
No 発表者名 所　　属 題　　　目 概　　　　要
発表機関
発表年月

1 武雄　靖 生産技術科 指南車の設計と製作

大戦中の混乱の中でも、自軍が方向を見失わぬようにと作
られた指南車の記述が古代中国の歴史書にある。この指
南車を平成21年度の総合制作実習の中でテーマとして取
り上げ、これを製作することにより、機構設計や機械加工
への理解を深めようとする取り組みを行ったので報告す
る。

2011実践教育研究発
表会千葉大会
2011年9月

2 武雄　靖 生産技術科
眼球運動分析による機械加工技能
の評価と技能伝承に関する研究

ものづくり技能者は、その技能の習熟度によって、見てい
る場所や目の動きに違いがあるのであろうか。本研究で
は、簡単な測定作業と普通旋盤作業を取り上げ、アイカメ
ラによる眼球運動分析を行ったところ、作業者の注視点移
動とその技能習熟度との相関が認められたので、これをも
とに技能の評価と教育への応用を検討した。

日本MOT学会「2011
年度年次研究発表

会」

2012年3月

3 隈元　康一 生産技術科 射出成形金型の仕上げ加工

射出成形金型は、金型の表面粗さ精度がプラスチック製
品の精度になる。そのためマシニングセンタにより機械加
工を施した後に手仕上げ作業を行うが、磨き作業の効率
性を上げるため、マシニングセンタによる仕上げ加工の条
件を工夫することにより手仕上げ作業を楽に行うことができ
た。本稿ではその加工条件について報告する。

2010実践教育研究発
表会北海道大会
2010年9月

4 隈元　康一 生産技術科 技能グランプリへの挑戦

技能グランプリとは熟練技能者が日本一を競う大会で、出
場する選手は当該職種について、特級、1級及び単一等
級の技能検定に合格した技能士である。本稿では技能グ
ランプリという競技大会に出場した経験談を報告する。

第18回職業能力開発
研究発表講演会
2010年11月

5 隈元　康一 生産技術科 外接歯車ポンプの製作

外接歯車ポンプとは歯車のかみ合いによって流体を輸送
するポンプであり、油圧を使った機械の駆動用として最も
一般的に使用されるポンプの一つである。
　本稿では、この外接歯車ポンプの製作を総合制作実習
の課題として取り組み、実際に試運転を行い排出される油
量の実測値と理論値を比較して考察する。

2011実践教育研究発
表会千葉大会
2011年9月

6 隈元　康一 生産技術科 外接歯車ポンプの製作

外接歯車ポンプとは歯車のかみ合いによって流体を輸送
するポンプであり、油圧を使った機械の駆動用として最も
一般的に使用されるポンプの一つである。
　本稿では、この外接歯車ポンプの製作を総合制作実習
の課題として取り組み、実際に試運転を行い排出される油
量の実測値と理論値を比較して考察する。

第19回職業能力開発
研究発表講演会
2011年12月

7 若林　晃 制御技術科
メカトロニクス負荷装置(空気圧制御

機器)教材の製作

平成２２年度第２０回職業訓練教材コンクールにて、特別
賞（雇用･能力開発機構理事長賞）を頂いた自作教材につ
いて紹介している。

第19回職業能力開発
研究発表講演会
2011年12月

8
喬橋　憲司
池田　愛彦
若林　晃

山形職業訓練支援
センター
関東職業能力開発
大学校
制御技術科

機械設計製作課題の設定について
-授業科目の連携による実践的もの
づくり教育の取り組み－

制御技術科では、2年次において、複数の授業科目を密
に連携させ、課題装置の設計から制作、制御に至る全行
程を完結させることにより、実践的なものづくり教育の試み
を行っている。本稿では課題装置の設定について焦点を
当て、報告している。

技能と技術　Vol.45
2012年2号
2012年6月

9 森口　   肇
塩田　達彦

制御技術科（栃木
センター電気・電
子系）

組込マイコン技術科（制御技術科）に
おける習得度測定課題の実証と検討

栃木センターでは、平成20年度より組込マイコン技術科
（現在制御技術科）を新設した。訓練実施の中で、地域産
業の実情、仕上がり像などを踏まえ、ハードウェア部分（前
半3か月）の習得度測定課題として、温度センサを入力とし

