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1．は じ め に

2･1 ものづくり産業の構造変化
近年の日本のものづくり産業の課題として，コスト面
での国際競争力の低下があげられる．これは，戦後の高

本章では，現代のものづくり産業において，その重要

度成長期から成熟期に移行したことによる国内の生産コ

性が増大している「技能」や「匠の技」に注目し，これ

スト上昇や，バブル崩壊，リーマンショックなどが要因

らの身体知について考えていく．

となっている．したがって，多くの日本企業は早急にコ

日本の工業製品は，戦後の「安かろう，悪かろう」と

スト削減を進める必要に迫られた．

海外から呼ばれた時代から，
「メイドインジャパン」と

日本のものづくり産業では，多くの企業のこれまでの

してその高機能・高品質・高耐久性により非常に高い支

努力により，製品の高機能・高品質・高耐久性を実現し

持を受けるまでになっている．この評価の変化の一つ

た「メイドインジャパン」ブランドを確立してきた．こ

の要因として，長年のたゆまない技術や技能の研さんが

のブランド確立に大きく寄与してきたのは，大企業を頂

支えてきたといえる．資源をもたない日本として，高度

点に，
「系列」と呼ばれる中小企業で構成されたピラミッ

な技術・技能の知識が極めて重要な資産であると考え

ド型企業群による製品開発力・製造力といえる．大企業

られるが，近年の製造分野でのアウトソーシング化や

の開発力だけでなく，その高い製品要求に応えるために，

グローバル化，労働人口減少の問題により，散逸，未継

中小企業が製造技術や品質管理技術を向上し，さらにこ

承される事態が問題視されている．そこで，2 章では日

れらの情報をボトムアップすることで大企業側の開発力

本の行政機関やものづくり産業におけるこれまでの高度

向上につながっていた．

熟練技能の継承対策について，3 章では熟練技能の身体

ところが，大量生産可能な汎用製品を中心に国際的な

知に関する研究動向について紹介する．最後に 4 章で

価格競争が激しくなると，大企業は部品の標準化を進め

は従来研究では身体知の解析を主に身体の外側からア

て，同一性能であればコスト面で優位な調達先に変更し，

プローチしていたのを，身体の制御や判断プロセスと

また完成品の輸出から海外での部材・部品の現地調達に

いった内側からアプローチする著者の研究について紹介

よる生産に変更するなど，グローバルサプライチェーン

する．

へ大きく変換した．さらに，製品開発・設計までを行い，
製造は外注するアウトソーシング化も行われるように

2．ものづくり産業における高度熟練技能継承対策
について

なった．この構造変革に伴い，中小企業もコスト削減の
ために，中国や東南アジアへ生産拠点を移転して国内で
製造しなくなる，ものづくり産業の空洞化が懸念される

日本のものづくり産業において，1980 年代後半から
高度熟練技能の継承問題がクローズアップされてきた．

事態となった [中小企業庁 98]．
このように従来の「系列」による大きな企業群による

その背景として，国際競争力低下に対処するためのもの

ものづくりから，国際分業型ものづくりに大きく構造変

づくり産業のアウトソーシング化・グローバル化といっ

換したことにより，大企業ではこれまで暗黙的に行われ

た産業構造変化と，労働人口減少・2007 年問題があげ

てきた製造情報を明確化する必要に迫られた．また，海

られる．ものづくり産業における身体知の探求とその継

外企業に製造委託したときに製造トラブルが発生する事

承を考えるうえで，これらの背景に対して日本の行政機

案が生じているが，これまでは系列企業側が製品開発の

関やものづくり産業界において，これまでどのような対

段階から情報共有をすることで，設計意図や最終製品に

策が行われてきたかについてまとめてみる．

おける必要精度などを勘案して，部品製造時に微調整を
行うことで品質を保持していた．しかし，これらの製造
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が情報伝達時に欠落しているために不

