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はじめに

海軍における研究報告は部外秘となっており，その配

布先も少数の部内に限定されていた。 1935年，東京文理

科大学での第5回日本心理学会の|燦，松本亦太郎先生が

挨拶の中で，海軍における心理学的研究の公表は許され

ないが，進展は著しい，と述べられたことがあった。そ

して，その後の数多くの心理学的研究資料は終戦直後，

命によって殆んど焼却されてしまった。

しかし，偶然の機会に疎開した荷物の"1"から見出され

た一部の資事|に基づいてまとめてみよう。

A.海軍における応用心理学のあゆみは次の 3期に分

つことができる。

第Ll初 1916年 ~1931年

この期間は心理学専攻者が海軍に常勤することはなか

った。海軍土宮が東大心理学研究室に!i)忠誠生あるいは専

科学生として出入し，具体的な研究や実施は主として海

軍士官が行っていた。

そして，1931年には軍縮の影響を受けて，/1佐一人の下

士宮を残して，心理学関係の士官は全部他に転じてしま

った。その頃関係していた心理学者に，松本亦太郎，問

中克一，寺沢j藤男，増田惟茂，城戸幡太郎，淡路円治自11

等の名が見え，次のごとき研究報告や施設が記録に残っ

ていた。

1916年電信符号に関する実験心理学的研究 (IEI:I"J:!:

1920年航空者の選抜と心理的実験(海外報告) (松

ド中京大学文学部

Faculty of Letters， ChuJ王yoUniversity 

本亦太郎)

1918年~ 1924年 海軍省内に実験心理学応用調査会か

ら適性検査官11設置

1924年 掌電信兵志願者適性検査実施開始

1925年海軍技術研究所適性検査部設置

1925年~1927年 各年度別における掌電信兵志願者適

性検査について(辻回正一)

1927年 飛行練習生採用における普通学試験について

(富永品三)

1928年脱船服装上の心理学的考察(岡野篤)

1930年飛行予科練習生(少年飛行兵)採用適性検査

実施開始

海軍軍楽兵志願者適性検査開始

第lI:lIJJ 1932~ 1941年

心理学専攻の文官を常勤にして研究と実施を担当させ

る方針となった。

1932年 海軍技術研究所理学研究部実験心理室が設置

され，兼子'113"が海軍最初の~~'似j心理学者となる。

1933年 海軍砲術学校実験心理研究室が設けられ，鶴

田正ーが常勤者となり，翌年海軍技術研究所の派出

所となり，土井友次郎も勤務する。

1935年横須賀海軍航空廠医務部に実験心理班を 設

け，望月衡が勤務したが間もなく陸軍に召集され，

その後，荻原正治， 久保舜ー， 111被消道， 遠藤辰

雄，荻野折、一，西村忠恭がl隊員となる。

1940年 土浦海軍航空隊に適性部が設置され，海軍飛

行予備士宮となった荻原正治が配置される。
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表 1

'33 '34 '35 '36 '37 '38 '39 '40 '41 '42 '43 '44 '45 

泉計人員 l 2 3 7 9 11 18 21 38 69 108 119 

この内予備士官 (6) (13) (36) (75) (80) 

表 2

心理学専攻者 補助員技工士 下士宮兵 計

航 空関係 61 1，110 380 1，551 

技研関係 57 97 154 

言1・ 118 2，207 1，705 

ド全国12カ所の海軍予科事11航空隊に 1~2 名配属する

1941年 海軍技術研究所実験心理独立棟新設，当時ま 攻隊員の選別適性検査を行うとしていたが，B29による

でに，海技研に関係していた心迎学専攻者l隊員，兼 大空襲， 3固にわたる波状爆撃を受けて，心理学関係、を

子宙，鶴田正，宇津木保，瀬川良夫，久保良敏， 含めて，その機能は停止してしまった。

後藤畳一治，清宮栄一， 小西忠良，安藤瑞夫，柿崎祐 また，海技研も改組を行い，在京知名の心理学者をも

第mJllI 1942~1945年(終戦)