たH8マイコンによる小型モータ制御システムを設定し、実
施している。本発表では、課題設定の過程、訓練生に対
する課題実施結果を整理・実証し、あわせて課題実施の
妥当性と今後の検討を行ったので報告する。

第17回職業能力開発
研究発表講演会
2009年11月

10 森口　   肇
塩田　達彦

制御技術科（栃木
センター電気・電
子系）

組込マイコン技術科（制御技術科）に
おける習得度測定課題の実証と検討

第17回職業能力開発研究発表講演会でポスター発表し
た内容をベースに改善した点などを報告するとともに、現
時点における取り組みを紹介する。

技能と技術　Vol.45
2010年3号
2010年9月

11 三浦　雅嗣 電子情報技術科
組込みマイコン（SH2）による2軸
サーボモータ同期制御システムの開
発

2007年度～2008年度に実施した共同研究内容のダイ
ジェスト版

第17回職業能力開発
研究発表講演会
2009年8月

12 三浦　雅嗣 電子情報技術科
2軸サーボ制御システム開発結果の
公開

2007年度～2008年度に実施した共同研究の成果の公

開。開発した機器について約30社の企業技術者に対する
発表。

社団法人　日本包装機
械工業会
2009年11月

校外研究発表等目録（2011.4～2016.8）
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Department of Housing Environment 
 

仕事と日本人 
About Japanese Working Style 

 

木 村 泰 昌 *1 

Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の



13 三浦　雅嗣 電子情報技術科
2軸サーボモータ同期制御システム
の製作　－追加機能と地域交流展へ
の参加－

予め計算したモータ角度を利用した2軸の同期制御システ

ムについて。2008年度に引き続き、移動誤差修正機能、
各モータのトルク計測機能、制御・計測データ保存機能の
追加機能について述べると共に、地域交流展における装
置の展示を利用した広報活動について報告する。

2010実践教育研究発
表会北海道大会
2010年9月

14 三浦　雅嗣 電子情報技術科
組込み分野における統合的な教育
システムの取り組み

 組込み分野を効率良く技術習得するには、周辺回路
（ハードウェア）とマイコンの内部機能を理解し、インサー
キットデバックによって実践的に動作検証することが必要
不可欠である。これを含めた実習課題と指導方法を紹介
し、学生の自立した技術習得と製作課題の発展性、今後
の取り組みについて報告した。

2011実践教育研究発
表会千葉大会
2011年9月

15 水渡　博幸 電子情報技術科
植物系液化物を用いたウッドセラミッ
クスの作製

植物液化物をフェノール樹脂の代替品として製作した
100%植物由来のウッドセラミックスの作製について報告し
た。

日本MRS
2010年12月

16 水渡　博幸 電子情報技術科
バイオマス資源を用いたウッドセラ
ミックスのセンサ及び燃料電池電極
への適用

バイオマス資源から作製されたウッドセラミックスのセンサ
および燃料電池の電極への応用について報告した。

緑と水の環境技術革命
プロジェクト事業シンポ
ジウム
2011年5月

17 水渡　博幸 電子情報技術科 ウッドセラミックスガスセンサの特性
ウッドセラミックスガスセンサの特性について報告を行っ
た。

2011実践教育研究発
表会千葉大会
2011年9月

18 水渡　博幸 電子情報技術科
ウッドセラミックス湿度センサの試作
機

ウッドセラミックス湿度センサの試作機を製作し、湿度測定
を行った結果について報告した。

日本MRS
2011年12月

19 角本　邦久 住居環境科
歴史的保存建築物の実測調査～保
存建屋の構法調査とその温熱環境
の測定

古民家や白川郷の合掌造りなどの調査、並びに栃木蔵造
りや桐生市にある歴史的保存建屋における構法調査及び
その温熱環境の調査についての実測報告であり、現代に
おける意義を再評価している。

