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【要約】近年の技術発展の加速によって既存の知識の陳腐化が加速しており，そうした知識を他の人

に継承できなくなることで，世代継承性が低下する怖れがある．本研究の目的は，知識継承ができなく

なることによる世代継承性への影響と知識継承行動との関係を明らかにし，さらにそれらと相関する要

因を明らかにすることである．そのための方法として廃止措置中にある原子力発電所の職員を対象に，

調査票調査を実施した．主な結果として 1) 運転経験の有無によって世代継承性，有能感，知識継承行

動の得点に有意差がないこと，2) 運転経験の有無に関わらず有能感，知識継承行動と世代継承性の得点

の間に正の相関があったことの 2 点が明らかとなった．以上の結果から運転経験がある職員は能動的に

新しい知識を獲得することによって仕事の有能感と知識継承行動を向上させ，それらが世代継承性を下

支えしていることが示唆された． 
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1. はじめに 

近年の技術発展の加速は，これまで人が担ってきた仕事を奪ってしまう可能性がある．例えば，弁護

士などの高度で専門的な知識を必要とする職業でも人工知能で代替される可能性があったり (山本, 

2003)，プログラム開発が自動化されてプログラマーがいらなくなったりするかもしれない．このような

場合，人が長年培ってきた経験・知識・技術を活用することができないばかりか，それらを他の人に継

承できなくなる怖れがある．このように持っている知識が活用できずに，他人に知識継承できなくなる

行動とは逆に，以前の知識・経験に基づいて新しい知識を生み出し，次世代の成長に貢献することは

Erikson(1950)が提唱した心理社会発達論の第 7 段階(成人中期)の発達課題である「世代継承性」と密接

に関連している． 

McAdams (1999)は，世代継承性を，新しいもの（人々・考え方・知識・技術）を生み出し，養い育て，

そして，その成果を他者に捧げることへの関心と行動と定義した．本研究は，知識を継承する行動だけ

ではなく，継承される知識が生み出されることにも着目しているため，McAdams (1999)の世代継承性の

定義を採用する．岡本(2014)によると，世代継承性は仕事の中で何かを生み出すだけでなく，子どもや

部下といった次世代の育成や関心を指している．その一方で，人は世代継承性の発達課題を達成できな

ければ自分のことにしか関心を示さない「停滞」に陥る．このような状態に陥ると人間関係は貧困にな

り，他者に積極的に関与しようとしなくなる (西山, 2010)．組織の成員に「停滞性」が生じてしまうと，

これまで組織が生み出してきた知識が継承されないだけでなく，仕事を通じた次世代の育成も妨げるこ

とになりかねない． 

先行研究から世代継承性と相関する要因として年齢，仕事の有能感，次世代に知識を伝える知識継承

行動の 3 つが挙げられている．まず，年齢と世代継承性の相関関係について，年齢が高くなるほど世代

継承性が高くなることが知られている(丸島, 2000; 串崎, 2005)．また，新木(2011)は，年齢や仕事の経験

年数に応じて仕事の有能感が高まり，仕事の有能感が高いほど世代継承性が高くなると述べている．こ

こで述べる仕事の有能感とは，仕事を遂行し，自分の能力を発揮することによって得られる感覚を指す

（蘇ら, 2006）．最後に，知識継承行動と世代継承性の関係について Herrmann et al. (2005)は，成人が次

世代に知識を継承することにより，世代継承性を改善することができると述べている．ただし，継承す

る知識が相手にとって使えないと感じたり，相手に知識を継承する意味がない感じたりする場合には，

世代継承性が低下するとも述べている．また，西本ら(1997)の研究によると，50 代男性の世代継承性が



 

 