1938年から1942年にかけての鶴岡の調査報告『ドイツ

軍部における軍事心理学者の養成及ひ'任用について』

『欧米各国軍部における実験心理学の応用状況j]11各国に

おける航空適性研究情況』が契機となって第11述空にお

ける会議よ り，心理学専攻学士を文官技師の外，予備士

宮として採用してゆくこと になり，航空関係は1942年か

ら土浦に海軍航空適性研究所(終戦直前に航空要員研究

所となる)を設置すること になり，横須賀航空廠の実験

心理班全員，海技研実験心理の一部員を土打liに集め，研

究機関と全国12カ所の予科練航空隊に実施機関と しての

適性部を設けた。なお海軍各術科学校と海軍工廠その他

の関係は海技研を中心にして派出機関を設けた。 1943年

には高木賞ーも土空常勤と なる。

B.海軍における心理学関係専務者の維移と終末

1932年以降の心理学専攻者の推移を示せば表 1のごと

くである(教育，社会の専放者も若干含まれている)。

終戦直前における状況を補助員を含めて見れば，表2

のごとくである。

そして， 1945年2月3日には海軍として末官有の飛行

予科練志願者の採用適性検査が行われた。これには，常

置の適性関係係、職員， 同補助員の外， 特に， 下士官， 兵

380名を土空に集めて 1コ分隊を編成し， 1カ月間の速

成教育を行・って，樺太，朝鮮，背島，天津，済南，上海

を含めて，全国約45万名に及んだ応募志願者をわずか 1

日で一斉に検査したのであった。

しかし， 1945年 6月10日(日)土空は当日早朝より特

動員してl属託，顧問と して， 最後のあがきを示したが，

それも計画のみに終って しまった。

そして 8月15日の終戦後ぼう大な各種の資料，機材

は殆んど焼却あるいは破壊されて しまった。 かく して

1945年10月末日，残務整理も終え，海軍における心迎!学

関係の機構は完全に解消してしまったのである。

c. 研究機桝と研究項目 (1944~1945年)

1 .土空関係 (1)操縦，(2)偵察，(3)航法，(4) 

通信，(5)射撃， (6)爆撃，(7)高々度飛行， (8) 

戦場心理， (9)航空事故， (10)体格気質，(11)航

空知能。

II.海技研関係、

a 基礎部門 (1)抽出視， (2)見張，発見，(3) 

