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襲報大学院修士論文要約

設備保全作業(クレーム処理作業)の

分析手JI援の標準化について

阿 部

(産業教脊研究室)

問
問

自

序 問題の所設と研究意関

第 i意 小樽電事長電話局における設備保全作粂

第2章作業内容の標準化

序 問題の所在と研究意図

最近の産業界における技術の進歩には，めざましいも

のがある。それは，設備の自動化と集中化に代表され

る。設備の自動化と集中化は箆接生産主工程の人員を減少

させ，相対的に設備を保全する人員の役割U~ピ高めた。更

に t主建設備の自動化は設備自体を大型化すると共に設

俄籾互を有機的に関連させる様になった。

その様になると，生産機構の 1ケ所のトラブノレは，シ

ステム全体の運営に大きな影響を持つ。

従って，従来にも増して万全の設備保全体勢が要求さ

れる様になり，この函からも設備保全作業〔以下保全作

業という〉の震望書性が緩近急速に高まって来つつある。

しかし，この種の作業についての分析あるいは訓練方法

は現在の所まだ充分に研究されているとはいえない。

それは，この穫の作業の重要性が認識されてから間も

ない事と共に，その作業が従来の生産工程での作業と非

常に異なった特性を持ったためである。即ち，作業の発

生が偶発的で人為的にコントローノレ出来ない事，更に，

その作業が多種多様であるため，従来の作業分析の方

法では充分効果を発俸し得ない為である。この点をかん

がみ私は，保全作業の標準化の方法にORの手法を導入

し，新しい角度より分析を試みたので、ある。

第 1主義 小檎官官報電話局における設備保全作業

本論文は，設備保全作業の代表例として，小樽電話局

の試験台の事例を中心に分析する。

試験合は，普通故障係りと呼ばれ 113番がその呼出し

番号となっている。加入者から故障の申告を受けると試

験合員(以下台負という〉は，その申告内容をテストし

て故障の内幸容を篠認する。そして，故障を復i認すべく機

次

第3家 処理作業主量の標準化

第4主主 むすび

械諜あるいは線路諜へ適当な措援を指示するなどの作業

を行なっている。

第 2主義 作業内容の標準化

試験合での作業は多種多様で、ある。加入者からは種々

な内容の故障申告がある。 例えば「ゼ戸数字を回したら

発信音に戻るJとか「ダイヤノレしたら間違った相手がけi

る」等々千差万別である。では，この様に多種多様な作

業の内どれを標準化すれば一番効来的か調べよう O

今，作業の発生蚤の多いものからl僚にパレート図に画

いたのが図 iである。 I話中」申告から「料金戻らず」

の11穣の作業を含めると全体の96%に達する。従って，そ

れらを標準化すれば試験合業務の大半は支障なく処瀕さ

れると思われるので，当iiiiは上記11穣の範朔に爾めてお

く。

次に，標準化すべき作業内容について更に詳しく分析

して行こう。今仮りに加入者から「受話器に音は感ずる

が発信音が出なしづと申告して来たとする。合員はその

申告を確認した上で各種のレパーを操作して発信音の試

験をする。その結果は，発信音が入る場合と入らない場

合との 2つに分けられる。もし，発信管が入ったなら合

員は次の呼出し試験をする。その結果は，やはり加入3告

が応答するかしないかの2つに分けられる。この様に作業

は「テストJの部分と「テストの結果の判断と次のテス

トを考えるJという 2つのブロックに分けられる。これ

ら2つの作業の連続によって故障ヶ所と汝i湾内容が確認

されて行くのである。従って，作業内容の標準化もテス

トの標準化と判断の標準化とに分けて考えられる O しか

し，テスト手順は，レバー操作など細かい単純な作業で

ある。

従って，これの擦帯主化によっても作業手順が合王竪化さ
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れることにはならなし、

一番問題なのは，次にどのテストを行なうのかを決め

る判断作業である。従って，以下の分析は「判断iJ部分

の標準化に限定することとする O

ここで，今一度「判断」の内容を更に縮かく見ょう c

発信青テストの場合では，発信音の入る場合と入らない

場合の 2通りの結果が生ずる。

今{反りに，発信音の入る場合をパ 4 とし，入らない

場合をタ 0"と定義しよう。つまり， 1"判断jの内幸手は

テストの結果がタ0"かタ 1"かを判定し，それに対応

して，次のテストを選び出す::;j.~ といえる。この様なタ 0"

タ1-;式の「判断」は電子計算機によって自動化する引

が出来る。そのためのプログラムが図 2-1であり，そ

れにより作業が処期されて行く状態を示したのが図2-2

である。

定予計算機は初めに電話番号を打ちtHす。

次に， RED LAMP IGNITED TESTをする様命令

して来る。テストの結果，赤ランプがつけば合員はタ 1" 

のボタ γを押し，ランプがつかなければタ 0"のボタン

を押すっ今，赤ランプがつきタ 1"のボタンを押したと

する。その結采を屯子計算機は判断し，次に， GOOD 

lN CAPACITANCE TESTをする様命令して来る。

合員は，早速その TESTをする。その結果，議設がな

かったので 90
9 のボタン即ち，NOのボタンを押す。

この様にして，電子計算機と人間との対話で作業が進め

られて行く。そして，最後に結果，郎ち， CATEGORY

OF FAULTが打ち出され，続いて処置，郎ち， ACTION

が打ち出されるのである。

第 3章処理作業彊の標準化

電話故障の発生は偶発的で何時何分に発生するか予測

出来ない。しかし，年間，月別，曜日別にまとめるとそ

の発生量には，かなりの規則性がある。図3は月別故障

申告件数をグラフにしたものである。これで~ると月に

より作業協の変化はなく月毎に配置人数をかえる必要が

ないといって災いだろう。

次に， 1s14の終日加申告件数を.%ると，すぐさま，臼

勝目だけが他の曜日と異なった人数が必要である事が分

かる。従って，以下の分析では，全て，日曜日と他の曜

日とを分けて考えて行く必要がある。図5は故障発生状

況を時刻郊に示したものである c 時刻によって申告件数

にかなりの差がある事が分かる。そこで故障の申告状況

が大体問じ幾くつかの時閣議に分けて人民の増減を考え

て行く事が望ましい。今，時刻別申告件数を累積閣に示

したのが図6である。 8時01分から12持迄の各

線上にきれいに並んでいる。この率、は，単位i時間ほぼl河

じ割合で故障の申告がある毒事を意味している。この様な

累積図上の直線を規準にして 1日24待問を 1時間あたり

の故障申告件数がほぼ同じ値いを取る持間帯に区分して

みた。例えば， 8時01分から12持迄の時間帯では18件/1

待問の故障を処理出来るだけの人数が必要で、ある。

従米は，この様な持どの様にして人員を求めていたの

だろうか。その時には，まず 1)作業i款を求める。次に

2) f'f'業を処理する不均時間を求める。そして 3)tj'l;1 

l式のff式により所要人数を求める手続きを取った。

所要人数z堅企F究開主f)C')並陛~~i1数 (1-1 ) 
1/11牛当りの処理時間

この計算方法は一見して甚だ妥当な様に見える。事実，

今迄i庖接生産工艇における人員の算定は，おおむねこの

ブ方J式て

大な{仮反定があり仇，それはii作ノ乍F梁員議5の発生がどの様な時間を

耳取立つても一定ででトあると云う 1事おでで、ある O しかし，今分析し

ている設備保全fF'!iきには kの算式は使えないっその第 l

の湾出は，作業の発生を人為的に調節出米ず，その発生

が偶発(1''1な点、である。つまり ，iftll-l弐が要求されて

いる仮定は全く成立しないのであるのそれ故，設備保全:

作業の人員問題を考えるにはどうしても新しい方式が必

要となる。この様な問題を解くのに役立つ環論が待合せ

理論である。

いま，故隠申告率を Aとし，畑日寺簡を去とし鳩，

，1， ;.~ì<X.の条件を満すとしよう。
条件 l 故障の発生がポアソン分布に従って発生する。

Pr={ÃT~~e-^T 
K! 

( 1 2) 

条件2 処理時間が指数分布する。

peμt dt (1-3 ) 

その時n人の処理員が全て故i絡の処理に従事している

ため発生した故障にすぐ対処出来ない確率 Mn，および

王子均故障放鐙時間Wnは

Mn= 

Wn= _1 .1 'Vn=一一一・一'Mn
n-aμ 

(1-4) 

仮し atE
{I 

n;処理員数

第 1-4式で与えられる。

そこで，今第 1-4式を用いるための前援となる故障

発生及び処理時間の分布を調べて見ょう。 10分間を単位

として，その関の故i路発生確率を磁くと凶7の様になる。

この実際の分布がポアソン分布に従うか否かを調べるた

〆
O
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設備保全作業(グレーム処理作家うの分析手!領の標準化について

約に異?なる点である察当ど明らかにした。そこで，ラ γダ

ムに発生する作業:欝:の処頭を合理的に行なうための、ンス

テム設計を待合せ理論告r用いて行なった。その結果，従

来の定員決定方法と異なり，現状に良く適合した新しい

算定方式を求める事が出来た。

今後は，作業内容と作業最の向者の標準化を相互関連

させ，それらを結合した，いわば，設備保全作業分析司ン

ステムとでもいうべきものの開発に進みたいと考えてい

るO
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め実際の分布の王子均備を平均とするポアソ γ分布のま里論

鎗を点線でプロットしたっ向者は3':くきれいに室長なり合

い故障の発生の分布はポアソン分布に従うと L、って良さ

そうだ。今のf到jは12持01分から17時までの時間帯であっ

たが他の時間帯についても全く同じ率がし、える。

では，次に故障の処理時間の分布について調べて行こ

う。 12時01分から17時の時間帯においては図 8の如くき

れいな指数分布をしている。 3之，他のいずれの時間帯を

取っても指数分布に従っている事が匁lられた。

さて， どで述べた如く 4式を用いるための前提が

満たされたのであるから，その算式にん 1を代入して

人数と故障捕時間との関係を求める事A制。凶9

は，その結!i誌を学対数グラフにi闘いたものであるっ先述

した時間帯の例を取ると合員 l人の場合，発生した!投降

は平均15.5分放置される。 2人の場合では0.68分 3人

の場合では0.01分，それぞれ放援される事を示してい

る。今，故障を放置すると述べたが，この事の意味をも

っと明確に示す必要がある。仮りに，故i怒が発生し先着

iI闘に試験台で処理されて行くとしよう。この持，発生し

た故際と処理されて行く故障とが完全にパランスしなけ

れば発生した故障は修惣される事なく「放霞」されたり

台員の手が余り「遊び」が出来たりするであろう。すで

に述べた如く故障の発生はポアソン分布，処l~!時間は指

数分布といったパラツキを示していt.::.o このて停は，i次ßt~

の「放漫jや台員の「遊び」が多少出来ることを覚悟し

なければならない容を窓旅している。

浴々公社で、はお客へのサービス第 1主義に{散してい

る。そのため多少合員に「遊び」が出来ても故降の発生

があってから11秒以内に処理出米る様な体勢を取る事が

決められている。

このサービス規準を満たす絞少の必要人数は第9図よ

り求める事が出来る。例えば. 8昨年01分から16時までが

3人， 17時01分から翌朝 8碕迄は 2人必要である。
接1若接ιγ" 

ニ丸通出c十
「

本研究においては設備保全1'1二業の標準化を 2つの方向

より考えた。 ~11 は作業内詳の襟準化であり，第 2 は1'1'

業E設のそれであった。

前者については，作業手臓を細かに分析し，その最も

基本的部分は「判断J作業にある事を明らかにした。つ

いで，その判断内容を更に分析する惑によりそれは O.

1式の判定の連続として理解出来る事が知れた。そこ

で，その判定の系列を電子計算機のプログラムに霞きか

えて，これを完全自動化する事に成功した。

また，第2の作業量の標準化については，作業毅の発

生がランダムである点が設備保全作業と他の作業と本質

月別申告件数
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葬 STANDERDIATIONAT WORK OF 113 
8000READ 1， BANGO 

TYPE 900， BANGO 
900FOR乱1AT(FlO.6) 

TYPE 901 
901FORMAT (5X， 36日制INFORMATION
60N=1 栄養DECION，j，) 
READ O. K1 
TYPE 902 

902FORMAT (7X， 16日REDLAMP IGNITED) 
IF(K1) 4， 6， 8 

61N=2 
READ 0， K2 
TYPE 903 

903FORMA T (7X， 9HBUSY TONE) 
IF(K2) 4， 6， 8 

62N口 3
157READ 0， K3 

TYPE 904 
904FORMAT (7X， 5HNOISE) 

IF(K3) 4， 6， 8 
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NO. 

GOOD IN CAP ACIT ANCE TEST 

YES. 

L(l) CONTACTS 

NO. 

L(2) CONTACTS 

NO. 

ENTRANCE DEP ARTMENT 

NO. 

ORDINARY TELEPHONE SET 

YES. 

DIAL TESTS 

DATAWANT 

SPEED NG; INPULS OK 

RATIO 

DATAWANT 

REPORT OF CONDITIONS 

YES. 

FIND UP A CARD 

YES. 

非CATEGORYOF F AUL T 
NG OF DIAL 
SPEED NG; IMPULS OK 

非ACTION
REPORT FOR LINE DEPARTMENT 

一一以下略一一
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設備保全作業(クレーム処理作業〕の分析手l阪の襟準化について

関 7 申告件数の分布(王子日〉

o 1 
-削削同ー開閉蕩脚酷

回数

け11今処理的閣の分布(王子日〉 鴎 g 合員数と申告欣霞時間との関係

5t 
76司

A) • 
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科学的概念の構成に関する一考察

「力J概念を中心に一一

藤 関 勝

(学校教育研究室)

g 次

第 1j季問題の設定と研究方法 S5 誤りの言者様相

きi 陪題の設定 第3主主 「カJ慨念発達の段階と課題解決の類型i

~2 仮説実験授業における「カ」概念 ¥¥ 1 「カj概念発達の段縞

¥¥3 研究のそF続き ¥¥2 大学生との比絞

第2章課題解決過穫における「カ」概念と思考 ¥¥3 課題解決遇税の図示的分析

~ 1 評倒防慈の構成と理強的な解決過程 第4意形成過程における「カJ概念と思考

¥¥2 条件分析の初期段階 知識要素と「力」概念

S3 現象的一般化 S2 小集団討議過穏の分析

¥¥4 課題解決の規定要因 ~3 プログラム学習による分析

( 1 )現代の科学が達成した成果を表い!世代に伝達 より一般的に反映したものでなければならない。概念自

し，科学的真実を国民のものにすることは，現在，教育 体がいくつかの構成要言誌を従え，一定の階謄的構造をな

実践・教育研究に課せられた最も基本的な課題の一つで しているのに対応して一般化にも質的に呉なる稜々のレ

ある。源科教育の自襟は科学の基本をなす概念の教授で ベノレが存在する。科学的概念を習得する途上で，科学的

なければならない。概念の教授過程全体の中では，児童 一般化に到達しない時には，現象の個々の側面だけを反

の思考逃程の法則性が第一に解明される必要がある。 映したり，生活的観念にとどまったりする1"現象的一

(2) ノレピンシュテインによれば， 1"過程としての居、 般イ七」が成立していると考えられる。現象的一般化の内

考」は「分析J，1"総合Jおよびこれらより派生するとこ 部においても事実の特定の局商については結果的に正し

ろの「抽象J，1"一般化Jとしてあらわれる。 い認識を与えうる。このように，現象的一般化にもとづ

過程としての思考の研究は，対象としての思考過程の きながらもみかけ上はIEしい結論が「知識」である。教授

やに，礁かに分析行為があり，総合行為があり，また始 過穏における最大の問題は，概念の方向に一般化を成立

象があるということを確認することに帰着するのではな させるのではなく，もつばら知識の段階にとどまり，従

い。おのおのの分析や総合が，認識対象の性格に従って ってその背後にある現象的一般化をかえって強化する場

7診をとっている発現形態において把握し，またこれらが 会が多いことである。

あらわれでる規定要因を見出さなければならない。分 (4) 現象的一般化がその形成途上で議材とした「知

析・総合行為の背後には，これを規定している「一般 識jの枠をこえた事例を問題として与え，現象的一般化の

化」が存在する。一般化は，対象の本質的，あるいは非 姿を明示的にとりだすこと，このような一般化の水準に

本質的特性や連関を一般的に定着する。 よって概念の形成の段階を示すことが本論文の課題であ

(3)われわれは，この「一般化jを教科における る。(分析の内容の一部については，浮校教脊研究家「課

「概念Jと「知識Jの松玄関係の中に位置づける。現象 題解決における傭人の思考と集団の思考(その 1)偲

が，まさに個々の現象としてあらわれでる限りでの，事 人・理科問題の部j北大教育学部紀要第15j予p.137-16 

突的側面に策目した場合，この認、識を「知識」と呼ぶこ 7参照〉

とにする。これに対し「概念jは，対象の特性や法剣を

一101司





モーダノレ・パーソナリティ研究

ーネノζールのグルン族の生活構造に

みられるモーダルノミーソナリティ分析ー

古川

(教脊，心理学研究室)