ている．このように人材と予算が確保できる大企業であ

良品問題が生じたといえる．一方，中小企業は製造コス

れば対策が可能であるが，中小企業では単独での実施は

ト削減のために製造拠点を海外に移転したが，現地採用

困難である．
「2016 年度版中小企業白書」においても，

した作業員のものづくりそのものに対する考え方や文化

景気維持による求人増加と新卒者の大企業志向により従

が大きく違っていたため，技術教育に大きな問題が生じ

業員過不足数 DI 値＊1 が製造業で−11.4％と人材不足が

た．したがって，これまで中小企業が蓄積した優れた製

生じている [中小企業庁 16]．また「2012 年度版中小企

造技術による生産が計画的に行えなくなり，生産拠点の

業白書」において技術競争力が低下している理由（複数

撤退も行われた．

回答）として 69.6％で技術・技能承継がうまくいってい

時の ノウハウ

これらの大企業側の対策としては，戦略的に重要な

ないというアンケート結果が出ている [中小企業庁 12]．

基盤技術や先行技術，工程・品質管理技術を国内製造拠

このような状況に対処するため，1997 年度に労働省

点で開発し，海外拠点に水平展開するマザー機能化が急

が「高度熟練技能活用促進事業」が創設された [中村

速に行われている [経済産業省 12]．また，中小企業側

14]．また，技術者・技能者の育成や活用として，国や

は得意分野で高機能，高品質製品を製造し，世界的シェ

自治体による公共職業訓練を実施していた．これらは技

アを獲得するグローバルニッチトップ企業や製造業ベン

能者の社会的評価向上と技能習得支援施策として効果を

チャー企業という企業形態への変換が行われている [経

上げてきた．一方で，ものづくり産業を取り巻く環境が

済産業省 14]．最近のものづくり産業では，ドイツでの

大きく変化し，ものづくり現場でのディジタル化，IT 化

Industrie 4.0 や米国のアドバンストマニュファクチャリ

が急速に展開する状況で，一般的な技術・技能の習得だ

ングといった，IoT（Internet of Things）技術を応用し

けでは若者の就業意欲を向上させるだけの魅力や賃金を

た「次世代型製造業」への転換を図っている．

提示することは難しい．このような背景から，高度熟練

一方で，製品が高機能化・高品質化してくることで，

技能活用促進事業では，
① 高度熟練技能（者）の認定，
②

熟練技能者の役割が大きくなっている．マザーマシンと

高度熟練技能（者）に関する情報の収集，③ 高度熟練技

呼ばれる機械を製作する工作機械や，最新部材の金型製

能（者）による技能振興への寄与の促進，を主な事業と

作，品質検査を行う高精度計測装置自体の製作などでは，

して，中小企業のもつ高度熟練技能を広く社会に活用し，

高精度，高品質の製品を大量に製造する機械のため，機

技能者の処遇改善，若手への継承を目指した．その後，

械そのものの精度，品質を極力高くする必要がある．例

1999 年には「ものづくり基盤技術振興基本法」が成立し，

