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品質管理教育の問題点  

日本生産性本部プログラム教育研究所長 矢 口  新 

 

は じ め に 

ＪＩＳ懇話会の品質管理教育の効果測定に関する

研究の結果を拝見して、私なりに非常な勉強になっ

た。その感想をかねて、私なりの問題を感じた点を

述べてみたいと思う。 

品質管理の教育はどこの工場でも熱心に行なわれ

ているようである。しかし今回の研究調査の結果に

もあらわれているように、効果測定ということにな

ると、ほとんどといってよい程等閑視されている。

それには種々の理由があると思われる。方法がむつ

かしいということもあろう。けれどもそれにしても

きびしい企業で、経営活動について、評価が行なわ

れないということは多少意外でもあった。ある意味

で、教育というのは経営活動だとは考えられていな

いということであろうか。これは、いろいろな問題

を私に感じさせた。品質管理に限らず、一般に企業

の行なう教育活動に対しては、評価とか効果の測定

が十分に行なわれていないのではないだろうか。ま

た行なわれていても、本当に教育効果の測定として

意味のあることを行なっているかどうかということ

があやしい場合もある。これは、実は企業の中にか

ける教育の位置づけの問題と深い関係があると思う。

更に教育とはそもそも何であるかという考え方の問

題とも関係がある。それらのことを次に考えてみた

い。 

定着していない効果測定 

教育を行ったとき、その教育が被教育者に定着し

たかどうかを調査するというのは、誰でも考える効

果測定である。あるいは教育評価とよばれることも

あるが、言葉はどうでも、その実体にかわりはな

いといってよい。所で、その効果測定の実体はどう

かといえば、まずテストということが考えられる。

テストというのは、効果測定の一つの方法であるが、

実際には一つの方法というより全てといってもよい

程、効果測定といえばすぐテストと考えられている。

テストといっても、実はいろいろな方法があるが、

まずペーパーテストがすぐ頭に浮び、テストといえ

ばペーパーテストと考えているといってもよい。そ

のペーパーテストもまたいろいろな方法がある。論

文式とか○×式とかあるけれども、要するにそれは

教えたことをおぼえているかということを調べるも

のだと考えてよい。 

私はいま効果測定のむつかしい理論をいっている

のではない。むしろきわめて常識的な素朴な形で一

般に行なわれている実態を問題にしているのである。

そういう実態の底に流れる考え方を問題にしている

のである。特別な学者や研究者が特に実験的に研究

する場合とかを除いて、比較的日常的に行われる効

果測定である。そういう効果測定に一般に流れてい

る考え方は、知識を与えたからその知識をもってい

るかどうかを調べるという考え方だといってよいの

ではないか。教えたことをおぼえているかというい

い方でもよい。その場合教えたことというのは知識

と言いかえてもよさそうである。おぼえているとい

うのを知識をもっているといってもよい。  

ところで、こういうごく普通に考えられている効

果測定はそんなにむつかしい方法を使わなければな

らぬということはない。まあ一寸したテストという
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形でやれるものである。しかしそれが今度行なわれ