低下する理由として，定年退職が近づくことによって自らが蓄積した知識・技術を他人に継承できなく

なると意識することが原因である可能性を示唆している．しかし，これらの研究は，知識継承ができな

くなる人の世代継承性が低下することを示唆しているものの，実証的に示すことができているわけでは

ない． 

そこで本研究は，知識継承ができなくなることによる世代継承性への影響を明らかにするために，日

本原子力研究開発機構の新型転換炉原型炉ふげん（以下「ふげん」）の職員を調査対象として，調査票

調査を行った．「ふげん」では，2003 年 3 月で運転が終了し，廃止措置（廃炉）へと移行した．廃止措

置は，それまでの運転や原子炉発電に関わる技術開発とは異なる業務を遂行することになるため，運転

経験のある職員は今まで培ってきた運転に関わる知識や技術を廃止措置作業に直接活用することがで

きず，また他人にそれらの知識・技術を継承できなくなる可能性があると考えられる．  

本研究の目的は，知識継承ができなくなることによる世代継承性への影響と知識継承行動との関係を

明らかにし，さらに世代継承性に相関する要因を明らかにすることである． 

特に前者の目的を達成するため，本研究では以下の 2 つの仮説の検証を行う．仮説 1: 運転経験のあ

る職員は運転経験のない職員より知識継承行動が少ない．仮説 2: 運転経験のある職員は，運転経験の

ない職員より世代継承性が低い．この 2 つの仮説を検証することで，知識継承できなくなることによっ

て世代継承性が低下するかどうか，そして世代継承性と知識継承行動がどのような関係となっているの

か明らかにすることができる． 

 

2. 調査方法 

2.1 調査対象と調査方法 

調査対象者は，日本原子力研究開発機構の新型転換炉原型炉「ふげん」（2003 年 3 月に運転が終了し，

発電フェーズから廃止措置に移行した）の全職員である．調査期間は 2018 年 10 月 22 日から 11 月 2 日

で，「ふげん」の職員（アルバイトを含む）112 名にメールで調査票を配布し，回答は 2 週間以内に「ふ

げん」が所有する共有サーバに送付する形を採った．回答期限までに 106 名から回答があり，回収率は

95%であった．年齢範囲は 19～65 歳で回答者全体の平均年齢は 44.8 歳であった．このうち，運転経験

のある職員はすべて技術職であるため，比較対象となる運転経験のない職員の職種も技術職に限定する

こととした．そのように 2 つの群に分けた結果，運転経験あり群の平均年齢は 53.2 歳(SD=8.41)，運転

経験なし群の平均年齢は 39.3 歳(SD=12.2)，運転経験有無では年齢の差が 13.9 歳で，両群の年齢差が大

きいことが分かった．また，先行研究(串崎, 2005; 丸島, 2000)より，世代継承性は年齢と正の相関があ

ることが知られているため，本研究では，運転経験あり群となし群の年齢構成を合わせるため，運転経

験あり群の最小年齢である 35 歳以上の技術職を分析対象とした．その結果，最終的な分析対象者は，

運転経験あり群で 37 名（平均年齢 53.2 歳）であり，運転経験なし群で 28 名（平均年齢 48.0 歳）とな

った． 

2.2 調査内容 

提示した 2 つの仮説を検証するために，調査票では主に世代継承性，仕事の有能感，知識継承行動の

3 つを測ることのできる尺度を用いる．次に各尺度の内容について説明する． 

2.2.1世代継承性尺度 

世代継承性の計測は，串崎(2005)の世代継承性尺度を用いる．この尺度は「生み出し育てることへの

関心」，「世代継承的感覚」，「自己成長・充実感」，「脱自己本位的態度」の 4 因子 25 項目で構成

され，「あてはまらない」（1 点）から「あてはまる」（5 点）まで 1 点刻みの 5 段階うち最も当ては

まるものを選択してもらった．全 25 項目の合計得点（125 点満点）を各個人の世代継承得点と呼び，こ

の得点によって世代継承性を評価する． 

串崎(2005)の世代継承性尺度は，丸島・有光(2007)などの尺度に対して，停滞や自己-耽溺といった否

定的な対応要素を含み，世代継承性を肯定的要素と否定的要素の両面から測定できる．本研究では分析

対象者の世代継承性だけではなく，分析対象者が停滞に陥っているかどうかも調べる必要があるため，

停滞の程度についても測定できる串崎(2005)の世代継承性尺度を採用した． 

 

2.2.2 仕事の有能感尺度 

  仕事の有能感と世代継承性との関係を明らかにするため，本研究では壬生・神庭(2013)の仕事の有能

感尺度を用いる．この尺度は，「業務の達成」「能力の発揮・成長」「仕事の予測・問題解決」「チームと



 

 