えば，加工・計測の基準となる定盤面は極めて高精度で

2000 年に「ものづくり基盤技術基本計画」が閣議決定

かつしゅう動時にスムーズに動くように平面加工する

された [中村 14]．その後，若年労働者の減少や 2007 年

必要がある．すべての工程を機械加工することができな

問題が社会的に大きく取り上げられるようになり，
「若

いため，
「きさげ加工」と呼ばれる熟練技能者の手作業

年者ものづくり人材育成促進事業」や「 ものづくり立国

による研磨作業が行われている．また各製造工程に合わ

の推進事業」により，工業高校や公共職業能力開発施設，

せた機械製作であるため，多様な設計要件のうえに生産

中小企業，関連団体などに高度熟練技能者を派遣し，実

数が少量であることからコスト上からも機械化が困難で

技指導などを積極的に行った．2009 年度までこれらの

ある．

事業が続けられ，5 540 名が高度熟練技能者に認定され

これらの観点から，自動化することができない高度な

た．現在は，2013 年度に創設された若手技能者人材育

技術・技能から新たな製品・技術を開発し，さらに持続

成支援等事業（ものづくりマイスター制度）により，建

的に保有・継承することが極めて重要になっている．

設業および製造業に該当する職種（111 職種）で認定し
た「ものづくりマイスター」が，中小企業や学校におい

2･2 ものづくり産業における継承問題対策
前節のように，日本のものづくり産業は最近の 20 年

て若年技能者への実技指導を行うことで技能継承や後継
者の育成を行っている [厚生労働省 HP]．

ほどで大きく構造変換したが，さらに日本の人口減少

中村らによると [中村 14]，これらの「高度熟練技能

に伴う生産年齢人口減少と，団塊世代の大量退社によ

活用促進事業」の成果として，認定した高度熟練技能者

る 2007 年問題により，技術者・技能者の枯渇問題にも

のプロフィールや活用状況のリストのほか，技能習得プ

直面することになった．特に高度熟練技能者（機械では

ロセスや高度熟練技能のポイントを中央職業能力開発協

不可能な高精度の実現や機械にはない柔軟な対応を担う

会のホームページに掲載した．しかし，高度熟練技能の

スーパ技能者 [中村 14]）の養成は，多くの時間，経験

分析研究については，技能内容や技能習得プロセスなど

がかかるため，一度継承が途切れると該当技能の消失に

のごく一部を情報収集し，パンフレットやビデオで紹介

つながるおそれがある．

する程度の利用に限定され，分析は行われなかった．さ

そこで，大企業ではベテラン技能者や再雇用した退職
者を教師役とし，
「ものづくり塾」などの技術・技能研
修施設を企業内に設置することで，技術・技能教育を行っ

＊1 今季の従業員の水準について，
「過剰」と答えた企業の割合〔％〕
−「不足」と答えた企業の割合〔％〕
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らに，認定された高度熟練技能者が所属することによる