た品質管理教育の調査においては等外に行なわれて

はいないようである。それは一体どういうわけであ

ろうか。 

テストについての考え方の問題点 

テストをやるとなると日本人は一種特別な反応を

する。これはヨーロッパやアメリカなどと比べてもた

しかに特色のある傾向である。それは入学試験の問題

がやかましくなっている日本の学校教育の姿にもよ

くあらわれているのである。これもなかなか複雑な問

題であるが、それらのテストとか試験とかに一般的に

つきまとっている考え方として、試験される方は、馬

鹿の程度を検査されるのだといったような感じをも

っているということがある。教育の効果を調べるとい

うことが、つまり教育をうけた人間の馬鹿の程度、あ

るいはできのよしあしをみるといった感じになるの

である。これはテストを受ける方ばかりでない。テス

トをする方の考え方も単純に割り切ってしまえば、そ

んなことになるといってもよいかも知れなぃ。たとえ

ばテストをすると、点をつけて順位をきめるなどとい

う所に目がむいてしまう。誰が成績がよかったかとい

うような人間の評価の方に目がむく、誰がよいとか悪

いとかということになる。 

つまり教育の効果というのは人のよしあし、でき

のよしあしというようなことになってしまっている。

そういうことを一生懸命やっているのは学校である。

学校の仕事は教育をして成績をつけることだといっ

てよい。それが長い年月の間行なわれているため、

それでよいことになってしまってあまり反省もして

みないが、よく考えてみると、これは不思議なこと

である。教育の効果があがっているのかどうかとい

うことを調べるのが、ただ成績評価にとどまってい

てよい筈はないであろう。とくに成績の順位がどう

のこうのというのは教育の効果がどうかということ

とはほとんど関係ない。成績評価も継続的に行なっ

て、一人一人について前はこうだったがこんどはこ

うなったと比べれば、その間にどれだけの進歩があ

ったか、つまり教育の効果がどれだけあったかを見

ることに役立つ。しかしそれは一人一人について継

続的に観察をするということである。一度のテス卜

で、誰と比べて低いなどということをいうのは、教

育の効果をみているのでなく、生徒の能力の評価を

しているのである。 

しかし能力の評価となると、そのテストが果して

そういう能力をみるに適切かどうかという点から検

討されなくてはならないという問題をもっている。

そして一般に、そういう検討にたえうるテストはま

ずないといってよかろう。いま一般に行なわれてい

る程度のテストは、やはりどういう問題ができて、

どういうことができなかったかをみて診断をするの

に多少役立つといった種類のものである。所がそう

いう診断ということはすっかり忘れられてしまって

いる。診断こそは教育の効果をみるのに役立つので

ある。一人一人についてこの問題ができて、これが

できないのは、どのような教育が足りなかったから

だ、こんどはこれを教えてやればよいなどというよ

うに、教育の効果を高める上の参考材料ができるの

である。 

しかし現在一般には、テストはこのような役割を

果すものとはなっていない。競技をやらせて、一等、

二等をきめるような考え方である。教育そのものへ

はねかえって来ない。もっといえば、教育する者は

競馬をみる観客のような立場にあって、生徒をみて

いるのである。教育する者は自分を反省しようとは

しない。成績がわるければそれは生徒がわるい、能

力が低いので、教育がわるいのではないというよう

な考え方になる。この生徒はできる、この生徒はで

きないというように、生徒ばかりに責任がゆくので

ある。 

常識として考えられ実施されている効果測定、な

いし評価がこのような性格のものであるから、本当

に効果を測定しようという考え方になって来ない。

とくに経営の中での教育活動を評価しよう、教育は
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どのような効果をあげているかと測定しようなどと