「住まい・まち学習」実
践報告・論文集10、
（財）住宅総合研究財
団　住教育委員会、
2009年8月

20 角本　邦久 住居環境科
東京都の取り組み、リスクコミュニケー
ション事例紹介

地震リスク評価とリスクコミュニケーションについて学会の委
員会において協議した内容である。特に、地方自治体に
おける取り組み事例の紹介であり、東京の取り組み事例の
紹介である。日本の立地条件の中で生活する市民に対し
て、状況をどう伝えて行くのか、具体的に考えて行動して
いく必要がある。その指針に関する内容である。

パネルディスカッション
資料,建築にかかわる
社会規範・法規範特別
調査委員会、建築物の
安全性評価ガイドライ
ン小委員会、2009年度
日本建築学会東北大
会

21 角本　邦久 住居環境科
太陽エネルギー併用型住宅への取り
組み、－温熱環境測定に関する報告
－

これは複数年に渡って取り組んできた複合型の総合制作
実習課題に関する報告であり、今までのモデル棟建屋に
おける温熱環境測定に関して、総合的なデーター解析と
考察とを加えたものである。今後の地球環境に配慮した住
宅建築への取り組みに関して、知見を与えるものとなって
いる。

（社）日本建築学会東
北大会、2009年8月

22 角本　邦久 住居環境科 ”ソーラーハウスを体験しよう！”
小学生と父兄を対象に、ソーラーハウスの考え方の授業を
実施して、その実習を体験してもらった。ツアー参加者は、
43名。事業内援助の一環として。

小山市主催「科学体験
バスツアー」、2009年8
月開催

23 角本　邦久 住居環境科
能力開発時代、-ものづくりのための
能力開発-

雇用調整金の給付関連で実施した、第１回目の能力開発
セミナープログラムにおける能力開発に関する講演発表で
ある。業務経験の中からのノウハウを伝えている。参加者
は、113名。事業内援助の一環として。

鹿沼商工会議所、2009
年9月

24 角本　邦久 住居環境科
能力開発時代、-ものづくりのための
能力開発-

雇用調整金の給付関連で実施した、第２回目の能力開発
セミナープログラムにおける能力開発に関する講演発表で
ある。業務経験の中からのノウハウを伝えており、更に、内
容を深めている。参加者は、53名。事業内援助の一環とし
て。

スキルアップ講習会、
足利商工会議所、2009
年11月

25 角本　邦久 住居環境科
能力開発業務への取り組み、-ソー
ラーハウスに学ぶ-

能力開発業務への一環として、専門課程における総合制
作実習の課題として、ソーラーハウスの課題に取り組んだ
事例研究の発表である。複合型の課題として取り組んだ実
習の成果に関して、報告している。

第１７回職業能力開発
研究発表講演会、職業
能力開発総合大学校、
2009年11月

26 角本　邦久 住居環境科
建築法規用教材（改訂第20版）（共
著）

（社）日本建築学会、教育普及小委員会の担当委員とし
て、建築基準法を初めとする関係法の改訂内容を精査し、
併せて、時代のニーズを捉えながら、教材作成したもので
ある。

（社）日本建築学会、
2010年2月

27 角本　邦久 住居環境科
”太陽エネルギー利用住宅の考え
方”

高校の環境系のコースの方々を対象に、ソーラーハウス計
画の授業を実施した。事業内援助の一環として。

小山城内高校「出前授
業」、2010年2月開催

28 角本　邦久 住居環境科
太陽エネルギー併用型住宅における
緑化の防暑効果

総合制作実習で取り組んでいる太陽エネルギー併用型住
宅において、壁面緑化に取り組み、夏と冬の計測実測を
実施し、その温熱環境的防暑効果に関して検証した成果
を報告している。

（社）日本建築学会　北
陸大会、.2010年9月

29 角本　邦久 住居環境科
建築法規用教材（改訂第21版）（共
著）

（社）日本建築学会、教育普及小委員会の担当委員とし
て、建築基準法を初めとする関係法の改訂内容を精査し、
併せて、時代のニーズを捉えながら、より使い易い教材作
成した。

