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教材 A 

テクニカルコミュニケーション 

第 1 回（2019 年 4 ⽉ 11 ⽇） 

担当：池⽥光穂・⿊⽥聡 

テーマ：テクニカルコミュニケーションとは何か需要、社会的貢献、技術、適⽤例から学ぶ 

相⼿が知りたいことに応える技術「テクニカルコミュニケーション」の概要を事例を通じて
学ぶ。また、AI 活⽤が進む時代の知的業務に携わる産業⼈に求められるコミュニケーション
技術に触れるグループ討論を通じて、本授業を学ぶ意義を確認する。 

 
 

■⽬標 １．コミュニケーションの重要性を知る 

２．テクニカルコミュニケーション技術の定義と概要を知る 

３．事例を通じて、社会における適⽤状況とその必要性を知る 

アイスブレイキング＆ワーキング（課題） 

２⼈⼀組になり、以下のような状況設定で対話劇を交互に演じてください（3 分）。 

A さん B さん 

昨夜、親が⼊院することになり、⾒舞いに病
院を訪れた。１階の受付で名前を確認し、家
族であることを告げると、４階の病棟にある
病室に在室していることがわかる。４階にあ
がりエレベーターを降りたところ、看護師で
あろうと思われる初対⾯の B さんに声をかけ
る。 

１階にある外来診療部に所属する看護師さ
ん。年齢 38 歳。診療の結果検査⼊院すること
となった患者を 4 階病棟に搬送し、引き継ぎ
をした後で１階に戻ろうとしてエレベーター
を待っている。 

会話 A 会話 B 

「あのう、すみません。昨夜⼊院した⼭本真
澄の家族の者ですが、⼭本の病室はどちらで
しょうか？」 

 
 

「ああ、ありがとうございました」 

「はい」 

 

「ここの病棟所属じゃないので、わかりませ
んねぇ。あちらに⾒えるナースステーション
の看護師に聴いてください」 

「はい」（下りエレベーターに乗る） 

 
 

■会話をした後に次の課題についてお互いに対話します。 

（１）A さんが、このコミュニケーションで期待するものは何でしょうか？ 

 
 

（２）B さんが、このコミュニケーションを通して、学べるものがあれば、それはなにか？ 

 
 

（３）A さんは、B さんの対応についてどう思うか。考えられるすべてのパターンを書き出し
てみよう。 

  



テクニカルコミュニケーション(表現術)  

Art of Expression: Technical Communication, 2019 

 2

教材 A 

■講義 01 

・コミュニケーションにおける、受け⽌め⽅の多様性を認識する 

・「説明する」と「理解させる」ことの違いを理解する 

・伝える側、伝えられる側の双⽅が、期待通りの結果を得るためには、コミュニケーション技
術が必要である。 

 
 

■グループ討論課題 01 

 先の⼈とは異なるパートナーをみつけて、同じようにそれぞれ A さんと B さんを演じる。そ
のあとで、以下のテーマでグループ討論をおこなう。 

（４）コミュニケーションという観点から、B さんの対応に含まれる、どの「⾔葉」が、両者
の理解の相違をもたらしたのか／もたらしていないのかについて考えてみよう。 

 
 

（５）B さんはどう答えるべきだったのか、もし、改良して、両者の間に「より良好な」コミ
ュニケーションがあるとすると、それは何か？ 考えてみよう。 

 
 

■講義 02 

・メンタルモデルで考えるコミュニケーションとはなにか 

・認知科学（認知⼼理）とメンタルモデルの関係とはなにか 

・ヒューマンエキスパートとは誰のことか 

・メンタルモデルの違いを想定し、リテラシーの変容を促しつつ、つたえる技術とはなにか？ 

・コミュニケーションのエキスパートとは誰のことか 

・⾝近にあるコミュニケーション上の課題を考えることの重要性（道案内、スマホの契約など） 

・テクニカルコミュニケーション技術の適⽤の効果 

・認知がかわると、その後の⾏動がかわる 

・リスク（不確かさの影響）や不利益を軽減させることの意味 

・メンタルモデルの違いを想定し、リテラシーの変容を促しつつ、認知バイアスの存在を前提
に、伝えるべき源情報を作り変え、これをつたえること 

 