いうときには、テストとそれとがむすびつかないの

である。経営の中で、その教育がどう役立ったかと

考えるのは、いわば教育自体に対する評価であり反

省なのである。これまでの効果測定、則ちテス卜に

はそういう方向の考え方があまり希薄であるから、

それが企業の中の教育効果の測定に位置づかないと

いうことである。 

教育ということについての考え方 

このように教育効果の測定が位置づかないのは、

実は更に深い理由がある。それは教育ということに

ついての考え方の問題である。 

経営体の中で教育の効果を測定するということは

本質的にいえば、教育された結果その人間の行動が

経営活動に対する貢献の仕方がどう変わったかとい

うことを測定することになる。これは今きわめて割

り切った言い方をしたのであるが、実際にはなかな

かむつかしいことではある。教育の結果が実際に行

動としてあらわれてはっきり測定できるときもあろ

うが、必ずしもそう簡単に把握できないこともあろ

う。いな、むつかしいことの方が多いかも知れない。

けれどもやってやれないことはない。そして現在と

くに問題なのはそういう考え方がないことである。 

つまり、教育した結果、全体としての経営活動の

中で、その人間の行動の仕方がこれまでとどう変容

すればよいのかということを明確におさえて、それ

へ向って教育し、その結果が予定通りに行ったかど

うかを測定するという考え方が明確でないことであ

る。教育した結果こう変ってくれればよいと教育す

る方が考えるというのは、つまり教育の目標として

はっきりした具体的な目標があるということである。

その具体的な目標というのも、経営体の中でのこれ

これこういう行動というように、行動的におさえら

れる必要がある。この場合行動的というのは、必ず

しも身体的な行動ということではない。思考するの

も行動と考える。つまりこれこれこういう風に思考 

して行くということがはっきりしているということ

である。 

例を品質管理にとれば、そういうことについて教

育した結果、今までやって来なかった、これこれの

行動がとれるようになるということが、明確に教育

の結果としてつまり目標として予め考えられていな

ければならないのである。その行動というのは、目

に見えることもあろうし、目に見えないこともあろ

う、ただ目に見える行動ばかりを考えていてもだめ

であって、そういう目に見える行動があらわれるに

は、その陰には目に見えない行動も沢山ある。それ

らが積み重なって、具体的な行動があらわれる。そ

ういう行動の系列、構造がはっきり目標としてえが

かれて居れば、教育することもはっきりしているし、

その教育の結果をこまかく測定することもできると

いうことである。 

所が、教育をするという場合に、上に述べたよう

な行動という考え方で、結果を予想するということ

が殆んどない。極く一部の技能の教育については、

そういうことを考えるが、いわゆる知識的な教育と

いうことになると、そういうことは考えない。品質

管理に関していえば、それに関する教育をするとい

えば、仕事の場でどういうことができるようになる

ことかなどと考えるより前に、教える事柄はちゃん

ときまっていると考えられている。品質管理に関す

る知識内容というのは、誰か専門の学者か何かが書

いたものにあらわれている内容であって、それが教

えられればよいと考えるのである。つまり、その教

育の結果、仕事の仕方がどうなるのだ、人間の行動

の仕 

方がどうかわるかなどということはてんで問題にな

らない。そんなこととは別に、教える事柄というの

が、どこからかきまってくると考えているのである。 

もちろん品質管理に関する知識内容といっても、

高い程度のこともあれば、低い程度のこともある。

専門のスタッフに教育する場合と、第一線の監督者

に教育する場合とではその程度をかえた方がよいな
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どと考える。そういうことは一体どこから考えられ

て来るかといえば、本質的にはその行動がちがうか

らなのであろう。専門スタッフのやることと、第一

線のやることとがちがうということが考えられてい

るから、教育することもかえた方がよかろうと考え

るのであろう。しかしそれが本当に区別されるため

には、それぞれがどういう仕事をし、どういう行動

をするのかということがはっきり把握されなくては

ならないのである。そういうふうには考えられては

いないのであって、まあ程度をすこし低くしておけ

或は高くしておけといった考え方である。 

これはつまり教えることが人間の行動とは別に、

知識という人間からはなれたものとしてあると考え

られているのである。ヒストグラムとは何かとか、

品質特性とは何かとか、パレード図とか、管理図と

かという知識内容が教えることだと考えられている。

教えるというのは、これらの知識を与えるというか、

知っている人が知らない人に説明することだと考え

ている。実はこの考え方に大きい問題があるのであ

る。結論を言えば、人間に教えることは、そういう

知識というごとき人間からはなれてある何物かでな

く、人間自体の行動の仕方、思考の仕方、ものの考

え方といったものではないのか。 

教育ニーズの把え方に問題がある 

われわれは、教えるということ、それからその教

える内容というか、何を教えるかという教えること

について間違った考え方をもっているようである。

特に知識の教育といわれる分野のことについて、そ

うである。たとえば知識を与えるなどという言葉を

使う。これでわれわれは、わかったような気になる

が、その本当のことは何を意味しているのか。とく

に与えるという言葉が問題である。金を与えるとい

えば、それはよくわかる。私の手元から金が他人の

手へ移動する。そういう意味をもった言葉を知識に

ついて使うときに果して金と同じように知識も一方

から一方へ移動すると考えてよいであろうか。それ

は明らかにおかしい。知識は手から手へ移動するも

のではもちろんないが、それでは与えるものの口か

ら与えられるものの耳へ移動するのであろうか。そ

れは、通路ではあるが、口から耳ヘ移動するのでは

ない。では頭から頭へ移動すると考えたらよいのか

それは併し一体どういうことなのか。 

知識とはそういう風に移動するものとして考えら

れてはならないのである。与えるなどという言葉を

使うからそういう考え方に陥るのである。或は知識

をもつなどという言葉も使うが、このもつという言

葉もわれわれに誤った考えをもたせる言葉である。

次のように考えたらよい。 

品質管理のことを知っているというのは、たとえ

ば製品のできあがって来るいろいろな場で、その製

品のバラツキをある方法で分類し把握し、それを整

理して一定の原因をさぐり出すことができるという

ことである。もちろんそういうことができるでき方

にはいろいろな段階があろう。人によってはかなり

精細にそういうことができるし、或る人は大まかに

できるという具合である。そういう行動は、一つ一

つ具体的な場面で、具体的な対象に即して、具体的

に判断し、行動するという行動である。それが品質

管理のことを知っている、もっと厳密にいえばこれ

これの程度まで知っている、言いかえれば知識をも

つということである。知識をもつというのは上のよ

うに知的な行動ができるということなのである。行

動できるということは知っているということと本当

は同じことなのであって、それが知識をもつなどと

いう言葉を使っている間に、だんだんあやまって考

えられるようになり、錯覚をもつようになった。知

識をもつことが、できるもとであると考え、まず知

識を与える、そうすればできるであろうなどと考え

る。またそうなると、知識を与えてもできない、或 

は知ってはいるができないなどと考えるようになっ

て来た。知っていてもできないというのは、実は具

体的に知っていないということであり、つまり非常

に低いことができる程度までしか知らないというこ
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とである。その程度に知っているが、それでは役に