しての役割遂行」「現在の仕事に対する満足感」「現在の仕事に対するやりがい感」6因子 20項目で構成

されている．それらの項目を「あてはまらない」（1 点）から「あてはまる」（5 点）まで 1 点刻みの 5

段階うち最も当てはまるものを選択してもらった．全 20項目の合計得点（100点満点）を各個人の仕事

の有能感得点と呼び，この得点が高いほど仕事で自己の能力を発揮できていると感じている． 

2.2.3 知識継承行動  

世代継承性の概念は，次世代に関心を持つことを意味し，新しい物を創り出し，そして，創り出した

物を次世代へ継承し，次世代を育成することも含んでいる．このような次世代への知識継承，次世代を

育成することは世代継承性にとって大事な要素であると考えられる．蘇ら(2006)の上司および同僚から

のサポートに関する尺度は，後輩に必要な専門知識に関する情報を提供してあげる，仕事のやり方やこ

つを教えてあげるなどの項目を含んでおり，仕事における知識の継承や次世代の育成を測ることができ

る尺度である．具体的には「後輩に役立つアドバイスをしてあげるか」「後輩に負担の大きいときは仕

事を支援してあげるか」「後輩にどこがうまくいかなかったか指摘してあげるか」「後輩に相談にのっ

てあげるか」「後輩に好意的に励ましてあげるか」「後輩にうまくやれたことを正しく評価してあげる

か」などの 8 項目で構成される．本研究ではこの尺度を，知識継承行動を測る尺度として採用し，「あ

てはまらない」（1 点）から「あてはまる」（5 点）まで 1 点刻みの 5 段階うち最も当てはまるものを

選択してもらった．全 8 項目の合計得点（40 点満点）を知識継承行動得点と呼び，この得点によって知

識継承行動を評価する． 

2.2.4知識の継承・獲得・活用に関する質問 

上記の 3 つの尺度の他にも，廃止措置前後における知識の継承・獲得・活用に関する質問も行ってお

り，これらは廃止措置が実施された 2002 年度以前に入社した職員のみを対象とした．具体的には運転

経験のある職員が廃止措置後に知識を他人に伝えることができなくっているのかという質問によって

仮説の前提が成り立っているかを確認し，また運転に関する知識が現在の廃止措置業務で活用できてい

るか，そして廃止業務に関する知識をどのように身につけたのかなどを問うことで，知識の獲得・活用

と世代継承性との関係を明らかにしようと試みた． 

 それ以外には基本属性である性別，年齢，職位，プラント運転経験の有無，プラント運転経験がある

場合の経験年数等を尋ねた． 

2.3 調査対象の妥当性の検討について 

 本研究では，「ふげん」における廃止措置によって運転経験のある職員が持つ運転に関わる知識や技

術が廃止措置業務に直接使えず，それらの知識や技術が他人に継承できなくなると想定している．まず

「ふげん」においてこの前提が成立しているかどうかを確かめるため，廃止前後における知識や技術を

教える回数の変化について見ることにする．表 1 は廃止措置前後における知識や技術を他人に教える回

数の変化を示したものである．結果から廃止措置後に知識や技術を他人に教える回数が減少した人数は，

運転経験あり群で 17 名(48.6%)，運転経験なし群で 2 名(11.1%)であった，知識や技術を他人に教える回

数があまり変わらなかったと回答した人数は，運転経験あり群で 15 名(42.9%)，運転経験なし群で 12 名

(66.7%)であった．教える回数が増加したと回答した人数は，運転経験あり群で 3 名(8.6%)，運転経験な

し群で 4 名(22.2%)であった．ここから運転経験のある職員の半数近くが知識や技術を他人に教える回数

が減ったことが確認され，その割合は運転経験がない職員と比べて大きいことがわかった． 

 

表 1 運転経験別の廃止措置前後における知識・技術を他人に教える回数の変化 

教える回数 運転経験あり 運転経験なし

減少した 17名(48.6%) 1(10.0%)

あまり変わらなかった 15名(42.9%) 6(60.0%)

増加した 3名(8.6%) 3(30.0%)
 

 