（社）日本建築学会、
2011年2月
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１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の



30 角本　邦久 住居環境科

　
「地震リスク評価とリスクコミュニケー
ション」（共著）

（社）日本建築学会、建築物の安全性評価ガイドライン小
委員会において、「地震リスク評価とリスクコミュニケーショ
ン」に関して協議を重ね、委員会における報告、大会にお
けるシンポジウムを経て、その成果を書籍にまとめたもので
ある。

（社）日本建築学会、
2011年6月

31 角本　邦久 住居環境科

「The Role of the
Solararchitect with Solar
Model House in Ability
Development」

ＵＩＡ2011東京大会　第24回世界建築会議
UIA2011TOKYO The 24th World Congress of
Architecdture　において、これまで７年間総合制作実習に
おいて取り組んで来たソーラーハウスモデル棟の成果を基
に発展型をまとめたパネル発表である。

ＵＩＡ2011東京大会　第24
回世界建築会議、
UIA2011TOKYO The
24th World Congress of
Architecture、2011年9月

32 角本　邦久 住居環境科

“ The Induction City for Solar
Community of Dwelling Houses
and Mansion Buildings with
Collector Facade”

数理解析によるデザイン手法に関する国際会議である。3
月に開催予定であったが、東日本大震災により延期が余
儀なくされた。講演発表内容は、ソーラーモデル棟による
データーを基に、960世帯規模のソーラーコミュニティーを
数理的にシミュレーションしたものを発表している。

ALGORITHM 国際会議、
11月13日～14日　2011
年、Tokyo、Japan

33 角本　邦久 住居環境科
「能力開発業務の役割と今後の展
望について」

日常業務における能力開発業務の中から、業務システム
の確立と言う観点から、業務システムの確立及び問題点の
発見と改善に関して、よりシステム的に考察した内容であ
る。特に、人材育成プログラムの考え方、物の流れとお金
の流れ等、組織を形成して行く上での着眼点を指摘してい
る。長い業務経験の中からの指摘であり、役に立つ要素も
多々あると考える。

職業大創立50周年記

念事業、第19回職業能
力開発研究発表研究
会、職業能力開発総合
大学校、2011年12月

34 角本　邦久 住居環境科
建築法規用教材、改訂第22版、共
著

これは（社）日本建築学会の教育普及小委員会における
建築法規用教材の改訂作業であり、その年の１月１日にお
ける各法規の施行内容に沿って内容を確認すると共に、
教材として学びの観点からも検討を加えている。バリアフ
リー法の基本指針の見直しや省エネ法の改訂など、近年
大切な内容が増えて来ている。

（社）日本建築学会、
2012年2月

35 角本　邦久 住居環境科

「ソーラーエネルギー利用住宅か
らの提案～ソーラーモデル棟から
ソーラーコミュニティー論の復興
計画案まで」

これは７年間に及ぶ総合制作実習のソーラーモデル棟の
あらゆるデーターを基にして、これらを更に発展させた形
で、自然エネルギー利用のまちづくりとしてのソーラーコ
ミュニティーを復興計画提案としてまとめたものである。こ
の時期に、この考え方の内容としては、充分に一つの参考
資料になるものと考える。

「技能と技術」、ｐ．29～
ｐ．44、　2―2012号、
Vol.47、通巻第268号、
ISSN 1884-0345、制
作：雇用問題研究会

36 角本　邦久 住居環境科
「フィールドへ出かけよう！ 住
まいと暮らしのフィールドワーク
日本建築学会編」、共著

これは（社）日本建築学会の比較居住文化小委員会のメン
バーが中心になって、各人のフィールドワークに関するノウ
ハウ、スキル、見識等を、一冊の本にまとめ上げたものであ
る。これからフィールドワークを始めたい人や、フィールド
ワークに興味のある人を対象に書かれている。文化人類
学的考察も含まれる。総合制作実習における歴史的民家
の調査を、執筆している。