立たないから知らないとおなじだと考えればよいの

である。一般的なことを口で言うと知識があると思

うが、それはその程度に知っていることで、具体的

にどれだけできるか、（つまり知っている）をはっき

りさせなければ知識があるとかないとかは言えない

のである。 

 具体的にどういう材料（行動の対象といってもよ

いが）をどう処理できるかが、その人の知っている

ことの中味なのである。知識とはつまり知的行動と

いったらよい。知識についてこういう考え方をはっ

きりさせることが、教育することをはっきりさせる

ことである。つまりどういう行動ができることかと

いうように教育する中味を把握することになる。教 

育の目標を行動として把握することになる。 

現在は教育の内容というと、そういう行動を考え

るのでなく、どこからかきまって来る或る事柄を考

えている。いわゆる知識である。それが現在の教育

の考え方の大きな誤りであるといってよいであろう。 

教育の目標を行動として把握すると、同じ品質管

理の教育といっても、職場で職長が行う行動と、ス

タッフの行う行動はちがうから、明白に教育するこ

ともちがうのである。それはどういう場面でどのよ

うに行動するかを分析して具体的にとらえてみると

わかるであろう。仕事の現場で、こういう対象に対

してこう、この材料はこう扱うなどと細かく分析す

れば、それは品質管理の一般的知識を教えておけば

できるものだというようには考えられないというこ

とは自然にわかるであろう。行動ができるというこ

とは、具体的な場で、具体的な材料（対象）に対し

て行動をして、それを積みあげて、それから一般的

にこうだという概念としてつかんでいって、それで

はじめて成立するのである。概念を与えればできる

というものではない。できるとは具体的の場でのこ

とで、具体的につくられるものである。それを積み

あげて一般化したのが概念的知識である。それは具

体の上に成立つものである。具体の行動とはなれて

それが別にあるのでない。具体的なものから成立し

ているのである。 

頭脳の中の反射行動を育てること 

教育とは頭脳の中の反射行動を育てることだとい

ってよい。身体的な行動も実は頭脳の中の反射行動

なのである。ＱＣ教育についてもこのことは当然あ

てはまる。ＱＣ教育をするのは、生産の具体の場で、

ある具体の反射行動がとれるようになることをねら

っているのである。そういう目標を達成する方法と

して、現在われわれのやっている教育はいかにも焦

点があっていないのである。それは知識を与える教

育、わからせる教育などという言い方ができるが、

頭脳の中の反射行動を育てる教育とは組み立て方が

ちがうのである。わからせる教育の典型は一回限り

の説明―それはかみくだいて、やさしく説明すると

いう形をとるが―である。それでは到底反射行動は

つくることはできない。そこに新しい教育が必要で

ある。 

一つの反射行動―たとえばＱＣに関する現場の職

長の行動を考えてみる―は多くの反射行動のまとま

りである。いわばいくつかの要素的な反射行動のま

とまりなのである。だから総合的なＱＣの活動がで

きるようにしようと思えば、それらの要素的な反射

行動を一つ一つ土台から積みあげて、それを組み合

わせて最後にまとまった反射行動がとれるようにな

るのである。 

こういう教育をするには、一回限りの説明という

教育でなく、行動の場をつくって、つまり行動する

対象を与えて、それに対して行動させるということ

をくりかえして反射的な行動にまでつくりあげられ

なければならない。学ぶ者のたえざる主体的な行動

が要求される。その行動も、土台からだんだんに積

みあげられるというプロセスをとる。一つ一つの要

素行動もくりかえしの練習が行なわれる。これはこ

れまで行なわれた技術の教育の型によく似たものだ

ということを感じるであろう。知識の教育といわれ
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るものも、実はそういう形に切りかわらなければな