時中視力， (4)瞬間照明とl皮惑効果， (5)ステレオ

視，(6)聴音機能， (7)抽出聴力， (8)対空用機銃

に関する1fV)作

b 工場部門 (1)工場能率診断， (2)女子労働力

の限界， (3)徴用工員の生活， (4)見習工員の採用

適性配置

c 各市I~科学校班

そして，終戦直前は戦場心理，空ij袋，海戦，I盗i滋，奇

音|兵器，神経戦兵器，謀略，思想、戦，特に，流言，恐怖，

暴動， 宣伝技術などを海技研関係は計画していた。

D.実験心理学応用の成果

1. i){ll ~g作業，海軍において，刻々変動する目標の測

定について研究されていた測距儀には 17種類もあった

が， 1936年当時使用されていたのは正立上下二分目椋映

像の合致式訓1I距儀とステ レオ式測距儀であった。



a.合致式測距法は目標映像を常時合致状態に操作す

る保続測~f:!法であったが常時分間fg状態に しておいて， 必

要時に合致させる分離iJllJ距法は合致判断の可知闘の弁別

度が 1(2となり ，誤差がはるかに小になることが実験的

に証明され，従来の保統制I距法を分自ftiJ!リ距法に改めた。

b.ステレオ式測距儀については，従来，測sf:!不能者

が静止目標について約3%，移動目標について約18%を

生じていたが，適性検査導入後は皆無となる。これが海

軍に常勤心理学専攻者の増員のきっかけにもなった(合

致式測距の優秀者にもステレオ式浪IJ距の不能者もあっ

た)。

II.電信作業，海軍における心理学的研究は古く，

田中克ーの詳細な報告があり， そ の後，安藤議次郎

(1919) ，海軍外では若林米吉， 川島鹿後(1924)，淡路円

次郎 (1926)の心理適性研究があるが，いずれも海軍の

実用送受信における心理的機能の生動的な解明，体験が

足りないものであった。

そして，モーノレス符号の訓練法も， トツ一法，合調音

法，固有背法と種々な方法が実施されていたが，いずれ

も低速度における視覚的符号の伴う分析的なH音記からは

じめて，高速度における敏速なリズムの流れの中の直観

的全体的音像の形態的弁別把握に移行せねばならないた

めに，符号音→視覚表象→音g対巴慢の態度から視覚的符

号表象を排除して，符号音リズム即意味の直接的結びつ

きに対し，すなわち，海軍の実用送受信に進むにつれて

障害となる状態を生じていた。

そのうち， R. A. Biegel， L. Koch等の受信作業に

ついての周到な心理学的分析は，低速度受信から高速度

受信に移行する|祭の障害の壁を見出すことに成功した。

その壁は欧文符号で 50~ 60字/分にあり， それ以下の速

度では熟練者は却って受信が不正確になることも判明し

た。

a. T式(世論回)新受信訓練法， この Kochの研究

にヒン トを得て，最初は視覚的符号を用いず，実用速度

における音像の差の弁別からは じめて，一つずつその音

像の意味を知らせて，一つずつ符号を;11]えてゆく新たな

T式音感訓練法を通校，土空で，毎期全入校生の半数に

試み，この研究の進展に基づき，従来の訓練時間， 450 

lI~j 問から 100 11寺問(訓練期間に して約 2 カ月)短縮して

350 時間にしてみたが 3カ月前に入隊した従来の方法

による練習生よりもはるかに好成績を示し，特に，11音記

受信において顕著であった。そして，終戦前予科練航空

隊の受信訓練は全面的にこの新方式に切替える準備をし

ていた。

b. T式適性検査法，適性検査導入前 (1916~1919)

( 29 ) 

の技制li不良による淘汰者は毎期平均12%であったが， 11:1 

適性検査導入後は 7 ~ 8%に減じていた。 しかし， 低速

度における抜仙との相関は相当にあったが，実用速度に

なると殆んど関係がなくなっていた。そこで1939年劃期

的なT式適性検査(音形態弁別を主とした聴受信に， f，間

i欽H音禁t，府、党表象，書字速度も加えた検査)にしたとこ

ろ，淘汰者は 1%に減じ，さらに，その改良と T式音感訓

練法と相侠って 1.943年後の淘汰者は0 .34~0 . 13% と減じ

てゆき，実技価との相関は初期より終期に高く 0. 8~0 .90

にわたっていた。

c.送信訓練についても，従来の縦電鍵による圧下王に

あるいは反動式に対し，複式横電鍵にして音感式訓練法

に合せて試みたところ，最初から従来の低速度からでは

なく，高速度から始められたが，終戦となってしまい，

その成果は残っていない。

E 艦砲射撃作業 これは次のごとく ，複雑なチーム

ワークである。

(1) 砲術者が関係各兵員より通報された風向，風速，

tlsi針，艇速，的針，的速，~f:!l4ff，等の射撃諸元より算定し

た結果を高所の射撃指揮所における方位盤射手に伝え

る。

(2) 方位盤射手はこれに基づいて，射撃諸元を調整

し， 左右，上TIこ動揺している射撃目標を左手で術仰，

Jl肉体で左右に旋回を行い，照準鋭内十字線の中心に保続

する。

(3) この際，艦内各砲側の両側に組となって位置す

る砲側射手と旋回手は直接目標を見ることはできず，方

位盤射手のj操作により，目標の上下の動きと左右の!fY1き

とが，それぞfれ別々の指針のlIEhきとなって伝えられる。

(4) これを砲側における射手と旋回手はハンドノレに

よって砲口を示す追尾針により追従し"弔'に合致してい

るように保続操作する。

(5) 方位盤射手は，目標を 1-字線の"IJ心に保ちなが

ら，テ，テ，テ，テーの合図をすると共に，その問に機

を見て右手にて引金を引く。

(6) この際， 砲側における射手と旋回手とのそれぞ

れの操作により指示針と追尾針が合致しておれば弾丸は

発射される。

(7) 弾丸は別の兵員の操作により弾庫より充てんさ

れる。

(8) 弾差は遠，近，狭差等を観測機などから砲術長

に報告され，砲術長ーはこれを修正して，射撃指揮所に伝

える。

射撃の効果はこれら関係兵員の|圧盛な戦斗精神に基づ

くチームワークによる。
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これら射撃関係者の適性検査種目では，射撃班(保続

