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1) In connection to the improvement of school lunch standard suggested by the Ministry 

of Education, some complaints are b巴ingvoiced of a shortage of cooking workers. The present 

research was carried out to give an answer to this problem. 

2) Time studies of cooking according to the standard menu were made in 4 schools in 

summer and winter, and at the same time some tests such as color naming and tapping test as 

well as determinations of knee-jerk threshold, flicker fusion frequency and lower leg circumference 

were carried out on cooks befor巴 andafter work. 

A tentative estimation of the adequate number of cooking workers was made in relation to 

the number of meals to be prepared, taking the degree of the reduction of various functions of 

cooking workers due to work as guide, and the following equation was obtained. 

y = 0.058L 0・65

where y : number of workers 

L : number of meals to be prepared 

3) The r巴sultsof the present investigation seemed to suggest that the number of workers 

should be increased as much as 0.5～1.0 in many schools to meet the new school lunch standard. 

I はしがき

学童に対する給食は，学校給食研究会の調査”によれ

ば， 1796年に， ドイツのミユへンにおいて，貧困児童に

対し，労働者の簡易食堂で給食したのをはじめとすると

いわれる。日本の例は，明治22年，山形県鶴岡町の庄内

＊労働科学研究所・労働生他学第2研究室

忠愛私立小学校で，常念寺の住職の佐藤霊山氏が，貧困

児童67名に対し給食したがのはじめであるといわれ，そ

の後も，貧困児童を対象とする給食はしばしば有なわれ

たが，文部省がこの問題をはじめて正式にとりあげて，

栄養状態の悪い児童に学校給食を行なうようにとの通牒

を発したのは，関東大震災直後の大正12年10月であっ
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た。また昭和大恐慌の最中，昭和3年10月には，文部省

は訓令をもって，貧困児童に給食すべきととを定め，補

助金を支出した。

このように，過去において学校給食をとりあげる場合

貧図児童のみが対象となっており，全面的に学校給食が

とりあげられ，クラス全児童が，これを受けるような形

のものは，終戦後行なわれた学校給食をもってはじめと

する。ただ戦時下の特殊事情から，昭和19年の4月から

7月までの問， 六大都市の児童に米100g，みそ 12gの

特配給食のあったような特殊の例外はある。

戦後に全面的に開始された学校給食は，昭和22年の1

月20日から実施されたが，これは連合軍司令部の命令に

よって，文部省によって立案されたもので，当初は六大

都市においては必ず行なわねばならぬことになってい

た。そのための物資の放出も行なわれたが，それよりも

あわてたのは，命令によってそれを実施せねばならなく

なった，各学校の当事者であった。

その当時の事情は，著者が都内の9校について行なっ

た調査に示されでいるが，多くは，炊事用の設備として

は，用務員室に備えられた湯沸しガマや，戦時中に防空

のため備えられたたき出し用のカマを用いたが，燃料の

入手には四苦八苦し，この買い出しには男子の教師が，

炊事作業には女子の教師が当たったような事情で，占領

軍の命令ということでだいぶ無理をしていたことがわか

る。 しかも内容は120Cal.蛋白質8g，脂肪2gという

ような貧弱なものであった。経費も月 1円から30円まで

の大きな開きがあった。ただしこれらは主として野菜と

調味料（学校用の西日給はなかった）の買出し費用であっ

Tこ。

このような発足で，その後次第に整備されてきたし，

また給食実施校も増加し，六大都市のみならず，農村ま

で浸透し，現在はすでに 100%近い実施を見ている府県

すらあるに至っている。これに要する設備基準は文部省

より示され，これも年とともに基準そのものが高い水準

になってきている。一方，給食内容も， 1962年4月から

より高い水準のものが指示されるようになったが，これ

らの調理作業に要する人員については，前に文部省から

示された基準がそのまま行なわれていたので，調理作業

の複雑化に伴って，調理員側からも，員数の増加の要求

が出ていたのである。この調査は乙のような状況下に，

作業員数の適正値を得たいとの文部省の意向により行な

ったものであるが，炊事作業に関するこの種の調査の例

はいたって少なくへしかも炊事作業が，工場の一般作

業と非常に異なる点が多いため，作業内容の説明をも兼

ねて，ここに報告するものである。なお本調査施行中に

福岡県教委が九州大学に依頼して行なった小学校給食婦
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についての調査が報告されたの。

