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北村晴朗先生にお教えいただいたこと

長塚康弘(新潟大学名誉教授 ・本学会名誉会員)

「心理学は理論だけでは成り立たなし、。生活や社会を考えに入れて研究しないと理論も確か

なものにならないと思う」。

これは，後に触れますが， 6年前に私が先生にお電話し，私どもの学生時代に先生が授業(演習 ・講読)で

ζ専門の人格心理学関係書に併せて応用心理学関係のテキス卜を多く使われたことについてお尋ねした折に

先生が話された言葉です。

私は本学会会員として幸い 50年間活動jを続けることができました。過日は名誉会員に推されて恐縮したと

ころです。このような光栄に浴することができましたのは，本学会関係者の皆さんのご支援のお陰ですが，特

に北村晴朗先生のご薫陶と七光りによるものと先生に深謝するものです。お通夜ではこのような思いを込めて

ζ尊顔に感謝の念を捧けました。今回常任理事会のお勧めにより追悼文執筆の機会が与えられましたので，こ

の機会に特に応用心理学研究を巡っていただいたこ、指導について思い出の一端を記し，先生のご冥福をお祈り

申し上けlたいと思います。

先生を偲ぶ

北村晴朗先生は平成 17年 7月 16日午前 4時 25分に永眠されました。享年 97歳で天寿を全うされまし

た。仙台からの言卜報に接し，残念の極み，先生もお年には11券たれなかったか，あの穏やかではあるが，力強い

理想、に燃えたお声に接することもできなくなったかと想い，断腸の思いで一杯になりました。

先生と最後にお話したのは 2年ほど前だったと思います。学務にかまけてなかなか仙台に行けずにおりまし

が，幸い仙台の近くでの学会の折にお宅に伺うことができました。医師のご令息のご診察もあり安心している

と仰り，ベ y ドの背もたれを上げて奥様と語り，微笑んでおられました。 ζ近著論文の抜き刷りを頂戴して1I1~

乞いをさせていただきま した。ご消息はその後訪ねられたという大山正先生にも日心会場で，1先生はお元気

だった」と伺っていましたので， 1一層のご活躍と私共への ζ指導を」と願い， 安心 しなが ら再度お話を伺うこ

とを待望していたのでした。

通夜および告別式の場でご挨拶に立たれた喪主，ご長男の正晴氏(東北大学教授)の言をお借りしますと，

先生は 11晩年においてもなお，心理学をこよなく愛し，心理学に浸り，お部屋に絡もって執筆を続けられた。
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そしてお名前の通り晴れやかに，朗らかに過ごされた」のです。そうであったろう，と私も思いました。