動作，追針動作， 協応11VJ作)，訊.IJ的班(抽出視， 合致調

節，ステレオ視)，対空班(音方向判断)，陸戦班(/盗方

向判断)等が特に効果が認められ，成績の向上率は14.3

%であった。

かくて，砲校練習生専修別適性配分検査の実施とな

り，毎期約1500~ 1900名の入校時に行い，その各成績の

プロフイノレに基づき専修別の配分を行って，適材適所の

目的が遠せられたと砲校では終戦まで続けられた。

1V.航空作業

a 航空適性模索邦l松本亦太郎が海外視察から帰朝

して，海軍に対しての“航空者の選抜と心理的実験の報

告"(1920)には次の項目があげられている。 (1)知覚

検査， (イ)遠近知覚調節の時間的測定， (ロ)鳥l敵図的

地図に対する知覚， (ハ)酸素欠乏の視知覚に及ぼす影

響， (ニ)相対的速度の判断， (ホ)自己身体の位置に対

する知覚の鋭鈍， (へ)回転台による隊最の抵抗， (ト)

身体旗振時の視聴覚反応。

(2)動作に関する検査， (イ)直立安定， (ロ)協応動

作， (ハ)握力打続， (ニ)操縦梓の運動距離や抵抗感の

大小。

(3)酸素欠乏と心的作業 (イ)加算， (ロ)連想，

(ハ)書字時間とその巧拙。

(4)情緒テス ト

b.航空適性検査試行期

その後，東大心理学研究室のメンバーと海軍士官とが

協力して，飛行練習生に対する心理検査をパラックセッ

トにて毎年研究的に試みた。

1927年の資料によれば，操縦不良の故に淘汰されたも

のは，第10期生34.6%(卒業者 17名，淘汰者9名)，第

11期生54%(卒業者22名，淘汰者26名)に及んでいる。

そして，採用時の試験成績をみると第10期卒業者181.0，

淘汰者186.4，第11期卒業者154.2，淘汰者 157.2で卒業

者成績が淘汰者の成績より劣っていたほで、どあった。そ

の後1930年よりいわゆる少年飛行兵の乙種予科練習生採

析，行動分析，表情分析，生活史に分けられ，いずれも

日常生活に密接に関連させて判定している。約 500名に

対しての実施報告は非常によい成果を示している。

(2)イタリー，第 1次大戦時には独創的なものが見ら

れ，その後日本でも利用した処置判断検査はここからの

ヒントを得たものである。第2次大戦時にはドイツの方

法を踏襲していた。

(3)フランス， A. Donatの対空見張員についての研

究報告では，わずか45分の数種のテストで数カ月教育後

の成績を予測でき， 26名の順位相関0.78となっている。

(4)アメリカ， 1940年11月非常時心理学委員会が開か

れ，国民的危機防衛のため軍事上各分野にわたって，心

理学的知識の動員が行われ，当時航空に対し有効と称せ

られた適性検査は11項目挙げ、られており，そのうち特に

6項目の組合せによる検査の効果が著しく，技何に対す

る相関は0.70であった。

そして，かつては航空志願者にて身体検査に合格した

ものは20%，そのうち， 44~87%は訓練中に失敗してお

り， 1925年以前は神経的心理的障害者は80%も出現して

いたが1939年頃は，適性検査の効果により 5%に， 1940 

年には 1%に減じたといわれる。

このアメリカの適性検査の特色は特殊能力の個別的検

査とともに，ペーパーテストを全面的に併用し，検査成

績はすべて客観的に数量的に綜合して処理する点にあっ

た (1941年)。

(5)イギリス，第 1次大戦H寺に実施された心理適性5

項目の効果は次のごとく報ぜられている。大戦時におけ

る英空軍の死者は

第 l年戦斗に原因するもの 2% 

機材の故障によるもの 8% 

当人の個人的原因 90% 

(このうち本人の不適性) 60% 

そして，身心の適性検査を厳にした結果