表 2 は他人に知識・技術を教える回数が減少した主な理由である．理由として一番多かったものは「伝

える相手がなくなったから（10 名）」で，次いで「自分の知識・技術は役に立たないと思うから（4 名）」

であった．「自分は他人に教える能力がないから」を選んだ者はひとりもいなかった．表 3 は表 2 にお

いて「その他」を選択した者の具体的な理由を示している．その理由として「プラント運転に関する技



 

 

術であるから」や「廃止措置への移行により，規制される項目が減った」という点は廃止措置によって

業務内容が変わったことが原因であると考えられる．したがって，廃止措置によってこれまで保持して

いた運転に関する知識や技術が直接活用できないこと，そしてそれらを他人に教える必要がなくなって

いたことが確認できた．これらに該当するのはほとんどが運転経験のある職員であることから，我々が

想定した「運転経験のある職員が廃止措置後に知識を他人に伝えることができなくっている」という前

提が成り立っていると言える． 

 

表 2 運転経験あり群，他人に知識・技術を教える回数を減少した理由について 

知識・技術を教える回数が減少した理由 人数

伝える相手が無くなったから 10人

その他 6人

自分の知識・技術は役に立たないと思うから 4人

自分は他人に教える能力がないと思うから 0人
 

 

 

表 3 他人に知識・技術を教える回数を減少した理由(自由記述) 

プラント運転に関する技術であるから

他人に知識や技術を教えるような職場ではないため

廃止措置への移行により，規制される項目が減少

業務が多く，教育の機会が減少

運転時は正にOJTの機会が多かった
 

 

 

表 4 世代継承性尺度の平均得点について，「ふげん」の技術者と先行研究との比較結果 

「ふげん」30歳以上技術者 介護施設職員(新木,2014) 会社員(新木,2014) 一般成人(串崎,2005)

世代継承性 89.86 87.68 86.45 84.96  
 

表 4 は「ふげん」における 30 歳以上の技術者の世代継承性得点の平均と先行研究(新木, 2014; 串崎, 

2005)における様々な職種の 30 歳以上の世代継承性得点の平均を比較したものである．この結果を見る

限り，「ふげん」における技術者の世代継承性得点が先行研究での調査結果のそれらと比べて著しく高

い，もしくは低いという結果となっていないことから，運転経験別で「ふげん」の技術者の世代継承性

得点の平均を比較することに大きな問題はないと判断した． 

 

3. 結果 

3.1 運転経験有無別の各尺度の平均得点    

運転経験有無別での各尺度の相違点を見るために，運転経験有無別での各尺度の平均得点について t

検定を行い，その結果を表 5 に示した．表 5 に示すように，35 歳以上の技術者を対象とした運転経験あ

り・なしの 2 群の各尺度のそれぞれの平均得点は，まず，世代継承性得点について，運転経験あり群が

90.5（SD = 10.5），運転経験なし群が 90.2（SD = 10.0），有意確率は p = .93 で世代継承性得点について

運転経験有無別での平均得点に有意差はなかった．仕事の有能感得点について，運転経験あり群が 72.8

（SD = 9.35）, 運転経験なし群が 71.1（SD = 10.0）, 有意確率は p = .50 で，有能感得点についても運転

経験有無別で平均得点に有意差がなかった．知識継承行動得点について，運転経験あり群が 31.9（SD = 

3.81）, 運転経験なし群が 30.0（SD = 4.98）, 有意確率は p = .11 で，知識継承行動得点についても運転

経験有無による平均得点に有意差がなかった． 

 



 

 

表 5 運転経験有無別の各尺度合計得点の平均値，標準偏差，両側 t 検定の p 値 

運転経験あり 運転経験なし p値

世代継承性 90.5(SD=10.5) 90.2(SD=10.0) .93

有能感 72.8(SD=9.35) 71.1(SD=10.0) .50

知識継承行動 31.9(SD=3.81) 30.0(SD=4.98) .11
 

  

運転経験別で世代継承性の平均得点に有意差は認められなかったが，実際に運転経験がある職員が停

滞に陥っているかどうかについても調べるために，運転経験有無別で世代継承性の下位尺度の平均得点

について t 検定を行った（表 6）．表 6 に示した下位尺度のうち「自己成長・充実感」と「脱自己本位

的態度」が「停滞」と関連しているが，これらの下位尺度の平均得点においても運転経験有無別で有意

な差は見られなかった． 

 