昆

序 目的と方法

第 1章 カラギリン村グノレγ族の風土的社会文化的背景

第2意違和感群とその状況

第3宝章 違和感の分析とそれに主義く暫定的モ…ダノレ・パ

人間の科学は人が他人との簡に差異を感じ，その室長異

に対して関心を持つことから始まるといえるが，本論は

日本人の行動様式・ものの見方考え方と，日本と異なっ

た燈史文化的背景を持つ人々のそれとの差異の探知を出

発点とし，その由来をたどり，ネパーノレ・グノレン族の生

活行動を理解するとともに，従来，方法論的に吟味する

ことの少い社会人類学における奨文化裂の行動の認識の

過程と条件を，自己の調査経験の成立基盤の分析・検討

を通じて，光をるててみるのが目的である。この認識方

法の吟味は，おそらく精神異常を認識する臨床心理学の

可能性の根拠を検討する道にもつながるものと思われ

る。モ…ダノいパーソナリティとはある社会集団の成員の

大半に認められる行動様式・ものの見方考え方である。

ここでは中部ネパール，カラギリン村における定着調査

に基ずく調査者と対象のグノレン族の接触体験とグノレン族

のモーダノレパーソナリティの記述を行う。調査は1967年

5月30日より 7月28日までの 2ヶ月間，村長の家をベー

スに，観察，成人とのネパーノレ穏による会話及び英語通

訳によるインタビュー，臨床心理検査一ブーノレドγ ・テ

スト，ベンダ…・ゲシュタノレト・テスト，ローノレシャツハ・

テスト，自由商等の者ニFの適用をなした。

記述分析の糸口として調査者が異なった文化簡に接触

する特に生じる「違和感」を用いる。違和感の採用は方

法的に次の三つの窓味を持つ。

1. 現象記述する手掛りとしての原初的な違和感。こ

の段階での違和惑は対象を認知し記述する際のすべて

に含まれており，対象の持つ意味を調主王者の母国語の

概念と論理に照合して直接的に比較分類しうるもので

次

…ソナリティ

第4章 暫定的モーダノレ・パーソナリティと風土的社会

文化的背景との関連

参考文献

ある。この場合違和感はすぐに消去する。第 1章の諸

務ま表記述はこれによる。

2. 日本人の生活感覚では了解しえないような事象に出

合った時に生じる違和感。その消去にはある時間がか

かるかあるいは消去しない。日本人の持つ概念、体系と

性質の異なった概念体系との喰違いによって生じると

考えられ，より基礎的な生活次元で、の差兵を踏示す

る。〔第2章〉

3. 調査者の内各に基く違和感そのものの分析。なぜ遼

和感が生じたのか，すなわち状況と調査者の心的状態

との関係が問題となる。(第3主主〉

さらに第3主主では以上の分析をもとにグ、ノレン族のそー

ダル・パーソナリティを暫定的に設定し，第4重量でその

モーダノレ・パーソナリティと風土的社会文化的資査をとの

M速を採る。

もとより違和感を分析することによってそーダル・パ

ーソナワティを体系的に記述しうるとし、う理論的根拠は

乏しい。ウェーパー的な潔念裂を駆使する了解的方法に

おいても，ディノレタイ約な了解概念においても，人間行動

の記述は，本来，意味づけなのであり，根本的には調査

者自身の体験の再構成にほかならない。了解的方法を意

識的に拒否すると受容するとにかかわらず，資料を社会

人類学的事実としてく解釈〉する限り，調査者自身の生

活経験の介入とそれによる構成はまぬがれ難い。違和感

を積極的に認識手段として利用し，生活を共有する肉質

的行動性(違和感を主主じないであろう〉との係わりのも

とで，対象とする社会集団の人間行動の体的系記述をな

しうるためには，なお解決を要する多くの困難がある。
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この小さな試みは先ず自らを素朴にグノレン族社会に投入

し，端的に生じる初発性の経験としての違和感を手掛り

として，その接触の様相を示し，従来の調査の意図には

覆われたままに過ぎていた調資者自身の見方の制約をと

もに考慮しつつ，グノレン族の生活空間の性格を分析する

基礎をえようとしたものである。

一一第唯一一

生活の形態性を定め行動特性を形づける基礎として，

自然風土的条件があり， 11肉体を維持するための環境的自

然、への対処の仕方一生援活動，身体防禦の条件ーがあ

り，さらに生皮その他のための人間関係一社会関係ーが

ある。以上の構造の上に宗教・芸術等の精神文化が加わ

ると考えておく。

風土的背景ーカラギリン村は北緯25023'，東経84030'の

ネパーノレ中部山岳地帯雨閣に位置する。モジスーン帯北

践にありその影響は弱い。人穣はモンゴ P イド，母言語は

チベット言語に近いグノレン昔話で、あるが文字はなし、。男の成

人はネパーノレ諾も話す。

環境的自然への対処の仕方一農業(米・シコクピエ・

プワ・トウモ戸コシその他少設ながら大室長・小差是・大

豆・ジャガイモ〕と牧畜(Il!学・ 2手・水牛・コプ牛)を

主主業とするがグノレカ兵としての現金収入も大きい。 i:t符

は康問一間に物置き・新小屋・牛小屋が単位住居となっ

ており，カラギリン村ではほとんどがこの君主である。

社会関係的背栄一家族に関してカラギリン村F結集落の

2は核家札まは複合家族，家族員数は 2~10人である。
夫婦の労働;釦土問じか姿のガが多い。父親の権威は強く

ない。親の面倒は米子が見る。たー婦婚で普通父親が

応、子の嫁を選び親族が話しをまとめる。グノレン族はネパ

ーノレ内での四大カーストのうち，三番目のパイセカース

トに位するがグノレン族内でも上級と下級に細別され，婚

姻の耳支給びには特定の組合せの通路がある。村長は村人

の選挙によるが実質的権威は少し、。各村落問の村長会議

選出の代表はネパーノレ中央政府と接触を持つO

精神文化的背禁 グノレン族の宗教はシャ…マニスティ

ックな土事f~ミ教で，ギャンブレおよびプズと I呼ばれる宗

教家がまとして死者への儀式を取り行う。他にラマ教と

ヒγズー教の影響も認められる。ジヤングワはグノレン妙、

にとどまらずネパーノレに広く分布し病気その他の厄払い

な行う。

一…第2章一一

違和感をそFがかりとした主なカラギザン村グノレン族の

行動特性は次の通りである。

A 呼称男子に関して長男(ジエタ〉次男(マイラ〉

……米子〈カンツァ〕という序列名で呼ひ本名を呼ぶ

ことは少いO

B 挨拶 「定事は終ったかJIどこへ行くのかJ等の

簡単な日常会話が挨拶となる。

C 村人同志の往来一お互いの足ぷJ号、式日発穀機，右日の

使用は自由で，火穫のやりとりシガレットの廻しのみ

において「ありがとう」という E言葉による感謝の表現

はない。村人の接触頻度は高く情報の伝迷もEf!い。

D 共rnH'P5長一山学・竿の解体作業は10人位 C行われる

が議が指示するわけでもなくスムーズに処j緊されるの

E 村人と調書王者の接触一段初女のみ強い警戒の態度を

示したが一般にはブランクでシガレットや茶を当然の

ことのようにオとめる O

]才 村の各戸には必ず錠がかかっている O

G 村人の問に盗みが多いー調査期間中穀物1ft胡幼:二!j:tJ

捉えられ村人の私的な裁判で犯人に情状的震のない制

裁金と弁償金が課せられた。制裁金でさ手が買われl勾が

裁判に参加した人々に分けられたが犯人もこの分けま

えにあずかった。村人は盗人にも盗まれた人にも冷淡

な態度をとる。

H 女性の社会的地位は低く，村会や死者の組委事には参

加しない。食事:は男が先に祭る。しかし嫁ぐ時に実家

から持ってきた財産は一生妥が所有権を持ち続ける。

I 男女の社会的分業は米分化で，男も水くみ，炊事，

縫いものを行う c

J 女の態度は男に比べきつく，動作も乱暴で性につい

ての露骨な設業もI=lにする。

K J必に)<;jしては笑いはなく機感のみある。

L 村人の関心ーお祭りや諸行事についての村人の説明

iこ了if{1斗の食べ物飲みものを剤治;してたいらげるの

だJとし、うのが必ずっく。

M 育児は特に厳しくも一討くもなくす、子の排伎のしつけ

は放任で，親は子供が自分の小伎をもてあそんでも気

にしない。

一一第3章一一

A~Eの項は人Aの「近さ，親しさ，あつかましさ，

遠慮気がねのなさJ'iピ表わす。調査者は対人関係という

ものについて「人々はお互に磁波なものであり接触にお

いて失礼であってはならぬ」と考えているυ 礼儀は人が

お互いのその社会におけーる佼躍を9;11ることによって対人

関係を良い状態におく蕊味を担うが，失礼というのは人

間関係に無頼滋であるか，自己及び相手の社会的位援の

認識がたりない状態をきしている。

F， Gは村人間志が信用のならない，あるいは盗まれ

るのが惑いのだという「不信」を表わす。調査ヰ警は先に

述べたような緊衡な人間関係の':1"ではそのような不lいは
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克滅されてゆくと考えるσ

日~J に社会的地位における男女差が認められるとは

いえそれは日本におけるほど援のあるものではない。男

らしさ女らしさの差もそれほど大きくはない。

Kに関して庇は本来，人に嫌悪を感じさせるのかもし

れない。日本においてそれを笑うということは別の儲伎

が本来的な嫌悪感を消して笑いという態度におきかえて

いる。その点グソレγ族ではより索I度な形で態度を表明し

ているともいえる。

Lは彼らの{間体維持活動の厳しさと飲食物への多大の

関心を示す。

Mは日本人に比べて大人になってからの行動が，積極

的ではないことを推測させる。

以上の分析をもとに暫定的な形でグノレγ族のモーダ

ノレ・パーソナリティを設定すると，

1. 自我怠識の未発述。

2. 関心の主なるものが原初的であること。

3. 対人関係における緊密性と不信性。

一一第4章一一

自殺意識の発達の条件は{同人的レベルでは外に向うエ

ネノレギ戸ーの強さ，関心の強さであり，社会的レベノレでは

関心に応じた場の権力関係，地伎一役割，集団所属，行

動の妥当などのE主である。自我;意識の程度は関心の多様

性，社会の中での自己認識の程度，社会組織の複雑性に

対応する。グノレン族における除我意識の未発達というの

は外に向うエネノレギーに乏しく関心が一様であり社会性

に欠けていることである。これはきびしい生活条件のな

かで人々が食べて生き続けるそれだけのためにほとんど

の力を投入すること，グノレγ族社会における生産様式，

衣住の型，社会組織が単純で一様で、あること，そして社

会集団が生活条件を効率よく利用しその生活形式の妥当

性を積極的に集団の内外で確信ーすることに乏しいこと，

これらは社会成土，社会構造の密度と統制の脆弱さに対

応している。その典型的なあらわれが飲食物等への原初

的関心となる。

対人関係における緊滋性はまず自然風土:条件の厳しさ

が筏集々毒事を{乍らぜ，それが地理的な緊筏性を形づく

り，さらに等質な生活空間が心理的な緊筏性を生む。対

人関係における不信性は生活にことかくとL、う条件に加

えて自我意識の未発迷が罪悪感を弱い状態に留め，資み

の行為が生じ，それが人々の関に不信感を生む。盗みの

行為はやむにやまれぬ場合が多い。それだけにその行為

がある綴度仕方のないものとすれば，当然盗まれないよ

うにすべきであり，又I径まれる方が惑いという一見冷淡

な態度が出てくるとも推定できょう。

役会人類学的〈事実〉に対する心理‘学的事実の構成概

念の定立や推論が，人間の行動のよってきたる所以をた

ずねる限り用いられなければならないのであれば，その

妥当性と限界はそれなりにきびしく吟味することを要す

る。人間的事象についてく実証〉ずることが，必ずしも

理論や構成概念の妥当を保設しうるものではない。実証

とみえるものが来しない感情移入と解釈に過ぎないこと

は予想しえようつむしろ調査者自身の解釈の方法と，内

在する理論の枠組を検討し操作しうるものとし，これを

対J象に投入して記述し現象分析を行うのが当面の解決の

遂であろうっこの小論は違和感という主綴的契機をとり

出しグノレン族と調査者の接触形態と調主主者自身に内在す

る解釈方式を組上にあげ課題解、次の出発点としたもので

ある。
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森田療法一日本の精神療法一

樋口明夫

〈教育J心理学研究室〉

研究の課題とするところは，精神療法の依拠する精神

的背訟というべきものを確認することであった。精神療

法が有効に病者を治療する限り，人間存在の叙底につな

がる適応の措定の仕方のうえにおいてでなければならな

い。それは，一定の社会の生き方に深く根ざしている。

精神療法を生活態度，思想の源流から理解し吟味するこ

とは，大きな困難な課題である。この意味で，西欧の精

神療法のある方法，実存分析，精得分析を問題とすると

き，ギリシャ的へブライ的思潮がそこにあらわれてくる

であろう。私は，当初に先ず，森間療法をとりあげ，構

成をなしている日本的精神様造，思考形態，行動の日本

的性絡を検討したのである。

I 森回療法について

(1) 森悶療法の公式的手111費

森田療法は説得療法と入院療法に大別される。説得療

法は口頭で行なうものや，通信手紙で行なうものなどが

ある。もちろん入校療法が正規で、あるが，これにも説得

療法は組み入れられている。入続療法は，次の 4期にわ

けられる。第一期臥苦手療法，第二期騒い作業療法，第三

期mい作業療法，第四期複雑な実際生活である。第一期

と第二期は，まったく商会を謝絶した隔離療法ーであっ

て，第四期になって外出合許す3 治療期間は，臥療法知

一週間前後，獄い作業期一~二週間..mい作業期一~二

週間，複雑な実際生活期一~二週間で，合計して一ヶ月

からニヵ月である。

(2) 森田療法の特質

森岡療法の特質は，大きく三点言をピあげることがでで、きる

とj忠習

でで、あり，三点目は，その全力性全身性である。もっとも

大切なのは三点筏であり，一二点思は副次的なものであ

る。逆説性として「神経衰弱症は病ではない。ただその

本人が普通の人にも，いろいろの場合に，当然起る感覚

気分にたいして，いたずらに執着してこれを病気と信

じ，恐怖し?苦悩するものである。jとあるように， 自己

観察，完全欲，予期不安そうした過剰な自己防衛，防衛

過多を去ってあるがままに，逆にはからいを止めるとい

うことである。これはそうした過剰jによるエネルギーの

消失を防ぐという意味がある。次の素質の樗定というこ

とは，医師として生物学的に考えることは当然のことか

もしれないし，グノレトジュナイダーの精神病質の定義と

も近い考え方である G しかし，こうした気質に適合した

生き方をしてゆくことは，当然限界があり，すべてこれ

でよいと召うわけで、はないだろうが，三三点闘との関連で:

考えることも大切であるO 三点目の全身性全力性という

ことは，身近な実生活体験の重視となって，療法におい

てはあらわれるが，その効用安，根底に心の変化流転性

を認め，注意の図表，とらわれの分散化，慣れ，悩む場

をつくらないことなどと考えるよりは，主体的に，衛単

なものから体験し，自己と，世界をとらえ直すところに

あると考えるのが，正しいところであろうと思われる o

むしろ他のことは，翻産物とさえ言言えるかもしれない。

E 森医療法の説得療法(通信治療の例より〉

森田療法は，入院療法が正規のものであるが，外来に

くる者や，家庭の都合などで入院療法をうけられないも

のに，口頭や手紙で，説得療法を行っている。これは相

手による説得のしかたのちがいがあるであろうというこ

とは考えられるが，どうし、う生活態度，心的姿勢をとる

ようにすすめるのかは，もっとも，はっきりした福と-~.・

える。ここでは滅神恐、怖と赤面恐J怖感者の通信治療の例

をとりあげる。通信治療により，はじめ，神罰恐怖が前

面にで，それが治ると赤間恐怖ついで正視恐怖，孤独恐

怖とうつってゆくが，その皮に森間氏は，どのように返事

をしているかを見てゆく。その往復議衡の中で次のこと

をのべている。 (1)感情を知識によって否定没却しようと

する努力はひかえること。(2)自分の小心なこと，すく、、顔

が1かくなってこまることをうちあけること。 (3)人は恥し
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がるからこそ，常に自分の行いを侠しむのであること，

恥しがらない人間になることがよいのではないこと。性)

厭人的生活はいけない。赤面恐布は，本来自分が人に勝

とうとする心の反面である。赤簡に勝とうとして篠方を

することは無用である。本来の自己にたちかえること。

(④自分の純真ありのままから出発すれば，そこに議惑は

ないこと。(6)無精に苦しむということは，自己本来の欲

望を抑えているからである O なに'1:J:にも，忠、い立つまま
に直ちに手を下して実行してゆくこと。 ぐ7)強迫観念を解

脱した人は，人生の修養をつんだ人で、ある o (8)首に自分

の本心から出なければならない。自分本来の寸心累々の

態度を失わないように。(ヒ口イズムへの転化を押え，た

えず誠実にあるようにのベる)0 (9)盲目がし、たずらに線

開きに対抗するに及ばず，小服者が大目旦者と競う必Eさは

なしただ自分の持前の全力を発揮してゆけばよい。自

分自身になりすまして，人に対する反抗をやめれば，必

ず長所はおのずから発揮される。

そうして，相手の通信者の最後の子，%氏では， I現在で

は，自分を偽り飾らないように，自分本来の姿に帰ろう

と努力している。自分の心現状態を考えると説明(森鴎

正馬氏の〉がすべて真であることがわかる。自分がつく

づくと体得したことは，人撃でもiaJtlでもすべてのこと

が，自分から得るのではない，自然に与えられるもので

あるということである。Jとある。森岡氏に全綴の信頼

:尊敬をおいている。こうした誠実になり，自分本来の姿

に帰ろうとし，すべてが与えられるもの，こうした生活

をすることによって添ってくるものであると把握で、きた

ことは，森田氏のめざすものであったと考えられる。

自 森厨療法の批判問題

森国療法は一罰事態問題に衝と向かわぜて，それに慣

れさせてなんともなくさせてゆくことによって適応を再

び営むことをえさしめる療法なのである。それには臥襟

期間とLて，考えのもっとも多く苦しく浮かぶ，安静思人祷

ということを，とらせることによっても紛らかである。

この時期がもっとも苦しい持期なのである。森田療法に

ついて，まず!惑じられることは，そのなんともぎわれな

い織さであり，それは，まじめさからーまじめという

ことは，多少の陪さ鴎苦しさをともなうものであるー

くるものでも，あの東洋的誘綴と言われるものからくる

ものでもなく，闘争というものからくる，どこか冷えび

えとした縞きである o 第二に感じられることは，絶対服

従に代表される窓、想であり，切らかによ下の関係があ

り，民主的対等な立場で，疑問ならその疑問を納得のゆ

くまで共に考えてゆくというのではないことで、ある O ーと

に立つものが人間である以上，もろくもくずれさる価値

権威である危険性がある。森田療法に向かないとされて

いるものは，点検してみると闘争世界に生きる価値を見

いだしていない調和的民主的人間のようである。彼等は

ある意味で、非常に敏感で、感受性に窓み人間的で、ある O 森

EElt考会:ことは，忠、者を一人か二人ずつあずかつて自宅におい

ていた。その忠者の中に潔癖症を主とする強迫神経症

(不潔恐怖)の患者で，巣鴨病i渓(現症の松沢病院〕に

永らく入院して米治返践したのを引取って催眠術や説得

療法などあらゆる方法で治療したが，どうしても治らな

いので，さすがに強情な森郎博士も，サジを投げて腹な

立てられなくやったこともあるとL、うのところが，この患

者が苦悩と絶望の結果，設後にj舎で身になったものらし

く，忽然として治り，この偶然をゴラ祭研究して必然とし

たものが森EEI療法のもとになったと L、う逸話にも見られ

るし，また滋者の話で，森田博士に面接し父が夜、がいら

いらしてあばれたりしたことな中心に述べたので，意志

薄弱性のものとの診断をうけ，入院をことわられる羽留

になった」とあるように，森国博士は，あばれたりする

ことな心配したとも考えられるが，こうした人間はもの

にならないと思ったとも百える O 森間療法の求める人r61

は，ざわれるままに従う人間で、意;志の強い人間であるこ

とがわかる。森田博士の言動からしても，きたえがえの

ある人間であることが必要なのであり，クノレト・シユナイ

ダーの怒志、薄弱者無力者ではいけないのである。ラ長治者

としてあげているものは，老年性で精神衰弱のあるも

の，身体民主弱，J{t志薄弱，精神低能をあげている。また，

森田氏の考え方をみても，闘争本伎であり，つまり強烈!