■グループ討論課題 02 

 本⽇のワークと、本⽇のレクチャーから学んだことを、３⾏にまとめて、それを発表しあう。 

１） 

 
 

２） 

 
 

３） 

 
 

■今⽇のキーワード： 

コミュニケーション、多様性、メンタルモデル、科学的・⼯学的視点、複合体を扱う技術 
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教材 B 

テクニカルコミュニケーション 

第 1 回（2019 年 4 ⽉ 11 ⽇） 

担当：池⽥光穂・⿊⽥聡 

テーマ：テクニカルコミュニケーションとは何か需要、社会的貢献、技術、適⽤例から学ぶ 

 

事例１： 

 

神奈川県⾵しん撲滅作戦 特設ページ（1/4） 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/cnt/f420454/ 
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神奈川県⾵しん撲滅作戦 特設ページ（2/4） 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/cnt/f420454/ 
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神奈川県⾵しん撲滅作戦 特設ページ（3/4） 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/cnt/f420454/ 
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教材 B 

 

神奈川県⾵しん撲滅作戦 特設ページ（4/4） 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/cnt/f420454/ 
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教材 B 

事例２： 

 

国⽴感染症研究所 ⾵疹とは（1/3） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/rubella/392-encyclopedia/430-rubella-intro.html 
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教材 B 

 

国⽴感染症研究所 ⾵疹とは（2/3） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/rubella/392-encyclopedia/430-rubella-intro.html 
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教材 B 

 

国⽴感染症研究所 ⾵疹とは（3/3） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/rubella/392-encyclopedia/430-rubella-intro.html 
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教材 B 

事例３： 

 

⻘梅市 ⼤⼈の⾵しん抗体検査および予防接種（1/2） 

https://www.city.ome.tokyo.jp/kenko/fushin.html 
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⻘梅市 ⼤⼈の⾵しん抗体検査および予防接種（2/2） 

https://www.city.ome.tokyo.jp/kenko/fushin.html 
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教材 C 

テクニカルコミュニケーション 

第 1 回（2019 年 4 ⽉ 11 ⽇） 

担当：池⽥光穂・⿊⽥聡 

テーマ：テクニカルコミュニケーションとは何か需要、社会的貢献、技術、適⽤例から学ぶ 

1. コミュニケーション技術の必要性 

 受け⽌め⽅の多様性 

⽂学：作者の意図、余韻と⾏間、読み⼿による解釈の幅と深み、満⾜ 

産業⼈のコミュニケーション：意思合意、合⽬的、効率、リスク軽減 

 説明すること、理解させることの違い 

説明する：制度の説明） 

理解させる：良き市⺠としての⾏動に誘う、リスクを回避・低減させる 

 双⽅にコミュニケーション技術が必要 

情報発信側：書き⽅（⾔葉の選び⽅）、描き⽅、配置の仕⽅ 

情報利⽤側：読み⽅、解釈の仕⽅、関係性の読み取り⽅ 

 技術情報（テクニカル〜）の存在 

やり取りする情報の中に、双⽅またはどちらかが知らない概念・⾔葉が含まれる 

コミュニケーションを通じて、リテラシーの変容がもたらされる 

科学、⼯学に関わる話題が含まれる 

→ テクニカルコミュニケーション 

2. 【メンタルモデル】 

⼈間が実世界で何がどう作⽤するかを思考する際のプロセスを表現したものを指す。メン
タルモデルが構築されると、慎重に考慮された分析に替えて⽤いられ、意思決定において
重要な役割を果たす。TC 技術には認知科学を通じてすでに取込まれている概念である。 