II 調理作業の特殊性と学校給食の特徴

A. 従来日本では，調理作業というものが，最も簡単

な，したがって熟練を必要としない低級な労働力によっ

て行ないうる作業であるということが，通念として長く

存在してきた。そのため，いまだこの考え方が潜在意識

として一般の人々の間に存在している。（この考え方の奥

には，調理は女子がする仕事という考えの上に，男尊女

卑の思想、が流れている面もないことはない）。

しかし，産業面での労働から次第に重筋労働が少なく

なってきた上に，作業の生産過程が細分化され，自働化

されてくると，一般産業の労働は，筋肉的にも軽く，ま

た内容も軽度の熟練によって可能なものに変ってくる。

このことから一般産業への若い女子層の大量進出が盛ん

になる。一方なお，高度の熟練を要する作業は，現在も

産業の現場に多数見られるが，しかもその精度も次第に

細密さを増してはいるが，産業の現場では，このような

労働は，単純な繰り返し作業に分解することによって，

労働者個人にとっては長期の熟練を必要としないものに

転化組織されてしまう。

事実産業での労働は， 1人の労働者は連日同じ作業

を行なっており，また1日は短い単位の繰り返し作業の

連続である。それゆえ，このような職場では，労働者が

単純な作業に飽きないように，全体の生産との連関にお

いて，その作業の重要性を認識させて，じゅうぶんなモ

ラールの維持を，いかにして行なうかということが，労

務管理の中心となる。一個の労働者の作業は，全体の作

業工程の一極点をしめるにすぎないのである。しかもこ

のような作業に，工場の生産方法を形づくってゆくと b

が，最も近代的な生産方法なのである。

B. しかし，これに反し，特定人に対して継続して給

食を行なう調理作業は，用いる材料は毎日異なり，その

加工方法は，庖丁の切り方に至るまで毎日異なる。また

1日の作業を見ると，少なくとも調理作業の過程におい

ては，ほとんど繰り返し作業は見当たらない。すなわち

作業は流動性を帯び，作業を行なう場所，それに用いる

道具が次第に移り変ってゆく作業である。それゆえ，多

数人に給食を行なう集団調理場の作業では，材料，製品

の運搬が作業の中に占める割合が高くなる。しかもとの

運搬も断続的なものであるから，機械化することはでき

ず，入力による運搬が多くなる。とのため，調理場の器

具設備の阻置の良否は，作業能率に著しい影響を与え

る。

したがって「特定多数人に継続Lて給食を行なう施設」
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という定義がなされている集団給食場の作業では，毎日

