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1. はじめに

本研究の目的は、三重県の養鶏場という地域産業を支える職場において、外国

人技能実習生（以下、実習生）を雇用することで生じる様々な課題とその解決の

糸口を見出しながら、日本語の協働学習支援としての作業マニュアルの特徴と工

夫について説明することである。そして、職場での具体的な活用法を考えて、ミ

スコミュニケーションの発見と対応に役立てることである。本稿では、2 節で研

究の背景と技能実習生の働く職場を概観し、3 節で調査の概要、4 節で作業マニ

ュアル作成までの経緯、5 節で「みんなのパネル」と名付けた作業マニュアルの

特徴と工夫、6 節でまとめと今後の展望を述べる。

2. 研究の背景

外国人と日本人スタッフが共存する日本のグローバル企業やビジネスコミュニ

ケーションの現場では、職場における「職務遂行のプロセスで日本語を学ぶ」と

いう取り組みやケース場面に基づく研修の導入(近藤他 2012, 2013)が進行してい

る。さらに経済産業省他による外国籍社員との効果的なコミュニケーション実現

に向けた取り組みも加速している（経済産業省 2021）。一方、地域の中小企業

や農業経営体を含む多くの職場は、実習生を雇用することで職場が異文化接触場

面となり、言語や文化の違いから生じる問題への対応が課題となっている。実習

生への日本語学習支援も地域の課題になっているとの報告もある（三重県環境生

活部ダイバーシティ社会推進課 2021）。本研究の予備調査の段階から、実習生

と日本人スタッフとのコミュニケーションが年々困難になっていることが、指摘

されていた。また、様々な作業場面で、実習生との理解の食い違いや仕事内容へ

の影響も言及された。このため、実習生と日本人スタッフとのコミュニケーショ

ン活動を促すツールとして、職場での協働学習支援へと結びつくような作業マニ

ュアルを考案することになった。

2.1 技能実習生が働く職場とは 
養鶏場は、鶏卵業務を行う工場を併設して、全国に点在するが、東海地方の複

数の市町では地域の主要産業として発展してきた。近年、その現場は技能実習制

度によって支えられており、実習生を雇用することで職場が異文化接触場面とな

り、言語や文化の違いから生じる問題にどのように対応するかが課題となってい

る。現状では、技能実習生は約 40万人（2020 年 6月 出入国在留管理庁調べ）で

ある。「技術移転による国際貢献」という制度の目的とは裏腹に、実習生は依然
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として人手不足解消の労働力として受け入れられ。過酷な勤務実態も報告されて