な個人信頼自分のカを唯一のたのみにしてことにあたっ

てゆく姿勢である。少年青年期をすぎて，突入生ーになる

と，それまで通用してきた数が一見なくなり，J)iえない

敵とのたたかし、の様相を呈してくる。頭の切れ，自己反

社央などは通用しなくなり，怒直とか鈍設さとかが闘争に

生き残るためには，要求されてくる。学校秀才の没落は

これだとざわれている。つまり現代ウサギとカメの物語

であり，劉争に勝つには，カメであらねばならないので

ある。人間性をすりへらし，鈍麻し鈍ru:な，人間の内部

までもひきわたし愚複にならないと生き残れないのが闘

争社会の常としても，森田療法にはそれがある、創造性

が問題でない人間社会につきものの闘争，これはいよい

よはげしくなってきている。また，これは必要であると

思われてもいるがIEしL、かどうかはわからない，この社

会が劉争社会であり，関争がはげしくなるにつれて，森

田療法は迎えられようが，それは，ますます悲劇的なこ

とである。現代社会において，商売としてなら知らず，
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哲学文学人生観などに手をだすことや，悲惨さの問題，

種々の惑などに心を傷めることはそれだけおくれをと

るだけなのである。森間療法は，祝野を狭める一方そう

したものをおおいかくし，また繍争のあいだの緩衝体と

しての意味も楽しているのである。闘争ということは，

人聞の心深く侵入しており，官学文学芸術悲惨さの問題，

怒の問題などに話題が向くと窓、わず失笑さえ呼ぶほどで

ある。 自他の問題をギリギリのところまで考えない人間

は，誠意の問題にも至らず，闘争悲惨惑などをむきだし

にすることをきらう反面，やっていることはひとかけら

の誠意もない。精神分析の治療をうけた人間の，のびの

びした伸展的発展的な明るい感想に対して，森田療法ーを

うけた人間の感想、はためたところがあり鱗く陰湿であ

り，明るいようでいて結く空皮な高笑いに代表されるも

のを身につけているようである。最近では，森EE療法の

この性猿をむきだしにしてきており，森田疋，W&氏の共著

者である水谷勝二氏は，その名からしてわかる「股力が

つく本JI慎重で大胆な生き方」というミ警護を矢つぎ早

ゃに発表してきているのを見ても明らかである。その一

間「胆力がつく本」を試みに読んでみるとよくわかる。

自己をため，視野を狭め，一方惑の問題をおおいかく

し，溺争のあいだの緩衝体ともなっている。こうして自

己をためて，闘争に勝ちのこる術なのである。

あとがき

これは森田療法を中心にして，精神療法の思想的な留

を，とりあつかったものである。神経症の発生機制もか

なり重大にとりあつかっている。ちがい，比較なども，

問題に関係して少しはとり上げたc 森田療法は Iに書い

たように，誠実な気風をその根底にもつものであり，こ

の性格は忘れられてはならないものである。ロにおいて

は，それがどのように科学的心理学的知見に立って，事

突を認めて，指導されているかを奮いた。 mにおいて

は，森間療法が，どう受け取られているか，森田療法が

どうきいているかをしらべることによって，森出療法の

もっている-]i討を過して，その危険な屈をもっていると

ころをあげ，出版などされている現状を指摘した。これ

は，どんな精神療法も，多少とももっているものであろ

うが，注意を要するところであると怒われる。これを見

て，精神療法を，小さくまとまった人間をつくると考え

てはいけない。それは楽放さ，後きたさなどがなし、かもし

れないが，そうしたものは，もともとアジストテレスの

言葉をあげるまでもなく，使う金の主主であり，身体の大

きさであったりするのであり，それらがない時には，豪

放さも優美さもあったものではないのである。人間は環

境と一体のものであるから，まずそのようになれる環境

(経済的，社会的)につくることが望ましいことであるo

f社会経済的なものは社会経済的なものでJというのが

本来であり，精神療法に心がけ，精神主義をもちこみ，

すべてを解決しようと考えるのは，排除しなくてはなら

ないことである O 卑小感にとらわれ，消え入りそうなま

でになっているものに大切なのは，やはりその誠実さで

あると思われる。絶対詩人袴にしても，今までのいっさい

のものを放てきし，そうした境地にならせようとするも

のであると言える。今の文化では，誠実で、あることは硬

さ，)[!腐さと同義語であっても，まだ必ずしも卑小さと

同義語ではないであろう。森悶療法は，そうした誠実さ

を通して生きることの意欲と衝動を回復させようとする

ものである。生きることにおいては，動機.Ji言、欲・衝動

があるかどうかと震うことがまず問われるところであ

る。森岡療法は誠実にして，その意欲衝動が起るのを待

つことであり，動機意欲衝動もないままに，観念を操作

することによって，それらを換起させようとはしない。
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建設業における技能教育

一札幌地域にみる建築大工の投能教背の変容に関する実証的研究…

木 村保 茂

(産業教育研究室〉

目

序研究の課題と分析方法

第 1主主 労働力不足と建築大工における「親方J制度

第 1節 「野帳場」の大工と「町場」の大工

第2節大工供給的下請企業の投格と，その変容

第3節町大工親方の性格

第4節 「親方」秘度の変容と建築大工労働力の再生

産構造

第2章作業方法の変化と熟練の性務の変化

第 l箆I 野i帳場大工における作業工程の概要と熟練の

特質

1. 論文の呂的と方法

本論文の罰的は建設業における技能労働力の教脊訓練

の変容の突態を建築大工のそれに限定することによって

扱えることを主限としている。その擦，特に次の 2点の

視点に関して考案を加えている。

周知のように，建築大工の労働力再生産は親方による

徒弟教育という建設業の伝統的技能養成制度により行わ

れてきたc そして戦後公布された「職業安定法J 1"労働

基準法jによって徒弟制度は大きな影響をうけたけれど

も，なおかつ弱体化しながらも残存しえたので、ある。し

かし，最近における建築大工職種における作業方法の変

化-~遂兵の導入，建築材料の発達ーはさ当然，労働内容

の変化をもたらし，建築大工労働力の需要与を質おともに

変化させ，それに伴う労働力の供給機構を変容させるも

のであるo このことは建築大工の養成過程との関連でい

えば，熟練の性格の変化に伴う熟練形成の変化，そして

技能養成方法〔徒弟制度〉の変化へとつながるのであ

るむ一方，主去年労働力不足も徒弟制度の変容を促進させ

る。というのは，旧来の身分制の色淡い徒弟制度では若

年労働力を集めること自体が困難になり，徒弟制度に代

るところの新しい技能養成方法の現出を必婆とするから

である。

次

第2節 町大工の作業内容の変化と熟練の性格の変化

第3章建築大工における技能教育の実態

第 l節徒弟教育の変遷と技能教育の再編成

(1) 戦前における徒弟教育

(2) 戦後の労働立法と技能教育

(お技能教育の再編成

第2節事業内共同職業訓練の内容の実態

(1) 札線建築共同事業業訓練所の沿苓と運営状況

(2) 訓練内容

結び 建設業における技能教育の問題点

ここでは，以上の生産方法の変化，表年労働力不足の

徒弟制度への影響を中心に，建築大工職種における徒弟

制度の変容を促す ELEMENTの究明と徒弟繊度に取っ

て代って主主場する事業内共同職業訓練の実施要因は具体

的夜接的には，どのようなものであるかが第 1に問題に

されるのである。

ところで，徒弟制度の変容を促す要阪を究明するにあ

たって，親方制度の構造の変化を通じて見ることが是非

とも必要になる。というのは建築大工の技能濁得は一人

前の建築大工(親方)を，:t，心に組織された労働者一集団に

おいて，親方，或いは先輩大工の仕事を見1議見真似によ

って易作業から難作業へと，一人郊の大工になるのに必

要な多種類の作業に習熟してゆくのであり，それは，ま

さに親方に強く依存しているのである。しかも，労働者

集問の組織者である親方は技能養成機能のみでなく，

印刷の編成に必要な，労働者の募集・解雇・作業管理・賃金

管理・生活管潔等の諸機能を有し，仕事の諮負も彼の請

負として現象しているのである。

第2に，建築大工の手写生産方法として業界で広汎に行

われている事業内共同職業訓練の果す役割と機能につ

いて，実態調変を通じて分析することである。

周知のように，後期中等教育の問題が今日ほど法自を

集めている持代はない。そして，それは一連の教育政策

同 111-
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が緩舟政策と結びついて出されてきている点において特

徴的である。

ところで，後期中等教台、政策を職業訓練に限って凡で

も. 1961生Fの学校教脊法の一部改正による連携教ffの機

進，そして叉，短期の職業訓練機関自体を「後期中等教

育機関」の一部に数えようとする動きが見られるごと

く，事業内機業訓練は後期中等教育の関連から汚吟味す

る必姿性にさしJlきられているのである。

一体に，このような職業訓練の一塁主役担う事業内戦業

訓練は後期中等教育政策が推進される中で，その機能と

役割について穆々の論議を起こせしめたが，実態調まま研

究に基づく究明は十分とは蓄えない。たとえ究明されて

きているにしても，技術革新との関連で，大企業を中心

にしたところの企業内教育の機能と役割の分析が多い。

しかし，建築大工の技能養成の機関として一常及してい

る事業内共同毅業訓練所のおう投務は，おのずから零細

企業のもつ性格，業ヨミの性格，技能養成される建築大工

の有する熟練の性格に規定されるJ二に，上記の大余業と

奥って，工場の近代化，或いは大企業の技術革新のレベ

ノレとは，およそかけ離れた条件のもとで、の綴業訓練、であ

る。したがって，その有する機能，役割は大食業で行われ

ている企業内教育の持っそれとは，およそかけ離れ，む

しろ，従米の徒弟1M度が持っていた機能，或いは役割を

内包しているものと思われる C

最後に調君主方法について， 1f子述べておく。本調変は

H諸手\142年 6 月 ~9 月にかけて，札幌地域の大工親方と札

幌建築共同職業訓練所の訓練生(160名〉を対象として

行われたものである。前者に関しては，田I場の仕事を中

心とする12事業所と，野帳場の仕事を中心とする 6

所の業主の商接調査，そして町場8事業所の補足調査か

らなっている、後者はアンケート調査によるものであ

る.

2. 野帳場における親方制的種用構造の変容

建築大工における労働組織は三角形で表わせるような

重層的な毅万台括的雇用構造で示すことが出きる点におい

て特徴的である。このことは，町場よりも工事規模の大

きい野帳場において顕著に見うけられるので，ここでは

聖子帳場に焦点をしぼって分析することにしたい。野帳場

の親方f倒的麗用構造を単純化して描くならば，次のごと

くである。

大工供給約下請企業一世話役一俸芯一労働者

ところで，労働組織の頂点に践する大工供給的下請企

業主は企業規模が小さい段階において，業主自らが生産

労働に従事し，すべての工程を指弾，統括するところの

親方労働者であったが，企業の規模が大きくなって，請

負利自主が橋大するにつれて， i皮は実際の労働から離れ，

経営業務に専念する企業家となる。そして，現場工惑の

監督は各現場毎に配霊まされたt止話役にまかせられ，世話

役の指揮，統括のもとに工事は進行する。

ところで.t止話役は，形式的には，大工供給的下Jffi企

業に!{ii用されてはいるが，実際には現場工事ff-!業主ど親方

請負しているという怒号米において，独立性を有してい

る。つまり，彼は請負った仕事を遂行するために，必至芸

な建築大工労働力を調達し，作業の段取りをし，更に主主

金の支払い号事を行う。そして彼の収益は請負金額から建

築大工に支払った賃金総額，その他を主主し引し、たもので

ある。

北海道においては昭和35-6年を契機とする工事長まの

j肴大に伴い，建築大工労働市場は急速に拡大したG しか

も，建築大工労働力は，その熟練の性質に規定されて，

短期間に急速に拡大再生産されえないがために，建築大

工労働力の供給設に対して，漏嬰主主は圧倒的に高くなっ

た。このことは最近の建築大工不足率が幾何級数的に高

くなっていることによって災ずけられる。このように，

建築大工労働f行場の労働力不足の深刻化は親方議負を行

って，独立性の強かった役話役を，単なる管理労働者化

するように働いた。つまり，世話役は建築大工を募築ず

ることが必常に姻葉症になったばかりでなく，議負金の配

分方法に関しても，従来の，日士話役による怒、意的配分か

ら公IEな基準賃金と総稼動日数，基準賃金に基づく議負

利益の配当をせざるをえなくなったので、ある。というの

は，労働市場における自己の立場の有利性を背緊に，配

下の大工が不平，不満を主張することが可能になったか

らである。こうして枇話役は請負集団の組織者として欠

くことの出きない賃金管理機能を失い，特別の収益を取

得出きなくなった。今や.t世話役は，従来の機能，権限

を有する綴方として存在することは不可能であり，その

多くは世話役料をもらって工事現場の統括的援替を行う

管理労働者と化してきでいる。

3. 作業方法の変化に件う熟練の性格の変化

建築大工は，戦前までは，技能の習得にあたって，年

少時に弟子入りし. 5年から 7年の徒弟期間と礼傘公を

経，更にその後，他の親方の下で数年間を過して，初め

て一人前の建築大工として認められた。このことは建築

大工の労働内容が複雑な手工的技巧によるものであった

ことと密接な関係をもっ。つまり，建築大工の熟練が手

工的労働内容に規定されて，知的なものより長期間のIDI¥

叩 112由
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練と経験から得るカンやコツを本号室とするものであり， 悶が間接的に加わりながら，事業内共同穀業訓練所が設