機械を操作する手や腕の動作中の筋電位測定 [松浦 12]，

新たな仕事の獲得や，中小企業への再就職，講師依頼に

最近では技能動作中の脳活動を NIRS（Near-Infrared

よる実技指導による後継者育成については，ほとんど成

Spectroscopy：近赤外分光分析法）による測定装置で計

果が上がっていない．現在のものづくりマイスター制度

測するなど [侯 13]，生理情報による技能研究も行われ

でも基本的には認定したものづくりマイスターの派遣に

ている．

よる実技指導であり，指導内容・方法はマイスターに依
存しているのが現状である．

3･2 道具・機械に関する計測手法
ものづくり技能では技能者の道具や機械の操作が，製

3．ものづくり技能の身体知に関する従来研究

品の精度や品質に直接影響を及ぼすため，道具・機械を
計測することが重要視されている．例えば溶接作業では，

2 章で述べたように，1990 年代より国や自治体による

溶接品質に直接影響を及ぼすアーク状態を一定にするよ

高度熟練技能の継承の事業が実施されているが，ものづ

うに溶接ホルダやトーチを操作する必要がある．そこ

くりに関わる技能研究については，特に 2007 年問題が

で，モーションキャプチャや溶接状態を撮影するカメラ

社会的に注目され始めた 2000 年頃から増加してきた．

をトーチに設置している [松浦 12, 佐久間 06]．また，切

ここでは，特に言語化やマニュアル化が難しい身体知

削加工の表面仕上げをきさげと呼ばれるのみ状の工具で

に関した技能研究を対象として，計測方法や評価手法に

研磨するきさげ作業の研究においては，きさげにかかる

ついて研究動向をまとめる．文献調査により，まず研究

力と力の方向を力センサで測定している [福田 06]．ま

対象となる身体技能について主なものをまとめると，も

た技能教育システムでは，加工時の状態が道具・機械か

のづくり産業では溶接 [藤田 06, 佐久間 06]，鋳造 [綿貫

ら技能者にフィードバックされることが重要である．そ

07, 綿貫 11]，きさげ [福田 06]，旋盤 [武雄 13]，縫製

こで VR 技術の力覚提示装置を用いたり [藤田 06]，操

[東 04] の各技能の研究が行われている．また，伝統工

作対象機器に力覚フィードバック機能を開発したりして

業分野では加工プロセスそのものが製品価値に含まれて

[綿貫 11]，技能教育の効果向上を目指している．

いると考えられるので，身体技能による加工プロセスが
研究対象となっており，陶芸の菊練り作業 [藤波 12] や

3･3 技能評価手法および教育支援手法

漆工芸の研ぎ工程 [毛 16]，和紙製造の刷毛さばき [吉川

技能評価手法については，多くの研究でまず対象とす

16]，掛軸の増裏打ち作業 [岡 16] の熟練に関する研究が

る技能の熟達者のデータを計測し，各評価項目の平均値

行われている．中学校技術科課程では木材加工が実施さ

とデータのばらつき評価として標準偏差を求める．次に

れているため，刷毛塗り [岡村 02]，のこぎり [鵜澤 11]，

学習者となる初・中級者の計測データを同様に解析した

かんな作業 [紅林 13] の技能に関する教育研究が行われ

後，熟達者の解析データを比較する．この比較で，初・

ている．ここで，身体技能に関係する構成要素を，① 技

中級者のデータと大きく異なる熟達者のデータを熟達技

能者，② 道具・機械，③ 加工法，④ 部材・製品，⑤ 場（環

能の特徴量と評価している．ただし，定量的に比較して

境）と考え，これらの状態の計測手法や，熟達度の評価

いる計測データは，道具・機械を対象としたデータがほ

手法，技能教育手法について研究動向の検討を行う．

とんどであり，人体に関する計測データは，動画や三次
元位置情報を可視化して定性評価している．

3･1 技能者に関する計測手法

これらの計測データと評価を用いて，実際に技能を教

身体技能の習得では，
「技は見て盗む」といわれるよ

育する支援システムの開発が行われている．福田らは身

うに技能者の所作や道具・機械を使う動作を直接観察す

体知を暗黙知として捉え，この暗黙知から形式知の変換

ることが重要とされてきた．したがって，技能研究にお

に関する SECI（共同化，表出化，連結化，内面化）モ

いても，直接観察が可能である身体部位とその部位と

デルで，遠隔地間で技能教育を支援するシステムを開発

道具・機械の関係に関する測定が行われている．以前

した [福田 06]．ここでは，
教授者のきさげ作業の動画と，

は動画を教材として提示していたが，画角により隠れて

同期してきさげに掛かる力（大きさ，方向）を提示し，

しまう部位が生じる．そこで，三次元モーションキャ

学習者は力データの比較をすることで学習する．また，

プチャシステムや MEMS（Micro Electro Mechanical

綿貫らは技能学習における「場」の重要性から，没入型

Systems）技術を応用したウェアラブルセンサ（加速

VR システムによる鋳造技能の教育支援技術により，鋳

度センサ，ジャイロセンサなど）を身体部位に装着し

造現場を VR で再現することで熟達者の注目点やクレー

て，三次元位置，加速度，角速度などの測定を行ってい

ン操作のこつを学習できるシステムを開発している [綿

る．最近では，ゲーム機として開発された KNECT セン

貫 11]．

サ（Microsoft 社製）が安価かつ操作の容易さから，解
析に使われている [紅林 13]．また，視線測定装置のア
イカメラで作業中の注視情報の測定 [武雄 13] や道具や
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操作する身体部位やその部位の姿勢制御に関わる身体部