表 6 運転経験有無別の世代継承性の下位尺度合計得点の平均値，標準偏差，両側 t 検定の p 値 

運転経験あり 運転経験なし p値

生み出し育てることへの関心 29.4(SD=3.79) 29.5(SD=4.55) .91

世代継承的感覚 14.8(SD=2.87) 15.0(SD=3.15) .80

自己成長・充実感 24.2(SD=4.04) 23.9(SD=4.00) .76

脱自己本位的態度 22.0(SD=3.41) 21.8(SD=2.36) .75
 

 

3.2 運転経験有無別での各尺度間の相関係数 

先行研究(串崎, 2005；新木, 2011)で世代継承性と相関する要因として挙げられている年齢，仕事の有

能感，次世代に知識を伝える知識継承行動が，運転経験の有無別で各尺度間の相関に違いがあるのかを

確かめるために，世代継承性，年齢，仕事の有能感，知識継承行動の平均得点間での相関係数を運転経

験あり・なし群別を算出した．それぞれの結果を表 7 と表 8 に示す． 

運転経験あり群の各尺度間の相関係数は表 7 に示すように，年齢と世代継承性（r = .21，p > .05），

年齢と仕事の有能感（r = .15，p > .05），及び年齢と知識継承行動（r = .17，p > .05）の相関はいずれも

有意ではなかった．その一方で，仕事の有能感と知識継承行動は有意な正の相関を示した（r = .76，p 

< .01）．世代継承性と知識継承行動（r = .65，p < .01），及び仕事の有能感と世代継承性の間にも有意

な正の相関が見られた（r =. 68，p < .01）. 

 

表 7 運転経験あり群における各尺度の合計得点の間の相関係数 

世代継承性 有能感 知識継承行動 年齢

世代継承性 − .68** .65** .21

有能感 − .76** .15

知識継承行動 − .17

年齢 −

** p<.01   * p<.05
 

  



 

 

表 8 運転経験なし群における各尺度の合計得点の間の相関係数 

世代継承性 有能感 知識継承行動 年齢

世代継承性 − .76** .23 .42*

有能感 − .52** .38*

知識継承行動 − ‒.09

年齢 −

** p<.01   * p<.05
 

 

運転経験なし群の各尺度間の相関係数は表 8 に示すように，年齢と世代継承性（r = .42，p < .05），

年齢と仕事の有能感（r = .38，p < .05）の相関は有意であった．年齢と知識継承行動との間に有意な相

関はない（r = -.09，p > .05）反面，仕事の有能感と知識継承行動との間には有意な正の相関が見られた

（r = .52，p < .01）．仕事の有能感と世代継承性（r = .76，p < .01）の相関は有意であったが，知識継承

行動と世代継承性には有意な相関が見られなかった（r = .23，p > .05）． 

3.3年齢を制御した各尺度間の偏相関 

先行研究において仕事の有能感，及び世代継承性と年齢との間に正の相関があること知られているた

め，次に年齢を制御変数とし，仕事の有能感，世代継承性の偏相関係数を算出し，それらの結果を運転

経験別にそれぞれ表 9 と表 10 に示した．表 9 に示すように，仕事の有能感と世代継承性（r = .67，p < . 

01），仕事の有能感と知識継承行動（r = .75，p < .01），及び世代継承性と知識継承行動に有意な正の

相関が認められた（r = .64，p < .01）． 

表 10 は運転経験なし群における年齢を制御変数とした各尺度間の偏相関係数である．仕事の有能感

と世代継承性（r = .72，p < .01），仕事の有能感と知識継承行動（r = .61，p < .01)，及び世代継承性と知

識継承行動にも有意な正の相関が認められた（r = .30，p < .05）． 

 

表 9 運転経験あり群における年齢を制御変数とした各尺度間の偏相関係数 

世代継承性 有能感 知識継承行動

世代継承性 − .67** .64**

有能感 − .75**

知識継承行動 −

** p<.01   * p<.05
 

 

表 10 運転経験なし群における年齢を制御変数とした各尺度間の偏相関係数 

世代継承性 有能感 知識継承行動

世代継承性 − .72** .30*

有能感 − .61**

知識継承行動 −

** p<.01   * p<.05
 

 