北村先生と日本応用心理学会

手元に北村先生からの封書(平成 10年 2月 l臼)があります。まずこれをご紹介しましょう。夜、が当時の

運営委員会の求めに応じてご執筆をお願L、した本学会のニュースレターへのこ寄稿文です。「この原稿を日大

の村井さん宛に送っ た」とあります。ニュ ースレ ターを遡ればどなたもお読みになれる文章ですが，北村先生

の本学会との関わりと学会に寄せられた期待のお気持ちがよく記されていると思われますのでここに引用し

たいと思います。

日本応用心理学会の思い出抄

日本応用心理学会に，在、がはじめて参加したのは 1956(昭和 31)年の 22回大会であった。大

脇義一教授が会長と準備委員長を兼ね， 11月3日4日の両日，東北大学を会場として開催され

た。プロクラムによれば，発表数は 198題，それに公開講演とシンポジウムー題が用意された。

懇親会は当時仙台市一流の料亭を会場として聞かれた。大脇先生は応用心理学と本学会には極め

て熱心で，研究室のほぼ全員を率いて参加するのが常であった。 1960(昭和 35)年からは，私も

その先脱にならって，丸山欣哉君，長塚康弘君らの諸君と共に，何年かにわたって研究室の成果

を発表した。題目は意識統御機能低下時(アルコール飲用時など)の行動の変容，に関するもの

と，自動車運転者の心理テストに関するものが主であった。

日本応用心理学会では，周到に用意され整った諸研究のほかに，自由な発想、による開拓的な試

みが比較的多く発表された。この点でも日本の心理学会への寄与は大きいと思われる。私として

は，なお，本学会が編集した全 12巻(16回配本)の心理学講座の恩恵を特筆したい。 1953(昭

和 28)年 3月から翌年の 6月にかけて刊行されたもので，発行所は中山蓄庖て、あった。その内容

は，応用心理学の領域だけでなく，周辺領域を含む心理学全般について最新の情報を網羅したも

のであり，その上，食行動， レクリエーション，老衰防止，心霊現象，租税や衣服の心理等未開

発の領域にも開拓の歩みを進め，将来の研究方向をも示唆するものであった。

東北大学を定年退職した後の私は，本学会に久しくご無沙汰をしたが，学童についての国際研

究の結果を第 57回大会と応用心浬学研究第 16号(1991年)に発表させていただいた。学会へ

の感謝の気持ちも含めたつもりであった。

先生のご略歴とご研究業績

ここで北村晴朗先生の ζ略歴とご研究業績の一端を ζ紹介し，先生のあり し日を偲ばせていただき ま昔。

明治 40年 宮城県加美郡中新田町にご出生

昭和 10年 東北帝国大学法文学部J心理学専攻卒業

同 10 年~ 1 1 年東北帝国大学大学院在学

同 1 1 年~ 1 4 年同 法文学部副手

同 1 5 年~ 1 6 年盛岡高等工業学校講師

同 1 6 年~22 年同 教授

同 22 年~24 年第二高等学校教授

同 24 年~25 年東北大学助教授(教養部)

同 25 年~35 年同 助教授(文学部)

同 35 年~47 年同 教授 (文学部)

同 47年 同 名誉教授

同 37年 3月 文学博士の学位を取得される

同 40 年~44 年東北大学評議員を併任
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同 45 年~46 年同 文学部長事務取扱，東北大学評議員を併任

同 47年

同 49年

同 54年

平成 9年

同 17年

定年によりご退職，東北大学名誉教授，秋田大学教授

東北福祉大学教授(福祉心理学科長)

勲三寄与:旭日中綬章に叙される(生存者叙勲 11月3日付け)

定年により東北福祉大学ご退職，東北福i:!l:大学特任教授

東北福祉大学名誉教授

ご逝去，従四位

北村晴朗先生は日本心狸学会を代表する泰斗であられました。日本心理学会理事，東北心理学会会長(その

後，日本応用心理学会を含み上記各学会名誉会員)，日本交通科学協議会評議員，日本人間工学会評議員等の要

職を歴任されたほか，大学設置審議会専門委員を数次にわたって努められました。先生は高名な人格心理学研

究者です。特に，自我およびイメジリイ (Mentallmagery)の心理学研究に従事されました。因みに「新版・心

理学辞典」では自我，人格，直観像，内観および表象型の項目を執筆しておられます。

しかしこのようなこ紹介では先生を語り尽くすことはできません。先生は人格の統御，形成，変容等の問題

を中心lこ人格研究を展開され，広範な心理事象に関連づけた考究を続けられました。先生は 90歳を過ぎても

なお私どもにご近著をお送り下さいました。そのうち「児童心理」誌等に寄稿された抜き刷りの題目を次に記

します。

「教育と人間理解，感化の心理， 情操とは何か，理想的人間像，人間形成と優越感 ・劣等感，積極性の心浬，

子どもの道徳性をどう高めるか，価値観の形成，個性の構造，偏見の心理，エゴイズムの心理，子どもの反抗

と自我の形成，希望の心理，忍耐の心理，心のたくましさを育てる教育，打ち込みの心理，反抗の心理，集中

力の心理，自立心を育てる，がんばり，その心理学的考察」等。

多くのご寄稿論文題目をここに敢えて列挙した理由は，読者がこれをお読みになることによって，北村先生

のご関心の幅と深さをご理解いただけると考えたことにあります。教育・臨床関係のテーマについて，心理学

的根拠を示して啓蒙的に，分かりやすく執筆されています。近時世間の耳目を驚かす子どもや親子をめぐる事

故 ・事件等についてそれを予見しておられたかのような解決策を示唆しておられると申しても過言ではない

ような内容の論文が多いのです。

先生のご著書論文は 170余篇を数えますが，ここでは代表的な 15篇の著書名を ζ紹介させていただきま

す。単著にはその番号の前に*印をつけました。

l 一般心理学演習(編著) (誠信書房， 1960) 

2 心理学研究法(共編著) (誠信書房，1960) 

3 一般青年心理学(編著) (協同出版， 1961) 

* 4 自我の心理(誠信書房， 1962) (増補版， 1965) 

* 5適応の心理(誠信書房， 1965) 

6 要説心理学(編著) (昭学社， 1967) 

* 7 人間形成の心理(協同出版， 1968) (増補版，1971) 

* 8新版 自我の心理(誠信書房， 1977) 

9 総説人間の心理(編著) (南窓社， 1978) 

10 心理学小事典(編著)(協同出版，1978) 

* 11 心像表象の心理(誠信書房，1982) 

*12希望の心理 自分を生かす(金子書房， 1983) 

13 刺激のない世界 (共編著)(新曜社， 1986) 

* 14 自我の心理続考 (J11島蓄庖， 1991) 

* 15 全人的心理学 仏教理論に学ぶ(東北大学出版会， 2001) 