らないのである。 

技術の教育では、その教育をするのに、設備が必

要であるが、知識といわれるものでも上のような反

射行動を育てるためには、設備に類するものが必要

なのである。つまり考えて行動する材料である。教

材といってもよい。しかしそれは、ただ読むための

教科書といったものではない。頭の中の反射行動を

育てるための行動の対象である。ヒストグラムを読 

むという行動を育てるには、それが必要である。い

ろいろな形のものを揃えておいて、それを読む練習

をするから、即座に読めるようになるということで

ある。読むといっても、その読み方にはコツがある

のなら、その読み方の類型にしたがって材料が揃え

られ、やさしいものからむつかしいもの、つまり考

える要件の少いものから多いものへと次第に進んで

行く。そういう材料が必要になる。 

こうなって来ると、ＱＣ教育をするという場合に、

どこからか講師を呼んで来て話を聞かせようと考え

るのでなく、まず社内でそういう材料を集め、それ

へのとりかからせ方をプログラムするということが

根本である。そういうことをやらなければ、教育に

ならないのだということである。少し大げさにいえ

ば、これまでの教育は教育ならざることを教育と思

ってやっていたということである。全然教育になら

ないことはないが、せいぜい動機づけか方向づけの

役割しか果していないということである。 

企業内教育の体質改善の問題 

教育効果の測定の問題から、教育の考え方、更に

本当の教育を成立させる条件のようなことにまで話

が及んだが、要するに全体として教育の体質改善が

なければ、効果測定ということも位置づかないとい

うことである。しかし考えてみれば、教育効果の測

定ということがそれ自身目的なのでなく、よりよい

教育をつくりあげるための手段にすぎない。この手

段が使われないというのは、よりよい教育をつくり

あげようとする考え方がないということになる。考

え方はあっても、それが具体化しないといってもよ

いかも知れない。それはどこに原因があるかといえ

ば、効果測定というような科学的な方向のことが採

用できない程、今の教育が非科学的なのである。経

営の科学化ということが言われているにかかわらず、 

経営の中の人材開発、能力開発については、全くそ

れと逆な方向にあるといってよい。企業の教育とい

うものの体質改善をはからなければならぬのではな

いか。 

経営の中の教育が全く非科学的な状態にある大き

なあらわれは、教育を担当する部門の仕事が全くブ

ローカー的である。人を集めることと、講師を集め

ることがその仕事だというような状態にあるのが多

い。人材を育てる育て方自体をいかにするか、それ

に対しての企画や立案、その実施をすることがない。

いやあるのかもしれないが、肝心の教育ということ

についての考え方が、人を集めて話を聞かせるとい

うこと以外に出ない所に問題がある。そういうと教

育の方法については様々に考えている、或はケース

スタデイを、或は何法をというかも知れないが、そ

れらがいかなる必然性をもって採用されるのか、経

営活動の一貫としての人間のそれぞれの能力をどの

ように開発するためにとられたのかということが明

確でない。首尾一貰性がないのである。経営の目標

から人材開発の手段方法までが一貫したものとなっ

ていないのである。教育は企業の中の虫様突起でし

かないといわれても仕方がないのではないか。 

品質管理に話をもどして言えば、品質管理などと

いうことは、工程の全体に関することである。とく

に人間の問題としてみると、あらゆる人間の行動に

関係があるのである。すべてが標準行動として行な

われるのが理想であるが、そこに達するためにはた

えずチェックして改善をする必要がある。そのため

にスタッフも必要であるが、また現場の一人一人が

自らの行動をその観点からチェックするということ

も考えられなければならない。かれらの具体的な行
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動の仕方はどうか、そこにＱＣに関してのさまざま

な教育が成立する。そうしてその教育によって、現

場の一人一人の行動の仕方をかえ、その状態をまた

チェックして、また次の問題を発見し、また新しい

目標をたて教育を行うということになるのである。

こういう一貫したチェックを行う所に実は正しい教

育が行なわれるのであり、そのチェックが教育効果

の測定になるのである。 

つまり品質管理教育というのは、経営体の品質管

理活動の中にその一貫として位置づき、その中で人

間の能力開発の問題、能力向上の問題として具体的

に考えらるべきものである。これは言いかえれば企

業自体がその中に働く人間の能力を開発するための

力を貯えるということである。 

この点が従来企業になかった考え方でなかろうか。

従来は、学校で育てられた能力をつかえばよかった。

能力はそれぞれの人間が自ら開発するので、企業の

仕事ではなかった、こういう考え方でよかった。能

力は究極には個人個人の責任で開発しなければなら

ぬが、企業がその場をつくることは考えなければな

らなくなって来たのである。この場をつくることが

大切な問題なのである。これは現在のような技術革

新、経営革新のはげしい時において、特に意識され

出して来たことなのであるが、本質的には常にそう

でなければならなかった。しかしともかく技術革新、

経営革新の進展と共に企業がなんとなく教育にめざ

めて来たのはよいことである。 

しかしまだ、企業の中の人間能力の開発の流行も

どこまでも他動的であって、何か目新しいことを仕

入れて来るといったために教育という言葉が使われ

ている。或は仕入れて来たものを人々に宣伝普及す

るという程度である。それでは人間能力を、つまり

企業のエネルギーの根源を養うことにならない。そ

こに企業が教育の体質改善をはかる必要がある。そ

れは企業の中における教育観の革新ということを出

発としなければならないと思う。 

 

 