の作業が異なり，しかも流れ作業を円滑に行なわなけれ

ばならないということから，かなりな熟練者が指導する

必要があるし，また作業員の構成も，熟練者を中心とし

て，末端の未熟練者に至るまでに段階的な構成を必要と

し，したがって調理作業員では，経験年数の長い人が尊

ばれるようになる。

一方，調理作業は， 1人の作業員が，生産工程の初め

から完成品までを見まもって作業を進めるものであるた

めに，作業に単調性はなく，したがって，一般生産現場

でおこるような原因によるモラールの低下の危険はな

い。むしろ集団調理場において最もしばしば起っている

モラールの低下の原因は，調理作業を卑み，その作業者

に対し，過重な労働を強いる上に，その給料その他の待

遇が低いということから起こる不満のうっ積が原因して

いることが多い。

C. 以上は→般集団給食の場合であるが，小学校にお

ける給食の特徴は，一つは作業員の身分である。公立の

小学校では，教師は，都道府県に所属する職員である。

しかし，調理作業員は，下部自治体（市，区，町，村）

の教育委員会に所属している。この点，教師とは身分上

からも著しい一線が劃されている。校長は下部自治体の

教育委員会からまかされて，給食作業員の労務管理を行

なっている。したがって，給食担当教員と調理作業員と

は，本来校長を通じてのみ連絡があるわけである。

給食に要する費用は，食材料費は，原則とし，児童の

父兄が負担することになっている。したがって食費の決

定，給食内容の決定は， PTAの賛同を必要とする。し

かしその栄劃固については， 文部省から指示されてい

る。給食に必要な燃料費は，重油や都市ガスの場合は父

兄の負担になるが，電気，水道は下部自治体の教育委員

会が負担する。

小学校の給食では，主食に相当するパンは，製パン業

者による依託加工で，これは下部自治体の教育委員会の

仕事である。小学校での給食作業員は，パン屋が持って

きたパンを，各クラスごとに人数と合わせて，パン用配

給缶に分記するだけの作業である。ただし，学校によっ

ては， との分配も，パン屋にまかせているととろがあ

る。

学校給食の調理の他の一つの特徴は，目見脂ミ1レクをと

かして調合し煮る作業が，毎日あることである。しかし

この作業は最近の傾向としては，業者に委託することが

考えられてきたようである。脱脂ミルクの横流しなどの

点をじゅうぶんに監督できるならば，とのほうが合理的

である。

給食対象が成長期の児童であるため，給食量が2～3

段階になることも，学校給食の特徴である。また一般産

業給食と異なり，盛りつけは各教室で行なうため，調理

品の分配は，各クラス別に食缶t己分配することでたり

る。このようなことのため，一般集団給食に比し，主食

の調理がなく，盛りつけ作業が簡単であるという特徴が

ある。また食器はアルマイトや合成樹脂を用いることが

多いため，一般の給食のごとく，磁器を用いる場合より

も，運搬，洗浄，消毒が著しく容易である。

III 調査の方針

この調査の目的は，調理作業員の労働量，および疲労

の程度と著しい関係、があるから，労働量については献立

を指定して，それについての作業量を測定する必要があ

る。また調理作業は夏期には疲労がはなはだしく，冬季

には寒さがはなはだしく，水を多く使う作業が多いので

少なくとも両季についての調査をしなければならない。

また調理作業の労働負担は，調理場の設備や食数によ

ってもちがうものであるから，これらについての考慮も

払わねばならない。以上の条件を考慮して次のような方

法によって調査を進めた。

A. 調査校の選定

東京都区内，および神奈川県の小学校4校を選定する

こをとし，給食数400食， 900食， 1500食の3段階を選

んだ。

Table 1中，職員待遇の栄養士は，との調査の当時は文

部省が正式に認めたものでなく，県の方針によって，自

治体の職員として配属されているものであるから，調査

に際しては，作業をーさい手伝わないことをして調査を

行なった。

調理場の設計は， F校とT校とは著しく劣っている。

またこの調査と関係のある，作業手順の著しい相違は，

R校では各クラスのパン箱へのパンの分配作業は，パン

屋にまかせてあるととで， このために少なくとも 1人

30～60分の作業時聞は軽くなる。なお作業員の学歴は，

すべて旧制高小卒以上である。年齢は1名が27歳である

が他は35歳以上，最高55歳で，全部女子である。経験年

数は， R校では2名が3年，他は1年に満たないが，他

の学校ではすべて数年以上で，長い人では， 16年に達し

ている。

B. 調査時季

調査月日は，夏季は夏休みをはさんで， 1962年7月か

ら9月にわたり，冬季も冬休みをはさんで12月から 1月

にわたる。なお調査は3日間行なった。

C. 献立

調理した献立は次の3種類であって，文部省学校給食

課が作製した。材料およびその数量については略すが，
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表 1 調査対象校の概要
Table I Outline of the Schools Investigated 

校 名 所 -;(F_ 地 級 数 N給umber食ofMea数ls 作業員数 職員対遇 作業員1人
当りの食数 燃 料

Name of Situation of Number Number の栄養士 Number of 

School School 。fClasses In Summer In Winter 。fCooks Dietatian M~~k~ 巴E Sort of Fuel 

M 
文 京 区 10 386 396 3 。 130 市ガスBunkyo-ward 

F K鎌amak倉uraCi市ty 18 807 840 4 I 200 石油，マキ

T 
世田谷区 17 990 930 4 。 250 市ガスSetagaya-ward 

R 大 手口 市 27 1450 1486 6 1 250 プ ロ パ シYamato City 

表 2 調査時季および室温条件
Table 2. Season and Room Temperature 

校 名 夏 季 室 温
同E実:ffe効ct温iv巴度

久、 季 室 温
同E実妊e効ct温ive度Nam巴 of Room Room 

School In Summer Temperatur巴 Temp巴ratur巴 In Winter Temperature Temperatur巴

M 
9 月 中句 25.0～36.2 23.2～28.3 12 月 中旬

8.2～19.5 6.6～15.8 Middle of Sept. Middle of Dec. 

F 
9 月 中旬 26.6～33.0 24.2～28.6 1 月下旬 3.0～15.0 1.2～12.8 Middle of Sept. End of Jan. 

T 
7 月上旬 23.7～30.0 20.3～27.4 12 月上旬 9.6～17.4 5.0～16.2 Beginning of July Beginning of Dec. 

