち
　　　技術科82名を鈴鹿学園で実施

有賀訓練課長の時代「中等部は高等部の予備校といった当時の状況を是正する為に、
中等部を廃止し、代わりに高度の専⾨教育を⽬的とする専⾨部をつくった」「高等部は
戦前の官練的な中核社員の養成機関として年齢制限を下げ、技術系の養成人員を夫迄の
80人から150人に倍増」

1964年 4月1⽇　「技術高等部」が「技術研修部」と改称 4月1⽇　「高等部」訓練を「研修部」訓練と改称

6月１⽇　専⾨部の訓練がはじまる。第１回専⾨部訓練生の⼊学
6月1⽇　「中等部」訓練を「専⾨部」訓練と改称
　　　　専⾨部訓練制度を制定
6月15⽇　⽇本電信電話公社職員訓練規程を全⾯的に改正
（訓練体系と基本事項の明確化）

1965年

1966年

1967年 2月　　  VTRを購⼊

3月　　  C400XB交換機を新たに設置

4月1⽇　技術研修部が大学部技術部と改称 4月1⽇　「研修部」を「大学部」と改称

4月3⽇　訓練手法整備委員会が発足

5月　中央電気通信学園でデータ通信訓練開始

10月16⽇　本省にデータ通信本部が設置される。

1968年 3月30⽇　第１回大学部技術部卒業式

4月1⽇　大学部技術部が廃止となり7部20課となる
　　　　鈴鹿学園での大学部技術部の訓練は、中央学園に統合される。
（植⽥訓練課長の証言によれば、この頃データ通信が各種端末機保守訓練がはじまる）

植⽥訓練課長の記述によれば、データ通信に関して、中央電気通信学園でソフト訓練、
鈴鹿電気通信学園でハードの側⾯を訓練する学園と位置付けられた。

1969年 6月20⽇　専⾨部別科データ通信班が新設

1970年 1月20⽇　データ通信部（1部2課）が設置
4月　中央電気通信学園で電子交換機訓練を開始
9月　データ通信サービス試行制度化（法制化は1971年9月）  

 

表３．占領期終了後の鈴鹿電気通信学園の変遷（各訓練課長の言葉と各学園史をもとに筆者作成） 
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以上のことを整理すると，鈴鹿電気通信学園には，1969年 6月 20日，専門部別科データ通信班が新設
される。1970年 1月 20日，データ通信部（1部 2課）が設置される。 
 
4. 鈴鹿学園の戦後からデータ通信訓練への変遷のまとめ  
いままで見てきた各訓練課長の言説と『逓信教育史』『電信電話事業史』『中央電気通信学園史』『鈴

鹿電気通信学園史』をもとにして，戦後の鈴鹿電気通信学園の歴史を全体の電気通信事業の訓練との対応

で，年表に整理すると表２・表３のようになる。 
日本全土におよぶ組織の訓練制度というのは，一人の教官の努力による成果でできるものではない。訓

練制度の構築から，新技術に対応した訓練施設の整備・訓練方法の探究など，幾多の人々の力が重なりあ

って構築されるものである。「事業は人なり」と，日本電信電話公社では語られているが，訓練に多額の

資金を投資し続けたことにより，積滞率の解消と全国自動即時化の 2大目標を達成した。このことからす
れば，組織が人材を育成し続けていくかが，技術革新を続ける企業にとって大切であることの証左であろ

う。 
日本電信電話公社では，1977年度末に戦後の長期の懸案事項であった積滞率の解消と，全国自動即時化

という二大目標を達成することになる。組織全体の人材育成において中堅の技能者を育成し続けたのが鈴

鹿電気通信学園であった。また，技術系の長期の養成訓練も担った。 
 各訓練課長の言説や年表をもとに，鈴鹿電気通信学園の訓練の変遷から考察すると，戦後の占領期，

G.H.Q.が要請したのは，戦前からの長期訓練の否定と，同時に，電話訓練の充実であった。まさにその訓
練の中心を担ったのが鈴鹿電気通信学園であった。 
占領が終了し日本電信電話公社になると，占領期に訓練政策の中心であった，山下電気通信監・山田訓

練課長というコンビがいなくなり，占領下では公職追放にあっていた梶井剛が電気通信省から移行した日

本電信電話公社初代総裁に就任する。訓練制度についても，新たな訓練体系を整備した。新規訓練・養成

訓練・専修訓練である。鈴鹿電気通信学園では，養成訓練の技能者・技術者に対する訓練が実施された。 
電話交換の自動化に伴い，自動技術に対応する訓練が実施された。また，1967年，中央電気通信学園に

電算機部が発足して，電算機が設置される。これにより，訓練もデータ通信の時代に入り，非電話（ポス

ト電話）の訓練が始まる。 
 日本電信電話公社として，1967年，電算機に携わる人材訓練が本格的にはじまる。本格的にソフト・ハ
ードの両面でコンピュータ訓練・データ通信設備の訓練が実施されることになる。1970年，ハード・ソフ
トに別れた段階的な訓練体系が整備され，データ通信に関する訓練制度が構築された。データ通信の訓練

制度がないなかで，教科書を自らつくり，中央学園ではソフト訓練を実施し，データ通信の施設・設備に

などハードに関わる訓練は鈴鹿電気通信学園で実施され，役割分担を図った。データ通信に関わる新しい

人材が育成されていくことで，新しい電気通信事業の時代に入ることを可能にしていったのである。 
 俯瞰してみると，鈴鹿電気通信学園とは，GHQの要請のもとに設立された学園で，電話網を構築する
ための訓練が中心であったが，占領期が終了してからも，技術の高度化に対応した自動化のための訓練や

高等部の技術科の養成訓練を行うなど，技術訓練を担った。さらに，非電話（ポスト電話），すなわち，

データ通信の訓練の時代には，通信機器の保守からはじまり，データ通信のハードに携わる人材育成のた

めの訓練が行われた。これにより鈴鹿電気通信学園における，戦後からデータ通信の訓練への変遷の一端

が明らかになった。 
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