第2年には不適性に基づく事故は 20% 

第3年には 12% 

用H寺より毎年東大のメンパーで心理適性検査が実施と研 に減じたとのことである。

究を兼ねて行われるようになヮたが1第期採用者74名が d. 日本海軍航空適性検査実施期

卒業H寺に43名(58%)に減じていた。 1942年，海軍航空適性研究委員会が設けられ，そこ

C. 海外における航空適性 で，決定した適性検査は次のごとくである。

(1) ドイツ。多くの心理学者が研究しているが，全般 (1)第1次心理適性検査，徴募時に各地方を巡回し

の特色は名人の選出よりも全体的質の向上を目指し，特 て，航空兵として採用予定の約 2倍の候補者を選定し，

に，不適者の介在しないように努めている。各検査成績 これを各予科練航空隊に収容し，約 1 週間~10日間で採

そのものの数量的判断よりも検査遂行中に示す全体的態 否を決定できるように，検査器と担当員を準備する。

度，遺り口，経過等に重点をおいて，性格的，気質的*1] (2)採用H寺第2次心理適性選抜検査， (イ)操縦動作，

定を重んじている。そ して， 心理検査の分野は知能分 (ロ)協応操縦ID)J作， (ハ)複雑選抜反応， (ニ)処置判



l折， (ホ)速度目淑1/， (へ)形態記憶， (ト)通信適性，

(チ)航空知能，の 8項目であった。

(3)操縦，偵察，整備専修適性配分検査。

各予科練入隊6カ月後，海軍航空一般常識を得てか

ら，次の成績を加味して，専修決定を行う。 (イ)地上

計器保縦演習機による無視界盲目飛行。(ロ)有視界飛

行による適性判定。(ノ、)練習機上における適性成績。

(ニ)通信適性，(ホ)学科成績， (へ)本人の希望。(ト)

人物記録。

e.航空適性検査の実施効果

こうした適性検検査による採用後は，不適者の出現率

は5%となり，単独飛行までの訓練1時間は約35%節減さ

れた。これは航空機および訓練法の進歩の影響も多分に

含まれていたであろうが，かつて， 58%も淘汰者を生じ

ていたことを思えば，えずI適性検査法の実施効果は著しか

ったものといえよう。

f .着手しかけて研究項目

(1)偵察関係 (イ)同時的多重作業， (ロ)関係推理

判断，(ノ、)抽出記憶， (ニ)内田クレペリン作業素質，

(ホ)偏流角測定， (へ)平衡定位(空中動態における能

動的な水平定位)， ( ト)視一I隠-1~1t系の!fYJ態における矛

屑の克服， (チ)タイミング、判断， (リ)複雑な態勢中の

所要判断，(ヌ)騒音弁別。

g.綜合的航空適性検査器の作成

航空における心理的機能は，孤立がJに単独に抽出して

行う検査以外に各要因がダイナミックに綜合的に相関連

してはたらきあっている流れの中で，所定の機能を判定

しよう とする計画をたてた。すなわち，操縦作業遂行中

における所定の反応，所定の注意，所定の計算あるいは

これらそう入作業のための操縦動作の変化，また，偵察

作業遂行中における送受信能力，関係推理判断，抽出記

憶，偏流測定能力等やその SpareCapaci tyを判定する

こと が重要と考えられてきた。そ して，当時の地上演習

機をこの目的のために改作して，綜合的航空適性検査器

2台の試作を完成したが研究に着手しないうちに破壊さ

れて了った。

h.低圧タンクの作成，急速度で低圧になってゆく と

きの身心機能の変化を，山被清道自 らの誤操作による意

識そう失に至るまでの高度を体験し，個人及びグノレーフ。

での作業における心身機能の測定を試みていた。

V 見張作業

艦隊における見張作業は外面的にはきわめて単純な待

機的なもののように恩われるが，その内面は一瞬の精神

弛緩をも許されない緊張持続の看視作業である。その主

要な必要機能は目標発見に対する昼夜間視力，抽出視力

( 31 ) 