R 
7 月 中匂 22.2～31.8 21.8～29.2 11 月下旬 6.0～17.8 5.0～15.6 Beginning of July End of Nov目

Table 3 Menus 

表 3 献立

(1) まぐろのたった揚，野菜の甘酢和え

Fried Fsh and Vegetable 

(2) エッグサラダ

Egg Salad 

(3) ちくわの照煮，野菜いため

Boiled Fishcake and Saut詰dVegetable 

新基準に合致するものであり，品数が2品になることが

多いこをが， l日来のものと異なるところである。

これらの献立の使用順序は，学校によって異なる。た

だし夏季は同一順序で給食を行なった。しかし献立は同

：様であっても，調理法は，学校によって必ずしも同一で

はない。

たとえば， 1校においては，ちくわは二つ切りにして

煮て， 1個づけとするが，他は細かく切って，野菜と混

合してしまうというようなもので，この場合，労力の支

出は，分配に手聞が必要なため，前者が著しく高い。エ

ッグサラダなども，いり1mとしたものもあるし，ゆでて

薄切りとして和えたものもある。しかしこの場合は労力

の支出の差はわずかな差である。

D. 機能調査

通常疲労調査方法として採用されている，色名呼称値，

健反射値，フ 9";Iカー値，タッピング値，下腿固などの

測定を行なった。ただし集計に当たっては，日によって

調理作業に難易があるため，作業員全員の機能低下率の

平均値を日別にとって， 3日間のうちの最低値によって

作業員数の検討を行なう資料とした。

E. 時間調査

作業中の，各作業員の各作業に要した時間を測定し，

これから，勤務時間中の平均RMRを算出し，一般に公

認されている平均 RJ¥皿と実働率の関係から6九この調

理場での作業を遂行するに要する勤務延時聞を算出し，

この値から，所要人員を推定することにした。時間調査

の集計は， 3日間の平均値ををった。この理問は，調理

作業に労力を必要とする日も，作業の密度は高くはなる

が， 1日の作業時間の総体は増加しないからである。

IV 調査の結果

A. 機能調査の結果

機能調査の結果は，機能の低下率となっで示されるが

調理作業の場合には，その行なった調査の種類により，
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表4 調査3日間のうちの機能水準の最低値
The Lowest Level of Functions in 3 Days Investigation 

食数 1 I 
Num-1色名呼称｜打叩
bi j Color j Tap-」J NamingJ ping 

I Test I Test Meals¥ 1 

3941 

840 

930 

1.4861 

Table 4 

校名
Name 
of 

School 

冬
In Winter 

ちら｜ I つ夫｜健反射｜下腿囲｜平
c I Knee I Girth 

Flic-1 I ,___ I Jerk I of 
私tIT白 t/ Calf / Average 

均

Ave-
rage 

93.7 

92.3 

89.9 

93.6 

97.6 

97.6 

97.3 

98.4 

94.8 

93.3 

87.4 

98.8 

93.3 

89.8 

94・7

96.6 

81.8 

84.9 

71.7 

75.6 

386 

807 

990 

1.450 

M

F

T

R

 
がある。また，夏季と冬季の調査の結果の聞にも，当然

のことながら開きがある。これらを総合するために，両

方法，両季の調査から得られた数値をもとにして，最小

自乗法により傾向を求めたが，方程式として次のものが

得られた。

y=0.058L'・" 

ただし， y：必要と推定される作業人員

L：給食数

Table 6に，との方程式により算出した食数L 作業

人員の関係を示す。これらの数値を調査した各校に当て

はめれば， F校0.5人， T校1人， R校1人の定員を増

加することが必要となる。

低下率は日々かなり相違したものになる。本調査の目的

を達するためには，最も負担の多い調理作業の献立をじ

ゅうぶんに遂行できるだけの労力を必要とするという考

え方にたって， 3日間のうちの最低の値をとることにし

た。これを Table4に示す。

これらの数値は，機能の低下にしたがって増加する性

質の測定項目，すなわち，色名呼称，臆反射，下腿困な

どの測定値は，逆数をとって，すべてを低下率として見

ることとした。ここに得られた機能低下率の平均値から

Fig. 1のような作図を行なって，その作業員数の能力で

可能な食数の限界を求めた。

さきに，産業（職域）給食における給食数と作業員数

について，統計的な観察を行ない，次の方程式を得た。

y=0.0424T'・' 