いる。こうした関係性において、日本人雇用者と実習生との間には、相手に対し

て、肯定的評価を持っているわけではない実態も考えられる。 
 
3. 調査の概要 
調査を実施した養鶏場では、年間３名ずつ主に中国から技能実習生を受け入れ

ていた。筆者は、2014 年度から職場でのインタビュー調査を行い、2018 年度に

は養鶏場内の工場見学および実習生の仕事内容を参与観察し、作業マニュアル作

成のための分析に着手した。 
調査期間は 2014 年 2月から 2016 年 12月までの期間で 調査対象は、東海地

方にある養鶏場の 1 つである。会社規模は、日本人雇用者（社長・専務）2 名・

日本人従業員約 10 名である。ここで、中国人技能実習生（以下、実習生）9 名

（3期生 3 人、2期生 3 人、1期生 3 人）が、3 年任期で就労している。実習生

は、主に、農場での作業、及び G P と呼ばれる工場において卵の出荷までの一連

の作業に交替で従事する。特に３期生は、中心的な存在であり、新規の実習生に

業務を教える役目がある。日本人雇用者は実習生の指導・監督業務、住居の提

供、生活全般の支援を担当し、他の日本人スタッフは実際の作業における指導と

教育、及び技能実習試験のための学習支援も行なっている。（写真 1参照） 
 

 
写真 1 工場での作業の様子（レーンでの点検） 
 
3.1 収録データの概要 
まず、調査では、日本人雇用者、中国人技能実習生、日本人スタッフに対して

半構造化インタビューを実施し、収録されたデータを書き起こし、分析と考察を

行った。特に日本人スタッフのインタビュー分析の結果、実習生を雇用すること

で生じる摩擦の要因は、実習生の日本語コミュニケーション能力の不足だけでは

なく、雇用者と実習生双方の情報伝達方法や異文化の受容における認識のずれで

あることが明らかになった（詳細は、吉田・大場 2016, 2020を参照）。 
たとえば、雇用者のインタビューデータを分析した結果、日本人側が留意する

問題のほとんどについて、実習生側の認識が乏しく、その問題に対する留意の程

度に日本人とのずれが観察された。制度上の大きな問題や技術習得への障害は特

に発生していないために、問題に対する異なる留意にも双方が気づかなかった
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り、問題が潜在化されたり、調整を諦めたりする実態について、具体的に指摘す

ることができた。一方、実習生の側からも、中国人通訳を介して行ったランチ・

インタビューを収録した談話データ（2018年に実施）からは、職場での人間関係

や、労働の負担についての悩みを率直に語る様子が見られた。 
 

3.2 収録データから見えてきたこと 
こうしたインタビュー調査を踏まえると、今後は、日本人側と実習生の間で、

問題をそれぞれの立場を超えて共有することが、実際に問題解決に向かうための

条件として考えられる。しかし、日本人側と実習生の間には十分に話し合いを遂

行するための共通の言語がない。そこで、実習生が卵の検査から出荷までルーテ

ィン化された作業を行っている点に着目し、この作業のマニュアルを日中両言語

で作成することで、問題の共有が図れる可能性があると考えた。工場で導入する

作業マニュアルの作成にあたっては、実習生に日本語で仕事を覚えてもらうこと

を最優先とし、日本語学習の動機付けになるような工夫が必要である。 
既に 2 で述べたように、職場内ではこれまで実習生を継続的に受け入れている

ことから、新規の実習生に対して、先輩の実習生が直接仕事を教えるというやり

方が定着していた。このため、実習生と日本人スタッフとのコミュニケーション

が年々難しくなっていた。また、インタビュー調査では、仕事の質を左右する

様々な作業の局面で、理解の食い違いや、品質へのクレーム発生など仕事内容へ

の影響があることがしばしば指摘されていた。 
 
3.3 談話データの分析と考察：検卵「卵の汚れ」に対する言及 
本節では、インタビュー調査での談話データから「卵の汚れ」に対する言及に

注目した分析を例として取り上げる。分析の結果、複数の雇用者間で問題解決へ

の認識に違いがあること、特に社長と工場長との間で異なる見解が示されている

ことが、明らかになった(詳細は、吉田・大場 2000)。両者は共に、実習生の仕

事の質に関して、できる人と難しい人、個人差があることを指摘し、その点では

日本人も同様であることを認識している。具体的に、社長は「個人差がある」こ

とを認めながらも、「集中力」「訓練で覚える」ことで、解決できると考えてお

り、問題の所在に対して、適切な解決法が提示されていない。一方、工場長は、

「個人差がある」という判断は社長と同じであるが、社長とは異なる見解を示し

ている。つまり、「集中力には限界がある」ことを認識しており、人の配置やチ

ェックポイントを徹底するような現実的な対策が必要であることを主張し、「担

当を交替する」という具体的な解決法を提示している。 
 
4. 作業マニュアル作成に向けて 
本節では、3 をふまえて、作業マニュアル導入までの経緯を説明する。 

 
4.1 課題と解決法（2018 年〜2020 年） 
こうした分析と考察に基づき、異なる立場で認識が異なる問題を共有すると同

時に、日本人と実習生双方が同じ情報を共有するためには、共通のコミュニケー

ションツールが、必要である。実習生に日本語で仕事を覚えてもらうことを最優
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先とし、日本語学習の動機付けになるような工夫も必要である。そこで、想定さ