理論的な伝授が不可能だからであった。 立されたが，それらを‘ンエーマ化すると次の如くとな

だが，このような建築大工の熟練の性絡は，特に35年 る。

頃からの篭道具の導入，建材の発達，工作法の変化など

によって，次のような変化が生じtc.o

第 1に，作業の単純化に伴い，技能習得期間が短縮

し，各建築大工の技能が擦主要化傾向を示してきたことで

あるc つまり，電道具の導入は，手道具の使用に饗した

長年の訓練と経験を不必要にし，同時に熟練の他人差の

縮小と標準化をもたらした。一方，建材の発達と工作法

の変化は加工作業と組立て方法を簡易化することによっ

て，同様のことをもたらした。

第2i土，知的熟練が要求されだしたことである。それ

は 1に，美的感覚の要求， 2に，設計図を読む能力の要

求である。つまり，建材の発達によって，色彩塁皇室言な材

料を如何に上手に配援するかというデザイγ的知識の必

要性が主主じ，叉，設計図に従って家を建てることが一般

化したことによって，従来のように建築大工が顧客から

建築を依頼された場合，設計図もつくらずに， j資接，そ子

被をつくって作業にとりかかったことが不可能になり，

設計図を読む能力，更には設計図を作る能力(建築士の

資格〉が必要不可欠になったのである。

4. 建築大工における技能教育の再鏑成

(1) 事業内共向職業記l練所の設立と建築大工手写生産

構造

建築大工の技能養成方法は，従来の徒弟的訓練方法に

代って，事業内共同職業訓練という集合教育形態が主体

となった。このように，後者が前者に取って代った原

因，即ち，事業内共同職業訓練実施の具体的直接的望書留

としては次の二点があげられる。

その第 lは，若年労働力を吸収するためで、ある。建築

工事愛の増大に伴って生じた建築大工不足は直接，賃金

の高騰をもたらし，このため業界では，建築大工の養成

の必要性を強く感じたが，ま号年労働力が不足してし、るう

えに， I日米の身分制の色淡い徒弟制度ではオ去年労働j]の

採用が非常に国難ーであったため，喜~~長内共i汚職業訓練所

を実施して若年労働者一特に，新規学卒;者ーの教育要求

を充足する形で彼らを吸引しようとしたのである。

第2は，機械の導入，新建材の使用，工作法の変化と

いった作業内務の変化に伴う建築大工の熟練の変化が専

門化による指導を必要書イじさせたことである。特に，作業

内容の変化に伴う知的熟練の要求は専門化による集合教

育を強く要求した。

以上のこつを具体的，直接的要閣として，更に他の要

関1 事業内共向職業訓練所の設立望書図

このように，事業内共向職業訓練が笑施されるように

なったが，現場での実技指導は訓練生の所属事業所に委

ねられているのが現状である。その意味において，建築

大工の労働力再生産の主体は，実質的に，個々の毒事業所

といえる。そこで，現場の実技指導を行う，訓練生の所

属事業所のタイプを類型化すると次の3とおりとなる。

第 iは，町場の一人綴方を中心とする不安定親方!習で

ある。彼らは，自らも生産労働に従事している点で親方

労働者であるが，絶えず顧客から受注をうけることが困

難であり，受注がとだえた場合には，他の町場の親方の

下で手間絞り職人をしたり，或いは野帳場で被傭殺人と

して働かねばならない。

ところで，調査結果によると訓練生の雇用先は6割以

上が不安定親方磨であり，この薦こそが建築大工の主体

をなしていることが分る。この事きたは，建築大工が安定

した親方への道を主まってゆこうとしても，如何に安定親

方}欝(企業家的性格を有している〉の仲間入りが困難で

あるかを物語ると問時に， -fi'百において，建築大工の笈

労働者化の傾向を示していると替えよう。

第2は，府J場の安定親方}欝による建築大工労働力の再

生皮である。この!替は不安定貌方層に比べて，受注工事

故が多く，数現金誌の同時総工がiiわれるため，原材料の

購入，被鱗大工への賃金の支払い，監授業務ミ?の経営菜

務が;増加，複雑化し，親方は経営業務，室主督業務マピ主た

る仕事:とする企業家的性絡を帯びている。

第31主， 2で見たように，世話役を中心とする親方制

的雇用構造の変容に伴い，世話役は管理労働者化した

が，そのため逆に，大工供給的下請企業は建築大工に対ー

する管理を強めることが出きるようになった。このこと

は建築大工不足に伴う賃金の高騰とし、う深刻な問題をか

かえている大工供給的下請企業をして，子飼い大工の積
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教えるのは l月以降からで，職場での実技指導と関係な

く先行している O このため，当然，訓練効果は半減され

ざるをえなくなっている。

第3は，現場での実技指導に関する問題である。現場

での尖技指導は原則として指導員が行うことになってい

るが，災態は必ずしもそうではない。又，事業主が労働j

i品裂から離れて経営業務に専念している事業所では，大

三;職人が指導に当るけれども，彼らの多くが手間請負を

しているため，訓練生に対してト分な指導をしたがらな

いο ところで，指導員資格をもった親方，大工職人が実

技指導をするにしても，大半の指導員は，指導方法を熟

知しておらず，その訓練内容に系統性，順次性がなく，

技能の伝習は基本的に見様見真似に放任されている。

以上の災態から考えて，事業内共同職業訓練を

後期中等教育の一線として佼置づけようとする試

みには大きな問題がある O それは実質的に教育水

擦の低下をもたらし，生徒の学力主主を拡大すると

何時に，生徒から後期中等教育に対する要求をす

りかえる危険性をもつものである。むしろ，事業

内共問機業訓練の実態は徒弟的訓練方法を内包し

ながら，集会的教育と L、う形態をとることによっ

て，若年労働力の募集手段としての機能を，主に

泉していると考えた方が妥当である。

第 16号教育学部紀要

磁的育成に踏み切らせる動機となった。しかしながら，

述築大工労働力の再生産全体に占める位置は低いのが現

状である。

以上;のごとく，訓練生の所属卒業所をタイプ分けしう

るが，建築大工の労働力再生産は，これらの他にも，公

共職菜訓練所や，従来の徒弟的訓練によるところの大工

殺Jj関によって15われている。しかし，後者の場合に

は，必至F労働力の級引がむづかしく，建築大工労働力再

生皮の機能が低下している。父，前九者に!主iしても， ;iJl¥総

期間が~Ji.\，、ために，生徒は卒業後ドJO:，大工親方の下で

訓練の続きなしなければならない。

建築大工llf生産機造を‘ンエーマ{じすると次のようにな

る。
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(2) 事業内共同職業訓練実施上の問題点

事業内共同級業訓練の実施過程上で多数の問題点が現

出しているが，主主要な点を3つ列記すると次の通りであ

る。

その第 1は，入所理由の 1国として，徒弟11lU皮と契っ

て働きながら学べるという考えから入所してきた訓練生

に対して， 3年間に， 1280時間の学科緩潔時間数は，彼

らの知識欲を溺すことは不可能である。それどころか，

訓練効果をあげる意味においても短いと言える。

第 2は，専門科目と実技指導との簡の関遊性が弱L、こ

とである。つまり専門科目を共向職業訓練所で本格的に

(現場での実技指場、

建築大工再生産構造図2



北海道における中小企業の技能教育に関する一考察

一家具・建具製造業における事例調査を中心にしてー
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論文 g 次

序論問題の所在と研究方法 状と問題点、

第 I部 北海滋家兵・主主兵製造業における技能教脊の控室 第4主主 昭和三十年代における家具装備品製造業の成

史的i遇税 長

第 1主主 徒弟制約技能教育の成立 第5主客 機械制的生産技術の確立と手工業的先撲の分

一第一期，明治大正初期一 解

第2主主 徒弟制約技能教育の展開 第61雲 家具主主兵工場における生産技術行艇と技能教

一第二期，大正中期・昭和前期一 予言の実態

第3主主 徒~)íf，U約技能教育の変質と崩燦 第n手熟練の変質と技能穏得の実態

一第三期，昭和二十年代一 第8主主 熟練形成と後期中等教育の多様化

第百部北海道家具，建兵製造業における技能教脊の現 結び

1 はじめに

教育は「一般的な人間の天性を変化させて，一定の労

働部門で技能と熟練とを体得して発達した労働力になる

ようにするjことを目的とする。教育はその社会の先立主

力に対応した技能と熟練をそなえた労働力を育成するも

のであり，康史的社会的形態規定を与えられている。資

本主義のもとでの生産技術の進歩と需要労働力の技能と

熟練の分化と多様化・それらの間での流動性の増大は労

働力の知的一般的発達を特殊的発達(技能・熟練の形成〉

から分離し，まず初等学校教育を続いて中等学校教育を

留民的学校教育として成立させる。現代社会においては

教育機能の多くを学校教育が荷負っておりf教育=学校

教育、という単純な図式として反映し歯民の教育への関

心は学校教育に注がれている。しかし，教育の問題(学校

教育の問題も)に接近するためには教育の本質に立ち直

り労働力の特殊的発達(口技能と熟練の形成〕の側爵から

より本質的に解明されうる。

修士論文では間是認を具体的労働過程と労働力の特殊的

発達の実態を明らかにし，その現段階的特徴と問題点，

及びいわゆる後期中等教育の「多様化」と関連した問題

を分析することに限定した。

分析方法と対象は次のように行った。技能あるいは熟

練は穣々のー具体的労働過程を通じてそれぞれに対応して

形成される労働力の特殊的発達である。技能・熟練の内

容・性格は生産の技術的行線の変化によって変務・分解

し，新たな技能・熟練として再構成される。そして，こ

れに対応するよう技能教育の変容をせまる。従って研究

の方法は前段階における技能教育の実態を明らかにし，

これが生産技術行穏の変化との関連でどのように変容し

たか，またどのような技能教育上の問題があるかを分析

する方法をとった。調査対象業種として家具建具製造業

を設定した理由は金工場労働者の過半数が就労している

中小企業の典型的業穏であり，この業種のなかで占める

本遂の比重が高い業種であること，また「中小企業政策」

にそって最近急速に生産技術を発達させ高成長をとげて

いる業種であることである O

論文内容の紹介は家具製造業に限定する。

自 本論の要旨

1. 家具製造業における徒弟秘的技能教育

本道における家具製造業の本格的成立は明治30年代以

降であり，官庁及び事業所を支な需要先とする事務所用

注文家具の生産と家庭用並家具の既成品を主とするもの
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であった。本選の自給体制jがほぼ確立したのは大王中期

以降である。

生産技術の最初の発展段階はもっぱら手工的熱線労働

者(家具職人〉の、腕、と、その延長としての道具、が

j支配する手工業的段階(第 i郷〕円鋸(綾)， Jll経盤・

そf:1甲鈎盤など修業労働者の低熟練労働を機械化した汎用

機械の発達と普及を特徴とする段階(第2期〕趨仕上鈎

量生・出絞殺・柄取量生など熟練労働者の手工的熟練労働を

機械化した特殊機械の発達と普及を特徴とする段階(第

3期〕に分けられる。

家具生産の基本的工緩は①基礎切潟IJー①仕組加工ー①

組立 ①仕上の 4工程である。⑦(塗装工程は外注され，

後に工場規模の拡大によって工場内に組込まれた〉汎用

機械の導入は工程①を，特殊機械の導入は工程@を機械

化し生産性合飛躍的に高めた。戦後の家具市場の拡大は

工場規模を上弁させ，分業と協業主ピ発展させた。昭和20

年代を通じて熟練労働は工程①①ー①…①の3ないし4

つの機種に分隊し，工作法・原材料の変化などによって

熟練の内容を変幸子させていった。この結果，家兵生産労

働者の均一性は失われていき，労働の性格，熟練の程度

せど異にする労働者に分離していった。しかし， 20年代に

は機械精度の低さのため、手複し、を聖書し，ぞ与職穣内の

作業工程数も多く複雑で、あったため手工的熟練労働者の

後位性は失われていなかった。

本遂における熟練労働力の自立的;再生産の本格化は明

治40年以降である。それは封建的制度としての徒弟制と

しての特色を残存させてはいたが，すでに初等学校教育

における労働力の一般的発迷を前提とした労働力の特殊

的発達に対応する徒1弟制的技能教育である。

多くの場合修業労働者は勺度り職人、の定住者である

親方のもとに 7~9 年の年季で修業に入り，親方の家に

住込み家事手伝いをしながら「みようみまねJで作業し，

ひまなときに教えられて熟練を獲得する。熟練の形成は

親方の利害から遅らされた。 2・3年後に予定される後

室長修業労働者の入織までの期潤円i割りJi鈎荷IJりJなど

の過主主な簡単労働に従事させられ修業そのものは年季明

け前の l・2年間に集中的に行われた。このことによっ

て親方は不払労働力としての修業労働者をひき止めてお

く手段とした。しかし，汎用機械の発達と普及は過重な

簡単労働を機械化し，たため修業労働者の熟練形成期間

~1 熟練形成過程と労働力の階寝構造(昭和10年ころ〕
を短縮し熟練を要する手工的労働に

早期に従事させることを有利とする

熟練 形 成 i筋線 同構造7 ようになった。また義務教育年限の

O 2 6 78均三

熱騨労働者

(親方l議)

ノト

熟練労冊弱者

(職人総)

熟練労4勤 者

(半職人機)

しとiュ字Mi長:}'){勃信

{不軌練労働者 i

注 1) 半戦人繍i土.'l'.に統成品工場くa，b)に徒S容に入るか注文工場 CA，B..・〉に徒弟に

入ったが年季を途中で放棄し移動Lたもので殺人繍としたものより技能稼控室l土俵〈

社会的適用性も狭かった。

2) 親方隠は 1人以上の徒弟を使用し従業者数4人以下の工場を経営する者でこれ以上

を小淡本語!<n翌とした。
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延長 (4年から 6年へ〉による入職

年齢の上昇，既成品工場の増大によ

る低熟練労働力の社会的通用性の拡

大などによって年季の拘束性を弱

め，熟練形成の密度を高める要因と

なった。

戦後復興の過程における労働市場

の特殊的変動，義務教育年限の延長，

公共職業訓練の開始そして労働諮立

法による社会的強制力は徒弟制約技

能教育を変質，崩壊させ見習工制度

へ移行した。この制度は普通J!習期

間を 31j三間とし見穏期間は熟練労働

者の3分のlの袋三訟を受け見習期間終

f後は原則として継続的に産量用され

た。熟練の形成は熟練労働者につき

そうか，先輩見習労働者の指導によ

る労働過程で;;{jわれた。見習労働者

の百擦は、よい織人(的労働者入

であった。見習工制度を熟練形成の

実態にのみ限定してみるならば手工

業的生産に内在する技能教育の方法
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としての徒弟制とすこぶる類似しており後に述べる機械

創生産段階における昇進・昇格制度との過渡的性絡をも

つものである。

2. 技術的変化の技能教育への影響

家具製造業は昭和30年代，特にその後半を通じて著し

い発援をとげた。この背景には人口の都市集中による大

量の住宅建設とその様式の変化にともなう言需要の激増，

販売機構の繋鱗と輸送網の発達による市場闘の拡大があ

った。

生産技術の発達は初めて手工業生産を脱皮し機械創生

産への移行を実現させた。郎ち30年代を通じて木工機械

は精草野化，高速多段化，自動化され，一方木工用歯刃物

類の超硬化が進められた。この結果，家兵生産工程にお

ける各部材加工は適正な切削掻と加工精度を保障され分

業と協業による愛媛に技術的基礎が与えられた。

この市場条件の成立と技術的発達は工場規模を拡大し

少品種多食生産工場を増加させるとともに，家内手工業

的生産の零善事を進めた。この分解過程は中小企業政策に

よって促進されている。例えば団地形成についてみるな

らば，共同施設と共同事業を軸とする共同化による「近

代化促進」という側面よりはむしろ新しい技術的発展段

階に対応する新工場用地と労働力の確保を目的とする集

団化であった。従って団地形成は機械制生産への移行に

よる生産力の飛躍的発展による競争を激化させ，問地内

企業関に競争を引き起し下請関係を発生させている。

家兵製造業における機械鋭的生産技術の確立は!日来の

職人的労働者を工場労働者へ転化させた。

木工機械・工作法・原材料などの変化は!日来の職種を

大lE前期正で 昭和前期まと 昭和20年代

1i?12 家具工籍物の分解過程

昭和40年

(刃物研磨ヱ a

フド耳立エ ー向一一一一木耳立二工 ~一一一一木 Itl 

、{
f
J

b
 

寸
よ

ホ:宜えー七万削工

一一一一一切 高11 ヱ c

1
2
L
i
J
 

c
 

f
 

エ議定
安

斗

1f
 

事
J
、効河川

プレスヱ
1フラッシュ板エト一一日一一フラ yシュ板ヱ d 

仕組加工工 a

エエ加伺"“

今
命
山
内

'士，4
，
 

、igp》
f
s
J部品調製工 a

組立エ a

)日機械事且立エ c 

仕 上 ヱ b }仕上エ

弘主主主安E歪J 均一一---志装工 一一一一一一主主 装 工一一一句一一主主

( ~) 
装 、IL

-
-
J

a
 

エ 塗装工
主主装研磨ヱ(f) b 

(3 ) 

(家具設計士など)

注 1) ロは熟練労働者〈職人的)， ( )は少数存在， c )は外注， (f)ほとんど女子労働者， (1) 2JU名機械加工
(2) 2JU名，乎磁しヱ， (3)技術労働者

2) a. b.c はその作業を爽f去をもって遂行するのに必婆な技能程箆を示し， al土5年， bは2年， c I主年来満
の期間によって習得される。

3) 家兵二Eの分解l土基本的には
家具の生E重工程(木取切悌j町一m仕組加工一一組立一一仕上〉に従って各験棟に分解L，戦後の工作法，材
料の変化によって必要となった詩作業を行号職穣が付加された。
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存分解し，新たな織滋を付加した〔第 2図参照〕。また， にし，労働力構成を著しく変化させた(第 l表参照)，

背後穣J]1jに存在した熟練の性絡における独自性を務めごく 以上の変化は資本が労働過程をl直接的に支配すること

一部の職種を除いて必要喜とする熟練の程度を低下させ を可能にし生産と労務の管理機構を確立させる。これは

た。さらに徹底した分業と協業による生産は複線労働を 熟練形成に対する資本の支配権の篠立を意味する。

簡単労働に分解し，中高年齢男子・女子労働者，若年女子 労働力の特殊的発途は資本の権限に腐する記置転換と

労働者などの不熟練労働者を大量に採用することを可能 外格によって鋭定される。現段階における技能教育制度

ヱ埼

記号

A 

B 

第 1表熟練の性絡別熟練度別労働力構成

(;~\j 1i J似し縦ノドJ:U:lJ也， lIi3fjl42チ1:5 JH詰泊)

役HCI機関数

il: 1) 求中のHI主熟練労働者(職権内の全作業に鴻じ作業にぎをf壬を十字って遂行でまる月〉

MI土半熟練労農B'{1ぐlU'可「る作業主f災任をもって遂行でま，他的作業もあるもlutfiえる 11)

LI土不熱線労働行(剖1，~可 J る1'1':)控を遂行できる巧ラ

2) 役付工It，工場によって名字'1主翼なるが一般r:O…m:l三一I!iHi-<C場{大iυー工J，!，ijlkO)p暫悌において聞東iミω1ft夜にある主的を、m-f普通特

Æの作業会持たないが絞殺持f昔!の大半 l 士 L 、 Fれかの1'F~さを fγ3 ている。所長l土車何らの権限も持fこj"，子、可などの主主紡もされて L 、ない