ただし， y：作業員総数

T: 1日の延給食数

N=199 

変動係数， 25.1%

この方程式左前述のものとを比較すると，べき数にか

なりの相違があることがわかる。 また係数も差が大き

い。したがって両式に類似性は見られない。このような

ことは，学校給食が，その内容において一般の産業と大

いに異なるととに原因している。このととは前述したご

とく，学校給食では主食を作らないこと， 1日1回給食で

あること，個人別の配膳をしないこと，の三点が基本的

な相違点である。この労力は，給食数が1000人前後では

産業給食に必要な人員の約 Eんに相当するものになる。

たとえば，前記方程式で算出した産業給食での作業人

員は， 300食で4.1人， 1000食で 10.7人， 1500食で

14.7人となり，学校給食は産業給食に比し，同一食数に

ついてほぼ＇／，の作業人員ですむことになる。

察考V 

人l

剛

山

明

卯

l

f
室
e
F
Uむ同
E
2↑
副
」
コ
』
山
口
百
言
コ

位
F

8
7
4

－SE宰
A

一E
3

機能低下率から推定した適正配置
Fig. 1 Rational Number of Cooking Work巴，rs

Induced from the %。fLowering of 

Function with the Work 

0夏の測定値（datain summer) 

×冬の測定値（datain winter) 

時間調査の結果

時間調査の結果から，常法に従って平均RMRと実働

率を算出した。この結果から， Table5に示すように，

必要と推定される人員を算出した。

C. 前記両調査結果を総合した結果

機能低下率から推定した必要人員と，時間調査の結果

から推定された必要人員との聞には，わずかながら開き

B. 



( 451) 

表5 時間調査の結果から推定した必要人員

Table 5 Number of Cooks Induced from the Time Studies 

(1) (2) (3) ( 4) (5) (6) (7) 

校 名 食数実働率 平均RMR 右に該当
おから算出し 測定された 必要と推定

Name of Number % of Actual Average すReるso実na働.bl率e 
たC実al働cu時lat，間ed 延実T働o包時l間 Nさuれmたbe人r員of 

School of Meals H!r0(i~) 。fRMR %£，。.~~A~ AWH AWH Cooks 
Induced 

M 386 81.4% 1.83 82.5% 346分 1,025分 2.96 

F 807 106.3 1.94 82.5 346 1,787 5.16 

T 990 112.8 2.09 80.5 338 1.896 5.62 

R 1,450 91.5 1.77 84.0 352 2,306 6.55 

久、
In winter 

(1) (2) ( 3) (4) (5) (6) (7) 

校 名 食 数 実働率 平 均 右に該当す

右たCか実aleら働u算la時t出ed間し
測定された 必要と値定

%。f RMR 
るRe実son働abl率e Nさuれmた.be人E員of Name of Number Actual Avei;ge 

延実働時間

WH~~~ng t~。rft~ Total Cooks School 。fMeals R恥但
AWH AWH Induced 

h亙 394 70.5% 1.58 85.7% 360分 888分 2.46 

F 840 99.3 2.16 80.1 336 1,669 4.97 

T 930 100.7 2.18 80.0 336 1,693 5.04 

R 1,482 85.6 1.91 82.5 346 2,157 6.23 

注 ( 1) 測定当時の給食数

( 2) 実測された実働率（産衛の疲労研究班の定義による新実働率）

( 3) 勤務時間中の平均 RMR，ただし（2) (3）は各学校ごとに金作業員の測定値を平均したもの

(4) (3）の値を資源調査会の公認した（労研案）栄養所要量を算出するための，労作別段階区分に用

いた実働率（ただし！日実働率で示されている）にあてはめて，新実働に換算したもの

(5) 規定勤務時間を 8時間として，（4）の値から算出した 1日の実働時間

日（6) 測定された実働時間の全作業員の合計

(7) (6）を（5）で除して得られた値

表 6 得られた方程式により算出した食数と作

業人員

Table 6 Number of Meals and Cooks Calcu-
lated from the Equation Induced from 

the Result of the Investigation 

食 数（L) 作業人員（y)