引⽤ 『製品・サポート情報のつたえかた コンプライアンスと校閲編（第 1 版）』206 ページ 

3. 【リテラシー】 

さまざまな意味があるが、ここでは情報リテラシーを指している。読解記述⼒（識字率）
を意味する literacy を語源とするが、現代では「表現されたものを適切に理解、解釈、分析
し、⾃分の⾔葉で表現したり判断したりする、個⼈の意欲や能⼒」を意味する。 

引⽤ 『製品・サポート情報のつたえかた コンプライアンスと校閲編（第 1 版）』203 ページ 
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4. リスク＝不確かさの影響 

リスクは⼀般的には危険とほぼ同義であると考えられているようだ。広辞苑第七版ではリ
スクの意味は「危険」である。また、三省堂スーパー⼤辞林 3.0 によればリスクの意味は
「予測できない危険」あるいは「損害を受ける可能性」である。「リスクがある」とは「予
測できない危険がある」と考えられている。では、国際規格ではリスクはどのように考え
られているのであろうか。前記 ISO 9000:2015 の定義は「effect of uncertainty（不確かさの
影響）」である。解釈のためのガイダンスである注記（Note to entry）には「影響とは、期
待されていることから好ましい⽅向⼜は好ましくない⽅向に乖離することをいう」と解説
されているが、何に対する影響であるかまでは書かれていない。リスクマネジメントの国
際規格である ISO 31000 の定義は「Effect of uncertainty on objectives（⽬的に対する不確か
さの影響）」である。リスクの定義は 2009 年の第 1 版から変わっていない。しかし、2018 

年版では注記が変更されており、定義の解釈が微妙に変化している。2018 年版の注記 1 に
「影響」の⽤語の解釈説明がなされている。それによれば、影響とは期待されている事か
ら乖離する事である。また、リスクは好ましい結果と好ましくない結果のどちらも⽣じう
るとしている。この説明は ISO 9000:2015 とほぼ同じである。 

引⽤ 『製品・サポート情報のつたえかた コンプライアンスと校閲編（第 1 版）』20 ページ 

5. テクニカルコミュニケーションとは 

法令要求に基づき、企業がつたえなればならない製品・サポート情報を、技術的に正確に、
かつ理解されるように表現してこれを必要とする者につたえる事を専⾨領域とし、製品の
⼀部としての使⽤情報の作成実務を担うとともに、製品とサービスの活⽤を通じた体験価
値の⾼度化と使⽤者保護の両⽴に寄与する事を社会的使命とする技術国際規格に即した⼯
程モデルを推進する技術である。 

引⽤ 『製品・サポート情報のつたえかた コンプライアンスと校閲編（第 1 版）』42 ページ 

6. テクニカルコミュニケーションの特徴 

多様な表現領域の複合体を扱う技術 

技術領域の範囲が広い 

幅広い視野が求められる 

⾼い創造性が求められる 

出典 『⽇本語スタイルガイド（第 3 版）』19〜27 ページ 
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教材 C 

7. テクニカルコミュニケーション適⽤範囲例 

 
出典 『製品・サポート情報のつたえかた コンプライアンスと校閲編（第 1 版）』15 ページ 

8. 需要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽂献 

1. ⼀般財団法⼈テクニカルコミュニケーター協会編著（2012）『⽇本語スタイルガイド（第 3

版）』⼀般財団法⼈テクニカルコミュニケーター協会 

2. ⼀般財団法⼈テクニカルコミュニケーター協会編著（2018）『製品・サポート情報のつたえ
かた コンプライアンスと校閲編（第 1 版）』⼀般財団法⼈テクニカルコミュニケーター協
会 

3. ⿊⽥聡・池⽥光穂（2018）「ドキュメントコミュニケーションの 4 つのリデザイン：AI 時代
に向けて」，情報処理学会研究報告 Vol.2018-DC-111 No.6． 

パソコン閲覧 スマホ等 

スマートデバイス
紙媒体 