ので一般工銭とした。

五) A工場のH・11名， M5名古守殺人は労鈎者(家具工〉の絞f去の形態である純立lである。(第五凶i主2参照〕

4) B工場では，世l立作業のー部が機械化され手作業分野l土縮少している o

i声j 正規げ

4量以の発j玄ど

うケ}-;'K (}) ~1L よZ FJ 

総人(1')労働の分前

労働力の

ミ主主男子f 古河3

作業の悦総

目立手Q1 OIIニ

E選3 生綾技術の発達と技能教育の変化

20 '1 

20 }，、j)、

( 101， ? i 

時点人s')チ，'{+H;(:寺ミ Iω よる{回目

号式人((Jツ乃針 ('A，:りよー)

，L j'内 11

301F 

ドゴ tì~tJdìi: ， J-)tNA!'，'dl.，

-〆

-♂ 
戸

40弓

100入、仁lト

ノ、ゐ"

Ll~労{豹信

技能教育制度

(習得期間)
徒 弟 寵IJ 的

( 5 -7，8年) (印刷)パ五二社〆/4qy/見詰日
//(3~^'5年)/'~ (1~5 年)

法 1) 巡iE燦撲は30年以降の従業者 1人当り出荷額の畿大規模とした。それ以前i土調査結果から推定した。

2) 職人的労働若とは，イ，:3'.に自己所有の労働手段ら謹呉〉を使用して，口青負L、霞金によってほとんどの工程を 1人で行い， ノ¥一定

期間の徒弟伽jあるL、は徒節制約~~qヱ制によって技能を湾得L，ニ，その技能l主社会的適用性をもち. 自治な移動を行いうる労働者

磯人的労働者の鮫後の残存形態l土，絞近まで険械化されなかった組立作業全自己所有心i首長を使い~rf飼いで行う級立)にで， 35年以降急速

に滅少していった。
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は弁進・昇格制である。入験者は第l日目から最も簡単な 合形態で、行われる学科を修了する訓練生も多くない。企

作業に配援され生産工程の実質的担当者となり，何回か 業は生産技術の変化によって「技能教育j制度としての

の配援転換による昇進・昇格を緩て熟練を獲得する。 意義を感じなくなっており，労働力者産保の手段のーっと

B工場長は次のように述べている。「私のところは，も して捉える傾向がみられる。また，若年労働者にとって

う，これからは職人(的労働者〕を佼わないし，作り も，技能検定による資格取得の可能性の欠如と無味化に

もしません。……高卒を採用して 4年ぐらいで現場監督 よって魅力を失っている。実施していない札幌木工部地

者に……一般(労働者〕は中卒……特に女の子を増やし では， 41年度の築部求人による労働力篠保の成功によっ

て3年いても，昨尽きても同じになるようにしたい。精 て共同訓練所開設の動きは立消えになっている。これに

衡な機械の調整は高卒の男子が……あとは女の子が作業 代って一部の企業では単独訓練所の設援を計闘している

ずる… "J。この制度のもとでの熟練形成に対ずる資本 が，その意図は，時間外講習の合法化にあると恩われる。

の立場は IC配痘転換は〕能率が落ちるからあまりし 凶第4は，公共職業訓練についてである。公共職業

ません。辞めていった人のあととか，あきがきている 訓練が補君事所として出発当時の本道においては木工科の

(モラーノレの低下〉の場合で、すね。…特殊な機械で、も2，3人 比室長は圧倒的に高かった。発足当初，積極的役割をはた

教えておけばよい。J(K工場次長〕であるが，労働者にと したことは確かであるが，現状における問題点は極めて

っては「仕事を変えてくれといっても，なかなか変えて 多い。

くれない。…・・『昔の人』みたいに仕事党えられない。 第2表 北海道総合機業訓練所(木工科〕

もうどこへ行っても同じだし……Jと強い不安となって

いる。

3 技能教育の問題点

出第 liこ，全ての労働者に労働力を質的に発渓させ

る保簿として，配震転換を要求し，獲得することであ

る。このために，労働者は職人的意識を労使協調怒恕に

転化し労務管理体制を確立しようとする資本の攻勢に対

し，工場労働者としての自己の存在を正視することが必

要である。

(2) 第2に，熟練内容の変化の実態と方向を正しくと

らえることで、ある。それは， 1昔の人Jが必要で、あった

「機械を使って道具で修正し，一人でまとめる能力」か

専門訓練予定 42年度

ら， 11.機械をましく操作し要求される精度のものを作 上の訓練予定からみて，生産現場における技術的変化

成して， 2. 生産物の構造と工程を図面で理解できるこ にもかかわらず専門訓練のき実施はかえって「手先の訓練J

と， 3.作業の知識を持ち理論的，実際的に指導できる を強化していることは~êI燦然である。

こと， 4.作業集団における自己の役割を遂行できるこ 終了者自身の評価は「下の者に技術を理論的に説明で

と」に変っていることを自覚することである。 きる」ことについて積極的評価を行っているのである

このような熟練内幸容は，もはや労働力の特殊的発達で が，企業及び役付工の訓練所終了者に対する評締は否定

はない。それは労働力の全箇的発達である。 的である。これと高卒労働力を基幹労働力にしようとす

(3) 第3は，毒事業内共同職業訓練についてである。こ る採用傾向が強まっていること合わせて考えるなら，公

れが実施されている旭川木工団地についてみれば，事業 共職業訓練のかかえている問題は深刻である。

内指導訓練はほとんど8覚的に行われていない。また集
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視知覚 4その認知構造と推移について、

山一一予期を手がかり と す る 解 明 の 試 み

諸 15長

(教育心理学研究主)

序 論文の目的及び意義

第 l策 図式と予期につし、ての理論的考察

第2意実験的考察

1 実験目的

2 仮説

3 方法

毘 次

4 結果

5 検討

第3主主補 論

l 探索約三経験

2 将来への展望

論文の目的の d つは，祝知覚を課題解決の機成の仁村こ 外的懐:界を秩序づけ，安定した視知覚位界を定立するこ

とらえ，その際に働く予期を手がかりとして，視知覚の とにあるぐこのために，図式はいくつかの特性な有する

認知構造及びその変容過程を解明することを試みること が，もっとも重要な特i伎のひとつは，感覚入力に先んじ

であり，もう一つは，学習機構探索への手がかりをつか て図式の活動が発動されるということである。郎ち，図

むことにあった。この小論では，第2主主実験的考察につ 式活動は，予期を解発するのである。この予期が，課題

いて要約する。 解決を効率よく君事き，対象の認知を容易にする。

ここでは，予期の定立は脇波上における慣れ現象に参

視知覚機構は，真正に，課題解:売の基本的特性である分 与する活動厨子のひとつと考え，一定の認知条件におけ

析と総合の機能を有し刺戟感受から対象像の把援にい るa波の向期化活動，非i河期化活動の解析処理をおこな

たる過縦における不確定さの処鹿の機序は，多くの活動 い，これを示僚と Lて，予期の視知覚活動に及ぼす影響

単位の参与のもとで，代現一集約，選択一統合の作用を を分析する。

おこない~~未を担う対象を犠成する。これは， '視覚の情

報処理の過程とみなすことができる。このような活動と

ともに彼女目覚の活動機構そのものが生成し，変化し，滋

Fê.~の仕組の微細な総かえをひきおこす。これは視覚の学

習過程とし市、うるものであろう。これらの過程を支える

活動困子の若干に者gし，よとの推移を跡ることによって，

視覚機構を探索するのである。

視知覚活動は，刺戟対象と知覚者の見る態度との間の

相互依存関係によって生じてくる課題性の強さに規定さ

れる。ここでは，課題性の強さを規定する婆凶として，

子期を想定し，予期解発宏保i淳一する条約:として，認知構

造を構成する図式の活動を要諒する。

図式は，外的tlt界のもたらす情報を分析し総合する機

構であり，視知覚活動の統合を形式づける機構である。

図式の基本約機能は，対象の認知を行~'，それによって

実験目的:視知覚活動は，刺戟のもつ課題性の強さに

影響される。課題性の強さを規定するものとして，予郊

との寄生合，不整合があげられる。視知覚活動の高低は，

a波の同刻化活動，非間期化活動によって表示される Q

この実験では，系列刺戟によって，予期整会，不接合の

視知覚場面を構成し，それにともなって生じる祝知覚活

動の推移を，後頭部誘導 α波の一定の質的量的処置によ

って計主主化して表示し，これに依拠して，分析し，推論

してゆく。

仮説課題解決は，緊張水準の低下へと導き(l波

の同期化活動となってあらわれる。慣れは速かに生じる。

仮説 2:子j切との族会は，諜怒般の滅弱へと導き，緊

張水溶は低下し(l波は同期化するo 慣れは安定して生

じる。
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仮説3 予期との不整合は，議題性を喚起し，緊張水

準は上弁し， α波は非潤期化する。慣れへの推移は抑制

される。

方法被験者は，身心に，障害の認められない大学生

5母子8名，女子4名の計12名。ザー均年齢20歳。期間は昭

和43年秋一冬である。実験結果の分析は(].波活動の主主

富な被験者9名を対象とした。

脳波を記録するために，襟準の目話波用銀霞磁を被験者

の頭皮にベントナイトで付着した。電機は，左右前頭部，

左右後頭部，左右側頭部，頭j良部の計 7カ所。前頭部は，

眼球運動;及びまばたきの観察を日的とし，後~ßmj，側鎖

ml，頭頂部は， α波活動の記録を岱的とする。脇波計は

ME131DA.13チャンネノレである。誘導脳波は，特殊機

構の分析器によって，肉体~10. 5 cps) ， (].，(10. 5~13 cps) ， 

及び s(1 3~30 cps)に分析され， 一定の指令に従って，

その主主がノ勺レスで記録される。低振憾の α波の記録関は

6ltV，高振幅の記録闘は 8~1O ItVである。後頭部単複

誘導 α波を中心に過穏の解析をおこなう。

被験者は，電気j})J;蔽が施こされ，音響，捺動，温度 (25"C

~28"C) 等の刺殺を安定化した隣室の中の心地良い椅子

にやや低めにすわらぜた。脳波探と分本IT怒とスライド投

射器は，時窓の外に設援し，実験者と被験者ーは，マイク

P フォーンとスピーカーによってコミュニケイトする。

料紋図形は，被験者の顔の上に夜われた半透明のプラ

スティックのドームに，スライド投射器によって投射。

スライド投射器はライトスコープの転用で，拡大率10倍，

ブイノレム投射，反射投射が可能である。 ドームと被験者

の箆離は50~60cmで、あり，投影された像は1600~2000cm2

の面積をもっ。

車IJ戟系列

第 1系列;課題解決可能ー不可能図形系列

(A)一策審き系列

(防マッチパズノレ系列

(A)は，一筆で苦言き終えることが可能のJliiJ戟図形〈関 I

のし 2，3， 4， 5) 

と不可能のJliiJ戦闘 r¥
形(図 Iの 1'，2'，¥}ノ

3'， 4'，めとを提

刀可。

(B)は，マッチパ

ズノレ解決可能の東j

戟図形(図Eのし

のと不可能の刺戟

図形(図Eの1'，2')

とを提示。

EB@ ⑪ 

@@~区合

む d
(函I)

湾系列とも，刺戟提示後，

24秒間の a波活動を分析。

第2系列:問一形態図形

選択系列

図到の昔話IJ1戟図形の中から

三角形のみを 5回連続し

て，選択的に知覚させた場

合と，図I庄の見事j戟図形を構

成している単位図形をラ γ

田品
y

マW

2

〈
必

(殴 ll)
ダムに知覚させた場合との 1， 21:1:マッチパスソレ解決可磁凶

九 l'2'はマッチパズル解決不
15秒間の α波活動を分析。 可能関形。

第3系列:手がかり図形選択系列

手がかりとなるのげを含む形態の

違った6偲の刺戟図形(図Nのイ〉を

縦続提示した場合と，手がかり図形

を含まない 6~聞の刺戟図形(図Nの

@ 
ロ〉を継続提示した場合との提示後 (図ill)

15秒間の α波活動を分析。

(イ)守ねのど6CÇJ~

(口)β 心也 d~ t:!) 

第4系列:比較図形系列

友側に見慣れた図形

で、構成した単純図形

を，右側にその図形を

組み込んだ複雑図形を

対として提示し，複雑

図形の中の単純図形を

選択的に知覚させた場

合(!ZIVのイ， 12)と，

左側に見慣れない図形

を，右仮JJにその図形を

組み込んだ図形を，同

じく対として提示し，

単純図形を選択的に知

覚させた場合〔図Vの

イ'， 12')との15秒間の

α波活動を分析。

第5系列:予期整合

一不整合図形系列

顔の半分が覆われた

刺戟図形が提示され，

a波が同期化すると獲

A 圏

附(;会~
(イ'l

∞ 欝
(ロ)

安宅も
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被知覚、その認知機迭とJ強移について、

われた部分が取り除かれ，

全体の顔図形があらわれた

場合(図Vのイ〉と，問じ

く顔の半分が提示され， α 

波が周期化すると，夜われ

た部分が除去され，空白面

があらわれた場合(図VIの

ロ)との10秒間の α波活動を分析。

総菜分析方法

分析示線香(a1 (8.0~10.5eps) として，以下結果を分

析する c このIt"12ノ勺レス応とL、う三棄をしばしば使用す

るが，これは alの2設をあらわす。

従来の知覚では，慣れを反応時間の減少として取りあ

っかい.D. E. Berlyneは 3波の迷続した α波が出現

した持点を償れの成立とみなしているが，ここでは，慣

れ現象の示擦として，次の 2つを規定した。

(1) パルスが l秒間に2コ以上記録されれば，安定し

た慣れを示すものとする。

(2) パルスが時間執上にそって，全体的に，増加の型

を示せば，慣れが生じているとする。

(イロ)

I .cl・，Q¥ I ~‘ 1 

lOdC1
) t ~d 

¥ り / ¥ 勺

(図VI)

結果

第 1系列:課題解決可能一不可能図形系列

IZII-Aから凶 l-Eまでは，一筆書き可能の京u戟図

形と不可能の刺戟図形との提示後24秒間の α波活動の推

移をパノレス愛の変化としてとらえ，その数値をグラフに

示したものである。数値は 9名の被験者の3秒間の総

パノレス数の子均で、ある。 3秒間のパノレス数を総計したの

は， α波活動の縫移を見やすくするためであり，重要な

意味はない。

(1) ー築審き可能の刺戟図形と不可能の刺戟図形とを

20 

J、18
Jレ

さ 16

14 

一一-i:ilJの l

向田園曙自問 1の i

12 

10 

11，2 

12 15 18 21 24 

(s e c ) 

図l-A

提示した場合のパルス設の変化を比絞すると，前者は，

ノミノレス蚤が高い位置で変動し，慣れが速かに生じている

が，後者は，前者にくらべて低い佼畿で変動し，慣れは

顕著に生じていない。(凶 1-A~区11-E)
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図 E

(2) 一筆書き不可能の刺戟図形提示後，しばらくは増

減を繰り返すが，途中で，パノレス震は増加し始め，慣れ

が生じる。(図 l-A~図 l-E)

(3) 一筆書き可能の刺殺図形にあっても，課題が困難

になるに従って，パノレス盆は低い位置で推移し，慣れは

抑制される， (図 l-D)

(4) 具象刺戟図形と幾何学科戟図形とは，程変れ曲線の

型が奨なる。古tr'i警は，全体的には，増加路線を扱くが，

増減の変動が大きい。後者は，全体的に，きれいな増加

の曲線を描く。(図 l-E(具象〉と l-C，l-D(幾

何学〉の比較〉

図2-Aと図2-Bは，マッチパズノレ解決可能刺戟図形と

不可能刺戟図形の提示後24秒間のパノレス最の変化で，

数値は9名の被験者の3秒間の総パノレス数の王子均である。

(1) 図形劇j戟を解決可能と不可能の視点から比較する

と，前者は，パノレス盆が相対的に高い位置で准移し，慣

れが主主じ，後者は，前者にくらべて，パノレス量は減少し，

僕れは抑制されて生じていなし、。(図 2-A，図 2-B)
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図2-8

(2) 一築審き系列に比較すると，この系列は，全体的

iこ，パノレス愛は少ない。

第2系列;問一形態図形選択系列

図-3は，図I証の刺戟図形の中から三角形を5回連続

して選択的に知覚させた場合と，ランダムに知覚させた

場合とのパノレス量の表示で，数値は8名の被験者の各回

15秒間の総ノミノレス数の平均で、ある O

(1)三角形を選択的に知覚させた場合，回を重ねる従

い，パノレス量は漸増し，懐れが生じる。(図…3)

(2) ランダムに知覚させた場合，同一刻戟図形の提示

であるにもかかわらず，初聞において，すでに丙者はひ

としし 2図艮以降，むしろ減少を示す。慣れは生じな

い。(図 3)
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視長目覚、その認知構造と推移について、

第3系列:手がかり図形選択系列

図 4は，手がかり図形を含む611箇の見事j絞図形と念

まない6偶の刺戟図形の連続提示後15秒間のノ《ノレス最 2 
の表示で，数値は7名の被験者の各回15秒間の総ノ勺レ

ス数の王子均で、ある。

(1) 手がかり図形を含む京i戟図形を提示した場合，

鴎を議ねるに従い，パノレス設は幸子しく増加し，慣れは

速かに生じる。(図-4)