Numb巴，rof Number of 

Meals Cooks 

300 2.36 

600 3.71 

900 4.83 

1,200 5.82 

1,500 6.73 

以上の結果は，上述のごとき調査の結果から得られた

ものであるが，この調査の聞に，同時に行なわれた，福

岡県における調査，および地方の17校において同時に行

なわれた時間調査の結果は，現行の作業員数でじゅうぶ

んすむという結果が出ている。しかし詳細に検討した結

果，とれらの調査では，任意の献立によって作業を行な

ったものを調査したのであって，食品の充足率も低く，

また食材料費も， 1食当り 5円前後低い場合が多かっ

fこ。

それゆえ，調理作業に関するこの種の調査においては

その場合に作る献立をU、かに選定するかということが，

結果を左右する重要な因子となるこどがわかる。したが

って，献立と調理作業とに対する理解のない場合に，こ

の種の調査はその結果について危険を含むということが

わかった。

VI要約

A. 学校給食の栄養基準に伴い，作業員の負担が増加

したとの訴えが出たので，その検討を行なうために，こ
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の調査を行なった。

B. 新基準に基づく献立のもとに， 1962年～63年にか

けて，夏冬雨季各校3日聞にわたり，都内および神奈川

県の4校について疲労調査，労働時間調査を行ない，こ

の結果から，食数と作業員数との関係、を求めた。

C. 得られた関係式は次のものである。

y=0.058L0・,65 

y：必要な作業員数

L：給食数

D. この値は，食数の多い学校で，新規準の実施のた

めには，現在の定員を0.5～1人増員することの必要を

示す。

E. 同時に行なわれた地方各校の労働時間調査では，

多くは作業員の増加を必要とする数値は示されなかった

〔検査作業への中年者の訓練〕

TRAINING THE MIDDLE AGED FOR 

INSPECTION WORK 

E. Belbin & S. Shimmin : 

(Occup. Psycho!., 38(1), 49-57, 1964) 

生産技術の変化とともに，労働者は生涯一つの技能だ

けで終始することは困難となり，幾つかの新しい技能を

修得せねばならない。しかもこの技能は，手技的なもの

から，感覚的な，あるいは精神的な技能に変る傾向があ

る。

本実験で，視覚的検査作業を取上げたのは，この種の

仕事が機械化と共に増加していることと，このような軽

作業でしかも座作業であり，責任のある仕事であるから，

老人に適していると考えられているからである。しかし

一面その作業に，若干の経験なしには受け入れ難いとい

うととと，老人は習熟に長期間を要するという欠点があ

る。しかしこの点について訓練方法を研究するととが必

要である。実験は，一種の検査作業であって，一定の斜

めの線の入った正方形のカードを標準として，形が大，

小，矩形など，斜の線が反対になっているもの，目がつ

まっているもの，あらいもの，斜になっていないもの，

輪かくや縞に欠けたところのあるものなどのカードを，

それぞれの箱に検査分類せしめる作業であるo

実験I比生産作業中にやり方を自然に見習って覚え

させるような従来の訓練方法で実験した。この方法は，

欠点のある品物が，実際にはそう頻繁におこらないため

に，強化の機会が少なく，学習が却ってできない，殊に老

が，このような結果は，地方の各校の給食献立に，その

当時いまだ文部省の新基準が実施されておらず，また給

食費も著しく低かったことに原因するととがわかった。
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（受付： 1964年 4月20日）

人は慎重すぎて，速い判断ができないことがわかった。

実験Hは，最初の系列は，すべてのカードに，正しい

品，欠点のある品というラベルが貼付しであるものを学

習させる。次には，ラベルの貼付しあるカードの次に，阿

様な欠点のあるカードであるか，ラベルの無いものを連

続して与え，かっ分類すべき箱の印をつけてあるという

ような強制的な学習方法をとったものである。この両方

の方法による実験を 35歳以下8名，平均22歳の若年群：

と， 35歳以上8名，平均46歳の中年に分けて行なった。

しかしながら，実験Eの強制的学習方法は，若年群には効F

果があったが，中年群にはほとんど効果がなかった。と

いうのは，ラベルの案内のついているカードと，案内のな

いカードとの関係を理解することが困難であったこと

と，また作業内容が複雑である場合には，老人には投出

すような傾向があること，教示によって与えられる情報

を充分理解しないなどのことが挙げられている。また本ー

実験では，被検者がラベルにのみ頼りすぎて，学習がな

かなかスムーズに行かないことなどがみられた。

実験置は，弁別作業を単純にして，教示を筒短にしたo

RPち完全なカードの中に，一種類の欠点のある，カードの・

みを混合したものを与え，なお初めにどんな欠点である

かを教示しておいて選別させ，この欠点の種類をだんだ

ん増加してゆくような練習方法をとった。この方法によ

る実験結果は中年群でも好結果であって，ロンドン郵便：

局でもこの方法が採用されて成功をおさめた。中年者の・

作業能力の問題には訓練方法の研究が必要である。

（狩野抄〉