発行：風響社、2012年3
月

37 角本　邦久 住居環境科
「東日本大震災における復興計画
提案、－ソーラーコミュニティー
論も一つの提案―」

これは（社）日本建築学会において、東日本大震災に関連
する内容のシンポジウムでの講演発表と出版物である。内
容としては、陸前高田における文化的な着眼点とその復興
計画案であり、加えて自然エネルギーを利用して復興計
画案も提案した内容となっている。

シンポジウム：「東日本
大震災からの教訓、こ
れからの新しい国つく
り」、p.391～394、3月1
日～2日、2012年、
（社）日本建築学会

38 角本　邦久 住居環境科
「古民家伝統的構法への取り組
み、－軸組み・土壁に関する実習
報告―」

これは総合制作実習における建築構法的な実習内容であ
り、伝統的な軸組構法及び小舞下地からの土壁づくりの実
習内容の報告である。土づくりから、練り方、小舞竹のつく
り方、材料の選び方まで、詳細な実習を行った報告内容と
なっている。今は少なくなった伝統的な土壁づくりの参考と
なる内容となっていると考える。

第82回関東支部研究
発表会、3月7日～10
日、2012年、（社）日本
建築学会
2011年2月

39 角本　邦久 住居環境科
能力開発時代！　ちょっと気が付く自
分の能力開発

これは日常生活の中での能力開発について、市民フォー
ラムにおいて、講演発表したものを、まとめたものである。
日常のなかでの能力開発の考え方、readiness状態の捉え
方、コミュニケーション能力の大切さ等について言及し、日
常生活を一つのシステムとして捉えなおし、一つの啓蒙的
働きを促した内容となっている。

学報、p.3～4、第45
号、平成24年4月、発
行：東京雑学大学

40 角本　邦久 住居環境科
「東日本大震災の復興計画提案と
して～環境配慮型ソーラーコミュ
ニティー論の展開～」

これは総合制作実習で取り組んだソーラーモデルハウスの
実習実績と収集されたデーター等を基に、自然エネル
ギー利用の復興計画案を作成したもので、実際の敷地を
想定して、一つの計画案にまとめ上げている。今後の計画
立案の一つの雛型として、参考になる内容となっている。

オーガナイズドセッショ
ン：環境に配慮したまち
づくり、（社）日本建築
学会（東海）大会、名古
屋大学、 2012年9月

41 角本　邦久 住居環境科
「能力開発業務における開発技法
と改善手法」

これまでの能力開発業務における能開技法の実践的実施
例に関する事例紹介である。技術という伝達内容の見える
化を図り、技術教育におけるノウハウの日々の業務におけ
る改善内容を紹介している。能開業務の一つの参考例で
ある。

第20回職業能力開発
研究発表研究会、職業
能力開発総合大学校、
2012年11月

42 角本　邦久 住居環境科
「東日本大震災後の高齢者や障が
い者を対象とした居住環境につい
ての考察」

東日本大震災後の仮設住宅の中で、特に、障害者用の仮
設住宅に関する事例紹介である。障害者用の仮設住宅の
整備状況に関して、報告している内容となっている。併せ
て、その他の障害者用の居室スペース確保の様子に関し
ても、その現状を報告している。

第20回職業リハビリ
テーション研究発表
会、幕張メッセ国際会
議場、2012年11月

43 角本　邦久 住居環境科
建築法規用教材 2013、改訂第23
版、共著

これは（社）日本建築学会の教育普及小委員会における
建築法規用教材の改訂作業である。今回は、ユーザーの
視点に立って、大幅な改訂作業を実施した。各章の重要と
思われる内容に関しては、コラムを増設し、又、各例題等も
整理して、判り易さに努めた書籍となっている。

（社）日本建築学会、
2013年2月
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Department of Housing Environment 
 

仕事と日本人 
About Japanese Working Style 

 