4．構造化した技能情報を用いた新たな技能教育
支援手法

位，加工中の感覚といった情報を以下のように構造化す
る．
（1）直接要因：製品の品質に直接影響する要因．主に

これまで述べたように，従来の身体技能に関する研究
の多くは，加工に関係する道具・機械の挙動と操作する

加工時の情報．
（2）間接要因：直接要因に対して影響を及ぼす要因．

身体部位の位置や加速度，力といった情報を計測し，熟

操作対象の機械や器具，道具類の状況を表し，技能

達者のデータから技能の特徴を定量的に解析していた．

により N 次の間接要因で構成される．

また熟達者のデータを基準に学習者のデータを統計的に

（3）
身体要因：身体に関する要因．間接要因である道具・

比較し，熟達度を評価することを試みている．しかし，

機械を操作する身体部位を上位身体要因とし，体幹

実際には複数の熟達者においても身体部位の位置や速

に近づくほど，
次数 N が大きくなるように定義する．

度，動作方向が違う，または，道具を特定の角度で一定

（4）体性感覚要因：身体の操作制御に関わる要因．重

の速度で動かすと指示をされても，学習者は自分がどの

心位置や筋活動の活性化部位，どの部位に意識をし

ように動作しているか，指示どおりにどのように身体を

て力を入れ，どの部位を弛緩させるかといった感覚

動かしたらよいかがわからないという問題が生じる．さ

である．

らに，これまで暗黙知として扱われているように，熟達

（5）視覚要因：注視点に関わる要因．

者も自身がなぜこのような動作をしているかを説明する

溶接技能教育において，これまでの文献やマルチメ

ことが難しい．著者も複数の高度技能者へのヒアリング

ディア教材，実際の技能教育現場から技能教育に必要な

において，回答がほぼ同じという経験がある．このこと

情報を調査し，技能教育に必要な情報要素を解析する．

を考察してみると，直接観察できる熟達者の所作をすべ

これをもとに技能情報の構造化を行う．被覆アーク溶接

て模倣すれば，技能が上達できるという学習概念，いわ

技能を例とした情報構造は表 1 のようになる．

ゆる「形から入る」ことを重視していると考えることが
できる．しかし，体格や筋力といった筋骨格は個人差が
大きく，道具・機械を操作したときにフィードバックさ
れる力などの情報を受容する体性感覚も違ってくる．製
品加工の品質や精度は部材と道具・機械との関係に依存

表1
要

因

直接要因

被覆アーク溶接技能情報構造例
構成要素

評価項目

溶融池

形状，大きさ，スラグ状態

溶接ビード

幅，余盛高さ

しており，安定して操作するために身体部位を制御する

一次間接要因

アーク状態

長さ，音，形状

ことができれば，身体の「形」の模倣は実はあまり重要

二次間接要因

溶接棒

角度，運棒速度・加速度

ホルダ保持

手握り方，保持角度

手首

位置，角度，速度

肘部

位置，角度，速度

肩部

位置，角度，速度

頭部

位置，角度

胸部

角度

腰部

角度

足部

位置，角度

重心

位置，移動ベクトル

力覚

筋活動，部位

視線

注目点

度は高くないと考えることができる．すなわち，身体に
関しては，その位置関係や動作方向ではなく，道具・機

一次身体要因

械を最適に動作させるために効果的な身体の動かし方が
重要である．そこで著者は，技能の品質に関わる要素と
全体構造が技能者教育に必要があると考える．この全体

二次身体要因

構造を学習者と教授者の両者が共有していることを前提
として，評価・原因特定・改善策提案を行うことが極め
て重要である．

三次身体要因

4･1 技能教育における情報構造化の提案
著 者 は， こ れ ま で 品 質 工 学 手 法 の 一 つ で あ る RT
（Recognition Taguchi）法 [立林 08] を用いた溶接技能
動作の判定システムで，技能動作と筋活動，および熟達

体性感覚要因
視覚要因

度との関係性について解析を行った [松浦 12]．しかし，
これまでの研究では，測定した熟達者データを基準とし
て，学習者の動作プロセスの評価をするだけであり，ど