4. 考察 

4.1 運転経験有無別の世代継承性 

表 5 の結果から，世代継承性と知識継承行動の平均得点について，運転経験あり群となし群の間に有

意な差は見られなかった．本研究では運転経験のある職員が持つプラント運転に関わる経験や知識が廃

止措置業務に直接使えない，他人に教えることができなくなることで，世代継承性と知識継承行動の得



 

 

点が低くなると考えていた．しかし，運転経験のある職員が運転経験のない職員と比べて世代継承性や

知識継承行動の平均得点が有意に低いということは見られなかった．表 5 の結果から，本研究で設定し

た,「運転経験あり群の知識継承行動は運転経験のなし群により低い」そして，「運転経験あり群の世代

継承性が運転経験なし群より低い」といった仮説が棄却されることとなった． 

 運転経験の有無別で世代継承性と知識継承行動の平均得点に有意差がないという本研究が立てた仮

説に反する結果になった理由は「運転知識が使えなくなる」ではなく，「運転知識が活用できている」

考えられる． 

4.2 知識・技術の活用について 

「運転にかかわる知識は廃止措置業務に使えない」を検討するために，「ふげん」が廃止措置に移行

した 2003 年より前の知識を活用できているかどうかという質問に対する結果を表 9 に示した．表 9 か

ら運転経験あり群は，以前の知識を活用できている人は 33 名（89.2%），運転経験なし群は，以前の知

識を活用できている人は 9 名（90.4%）であった．運転経験のある職員は今まで培ってきた運転に関わ

る知識や技術が廃止措置作業に直接使えないと考えたが，実際には運転経験のある職員のほとんどが運

転に関わる知識を現在の業務に活用することができている． 

 

表 11 2003 年より前の知識を活用の状況について 

運転経験有無 知識の活用状態 人数(%)

運転経験あり 活用できる 33人(89.2%)

どちらとも言えない 4人（10.8%）

活用できない 0人

運転経験なし 活用できる 9人（90.4%）

どちらとも言えない 1人（10.0%）

活用できない 0人
 

    

4.3廃止措置業務に適応するための教育 

運転経験のある職員のほとんどが 2003 年以前の知識を活用できることが判明したが，その知識だけ

で廃止措置業務を遂行することは難しいであろう．しかしながら，運転経験の有無によって仕事の有能

感の平均得点に有意差がなかったことから，運転経験のある職員であっても現在の廃止措置に関わる業

務をうまくやれる力を持っていると感じることができている．また，知識継承行動の平均得点にも運転

の有無によって有意差が認められなかったことから，現在においては知識を継承する行動そのものも廃

止措置直後に比べて増えていると考えられる．では運転経験のある職員の有能感の源泉のひとつと考え

られる新たな知識，及び知識継承行動の元となる知識そのものはどのように獲得することができたので

あろうか．その候補として組織における体系的な教育の実施が考えられる．そのためにまず廃止措置へ

移行した時に「ふげん」の組織として廃止措置に関する教育がなされたかどうかということについて確

認する．表 12 は運転経験有無別で「ふげん」内で廃止措置に関する知識・技術を身につける教育があ

ったかどうかについて問うた結果である． 

 運転経験ありで「教育がなかった」と回答した人数は 28 名 (75.7%)，運転経験なしで同じく「教育が

なかった」と回答した人数は 7 名(70%)であった．廃止措置に関する組織的な教育の存在の認識につい

ては運転経験の有無によって大きな差異はなく，およそ 7 割近くが組織的な教育が存在しなかったと回

答している．「教育があった」と回答した職員に対して，その教育の効果について尋ねたところ，こち

らも運転経験の有無によってその効果に大きな差異は認められなかった．教育の効果について「やや不

十分」もしくは「不十分」であると回答した職員はいなかったが，一番多い回答としては「どちらとも

いえない」であり，運転経験がある群で 6 名(66.7%)，運転経験なし群では 2 名(66.7%)であった．以上

の結果から，廃止措置に関する組織的な教育は一部存在していたが，その効果はあまりなかったと認識

されていると言えよう． 

 

 



 

 

表 12 廃止措置へ移行した時，廃止措置に関する知識・技術を身つける教育あったか 

あった なかった 合計

運転経験あり 9人 28人 37人

運転経験なし 3人 7人 10人

合計 12人 35人 47人
 

 