注意の集中分配(その恒常性と機敏性)般船識別に対す

る記憶，判断，識別カ，動静判知と目測に対する精度，

叙述能力と信頼性であり，適性検査項目としては，抹消

検査，瞬間視|札抽出視闘，微光I:I:¥!見t1jjすの発見定位，

H音中視力，対比感度，光党力等が試みられた。

フランスの見張作業の検査も試みた，しかし，技何成

績の客観的評価が困難なために，その成果は判明しない

ままで終ってしま った。

夜間視認法の訓練では，周辺視，11音順応，般船識別に

ついては相当の効果が認められたが，錯誤防止訓練，空

間定位，形態知覚についての成果は判明していない(織

田'久保→柿崎)。

VI 発光信号作業，発光信号送受信は電信作業と同様

にモールス符号によるものであり，その符号の椛成因子

も同級であるが， 1+J号の受信を視党により行うところに

心理的差異を生じている。

(1)すなわち聴党を通じての電信符号の受信の場合は

耳で符号を把えながら限は手もとの用紙に注ぎ，その意

味を干5・きとることが出来るが，視覚を通じての発光信号

の受信の場合は限は 'I~~.に発光信号に向けていなければな

らないために，手もとを自由に見て書く ことができな

レ、。

(2)音刺激に比して，光WIJ激による点滅，フリッカー

融合関値は周期が長・い。

(3)符号の把握にl界目が影響する。

これらのために， 発光信号受信速度は聴受信に比して

著しくおそい(聴受信約100字/分に対し発光受信50字/

分)。

かくて，符号形態化の問題として，点滅弁別カ，点滅

弁別闘の測定(最高閲，最適時)連続呈示される点滅光

点刺激の形態化等の研究から電信符号の音を光に換え，

さらに，短文記憶，置換(文字→数字)固執性等の検査

を加え，発光信号受信適性検査7項目を梢成して試行し

た。 卒業成績との相関は0.30~0.46ほどあったが，詳し

いl吟g去の資料は残っていない(鶴岡→久保)。

VlI 軍楽兵 1924年から徴募時に増田惟茂の考案の適

性検査によって選抜されることになった。その後，毎年

海兵団で成果を検討しては，改良していたが， 1940年当

時の検査項目は(イ)聴音(音の高低判1m-)， (ロ)口唇

(ラッパの口金に腐を結んであて， 唇の聞から舌の先で

ツツツとできるだけ早く息を吹き入れさせ，これを繰り

返す，(ノ、)手指の折りまげや各指での打Ilj]などから，

4種の着眼点に基づいて成績を評価する。

成果:の資料は見当らないが，1933年増田惟茂の言では

『海軍の適性検査で最も早く成功 したといえるのは軍楽
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兵に対するものである』とのことであった。

VJ[ 工作兵海軍工廠見習工員に対する職種別適性配

分検査法の実施効果が認められたことから，これを簡略

して，海軍工作兵志願者にも，徴募11寺に特殊適性検査と

して導入の要請がされ， 1939年より試行， 1940年より実

jiI!iとなった。

これは一般適性検査終了後，工作兵志願者に対して工

作技何2カ年以上の有経験者と無経験者とに分け，次の

7種の専修別について行う。 (イ)機械， (ロ)鋳造，

(ノ、)木具， (ニ)板金， (ホ)鍛冶， (へ)仕上，(ト)