4･2 技能情報構造の視覚化

のように道具・機械を操作する身体を動かしたらよいか

品質工学手法の一つである特性要因図を応用して技能

という観点がない．これは技能を対象とした構造化情報

情報の各要因の関係を視覚化する．特性を技能品質とし，

がないためと考える．そこで著者は技能教育において，

品質に影響を与える項目を主要因として明示する．ここ

身体動作を伴う技能を構造化する技能情報構造化法を提

で，技能品質への影響度を考慮し，直接要因から間接要

案する [松浦 15, 松浦 16]．技能に関わる情報を部材・製

因，身体要因の順で記載する．また，評価項目を要因の

品に対する加工を上位とし，それに関係する道具・機械，

子要因として記載するが，定量的評価を四角，定性的評
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保持手
手首

胸部

腰部

ビード

アーク
長さ

幅

被覆材先端が
溶融池面に接触

心線の2.5倍以下

位置
3点支持で安定

位置

溶接線に平行
やや前かがみ

動作

親指と人差指の付け根：
ハンドルの上部
上から下へ移動
音
レバー：
親指の横
棒を右へ進める動作：
「ジー」，「パチパチ」
ホルダと手首と腕：
上半身も右へ平行移動
と小さく連続的
ほぼ直線

重心

動作

力覚

角度

位置

視線

腕は約90°に曲げる
ホルダと手首と腕の線を平行

溶融池を
常に確認

視野を広げる

「溶接ビード長/
溶融した溶接棒長」
約0.6～0.8程度

位置
ひじを軽く引っ張る

足部

肘部
肩部

頭部
図1

速度

角度
母材表面：90°
溶接線：70～80°
鉛直線：
進行方向に約10～20°

形状

溶接
技能
品質

丸く円弧状

溶融線
凝固線
スラグのかぶり

溶接棒

溶融池

溶接技能特性要因図例

価を丸で描いて視覚的に表現する．また，身体をどのよ

情報を構造化する手法を提案する（表 2）
．この技能展

うに動かしたらよいかという意識，体性感覚については

開表をもとに，道具・機械を操作するこつが身体部位の

主要因に直接影響するので，左端にまとめて記載する

どのような動かし方にあるといった，これまでの指導方
法より効果的な指導案の策定が可能となる．

（図 1）
．
4･3 品質機能展開を利用した構造化手法

5．ものづくり産業における今後の技能継承

4･2 節で技能情報の各要因の関係性について視覚化す
ることはできたが，要因間の影響や関係性の定量化，技

本章ではものづくり産業において熟練技能の継承問題

能教育における効果については考慮することはできてい

について，これまでの継承対策や身体知研究についてま

ない．特に身体動作を伴う技能では，道具と身体部位

とめた．今回，技能に関する研究の調査過程で，2010

との関係や身体部位間の連携，運動と体性感覚や意識と

年頃から話題として少なくなってきていることに気付い

いった各要因同士の関係性が重要である．さらに，学習

た．実際に再雇用された団塊の世代による技術技能伝承

の際にはすべての要因を同時に意識しながら修得するこ

が行われ，2007 年問題があまり問題にならなかったと

とは困難であるので，上記の関係性の重要度を求めるこ

の意見もある [池上 16] との意見もある．しかし，実際

とで，重要度の高い要因から学習を行うといった学習計

には熟練技能者の派遣や再雇用による OJT（On-the-Job

画の提案も必要である．例えば被覆アーク溶接において，

Training）に依存しており，このままでは高度熟練技能

従来の学習では溶接棒の角度と溶融池の状態に注意する

のノウハウをもった技能者が減少し，技能が消失するこ

ことを指導されるが，どのように身体を動かせば溶接棒

とが十分考えられる．したがって，著者は技能継承問題

を安定した角度で運棒できるかは全く指導がないので，

がむしろ以前より悪化していると懸念している．最近の

修得に時間がかかる．したがって，安定した運棒実現の

ウェアラブルセンサ技術や生体計測技術の急速な発展か

ための新たな指導法の提案が重要となる．そこで，QFD

ら，新たなアプローチによる身体技能研究，技能教育支

（Quality Function Deployment）の手法を応用して技能
表2

技能展開表（一部）
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