 

表 13 廃止措置に関する知識・技術を身つける教育の効果 

運転経験有無 十分 やや十分 どちらとも言えない やや不十分 不十分 合計

運転経験あり 2人 1人 6人 0人 0人 9人

運転経験なし 1人 0人 2人 0人 0人 3人

合計 3人 1人 8人 0人 0人 12人
 

 

4.4 廃止措置業務に適応するための自己学習と知識継承 

組織的な教育の効果がほとんどなかったとするならば，個人による学習によって廃止措置に関わる業

務の知識を獲得したと考えられるが，果たして本当にそのようなことが起こっていたのであろうか．本

調査では「プラント運転を終了したことよって，生じた業務内容の変化に適応するため，あなたはどの

ようなことを取り組みましたか」という質問を行っている．その結果をまとめると，運転経験あり群で

は新たな業務に適応するために大きく分けて 3 つの方法を取っていることがわかった．一つ目は OJT を

通じた業務経験からの知識の習得，二つ目は文献等や参考書を通じた自主学習，三つ目は外部機関での

研修や講演会を受講することによる知識の習得である．いずれも能動的に新たな知識を習得することで

業務の変化に適応しようしていることがわかる．一方で運転経験なし群は「安全管理課の知識・経験を

活かして廃止措置計画の安全評価業務に主担当として従事した」「プラント運転時代の必要な知識を廃

止措置に生かすことに取り組んだ」など，運転時代の知識を活用することで廃止措置業務に適応しよう

としていることがわかる． 

このように運転経験がある職員は能動的に新しい知識を獲得することで，「ふげん」新たに生じた廃

止措置に関わる業務に適応しており，結果的にそうした活動が仕事の有能感を下支えすることによって

世代継承性得点が下がらなかったと考えられる． 

知識継承行動と世代継承性の偏相関係数について，運転経験の有無に関わらず有意な差が認められたが

（表 9，10），運転経験のある職員における両者の相関のほうが運転経験のない職員よりも強いことが

わかった．先行研究の調査項目には仕事に関する知識の継承や職場における後輩の育成といった内容が

含まれていなかったが，今回の調査・分析によって，新たに知識継承行動と世代継承性の間にも正の相

関があることが判明した．また，廃止措置直後に，多く運転経験のある職員が他人に知識・技術を教え

る行動の回数が減ったが，知識継承行動の平均得点については運転経験の有無による有意差が認められ

なかった．ここから運転経験のある職員は廃止措置業務への転換によって新たに得られた知識を次世代

への知識継承していることが示唆される．こうした知識継承行動が実践されていることによっても世代

継承性得点が下がらなかったと考えられる．  

 

5. 結論 

本研究は，運転経験のある職員はプラントの運転に関わる知識を継承することができなくなることか

ら，知識継承行動と世代継承性が低くなるという仮説を立て，調査票調査によってこれらの仮説の検証

を行った．しかしながら，プラント運転経験の有無によって知識継承行動と世代継承性の平均得点に有

意差がなかったことから提示した仮説は立証されなかった．世代継承性得点が低くならなかった原因と

して，運転時の知識が現在の廃止措置業務に活用できていることと，廃止措置に適応するために能動的

に知識を習得していることが影響している可能性が示唆された．また，廃止措置直後に，多くの運転経

験のある職員が他人に知識・技術を教える行動が減ったと回答したが，現在の運転経験の有無による知



 

 

識継承行動の平均得点にも有意差が認められなかったことは，廃止措置業務に適応するために習得もし

くは生み出された知識が部下や後輩に継承されていることを示唆するものである． 

本研究では，当初設定した仮説を検証することを目的としていたことから，廃止措置以前に得られた

知識をどのように活用しているかという設問を用意しなかった．そのため，その点については十分に明

らかにすることができなかった．今後，運転経験のある職員を対象にしたインタビュー調査を行うなど

して，運転経験のある職員が運転に関する知識を現在の廃止措置業務においてどのように活用している

かを検討する必要がある．また，各尺度における因子の下位尺度得点を用いた分析や共分散構造分析を

用いることによって，世代継承性と各因子の相関の強さ，および因果関係を明らかにする予定である． 
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