熔接。

経験者に対しては，専修別にペーパーテス トにて，工

作知識，工作法，用語などを主p;答させる。さらには，特

殊適性検査として，工員職種別適性検査種目のうちから

簡略して，両手協応検査，指先検査，調節検査の 3種目

をl組の個別的器具検査にして，各検査とも 6分間の時

間II，IJI浪でパラ レノレに行う。

成果， '1940年の実施資料をみると，志願者3052名中採

用者 829名となっているが，卒業成績と検査成綴との関

係は専修別によって異るが，全般に高くなっている。す

なわち，特殊適性検査成績の下位のものは，工作技術も

下のものが多い，そして工作技術の経験の有無，田舎地，

都会i他出身別の成績の問には有意差が認められない(鶴

田→中島)。

区 工員職者間IJ適性配分検査法

この研究の目的は， 学科試験，一般知能検査，身体検

査，人物考査等を経て，見習工員としての教育に堪えら

れるものとして選抜採用されたものに対して，さらに各

人の適した職種への合理的配分法を案画するこ とに あ

る。

研究手続，1935-1937年にわたって，現場技術者，熟

練工，専門心理学者よりなる委員会組織で研究を行っ

fこ。

‘各種の主要作業につ いて， これを心理学的類型に分

け，この類型に対する検査方法，検査用具を案闘し，そ

の標準化及実施規格を作成した。被検査者は経験，作業

環境，年!鈴等が技何成績に及ぼしている影響を避けるた

め，同一工場で，同一作業に従事し，同一程度の経験を

fJiみ，技側よ下の判明している見習工出身者より 15対選

出した。そして1938年より実施に移った。工廠における

職種は40余りの職名に分けられるが，とりあえずその代

表的な主要作業 10穏を次のごとく選定した。(イ)製図

作業， (ロ)現図工，(ハ)火薬装填， (ニ)施Ijjjt， (ホ)

手仕上， (へ)鋳造， (ト)管I， (チ)鍛冶， (リ)製

缶， (ヌ)熔接， これに対し， 知覚機能検査10磁，知的

機能検査6種，技能的機能検査7種，身体運動機能検査

4種計27項目の検査器具を考案して研究実施し，その成

績を標準化して原点成績を算出する。 さらに，技1m1戎

績と適性検査成績との相関 (P)，技何上級の検査成績の

高さ (H)，技何上下組の検査成績の1腐り (A)の3指数

から総合指数s=__lH+1A+2Pを算出して，これ
6 

を修正して原点成績に釆じ，月?占種別のウエイトとする。

かくて，職種別に算出された総合成績の比較により，職

種別判定法を作成した。主検査6項目で類型を 3大別

し，高IJ検査7項目の成績で10細別して適性職種の順位を

定めた，この適用は客観的に適材適所の配置をなし得た

と好評を得たが余りに機械的であった。さらに1942年安

藤瑞夫の改良が試みられたが，その成果の資料を得られ

ていない(栄子一鶴岡一中島一安藤)。

X 不眠の実験

戦局がたけなわとなって，人間の身心機能は不!民に

よって如何なる変化を生じるで あ ろうかということが

問題となり，その研究が要請された。 そこで，1944年

9月18-22日にかけて，98時間1の継続絶対不眠男子群5

名 4時間制限睡眠男子群5名 4時間制限睡眠女子群

5名， の3組計15名の18-21歳の健康な海軍技術研究所

工員よりの志願者を選出した。これに対し負荷作業とし

て通信機分解作業，木工作業，印字作業を行なわせて連

日， 昼夜2回にわたって，身心機能の変動を継続的に測

定した。

a.心理的検査 (23種目)

(1)聴覚機能検査し 最大感度，検査 2，聴(7J

(2)視覚機能検査3，色彩感覚，検査4，交照度，

検査 5，視力，検査6，蓋外線感度。検査 7，11長

調節，検査 8，潜伏斜視， 検査 9，11音順応。

(3)運動機能検査 10，直立安定，検査 11，協応動

作，検査12，重量弁別，検査13，実体日iJllJ

(4)統党機能検査14，光音二重弁別，検査15，二重

作業，検査 16，加算作業，検査 17，記憶t，検査

18，形態盤，検査 19， カー ド分類，検査 20，

PGR. 