れる作業マニュアルは「実習生と日本人側とのコミュニケーションの接点を多く

生み出すもの」となることに重点を置く。特に、新規の実習生向けに、「現場で

活用できる双方向的な作業マニュアル」が必須であり、現場の作業効率の向上と

双方の負担軽減が期待できるものでなければならない。また、実習生には、会社

の大切な一員としての責任感を持たせ、会社が求める基準を遵守させつつ、業務

の効率と作業の質を上げるための工夫を盛り込むことが求められた。そのため、

改めて 2018 年に工場見学を行い、従業員及び実習生の仕事内容を参与観察し

た。 
 

4.2 従来の作業マニュアルの問題点 
養鶏場では、実習生向けに、工場の作業の流れや手順、必要な作業用語をまと

めたルビ付きの日本語によるマニュアルが、過去に作成されていた。しかし、現

在は活用されていなかった。その理由は、難解な専門用語に加え、日本語の説明

文が長くわかりづらいという難点があり、新規の実習生が理解するには無理があ

るためである。一方で、作業工程の記述内容は単純化されており、実際の運用に

は適していない面があった。そこで、今回の新たなマニュアル導入においては、

新規の実習生が初日から使えるように、やさしい日本語（分かち書きを採用）と

中国語（簡体字）の二言語併用（写真２および 3 を参照）として、双方で有効に

活用されるツールとなることを目指した。 
 
5. 新たな作業マニュアル「みんなのパネル」の作成：特徴と工夫 
本節では、新たな作業マニュアルの特徴と工夫を述べる。当初の導入として

は、社員手帳のような携帯型のマニュアルを提案していた。しかし、衛生面や安

全面から工場内への持ち込みができないことがわかり、パネル仕様に変更した。 
完成版は、A３版で 10枚両面 20ページのパネルで作成された。作業マニュア

ルの内容提示方法では、実習生と日本人スタッフとのコミュニケーションの接点

を多く設けることに重点をおいた。つまり、疑問があれば、パネルを参照して、

相互に共有知識を確認できるようチェックポイントを盛り込んだ。マニュアルの

冒頭は会社理念で始まり（写真 2 の右側部分を参照）、日本人スタッフと実習生

それぞれの配属場所と氏名を記名できるスペースも設けた。また、設置場所は、

双方が集う工場内の休憩室とした。 
さらに、卵の汚れやパックの詰めかた、ラベルの切り方など、その基準や方法

において共有が難しい部分は、視覚的にわかる図案やイラストを活用して具体的

に示すことにした（写真３を参照）。 
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写真 2 パネル式の作業マニュアル       写真 3 イラストで示した異常卵の種類 
 
マニュアル全体を通して、視覚的にとらえやすく、理解しやすくなるように、

「コミュニケーションの可視化」に留意している。特に工夫した 4点について述

べる。 
 
5.1 工夫点①「やさしい日本語」と中国語（簡体字）の併用：分かち書きとそ

の見直し 
マニュアルのすべての表記において、やさしい日本語と中国語（簡体字）の併

記とし、漢字とカタカナにはひらがなのルビを文字の上に振った。分かち書き

は、弘前大学社会言語学研究室（2013）を参考にした。ただし、次の例のように

一部修正して、中国語の表現形式に近づけることで、より中国人母語話者に理解

しやすい文になるよう配慮した。 

（1a）養鶏とは 鶏を 飼う農業です。 （分かち書きの基本形式） 

（1b）養鶏とは 鶏を飼う農業です。  （修正後） 

（2a）卵の からが 割れています。  （分かち書きの基本形式） 

（2b）卵のからが 割れています。   （修正後） 
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5.2 工夫点② 作業ポイントと点検ポイントを区別 
パネルを参照して、相互に共有知識を確認できるように、作業ポイントと点検

