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本研究では, サイクルタイムが短く, 短期

間の訓練で習熟する技能の習熟過程において, 作業行動と作業結果に対する"作業者の自己評価と作業意識"の構造化過程を明らかにしようとした. 技能として電子機器のハンダづけ
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64

67
68
69
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