(2) 手がかり図形を含まない刺戟図形提示の場合，パ

ノレス震の増加は認められず，慣れは抑制されてき長じてい

ない。 (~-4)
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第4系列:比較図形系列

図5-Aと図 5-Bは，図Vのそれぞれの刺戟図形提

示後15秒間のパノレス没の変化の表示で，数値は 8名の被

験者の3秒間の総パノレス数の王子均である。

結来はグラフを参照のこと。

第5系列;予期整合不援会図形系列

区1-6は，顔の半分を綴った車IJ戟[ま1i0を提示し， (J. i支
が同期する時期に緩いの部分を除去し，全体の綴図形が

あらわれた場合と，同じく顔の半分を提示し， α波の間

期待に覆いの;'ftl分を取り除くと，空白函があらわれた場

合との10秒間のノ勺レス盆の変化を表示したものである。

数値は8名の被験者の一秒間の総パノレス数の王子均であ

る。
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凶 5-A 図 5-8

(1) 顔図形の全体化となる連続変化は，殆んどパノレス

:設の減少を見ず，速かに慣れが生じる。(図 6) 

(2) 半額にヲi続く空白面への変化は，パノレス設の急激

な減少を招き，その後，徐々にパノレス長は増加し，慣れ

への推移を示す。(12:1-6) 
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検討

この実験では，系列jjilJ戟によって生成される予期のおl

知覚活動に及ぼす影襲撃を調べるため，後頭音s誘導 α波の

雨期化活動，手F隠期化活動を示擦として分析した。以

下，僚主詳に仮説に従って検討する。

この実験結果は，課題解決と α波の同期化活動とが規

則的な対応をなすということを示した。特に，第 i系列
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において，典型的に実言医された。課題性の解消が，緊張 ::t婆なる参考文献

水準を低下させ，それが視知覚活動の停滞となってあら

われ，慣れ現象を主ましたのである。この結果は，課題性

の強さが，被知覚活動を規定するということを実証して

いる。視知覚における課題解決とは，現象的には，刺戟

との係り合いの強さが減弱し，料戟への讃機的定位を欠

く状態なのであろう。

第2，第 3，第5系列において，系列JliIJ戟によって生じ

た予期が，明確に視知覚活動に影響を与えることを実証

した。予期との裳合は 0.波の間期化活動となってあら

われ，不義合は，0.波の非同期化活動として現象化した。

予期との整会は，容易に慣れを生じさせ，不整会は， J迭

に慣れを抑制した。このことは予知との整合が課題性を

滅弱させ，東j戦との係り合いの強さ，即ち緊張を減衰さ

せるということを暗示する O また，予期との不整合は，

絶えずあらたな予期を解発させ，それが注意を喚起し，

刺戟への積磁的定位を主主じさせるのであろう。即ち，予

期との不整合は，課題伎を喚起し，それが視知覚活動を

高めるのである。

問題点は，予期解発を保障する条件として図式活動を

想定した要請の妥当性とその根拠であるが，この実験で

は，感覚入力に先んじて，図式活動が磯かに起るという

ことの直接的な顕証にはならなかったこと合認めなけれ

ばならない。

1 )狩聖子 陽:学習の議礎機構，北大教育学部紀要，

NO.13 

2)北島象笥:知覚情報処環系としてはたらく心理学的

機機の分析的研究，北大教育学部紀婆， No. 11 

3 ) SokoLov. Ye. N. :知覚と条件反射一知覚の反射的

基礎一世界議院

4) Hebb. D. 0.: The organization of behavior， John 

wiley & SOns， 1949 (行動の機構，向井滋訳，岩波

選応〉

5 ) Jean Piaget: La psychologie de L'intelligence， 

Librairie Armand Colin， Paris， 1952 (知能の心深

学， いすず言書房)

6 ) Bruner. J. S.: On perceptua¥ readiness， psychol 

Rev. 1957， 64， 123~152 
7) Drever， J. D.: Perceptua¥ Learning， annua¥ Rev. 

1960， 11， 131 ~ 154 

8) Bevan， W.: Perception: Evo¥ution of a concept， 
Psychol. Rev. 1958， 65， 34~56 

9 ) Glaser， G. H.: E E G and Behavior， Basic Books， 
Inc. publishers 1963 

10) HiII， J. D. and Parr， G.: Electroencepha¥ography: 
Macdonald & Co. 1963 

11) Berlyne更 D.E.: The influence of complexity and 
novelty in visual figures on Orienting response， 
J. exp. Psychol' 1958， 55 

12) Berlyne， D. E. &お1cDonnell，P.: Effects of sti胸

mulus complexity and incongruity on duration of 
E E G desynchronization. 

E E G， clin. Neurophysiol， 1965， 18， 156~ 161 
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算数の課題解決における知識と

演算操作に関する一考察

卒、; 問

(学校教育研究室〉

洋

自 次

問題の設定一一問題意、識と分析の方法 ~2 課題解決の図示的分析と問タイプ

第一主主 課題とそれに関する知識要素の構造 ~3 知識と演算操作の運動

~ 1 内とその面積に関する知識要素 第三家知識の現実化と演算操作

き2 演算操作に関する知識要素 丹と正方形に関する知識の現実化

~3 この課題の典型的性格 ~2 未知の演算操作く開平〉とその意味づけ

第二章 課題解決のタイプ 結論

~ 1 課題解決のタイプわけの基本的視点

論文の 内容

問題設定

10 算数の課題解決にはどのようなタイプがあるか。一

般に，算数科においては， E量と演算操作とが共に含ま

れた課題は大きな役割をもっ故，そのような課題の典

型を用いて実験することには大きな窓義がある。

20 この課題解決の様4なタイプを規定するものは何

か。特に「未知の演算操作く関王子>Jを含む課喜重である

とき，未知の操作を遂行しうるか。遂行しうるとき，

どのような条件のもとでそれが可能であるか。

y 主主に関する知識と演算操作とが，課題解決の過緩で

どのように運動するか。

第一章 課題とそれに関する知識要素の携造本

く課題〉

次の凶のように回Hl'lが

75cm'の行をきっちり倒

んでいる(外機する)正方

形があります。 IE方形の

まわりの災さはどれだけ

でしょうか。

被験児(康1三沢小6年24名〕

~ 1円とその蘭稜に関する知識要素

lイ} 円，中心，半径，直径等の名称と相互関係

iロ} 商穣概念，特に二次元の量として，長さとの関

係において

き2 演算操作に関する知識要素

十f) 震のI~号係を，演算の上に反映する

iロj 特にく開平〉を，課題の条件の分析により遂行

する知識

~3 この課題の典型的性格

この課題の解決の過程で，議概念とそれへの操作が，

どのように現実イとするか。特に，未知の操作が介夜

ずることにより既習の量概念がどのように変化し，

課題解決の上に影響を及ぼすか，を見る。

持課題解決の思考過程に参加する知識

(イ)静物議現象…の際係ーの

知識

i口} これらの事物，現象にたいして働きかける行為

の仕方についての知識

げ}ー(i )課題な知覚したときに受けとる条件に関

¥する知識

(ii)課題の背後にある一般的知識

第二章課題解決のタイブ

~ 1課題解決のタイプわけの基本的視点

課題解決において「論理的に予恕される解決過線」と
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「事実上の〔現実の〉過程j とは， 1箇々人によってズレ

る。 A.H.ソコロア(ソ連邦)は，このズレは「思考の

f人間的姿図』の作用」によると述べている O ヌド論では

この見地を継承しながらも，子どもの課題解決の過程に

は彼らがもっている知識習得の段階が決定的に作用する

であろうと考える。従って，①「論理的に予想される経

過j と「事実j二の経過Jとの図示的比較を行い，その特

徴からタイプを析出し@そのタイプを規定している婆閣

を知識と淡算操作の運動という点から検討する。

~2 課題解決の図示的分析と四タイプ

(イ)I論潔的に予想される解決過程」ート系列

iロ)I率:実上の解決過程J-R-系列

と呼ぶ。

誤lE

明
一
判

り
一

V-E-品

本
八
一

師
一

-1 この正方形の問題の長さを求めるのだな。

-2 2 だから一辺の長さがわかればよい。

-3 3 正方形は1'9に外援している。

-4 4 だから正方形の A 辺は箇;径に等し L、。

5 5 円の顕著需は75cm'tご。

-6 6 ところで門の面積は学筏X半径× ηだ。

-7 7 だから，半径×半径x3立75

-8 8 、t't釜x~I汁李 =75-;.-3=25

-9 9 だから，半筏は 5c拙だ。

-10 10 半径は 5cmだから直径は10c1Rだの

-11 11 だから辺l主10cmtご。

12 12 潟聞のE之さは a 辺の主主さの 4ir1だの

-13 13 だから10cmx 4=40cm 

-14 14 40cm 

この門の的事震を3.14で 1 )門のE到着需の出しブjI 6 

わると， FJの関積のIII l主 "j':t圭x、iえ筏x

しブjは半径x~I"径× 3.14tご。

3.14なの-(.日・・・ 2)同和W|5 

半径を xとLて11¥す場 3 )75cm' 'd: 3.14でわ 8 

合はその荷i意気は 75cm' ると '1乙筏xy.径が

なので，75cm'''r3. 14で 出る。

わると半径 X'1':径が， 4)(半筏x'lモ径〕 1-9 

半径X半径の主主治;出て -;.-2( x+) 

それを 2，jなんだっ

けな。

この様な手続きを，解決する迄追うと I-糸列とR叩

糸列との対応表を得る。

R 糸列をy勅上に I 糸列を Z軸ーとにとり，グラ

フを阪く。

グラブ的特質から次の四タイプを析出した。

くAタイプ〉一一一「論理的に予想される過程に近い j

一一時

くB-aタイプ〉一一「誤りが，未知の操作に集中し，

これを克淑すれば，解決に至るj一一…ヲ名

くB-bタイプ〉一一「全体に誤りが分布し，糸列ごと

に実験者のキューによって解決していく」

…一一8名

(B-cタイプ〉一-["論理的に余計な前提や結論を合

み，しかもそれが解決への決定的な障害になっ

ている。

~3 知識と演算操作の遂動

各タイプにおける知識と演苦手操作の運動を，上述した

方法とほぼ同様に y斡に四個の演苦手操作C75(cm')-;.-3=

25(cが)， 25(cm')ご=5(cm)x5(cm)，5(cm)x2=10(cm)， lO(cm)x 

4=40(側))と四個の知識(円の面積立rxrx3.14，腹径

の2f習のまそさ etc.)をとり ，x車由上に I一糸列をとると，

L 、かなる!綴序で， ~ 、かなる知識が現実化し，演算が遂行

されたかてと5?ることが出来る。

くAタイプ〉一一「知識・演算操作が正しく行なわれるJ

くB-aタイプ〉一一「誤りが未知な操作に集中する|

その他の知識・ i演算操作は正しく遂行されるj

くB-bタイプ〉ー…「知識・演算操作が正しく現実化

されない(知識を知っていても，それを動かす

ことができない)J

くB-cタイプ〉一一一「余計な行為を除けば，知識・演

数操作はA，Bタイプiこ近し、」

第三家知識の現実化と演算操作

~ 1 円と正ブIjJ~ìこ関する知識の現災化

Lイ) 円に関する知識の現実化が恋しく遂行されない

のはB(b)タイプにおいて禁じるしし、。→商事支概

念の習得水準の低さは， 1E11診の視覚的条件に規定

されて，誤i切った一般化を言干している。

iロ)lE方形のまわりの長さに関する知識は，p=jのそ

れと同様， B(b)タイプにおいて誤って現実化

される O 特に，正方形を作る四辺と，面積とが分

常住されず，同ーのものとして一般化されている。
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後これらの誤まった一般化は，主主が単位をつけず

に扱われていることによって，一層強化されて

いる。(全発言記録中にあらわれた最の82%強が

単位なしで発言されている。)

~2 未知の操作く開平〉とその意味づけ

く開王子〉は未習の操作であるが，次の二つの条件が正

しく分析されるならば，成功しうると考えられる。

(条件 1)25 (cm')は半後と半径の綴である。

(条件 2) i半径x半径」の，それぞれの、半径、は向

じ長さを:意味している。

しかし，実際には，様々な「開王子j操作を行い，それに

意味づけを行っている o

くα型〉一一irx r=25cm'の意味を廷しくとらえ，かっ

操作が正しく遂行される。j

一-6名

く8君主〉…ーirxr=25cm'の意味を恋しくとらえるが，

演算においては誤る(半径は25+2ロ 12.5)J

一-4名

くr裂〉ーーイrxr=25(cmりを直径としてみる O それ

放半径の算出を必要としないJ

一一6名

くr-r:!!ii.>一-rs裂と T型とが混在するか.3l..はこの

間を移行する」 一-6名

く3型〉ーーその他 一一6名

。Aタイプの子どもにも. B (a) タイプにも a. s. 

T裂の操作が同様に見られるが.Aタイプの子どもに

おし、ては. Cue (補助課題)で行なった操作が霞ちに

この課題に一般化されるとし、う区別がある。

G B (b)タイプの子どものみに，全て r裂の操作が

見られる。基本的には，面積概念と主主さの概念との郊

の関係についての潔得水準の低さに源問するであろ

う。

結 論

1 G 課題解決のタイプを決定する妥協は，課題解決に

関係する知識の潔得水準の高さであろう。

20 
とりわけ，知識習得の水準が低い場合，不当なー

般fとを許し，解決をm難にする。本課題に刻してし、

えば，ゑ概念と図形の祝覚的(幾何的〉性質とのi湖

の不当な一般化を考慮した指導が翠まれる。

30 未知の演算操作を遂行しうるか否かはこの演算の

対象についての知識の水準によって規定される。

残された問題

哨 知識習得特における指導の条件と，課題解決の過

穏との統一的研究。本論では，潔得持の指導条件が

資料不備の為，言言及で句きなかった。

(ロ) 錨々人における知識の現実化が，どのように課題

解決のタイプを規定するに至るか，その思考心理学

的研究，ヌド論では，課題解決のタイプをまず誤りの

頻度その分布の仕方をメノレクマーノレにして決定し，

その各タイプに於ける知識の現実イヒ，演算操作の様

子を検討したが，これによって各タイプの決定図を

すべて明らかにしえているとはいえない。

参 考 文 献
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新興教育運動研究

問 野 正
(教育史比較教脊研究~)

自

はじめに 課題・対象・方法

}~戸 論 日本帝国主義教育政策の特賢一1925~35年一

第 l章 「満蒙問題」と筆者務化の必然性

第2章 内務官僚の主導性と文部行政の空洞化一一致

策決定過程の特質一一

第3主主 末端管理機構の強化・整備

第4意教育政策の軍事的奇形化

はじめに 課題・対象・方法

今日，教員の社会的地位，性絡をめぐって様々な見解

がみられる。 1951年に日本教職員組合が， 1教部の倫理

綱領Jを決定した際にも，その〈教師=労働者〉競定をめ

ぐって論議されたことは潟知の事実である。最近では夜

接「教師の倫理綱領」の可否を論ずる傾向はみられなく

なったが，当局の行政指導をめぐる現場での対立，抗争

の背景には， 1教師の倫理綱領Jの環論的・思想的内務に

たし、する緊張関係があることは明らかである。

体制的な対立状況は，教員運動内部にも浸透し，教員

運動の同伴者的知識人はもちろん，現職教員のなかに

も，く教富市立労働者〉規定に異論と不満合示すものが少

なくない。教員を「組合型J1教研型」と分類する見方

もそのひとつのあらわれである。

こうした教員運動内外のく教職=襲職〉論にたいし

て， <教師=労働者〉規定の立場から，さまざまな理論

的検討がなされているが，それらの主なものは「原理的」

考察にとどまっている。教員運動の歴史的，実認E的分析

を事基礎にした体糸的な「教育労働者J諭は必ずしも多く

はない。

本論文では， 1際理的Jな「教育労働者J論を，歴史

的研究の側関から内実イヒさせることを諜趨とし，その分

析対象を，戦前I唯一の本格的教員運動で、あった新興教育

遂動に設定した。

次

第5主主 教化政策の推移

本 論新興教育運動研究

第 1主左 前史

第2家新興教育運動史

結憲新興教育運動の歴史的意義

今後の課題

新興教育運動は，戦後多くの教育史研究者などによっ

て研究されているが，その歴史的評価は確定しておら

ず，むしろ根本的対立がみられるのが現状である。その

さEな要因は方法論に求められるので，従来の遂動研究の

方法論的関題点を指摘しつつ，あわせて本論文の分析方

法を提起したい。

第 1に，教員運動を教育政策(この場合，体制側によ

って現爽に貫徹されるものをさす。狭い意味の燦念的，

宣伝的な政策と区別されなければならない〕との拾抗関

係，しかもその全面的連関において把握することが不十

分であった。これは必ずしも全国的規模の運動について

だけでなく，局部的・地方的運動についても，政策・遂

動のI湾箇にわたって全体との連関で分析されなければ，

正当な評価はなされない。

第 2に，運動の評価の基準を経験的なところに求める

ため，基準に客綴性が欠如していることである。五十嵐

顕氏は， 1教育を対象とする科学はその対象の性質によ

る正当な拘束性を，あらかじめ，いわば対象にたいする

科学的認識の全体に先んじて要請されるJ(1教育科学に

おける実践の問題」宗像誠也編『教育科学D と述べ，あ

くまで対象それ自体の存在様態に却した分析の必要性を

強調している。

第3に，以上の結架，運動の性格規定に，教育運動，

教員運動，教員総合運動，教育労働運動など概念上の不

統一と混乱が生じている。研究(抽象〕過程
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対象の限定がなされるし，またなされなければならな