ポイントを区別して盛り込んでいる。たとえば、作業段階は（1―2―3）のよう

に数字で表示し、順番に作業内容を写真と説明文で示した。同時に、各作業段階

で必要な細かい点検のポイントを整理して、黄色の枠内に囲んで注意を喚起し、

チェックできるようにまとめて示した。この工夫は、作業の手順を整理するだけ

ではなく、その作業で必要な確認作業を自ら繰り返し覚えていけるように配慮し

ている。特に、新規の実習生が、ミスにつながりかねないポイントを意識しなが

ら、早期に習得をすべき項目を盛り込んでいる。 
 
5.3 工夫点③ 写真やイラスト、図案を活用 
視覚的に確認できるように 写真やイラスト、図案を活用した。共有が難しい

問題の一つに、卵の汚れに対する両者の認識のずれを指摘したが、工場内でパッ

ク詰めされて出荷するまでの過程で、卵の汚れのチェックポイントはいくつもあ

り、複数の目で確認する作業として位置付けられている（写真 1参照）。しかし

ながら、3 節で示したように、どんな卵の汚れが問題なのかをチェックする判断

には個人差があり、統一された基準を共有することは容易ではない。この点を改

善するため、視覚的に確認できる写真やイラスト、図案を活用して、異常卵のタ

イプを区別して把握できるように工夫した（写真３）。異常卵の種類は、工場内

で写真として掲示されているが、マニュアルでは、異常のタイプごとにその名称

を表記してカテゴリー分けし、簡単な説明を加えた。実際の卵を見てすぐに違い

を見分けられると共に、名称と意味の一致により知識の定着にも結びつくように

配慮した。このほか、ラックや段ボール内で積み上げる卵のパックの配列や順番

についても、イラストで示し、積み方にはルールがあることを視覚的に示した。 
 
5.4 工夫点④ 指示を具体的に 
さらに、日本人同士では相互に理解し合えるような漠然とした言い回しも、非

母語話者である実習生にはわかりにくい。表現の解釈には、個人により微妙な幅

があり、結果的に、誤解や失敗の原因になりうる。たとえば、卵に汚れが見つか

れば、再度洗卵機に戻して洗うという工程がある。当初のマニュアルでは「卵が

長く止まると温泉卵になります」と陳述文のみであったが、「2〜3分以内に手

で卵を取り出してください。」と具体的な数値を含む指示文を加えた。こうした

工夫は、非母語話者だけではなく、発達障害を持つ人や経験の浅い就業者を含む

職場においても、少しの工夫で次の行動の改善の助けになる点で関連しており、

双方にとって有効かつやさしい配慮といえよう。 
 
6. おわりに 
現在、この完成版を現場で実際に使用していただいているところである。2020

年 3月からのコロナ禍の影響で、現場での観察が困難となり、未だ十分なフィー

ドバックが得られていないが、今後は、このマニュアルを通して、雇用者と実習

生の間で、これまで見えてこなかった問題の共有、知識の定着への過程が期待さ
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れる。マニュアルを通して双方の話し合いが進めば、問題に対する評価に変化も

見えてくる可能性が高いと考えられる。これにより、日本人側と実習生双方が情

報共有への意識を恒常的に高めていくことにつながっていくことを願っている。

さらに、多言語対応への課題（ベトナム人、ネパール人など非漢字圏の実習生へ

の応用性）にも目配りしていく。何よりも、共通のツールを獲得することによっ

て、日本人側が自ら進んで、作業プロセスを見直し、工夫や調整を積み重ねて、

ミスコミュニケーションの対応に取り組めるような意識改革につなげていきた

い。 
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画～生活者としての外国人の日本語習得に向けて～』三重県環境生活部ダイバ

ーシティ社会推進課 
吉田悦子・大場美和子（2016）「中国人実習生と日本人雇用者が留意した問題の

違い－養鶏場における就労場面とインタビューデータの分析から－」

『International Conference on Japanese Language Education』インドネシア日本語

教育学会 
吉田悦子・大場美和子（2020）「中国人技能実習生が就労する養鶏場で語られた

問題の分析---日本人雇用者・従業員のインタビューにおける言語的特徴に着目

して」秦かおり・村田和代編『ナラティブ研究の可能性ー語りが写し出す社

会』 25-48 ひつじ書房 
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