木 村 泰 昌 *1 

Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の



44 森口　   肇
電気エネルギー制
御科（栃木センター
電気・電子系）

組込マイコン技術科（制御技術科）に
おける習得度測定課題の実証と検討

栃木センターでは、平成20年度より組込マイコン技術科
（現在制御技術科）を新設した。訓練実施の中で、地域産
業の実情、仕上がり像などを踏まえ、ハードウェア部分（前
半3か月）の習得度測定課題として、温度センサを入力とし
たH8マイコンによる小型モータ制御システムを設定し、実
施している。本発表において、課題設定の過程、訓練生に
対する課題実施結果を整理・実証し、あわせて課題実施
の妥当性と今後の検討を行った。

第17回職業能力開発
研究発表講演会
2009年11月

45 森口　   肇
電気エネルギー制
御科（栃木センター
電気・電子系）

組込マイコン技術科（制御技術科）に
おける習得度測定課題の実証と検討

第17回職業能力開発研究発表講演会でポスター発表し
た内容をベースに改善した点などを報告するとともに、現
時点における取り組みを紹介した。

技能と技術　Vol.45
2010年3号
2010年9月

46 角本　邦久 住居環境科
「東日本大震災後の日本の国造り
への指針（その１）、－日本学術
会議よりの教訓を基にして－」

これは東日本大震災に関する被害の状況を把握すると共
に、計装関係が塩害に因って使用不可能となった現状や
地盤特性に関する考察の必要性に言及し、エネルギー問
題に関する雇用確保の必要性を述べ、今後の災害対策の
指針とすべき内容に関して考察した内容となっている。

2012年度日本建築学
会関東支部研究報告
集、 2013年3月

47 角本　邦久 住居環境科
「東日本大震災後の日本の国造り
への指針（その2）、－地震災害
条件下での生活基盤づくり－」

生活基盤づくりへの指針としてリスクコミュニケーションの考
え方を取り入れる事を述べて、災害対策を確立論的に論じ
る事よりも、寧ろ所与の立地条件の一つとして計画条件の
中に織り込む事の必要性に言及している。今回の災害を
踏まえて、国造り指針の見直しを計る事の大切さを説いて
いる。

2012年度日本建築学
会関東支部研究報告
集、 2013年3月

48 角本　邦久 住居環境科
「東日本大震災後の日本の国造り
への指針（その3）、－地震災害
条件下での都市基盤づくり－」

今後の都市化の進展に伴い、都市近郊での自然環境の
中での街づくりが余儀なくされ、そこに予測的な災害要因
が潜む必然性に言及し、計画手法としての建築計画論の
見直しの必要性に言及し、また従来から言われて来た職
住近接論は、リスク分散の観点からは好ましくなく、或る程
度の分散型がリスク管理上は良い事を述べている。

2012年度日本建築学
会関東支部研究報告
集、 2013年3月

49 角本　邦久 住居環境科

ソーラーコミュニティー論におけ
るCO2削減効果の考察、―自然エ
ネルギー利用と植生緑化効果も含
めた提案―

これは自然エネルギー利用の街づくりの提案であり、規模
は960世帯4000人規模である。戸建480世帯、マンション
建屋480世帯であり、中央部分に植栽による緑地帯を計画
し、そのCO2削減量の計算根拠等も提示している。今後の
街づくり指針の一つとして、参考になる内容であると考えて
いる。

2013年度日本建築学
会大会（北海道）学術
講演梗概集、2013年8
月

50 角本　邦久 住居環境科
能力開発業務の課題設定と今後へ
の取り組み、～歴代の職業能力開
発研究発表講演会の内容と今後～

これまでの能力開発業務における能開技法の実践的実施
例に関する事例紹介である。技術という伝達内容の見える
化を図り、技術教育におけるノウハウの日々の業務におけ
る改善内容を紹介している。能開業務の一つの参考例で
ある。

職業第フォーラム、第
21回職業能力開発研
究発表講演会、講演論
文集、2013年11月

51 角本　邦久 住居環境科
試論としてのソーラーコミュニ
ティー論（その１）

暦年に亘る専門課程における総合制作実習からの蓄積
データーを基に、自然エネルギー利用の計画立案例を紹
介したものである。モデル棟規模から集合住宅規模やマン
ション規模に展開し、併せてコミュニティー計画に必要とさ
れる諸施設も提案している。