い。限定自体，対象の一極的把握を不可渡的にもたら

す。その意味では，今後の研究蓄積が，概念規定上の不

統一と混乱を終局的に克服するであろう G しかし，さき

の指摘は，対象の限定が，多分に，25、意的になされている

ことによるもので，その克服は早急になされるべき性質

のものである c

次に，教育運動研究における，教育政策分析の基底的

広畿をまとめてみた。

(1) 遼動の課題，任務合案観的に規定するものとして

(2) 運動主体の写客観的認識対象として

(紛運動の戦略的，戦術的誤謬の社会的，忍想的社~iJ!;(

として

これらの諸点は，変革主体が科学的現論に立脚して，

El的意識的に運動を組織，擦問しうる主体的条件を形成

しつつある段階ではそれ以前の自然成長的運動とのまま的

区別においてとくに強調されなければならないc

以上にのベた課題・対象・方法にしたがって，論文構

成を.1芋論で，当時の教育政策の特質を定式化し，ヌド論

では，政策の「諜題化的規定性Jと新興教育運動の主体

的認識，実践の関述(矛盾〕を解明するようにしたむ

序 議 日本帝臨主義教育政策の特質

一一iヲ25~35fr-

序論の教育政策分析では，新興教育運動が展開された

iヲ30~33年に照応する時期の実態分析だけでは不十分と

考え. 1925年頃から約10年間の推移を癒史的に考妻美し

た。

第 l撃では，教育政策を一基本的に規定した当時の政

治・絞済・軍事情勢を概綴した。ここで注1"1しなければ

ならないのは，第一次大戦後の戦後恐慌・関東大渓笈・

金融恐慌のたびかさなる経済的打殺が，日本の支配}習を

して，中悶・紛鮮にたいする機民地経営の衝動を以前に

もましてゆりうごかしたことであった。 1931年の，軍部

によって「独走j的にひきおこされた「減州若手変Jは，

その表面化したものといえる。こうした植民地支配と戦

争準備は，そのイデオロギー的，窓、想治狽u預からの「援

軍jを教脊政策，教化政策に愛読した。また大正末期に

数次にわたって箪絡がなされるが，それを契機に「総力

戦思想Jの具体化が進行する。すなわち「国民の軍隊化J

「箪隊の社会化Jの観点から，関民教育とくに学校教育

と社会教育の箪率的簡鐙と再編成が論じられた。その典

型が，現役将校の学校配属と青年訓練所の発足である。

第2殺では，教育政策決定過税の特!誌をさぐることに

よって，教育政策の軍事的性格を明らかにしようとし

た。この時期には，従来にもまして，内務官僚が文部行

政に「立入りJ.主導的役割を果した。 1930年10月，恐

慌対策として経済緊縮政策が出されると，内務省は文部

省に先んじて地方長官宛に遜燃を発したc 翌年の小学校

教員をふくむ官吏減俸のときも，同様に，内務省が童基本

方針合決定，具体化した。文部省はただ「主務省Jとし

ての体裁をつくろうことに汲々とする状態であった。文

部行政の締少百十滋iもすすめられ，地方教育室主督権の内務

大医への一元化を意図した地方教育行事遜剣の第10条の

廃止，社会教育局・実業学務局・各府県学務部の廃止な

ど事実上の文部省機構の解体と内務省への吸収が公然と

tJ:I:に関われるにいたっtc.o 文部省のヨミ体性欠如と内務翁、

への従属は，内簿j総理大阪の「諮鈎機関Jとして設霞さ

れた文政審議会の審議経過とくに青年訓練所の発足過署長

に築中的にあらわれている O

第3宝章では，教育政策の没透，下向過程において重擦

な役割を担った末端管理機構の特質を問題にした。当時

の管理機構は，一方では，財政窮迫によって合理化を迫

まられながら，他方では，教員・学生の左傾化を阻止す

るため，次第に奇形的Il彰絞化の経過をたどった。

本論新興教育運動研究

本論では，新興教育運動の古ii史に多くの分設をさいて，

老年妨会以後，新興教予言巡動成立にいたる経過を詳しく追

うことによって，新興教1守巡動の膝史的必然性の立訟を

治hl?<:ILた。

前!史的流れには，二つある。一方は，現職教員を母体;

とした[義足j間人グノレープの系議であり，他方は，教

育ジャーナリスト，教育研究者を中心とした集団である J

ここでは，教員を総織的中核とした遂動の発展過程を法

較に，教育ジャーナリス・教育研究者のはたした役割を

重税して考察した， I教育新潮J 1928 年 5~6 月号に掲

載された問中惣五郎の「教員総合運動私見」は，卓抜な

教員組合運動論として，当時の教員組合結成に努力して

いた教員に影響を与えた。それは，教育文芸芸家協会の本

11:陸男，渡辺雪雄らが，方針立案に際し，問中論文を「指

導理論Jとしたことによく示されている。教員組合結成

の動向は，教育ジャーナリスト・教育研究者の協力・援

助をえて，地方的・サークノレ的性格を脱却して，全国的

組織化を志向するようになる。複雑な経過をたどりつ

つ. 1930年日本教育労働者組合・新興教育研究所の発足

tこし、Tミる。

第2章新興教育運動量ミでは，主に運動論.組織織的観点

から考察したG とくに?桑名iしたのは，日本教育労働者組合

(1-教労J)の:全協一般f吏用人組合会問問主震である。こ
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こでは，労働運動の組織方針を提起したプロブインテノレ

γ第ラ回大会決議「日本における革命的労働組合の任務J

の理論的内容と，それを受けとめた主体側の潔論水準と

の区別が必姿であることを指摘した。また，この合同

問題に関しては，一般使用人組合と「教労Jが波列的

に扱われがちであるが.1教労J側が合同に積極的に反

対し，かつ理論闘争な提起したことは，見逃がすことの

できない歴史的事実である。次に「教労Jと新興教育研

究所 (1研究所J)との関係を考重要した。すなわち. 1研

究所j設立と運営をめぐって顕在fとしてきた内部矛盾が，

lヲ32年2月の「研究所j臨時総会によって解決されると

ともに，文化団体として自立化してし、く過総を分析しt..:o

次に.1研究所」のコップ加賎，さらに「研究所」の

解体と同盟組織への移行について，その組織的改編を根

拠づけたいくつかの指導的論文を分析することによっ

て，遂動の転換における問題点を切らかにした乙

最後は，新興教育主主動の歴史的意義と，同時に. ij単[E

にその崩嬢を許した内部矛応iを，基本的な点にかぎって

のベた。

新興教育迷動は，伝統的に形成・蓄積されてきた階級

的教育思想・理論と教員運動の全i倒的実践とが，絡会・

統一されたところにその歴史的特徴をもっている。プナ

2 ボノレ論争後におけるマノレタス主義の指導的地歩の凝

立，労働・農民運動の昂揚，教員にたいする減俸，獄首，

強総配霞転換の生活苦のj教大などの諸条件の成熟は，教

員選動の階級的立場への移行を促進した。啓明会が教員

組合としての機能を爽タえしたあと，迫りくる政治的反動

と不況から教員の生活と言語権利な擁護するために，教員

組合を結成することは，切実かつ緊急な課長選であった。本

庄陸男ら「義足」防人グノレープは. 1928年10月教青文芸

家協会結成の地点で，すでに，教員組合の構想と展望を

もっていた。教育文芸芸家協会は，教文協会と改称すると

同時に，マノレタス主義的立場せと紛らかにした、さらに，

全国的組織への発燥を期した念日本教長総合準備会発足

とその系譜は連続してし、く。この過艇は，一見試行鈴誤

のようであるが，災際には，教官文芸家協会時代にその

背景的理論としてあったマノレクス主義が，実践のなかで

その妥当性が認識され，大衆的支持を拡大していった過

程とみるべきであろう。

新興教育運動は，絶対主義的天出i!lllとその教育政策に

正面から対決したがゆえに，繰りない「野獣的手単[EJの

まえにさらされた。弾圧は，その出発時から崩壊まで続

き，遼動の発展に重大な制約をあたえた。議後的には，

その膨大な物理的破壊力によって壊滅させられることに

なった。弾圧下のもとでの運動発展の可能性について

は，新興教育運動との「接点jで、ある労働・差是民運動だけて司

なく，労働・農民運動全体の主体的力愛・発際水準を議長

底的認識としなければならなし、。しかし，本論文では，

労働・農民運動についてふれる余裕をもたなかったの

で，その検討は加の機会にまわし，主に新興教育運動に

内在していた主体的弱点、について述べた。新興教育運動

にみられた主要な弱点は，階級的観点につらぬかれたと

ころの政策な教育認識を，体系的な科学的理論にまで高

めえなかったことにあり，しかも級識論・運動論と実践

的に結合しえなかったことにある。各論で検討してきた，

「教労Jの全協一般使用人組合合問問題.1研究所jの

コップ加盟をめぐる組織問題は，その現象形態に途いが

あるにしても，本質的には，教育科学にたいする認識の

問題として集約しうるであろう。

{国々の教育認識の体系的理論化は，すでに自己完成さ

れたものではなく実践との弁証法的関係をなしてすすめ

られる。すなわち，方針 実践一総括一帯方針-fL}実践

一湾総括というサイクノレで、高次の段階へ深化していくの

である。全国的組織にいたらない段階で、非合法的活動の

方針をとらざるをえなかったことは，そのサイクノレにす

でに大きな限界を附与した。「研究所j自体，当初その

機能を来す任務が与えられていたにもかかわらず，構成

が共同戦線的性絡で、あり，担うべき教育理論家がj量的に

保障されていたとはし市、がたい状態であった。しかも，運

営も集団主義的方針が十分主主ぬかれず，しばしばグルー

プ的活動に陥っていた。後に，弾圧の激化にともなっ

て，総織問題も表出してくるが，その解決過程では，主

に，外部的要請にこたえようとしたため組織論が先行

し，その後に教苦手理論を根拠づけるとL、う逆行的偏向が

生じた。

~jj. 現場においては，個々の教員の獄身的努力によ

ってすぐれた教資実践が生みだされた。しかし，弾圧ーの

激化は，運動の中心的課題を，全体として，組織防衛に

限定する方向に働いた。また，弾圧と組織暴露を警警戒し

て教育災践の交流はほとんどなされなかった。これらの

ことは，教育災践の説得力をもった環論化と，それを存

立的基盤とする教育理論の確立を，結果的に，妨げるこ

とになった。

運動の停滞と矛盾の顕在化に触発されて，教育理論確

立をめざした目的意識的努力と一定の潔論的分析がなさ

れたが，運動全体の共有財産とはなりえず，さらにそれを

災現すべき迷動組織も嬢滅状態になっていたので、ある。

主婆文献・資料

教育i1Li線新興教育教育新潟11
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職業経歴との関連における職業適応の研究

一製造業種における技能労働者の事例を中心としてー

}壱 谷 正 孝

(産業教育研究室〉

第 1家 J子論 I問題提起

第2主主 仮説と方法

I仮説 H調査方法

第31奪調査の結采とその分析

目的と方法

自

人間と職業のかかわりあいによって，役割行動を荷な

う，労働者の職業適応の問題を考祭するにあたり，本論

文では，役割行動と役割選択の歴史つまり，職業経援を

全体的にとらえ，職業経肢を形成している婆図について

考える立場をとっている。更に，それらの望書簡との関連

において，尊重:業適応に関与している姿簡を探り出そうと

したものである。

側人の職業の役割行動は，身体状態などの生理的条件

と心想的条件，それに，社会的条件の三つの領域に渡る

問題を含んでいるのである，他人が産業業を選択する場合

は，この三つの領域にまたがったd 諸条件の下で，欲求

を充足させようとするのであり，職業選択を分岐点とし

て，織業適応のプロセスが，あらわれてくるのである。

すべての条件ーが変動しているにも，かかわらず，人々

は，かならず，職業を選択し，全体としての，職歴パタ

γなかjり出しているのである。従って，この研究では，

就職及び転機の際に作用した条件を分析し，全体の中で

職業経歴を形成する要閣の分析を行いさらに，職業的発

途の中で，要因が，どのように，かかわっているかにつ

いて，分析していこうとするのである。磯業適応の携で

ある労働環境の変化は，様々な壊で，あらゆる綴種へ影

響を与えたのであるが，労働のやで!宣要である技能・

技術，それにたずさわっている労働者の適応問題は重要

なこととなるのである O この点からぎって，特に，製造

業種の技能労働者の適応問題を技能形成の問題と餅ーせて

研究することは重要な意義を持っているのである。

次

I全体的な激震の傾向と職歴パターγ

n技能労働者の職援を形成する要因分析

第4意結論全体の婆約と今後の問題

本論文では，統計的に得られないデ…タを得るために，

家例研究することが最も適当であると考えたのである。

なぜなら，適応の問題は，様々な要図を把握しなければ

ならないと考えTこからである。以上の，仮設と概念に基

づいて，人間と労働の適応問題を製造業種の事例jの中で

扱っていこうとするものである。

課題は，①製造業種の技能者の職歴パター γをもとめ

る。@織歴を形成する婆国を探り出す。①織僚との関連

において，適応と関連ある要因を探り出す。以上の三つ

の事をねらいとしているのである。

調査対象は次の様に行ったものである。昭和42年6月

に，札幌公共職業安定所の求職カード(主に一般求職カ

ーめから調査対象者を滋び，製造業種の技能者に該当

するカードの内，札幌市内に在任する者に限って，調主主

することにしたのである。カードは5月 6月分を取扱

い，男子のみとし，年齢は 16 歳~55 歳までの範燭とし

た。その理由としては，①製造業穫の技能者のいろいろ

な種類のデータを得るのには，種々の労働者の集ってく

る。職業安定所が良いと考えたこと。①職業安定所には

すでに，職歴の研究に有効な情報を記入してあるカード

があり，それを利用することによって，より深い調査高i

可能であること等である。カード記載内容は次の通りで

あった。1.氏名， 2.年齢， 3.現住所， 4.身体状況， 5.最

終学歴， 6.訓練養成， 7.資格， 8.家庭情況， 9.綴歴(事

業所名，所在地，職種，就送機時，期間，退職理由，月

収，自営の内容 etc)10.就職についての希望， 11.その

他。

次に，調安時点を 5 月 ~6 月にかけて行った E虫歯
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は，事例研究のために，調主主時点で、の最も新しいデータ

の獲得をめざしずこからである。もう一つは，季節的にい

っても技能労働者が多くいるからである。実際に，この

結果最も典型的なパターンとして13名を事例研究の対象

者として，調査したのである。

次に，その調査方法について述べる。調主主方法は 2つ

用いて行ったので、ある。 lつは，質問紙法による復接面

接法で，もう lつはY-Gテスト{注1)，FIRO-Bテス

ト{注2)を用いた方法で、ある。この 2つのテストは， あく

までも，質問紙法による結果の補助的なものとして利用

したものである。

質問紙の内容は次の通りである。

最終学校当時の父殺の職業とその内容・就学前の家族，

学校に対する滋応状況・学業・就職志望・興味・技能・

職業に対する考え，職業指導の状態・就職選択理由・学

校時代の労働経験等に，織霊童調査(職安のカードとの照

会を含めて)各転職の時点での理由・職場における勤務

状況・労働内容・賃金・労働時間・人間関係・職業情報・

余桜の過し方，現在の職場に対する感じ方，など，これ

らについて，国接調査を行ったものである。

ci主1)パ-:;ナ Pフイプ‘スト

くf主2)人間関係テスト

結果の分析

ここでは，立三に典型的な率例をど中心として記述する。

まず，はじめに，職業経際の分析について述べることと

する勺本論文では，磯際パター γを作成するのに，縦軟

に，技能の程度を表わし， ;級車車に，発述を表わすように，

生活年齢者ピとり，図を揃いたのである O 職安のデータと

面接法による調査のデータを34例についてまとめると，

三つのパターンに分けられることが明らかとなったので、

ある。〔凶 1) 

ここでし、うのバター γは，熟練の状態から，職業

に就き，維持を続ける安定した職業遜控室の仕方である。

殴1 職歴パターン(典型'J~例〉

ふ

n 

Eのパターγは，農業や半熟練の状態から就験し，熟練

となり，安定する職業遜援の仕方である。

到のパターγは，農業及び券熟練の状態から就職し，熟

練まで達していて，その後，維持し得なくて，下降する

職業遜援の仕方であるο

Eのバターンの代表事例としては。 TATEさんがあ

げられる。

彼は18裁で学校(帯広市立補習笑楽学校卒〕を終え，

父の鉄ヱ場に徒弟に入札 24歳までにネL泰公言ピ終え， 26 

裁までは道内で， 28歳まで全閣各地で板金や溶篠も熟練

させ，札幌に渓って来た。そこで技衡を生かして，板金

加工場を経営したが戦争のため企業整備があって中止

し，国鉄のi'a穂工機部に入っていたが紹集され，終戦に

なって婦問してから札機に戻って浅草E53歳まで，役付け

労働者として立派に仕事をやってきた。

このケ-;えは，就職当初より技銭安潜得して，安定し

た職業生活を送った者である。その理由は，技能を卒く

から習得するとともに情緒的にも安定して，人間関係に

so 

も良い適応を示して来たからと考えることができるので

ある。

Hのパターンの代表事例としては， MURA さんがあ

げられるG

彼は16歳で}亭別の中学校を卒業し， 2年間近く，家で

農業を手伝っていたc その頃から，農村に機械がたくさ

ん入ってくるようになり，すっかり機械に興味を持ち，

自分で機械を取扱ってみたいと恩い始めた。そこで，学

校当時の先生の所へ行って話したところ，札幌職業訓練

所へ行って訓練を受けなさいと教えられ，入所した。 19

歳の時であった。それから 2年でそこを終了した。そ

して， 20歳~22歳まで札幌の機械工場へ就職して機械を

扱っていたが2 その後，溶接がやりたくて職場をかえ，

溶接工をやったc さらに腕を磨くために鉄工場で働き，

冬の仕事がなく不安だったので，他へ移った。また， 28 

歳の時，職場をかえたが，現在は，鉄工所に移り，溶接

工として安定している。

このケ{スは，しばしば験場をかえているが，技能労
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働者として安定しているものである。その漂白は，職業