(5)定時検査21，抽出聴力， 検査22，直接記憶，検

査23，握力。

b.生理的検査 (6種目)

検査24，1唾液反応，検査25，血圧，検査26，尿，

検査27，)派樽，検査28，体r.ffiL検査29，体重

C.作業能率測定4種目

検査30，電気機器分解，検査31，木工作業，検査

32，告:学作業， 検査33，印字作業。

こうして， 総計33種目の測定を行ったa



d.成果の慨要

(1)心理!検査

Il~r眠不足による精神機能の低下は全般的に不l民組には

明らかであるが， 411寺問l睡眠制限組には余り明らかには

現われていない。しかし不i民組でも受動的な検査は第3

日以後にと きどき居眠りに入 り，不能となることもある

が，平常時より多少低下する程度にて遂行しうること が

認められた。これに対し，能動的に注意を配分し，頭脳

を似jかすような作業は不眠により著しい影響を受け，日

時の経過するにつれて，その錯誤に陥る傾向が増大して

いる。各穂精神機能は実験終了後，第3日目の検査にて

ほぼ依復し，第5日目の検査には完全に平常状態を示し

た。

(2)生理的検査

(イ) 不I民組はいす三れの生理的検査にも著しい変化を

示したが， 41l守問11延|民組男子の変化は最少であり ，女子

組はその中間を示した。

(ロ) 生理的変化の個人差は，各組問の差より小であ

る。

(ハ) レントゲン所見は実験の開始前と終了後におい

て，なんらの変化も認められない。

(ニ) 不眠による生理的変化は，実験終了後第 3日目

の検査におおいて全部平常状態に恢復した。

(3)作業能率

(イ) 全般として短期間の実験という特殊条例このた

め，作業者の異常の緊張努力により表面上の成績には明

らかな能率低下の傾向を示していない。

(ロ) 作業者の倦;怠によ る遊休， 疲労による休息等の

時間は増大せず，むしろ一刻の休止も睡魔のおそうとこ

ろとなるため，かえって，一瞬の休止もなく作業をする

こと に努力し，全体と して実働時間率は80%を下らず，

印l寺の経過とともにむしろ若干の上昇傾向さえも示し

7こ。

( 33 ) 

(ノ、) 作業の出来高をみても，上記と同ーの理由によ

り，不|民による作業量低下の傾向は示していない。

(ニ) しかし，作業の出来ばえ，誤作，失敗等の錯誤

件数等より見るとき，はじめて， 不"民によるこれらの成

績の漸次的悪化の傾向が若干認められる。

(ホ) 被験者の内観，行動観察から推してみると，不

!民組の作業能率は実験成績上には低下の兆が現われてい

ないが， tr~ 4日目は極限に近く，被験者は作業中極度の

努力にもかかわらず，居眠りに陥ることが多く，実験者

よりの刺激，激励により ，ょうやくこれにうち克つ作業

を続けるようなことが頻繁に生じていた。作業者の自発

的努力のみでは，既に第 31:1目以降は作業遂行不可能の

状態にあると断ぜられる。

(4)終りに

実験終了後，第 1日に不|民組は平均19時間，制限睡眠

組は14時間の睡眠を とり，不i援組の中には連続20時間以

上の長H寺間睡眠をとるものもあった。

第 l日の|睡眠，休養により ，頭痛等の身体的異常は消

え，元気もほぼ依復したが，11重たさのJ惑は最もおくれ

て，第 3日まで残存していた。(担当者，心理関係， 兼

子市，中島義行， げ7宮栄一， 霜山f忠商， 阿古t弘， 吉田

博，}J~岡野直， 初1I生淳]銭， 牧田稔， 安藤公平， 林美和I

勾t，進土益太，医学関係，越智逸男， rlli!@[I情夫，技術関

係，井上繁弘)。

以上が終戦までに海軍が到達して，記録に残っていた

研究の大要である。すでに， 35年以上の過去とはなり，

いまから顧みれば幼稚な面が多かったが，電信作業と航

空作業についての研究は当時アメリカよりも高く 評価さ

れていた。これ以外のいまは優秀な有名人となったひと

たちの多くの研究が焼却されて しまい報告できないのは

残念である。 (1980.9. 15) 
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