2013年度日本建築学
会関東支部研究報告
集、 2014年2月

52 角本　邦久 住居環境科
試論としてのソーラーコミュニ
ティー論（その2）

コレクター設置を、南中を０度として、東へ－15度、西へ＋
15度、各設定条件ごとの発電量を試算して示し、屋上設置
条件も加算計算し集計している。コミュニティー中央にある
植栽緑化部分のCO2削減能力も試算している。

2013年度日本建築学
会関東支部研究報告
集、 2014年2月

53 角本　邦久 住居環境科
建築法規用教材2014、改訂第24
版、共著

これは（社）日本建築学会の教育普及小委員会における
建築法規用教材の改訂作業である。今回は、関係法規の
改訂に拠り、内容的にも大幅な改訂作業を実施した。耐震
関係で今まで努力義務で有ったものも、義務に変更された
ものも含んでいる。2014年1月現在での内容を反映した書
籍となっている。

（社）日本建築学会、
2014年2月

54 角本　邦久 住居環境科

安全に於けるヒューマンエラーの
位置づけ、－原因分析と対策分析
について－

これは専門課程における安全衛生工学の授業において、
事例紹介を行った後に、特性要因図作成を一つの手法と
して、実習生にその原因分析と対策分析の演習課題を与
え、グループごとに演習課題に取り組んだ事例報告であ
る。

安全工学シンポジウ
ム、安全工学会、2014
年7月

55 角本　邦久 住居環境科
職業別コミュニケーション能力アップ
ガイダンス

高校生を対象とした出前型のガイダンスであり、建築土木
系を希望する学生さんを対象に実施したもので有り、参加
型の形での想定問答集に依るロールプレイング等も取り入
れて実施している。職業別コミュニケーション能力アップガ
イダンス、2年生29名参加。

千葉県立安房拓心高
等学校「出前授業」、職
業別コミュニケーション
能力アップガイダンス、
2014年７月

56 角本　邦久 住居環境科

試論としてのソーラーコミュニ
ティー論（その3）、－ファサー
ドコレクターによる太陽光発電量
試算－

近年の自然エネルギー利用への志向性を受けて、マン
ション建屋におけるファサード面への太陽光発電パネルの
設置を計画し、その条件ごとに、南０度、南‐15度東へ、南
＋15度西へ、発電量をシミュレーション計算し、比較検討
を行ったものである。

2014年度日本建築学
会大会（近畿）学術講
演梗概集、2014年9月

57 角本　邦久 住居環境科

持続可能なる社会の実現に向けた
技術基準の運用とその有り方を考
える、～「専門家」が果たしうる
役割と構想の呈示～

「持続可能な社会に向けた建築基準とその実行方法のあ
り方を考える」と言うテーマで、日本建築学会建築法制委
員会が中心となって、建築基準の適用とその実行方法の
あり方について検討を加えるべく建築法制委員会主催研
究協議会を開催し、その有効なる実行に向けて協議を重
ねた。本原稿は、その協議会用にまとめられた資料の一つ
である。

2014年度日本建築学
会大会（近畿）、建築法
制委員会主催研究協
議会資料、2014年9月

58 角本　邦久 住居環境科
能力開発現場の事例報告、～特
性要因図に拠る取り組み例～

これは専門課程における演習課題を取り入れた安全工学
に関するグループ形式での取り組み事例の報告である。
事故例と安全対策に関して、その原因分析と対策分析とを
互いに意見交換しながら進め、特性要因図を作成し、最
後に発表するという一連の演習形式での安全に関する能
力開発技法として実施している例である。

職業第フォーラム、第
22回職業能力開発研
究発表講演会、講演論
文集、2014年10月
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*1 住居環境科    
Department of Housing Environment 
 

仕事と日本人 
About Japanese Working Style 

 

木 村 泰 昌 *1 

Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の