訓練所で技能をしっかり習得したばかりでなく，戦場で

{，情緒的にも，ほぼ安定しているからだといえるので

ある。

到のバターンの代表事例としては， UTIさんがあげ

られる。

彼は，秋悶!県大曲の中学校を終え， 12歳~23歳まで，

実家で、差是業を手伝っていた。しかし，家では，人間関

係もうまく L、かなく，農業が好きでなかったので，観j

きに出る決心をした。結局，札幌の兄の所を頼って， 23 

歳~24歳に北海道に渡り，最初，植木屋で働き 24 歳に

「北海ボデーJという自動車修理工場で3カ月，型板金

をやりー遜り覚えてしまった後， 28歳まで閥系の職場を

3困かわった。その理由は，作業環境が怒し身体をこ

わしたためで、ある。 29歳の時，楽な夜の作業につくため

に， コンベアベノレトの耳立つけ修理の仕事なした。これ

は，今まで、とすっかり職種が違うものであったが，そ

こも体が疲れるようになったのでやめてしまった。そし

て現在は，俄人経営のポγプE震で板金と少し関連のある

ポンプ修獲のt士事についている。まだ一人前ではなく見

潔いであるが，先の見通しは，自分でもわからないとい

う不安定なものである。

このケースは，ーたん技能を習得したが，その後，身

体的条件で不安定な織につくようになってしまったもの

である。

職業i扇燈な起こさせる諸条件としてつには，生理

的身体的条件 2つには，心理的条約二の志望，パーソナ

リテイの情緒的要因， 3つには，社会的条件の職務・労

働内容の要国，教育的要因，人間関係要因などが特に考

えられるのである。仮設において述べたように心理的な

条件が，かなり影饗しているのではないかと考えたので

あるが，この菱重づけとしてのパターンの事例をみる

と，

この事例では，熟練形成を行なっていて，しかも人間

関係が良く，適応がうまくいっているという例である。

ところが，聞のパター γの事例と比較してみると，この

ような遍歴については，熟練形成をした後，UTI，NODD，

KAMEさんなどは， YGテスト， FIRO-Bテストに

よってみると(図2)，(図3)，情緒不安定，内向性攻

撃性の性格を持って適応、状態が惑いといえるし，人間関

函2 FIRO-Bテストトの結果(各職自主パターンの事例)

劉 3 Y-Gテストの結栄〔各職歴パターンの事例〕

的動五
とに
r手

A 

s 
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係の上でも，図示したように，全体的に人間関係の三つ

の側面である「包含JI統笹IIJ1情愛」において， r消}極的
であり，滋応状態が慈くなっていることがわかるのであ

る。

このような例から切らかになるように，職業適応に作

用するE重要な要図としてパーソナリテイの要因があると

いえるのである。この中で特に，情緒関子が，適応、上，

大きな作用をしていることが見出されたのである。

このような凶子は，単に人間関係の問題と結びついて

いるだけではなく，転機や適応に強く結びついているの

が特徴である。

結論として，技能形成をしても，あてもなく移動しが

ちになる点が適応問題を扱うに当り，注意しなくてはな

らない点である。一方表年では，事例 NODOのように，

技能形成が完成しないうちに転職してしまうとL、う伊!な

どは，織業適応上，問題を残しているといえるのである。

更に，職業適応においては，技能，技術的姿閣は，企

業内教育(事例MIYA)織訪I(率例MURA)徒弟(毒事

例~ TATE) 職場教育(事例~ PHA)などのように教脊

作用の多い意図された場面で、あるほど良い適応を与え，

しかも受ける人間にある程度の基礎能力があれば，労働

者に有効な適応力を与えるのである。意志や，志望があ

れば，それだけ十分な効果を持ち，後の労働生活に安定

を与えるのである。一方，機関や，このような潔境を経

ないで，中小企業内で良い指導者もないままに，ただ経

験的にだけ，技能を見沼うことから，技能習得が進めら

れる場合は，労働者の適応が態いという結果が得られた

のである。

総 論

一般的にし、って，人々には， 1安定の欲求Jがあるc こ

のような欲求を満たし，職業i鼠応をうまくさせるために

は，技能形成を十分に行なう場を組織化することが重要

であり，十分に心理的条件を考慮してし、かなければ，労

働者にとって職業適応はむずかしくなるのである。

以上，本論文では，職業経歴との関連における職業適

応の毒事例研究を行ない，一考察したものである。
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農業の近代化に対応する青年の

社会的態度について

自 樫

CJlE業教青研究室〉

久

序章問題の設定と研究の方法

第I主主 士別市の社会約経済的特質

第互主主対象農家の農業経営

第翻意農業就業時点における態度

第IV挙役割構造の変容

第V主主 社会的態度の学習

自 次

第VI主主 差是業に対する評価

第V主主主 農業近代化に対する態度一(1)

第IX章農業近代化に対する態度一(II)

第X主主近代化に対応する学習

終主主結論

問題の設定:農業構造改善事業が進められている中 る。第2の方法は，農民の意識を彼らの参与する農業生

で，農業近代化が様止にR斗ばれている。農業近代化の課 産と生活との関連において捉えようとする方法である。

題は，農業と他産業との所得格差の縮小をめざし，経営 この第2の方法では，農民の生産活動と生活において，

の会現化，大型化による生産性向上をはかり，r安定した 当面する問題との対応を纂礎としながら，農民の意識を

自立農家の育成」をめざしている。このことから，これ 分析しようとする。農民の意識及び態度の客観的事

からの幾村青年は，営農の技術，知識の不断の進歩に適 実と「可能性」には絶えず「ズレjがあり，それを究明

応できる能力を持つことを姿諮され，後継者問題は，撃 する為には，より厳筏に，地域の社会構造との関係を務

的な確保とともに，質的な向上をも問題にしなければな らかにしなければならない。農民も，全体社会の拘束を

らないとされている。従来，t~村青年研陶究に対しては， 受けながらも，地域の集団及び，情報関係，主体的な学

社会教育の立場から進められる農業，農民教管制度，教 習などを媒介とし，自己の意識と態度を変容させてい

苦手内容の研究が多かった。しかし，幾村青年研究は，教 る。本研究も，蒸本的には，このような分析の方法をと

育の、受け手、としての青少年自身の心慾的態度，意識 った。

の研究が必要である。 本石片究では， I社会的態度Jを労働主体者が自己の従事:

本研究は，農業の近代化が，全体として，農業構造を する労働対象と，その労働対象に関連した社会的要件に

変えて行こうとする持，農村青年が，生活と生産の場 対する構えJと規定する勺 T.M. Newcombは， I地位

で，それに対し，どのような態度を持つてのぞんでいる と役割Jによる社会的行為の分析を情報関係から切らか

かを実証的に明らかにし，産業教育の基礎的研究にしょ にしようとしている。 Newcombのこの論理に依拠しな

うと試みた。 がら役割構造と労働主体表の所有する技術及び，知識を

分析の方法:農村青年の態度研究も，広く，農民研究 媒介とする社会的態度を明らかにしようとするのが本研

のーっとしてみる必要から，従来の研究方法を検討して 究の主阪である。

みると，いわゆる「社会意識研究Jとして進められてい 本研究の作業仮説

ることが明らかである。社会意識研究としては，次の 2 心 地域の産業構造変容と農業近代化の課題を切らか

つの方法がある。第 lは，農民の意識を，彼らをとりま にする。

く社会的環境と，その変軍事のj歯科から，政治意識，イデ b) 調主主対象農家の生産構造の変遷と現状及び，地域

オロギ一分析の聞から切らかにしようとする方法ーであ 農業近代化との関連。
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c) 対象の青年の農業主主度に従事する僚の役割構造を

全労働過緩の中で，就業主ド，現時点の 2時点にわけ

て明らかiこする。

<1) 青年の地域における学習構造を明らかにする。

e) 役害i鱗造と，所有している技術，知識との関連性

f) 自家経営に対する評価及び，将来自擦，学習課題の

設定の方法を分析し，更に，農業近代化との対応を

切らかにして，農業に対する態度分析をする O

調査対象:北海道士別市第7回農民大学受講生28名

識変期日及び調交法:昭和42年 2 月 ~11月

面接法，郵送調交，機関調査

1. 農業就業の態度

農業就業に対する態度分析は，農村青年の流出の傾向

のやでは，きわめて重重要な問題である。就業の態度を鋭

定する要因として，第一に，農業に対する社会的評価と

脊年の受容，第二に，家庭内から来る，続柄の規制，第

三に，保有労働力の三つが考えられる。

これらを調査持点でみると，社会的に幾業の地位が低

く見られている楽に対する反応は，いずれの青年にもみ

られ，i人に佼われないJi自由に働らけるjとL寸評餓を

下している反l話， i労働がきっし、J，i所得があがらないJ

などの否定的許一価が出される。全体的には，農業に対す

る評価は低いが，特に中学卒の就業者は，高校進学の希

望，友人の他地域への就磯などから，高校卒よりも消極

的な就業態度である。高卒の就業者は，それに対し，農

業に対する評価は低いが，農業就業を前提とする滋学が

多く，就学中にある縦波の農業経鴬に対する将米{象を持

つことも可能なため務綴的就業が概して多くみられる。

第 2の統柄からくる規制は， i長男就業jの原則は，依

然として強く，特に幼少:ltJlからその拘束を受けているこ

とがみられる G しかし，二，三男では、長男が逃げるよ

うな形、で，就職してしまったためltむを得ず就業とい

う形がみられる G 保有労働力の規制は，平均耕地面積が

比較的大きいため全体としては，労働力不足で、あること

から，夜接的な規制として働いている場合が，かなりみ

られる。

全体的にみると，一部高卒者を徐いて，就業態度は，

I湾機的である。

2. 役割構造とその変容

水E8及び，焔作の労働過程を技術，経験の必要性，科

学的知識の必要性から，襲撃易度を分類し，更に主主志決定

の分類も加えて，就業年次，調査時点 (42年度〕の 2尚一

点の青年の参与の構造を明らかにした(第1， 2表参照〕。

第 1表作業過艇の分類

f有 議箔 II f最 寄1JlI機

1童子予 J;i犯行 1]1{升i 新 ，llj

隠れ計算怜 剤 散 布 あ ぜ 向 1 )
l有 虫 剤 散 布 す ま 起 し

ノ1< 'i';' 里市 ILIj 相(j

徹 子 収 穫 ! 然 械 幣 備 総 刈

第 2表潟、志決定分類

害容 I 稔 | 第 II 種 i 第 III 種

資金ぐり i捜索機械の隣人 i作 祭 配 分

営袋詰十倒惑の作成 i土 地 改 良 I11i)ン人工の決定

I71 穣選択

役割構造の変容をみると，全体としては， 作業過程

の第頂穏から第百種，第 I穣へと参与の構造がi朝交にな

って行二く。その変容は，経験生手数のみによるものではな

く，個々の経営体の霞かれた条件及び，本人の主体的な

学溜，情報の受容によっても変化を来す。特に，経営体

の本人に対する期待が著しく大きい場合，初年度の作業

参与も高く，しかも，その後の変容は大きい。高卒就業

者では，中卒者に比較して高い作業参与を初年度におい

てもみせ，変空手も.!fL¥，、o }&~志決定の参与のレベルは，作

業過税のレベノレと，おおむね・致する。しかし，男子の

若年層，及び女子には，殆んどが，労務提供裂の第m稔

部門の参与しかみられない。

3. 学習と情報の構造

学習と情報の機五きさと， 1) 人間関係を通した情報，句

集団所属及び，役職， 3) 営燦指導機関の研修，引 先

進地視察， 5) 冷答対後の指導， 6) 各稜 Ma田 Media

からの情報の 6項目から切らかにした。このうち，人間

I:*l係，築問，指導機関との接触，読書による学習と役

割構造との関速がみられる。 f交線構造の高いグノレープ

は，情報関係においても，公的な営農指導機関及び，部

落のリーダーとの関係が深く，所属築関もF寄年間から，

部落の、大人集問、へと変化がみれる。これに対し，役

割構造が低くなると，家庭内情報及び，青年間との関係

へと変って来る。つまり，役割構造の変化に伴って，情報

の受務の質的な差が生れて来るということが例える。一

方，青年一般が共通に参加する機会も存在する。例え

ば， mの社会教育言裂の主催する、移動研修、への参加lに

は，これらの傾向がみられる。

読書芸による学習では，役割構造上位の者に比較的，技

術関係の本が読まれ，その他の者との多少の相違を見せ

ている。
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特に，役割構造と，各種会合参加は，溶接な関連がみ

られ，対外的な営'食指導機関からのf溝報も役割構造の上

位の者を通して流されることが予測される。

3. 農業に対する評徹

本書主では， 自己の経営と農業に対して，どのような評

備を下しているかを明らかにし，農業に対する態度の分

析をすると問時に，自己の将来における農業経営の目線

の基点をどのように設定しているかを求めた。

自己の経営に対する評価では， a) 耕地不足， b) 負

債の問題， c) 営農の技術，知識の不足， d) 労働力不

足， e) 冷害， 0 農業政策の問題などが出て来る。

耕地不足を指t脅するのは，土地所有の少い青年は勿論

の事として， 5ha以上所有の水国農家の青年にもみら

れ，前者が主として，生活の安定を望む点からの土地拡

大であるのに対し，後者が，むしろ，大型水田経営をめ

ざした近代化路線に乗った形で，出て来ているという相

違がみられる。

女子には，労働力不足を問題にするものが多く，労働

と生活の二重の負担を任う役割から来る事:が予測され

る。しかし，問題点の指摘の系統性からいうと，役割構

造上伎の青年には，自家経営の問題と，社会的要閣との

|羽迷性という問題把握があるのに対し，問題の単独的な

指摘の青年が，者年，女子などに多くみられるという祁

途が存在する。

これに対し，農業を職業としてみる家観的な評締にな

ると，就業時点にみられた評価が向じように見受けられ

る。

5. 農業近代化への対応

地域の農業近代化にも「農業構造改葬卒業Jが中心的

な佼穏を占めている。卒業対象地域外の農家にも，近代

化の主主体的な目襟としての影響を与えている。青年の農

業近代化の目標には， a) 水沼の拡大， b) 大型水 EB

c) 二卜宅地改良， cl) トラクターなど大型機械の導入など

「構改Jの内容が，そのまま表明されている場合が多い

ことにも，その点は伺える。土地改良などは，現に，自

己資金によっても実施されている課題でもある O

しかし，経常'様式の改警の課題となると，きわめて乏

しい。労賃評価，月給制，休綴制，共同化，経営と生活

の分離など，一同こし、えば企業的経営の諮項目に対して

は，理念としては，肯定しても，現実の農業構造は実

現の可能性のきわめて薄いことを理由に，否定的な対側

がなされている。

6. 近代化に対応す~学習

地域の農業近代化に対応する将来の農業経営の目標に

対して，農民としての自己の成長の必要も含めて，どの

ような学習課題を設定しているかを最後に検討する。こ

の分析では，自己の技術的，経営知識の弱点、の自巴評価

と，学習課題との関連もみたc これらの2点と，役割構

造とは，次のような関連をもつことが明らかにされた。

まず，役割j参与の低いものは，自己の参与する作業過程

より高い部門を弱点とするが，それは，殆んどが，第 I

表の第 I種部門に集中している。しかし，役割構造の上

芥につれて，技術的欠陥と共に，意志決定部門の課題に

対しての問題が弱点として指摘されて来る。兵体的には

経営技術・知識，品種の選択，農薬の塗と渡期などがあ

げられ，これらが学習課題として，一応設定されている

が，表年間には，自己の欠陥と学習課題が結合されてい

ないこと，あるいは，学習課題が設定されていない者も

出ている。役割構造とは無関係に，空宇濁課題が設定され

ている場合もあるが，この場合はむしろ，役割よりも，

学習が先行し，しかも，読書，人間関係及び所属集団に

独自の情報・学習関係を所有している。

学習の課題と，近代化の目標は必らずしも一致しない

が，これは，むしろ近代化のプログラムに対する学習

が，地域において設定されていないことが問題となる q

結論

青年の幾業労働過程における役割構造は， arl1iこ，自

己の所属する経営体の生成構造，第 2に本人自身の所有

する技術・知識，第3に，第 lと第2を基礎とする絞?主

体の本人に対する期待と本人のi言、欲の三つの婆閣との本11

万ーの関係にある。これらの相互の関係から，役割構造は，

難度の低い下位の作業過j払から，上位の作業過綴へ，更

には，窓志決定参与の上弁へと変化する。この役割構造

は，第 iに，情報学習関係--a:規定し，情報，学習の質的

な内容を規定する。この奈は，役割関係と，本人の所有

する技術及び絞営知識とのr~~l:clfでも見出すことができ

る。従って，役割関係の同ーの者は，学習，情報関係に

おいて，かなりの尚一件、をみることができる。農業に対

する評価及び，今後の農業経常に対する1=1標には，役割

構造との関連をもつものと， f也の要因と関連するものと

分離して考えなければならない。これには，経営体の階

!習的位穏などが，強く規定している。

役割関係が上昇し，情報・学習潟係が変化して来るに

つれて，逆に，自己の絞営との矛j震が笈識され「埋没型

段民Jの傾向を主主むことも予測される。近代化への諸課
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題に対して，対応できない青年が生れて来ることが，当

然考え得ることである。一方，役割関係とは無関係に，

近代化の課題が肉質的に，青年に保持されていることか

らも，役割論の持つ限界を認めなければならない。

本研究においては，役鋭構造と，情報及び学習の構造

は，切らかに出来たが，もう一歩入って，情報，学濁の

質的な内容からの分析には玉三らなかった。先述したよう

に，ある役昔話j構造には，同一の情報が流されるのではな

し、かと予測したが，例jえ，情報が隠じであっても，それ

を受け入れる、突銭、の問題は別の問題である。それ

らの点は，今後の研究の課題として残される。又，本

研究は地域の際られた調査対象者の結果であり，今

後，他地域の?喜一年及び「大人集団J，更には，奥った経営

形態などを対象に笑託研究が必要である。
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