このたび私は，北村先生の多数の ζ業績のうち古希を迎えられてからの ζ著書論文が 55篇にも及んでいる

ことを知りました。このこと自体超人的なことですが， 実はさらに 80歳以降に 26篇， そして卒寿の後にも
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「全人的心理学」を含む 10篇のこ成果をあげておられるのです。これは縫l嘆すべき ことです。先生が学問研究

に対して真撃に取り組まれたことを示すもので，敬服の念を新たにするものであります。

北村先生の演習・講読

私が心理学専攻学生となった昭和 30(1955)年，教授の大11th先生が心l虫学普通講義(心理学概論)，特殊講義

そして演習 (D.KatzのHandbuchder Psychologie)を担当され，北村先生は助教授として特殊講義，演習と

講談を担当されました。この年がその後今日まで長年私が北村先生にお導きいただくことになった最初の年で

あり，社会的課題への心理学の関わりに関心を持つ大きな契機になった年でした。北村先生の特殊講義は ζ専

門の人絡心理学でしたが，演習 ・講読では必ず応用心理学書が入っていました。先生は演習ではアイゼンク の

Dimensions of personalityを， また講読ではへルヴィヒの労働心理学 Psychologieder Arbeitとル yフ。の適

性心埋学 Eignungsuntersuchung und νlenschen beurtei 1 ungを使われました。 アイゼンクの蓄は lトール

360円時代の高価なハー ドカバーの洋書でしたが，あとの 2書はわら半紙にタイプされたプリントで，今は赤

茶けています。行間の書き込みを辿り ますと，先生が人生における労働の意義や心理学の社会的役割，作業能

率や事故防止における適性の重要性なとを諮られた ことを読み取ることができます。4年次の演習では先生の

ご専門領域のロータ y ケルの人絡の層理論 Schichtend巴rPersanlichkeitが，また講読ではテイフィンの産業

心理学 lndustrial psychologyが使われました。

この時の産業 ・労働関係の心理学書との出会い，そしてその読み込みを通じて私の心には多くの刺激が刻み

込まれ，私は社会への目，そして応用心理学への扉を聞く契機を与えていただいたと思います。これらの文献

はどれも私には大切な大きな財産として書棚にあります。

6年前，私は新潟大学で・の最終講義で学生 ・研究室時代の思い出を諮る機会がありました。冒頭に述べたよ

うに，その準備中に私は先生に電話をおかけし，演習 ・講読テキストに応用心理学書を選ばれた理由をお尋ね

しました。先生はこう答えられました。

「心理学は理論だけでは成り立たな し、。生活や社会を考えに入れて研究しないと理論も確か

なものにならな し、。そういう気持ちで選んだように思う」と。

これは最近ますます私の脳裏に浮かぶ先生の言葉です。この言葉は先生が心理学そのものについて 「人間生

活への視座を持つ こと の重要性」を感じてお られたことを示していますが，私は同じ意味で先生の次のお考え

を講義で引用し，応用研究学研究者としての自戒の念としています。

「人間の学としての心理学には，その本質からみて人間の福祉(日常の具体的生活場面における幸福な状態)

の観点がおのずから含まれー福祉心I虫学は人間の福祉または幸福を心理学的に解明するとともに，人間の福制

の向上増進のための方途を心理学的に追求する総合的な心1m学であると規定する ことができるJ(北村|晴朗

1979福祉心理論東北福祉教育研究会編 転換期の社会福祉諭学陽書房第 7章 154頁)。

応用心理学者，北村先生

交通心理学への誘い:意義深かった仙北鉄道研究

1961年の日本心理学会に東北大学心埋学研究室では「自動車運転者のための新検査法J(1) (2)と題する共

同研究を 2題発表しました。前年に始ま った宮城県北の仙北鉄道(株)から委託された調査研究の第 l次報告

でした。(1)には速度見越検査， (2)には重複作業的選択反応検査と副題がつき，それぞれ丸山欣哉先生と私が

報告者になりました。北村先生を secondauthorとし，菊池哲彦，大山正博両先生が連名者でした。丸山先生

の抄録には「これらの検査は事故多発傾向者予診法の有効な手段として使用できるものと信ずる」と警かれて

います。

会場には労研の桐原，狩野の両先生，国鉄の餓回先生や清宮先生など当11寺の代表的な産業心理学者が多数出

席しておられました。私どもの報告が終わ ったあと北村先生にこれらの人々か ら 「わが国になか った斬新な研

究である，是非続けて欲しい」などという賛辞が相次さました。その後この仙北研究には鈴木由起生先生が加

わり現地で 4年間続けられました。この研究は丸山先生が 「事故防止研究は当研究室の伝統的テーマのーっと
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なり，北村晴朗教授を経て今日に及んでいる。大がかりなプロジェクトが組まれたのは北村教授の時代であっ

たJ(1977年の応用心理学会第 44回大会シンポジウム)と述べられたように大きく飛躍し，交通心理学関係

者を中心に全国的にも知られることとなりました。これらの検査を含む運転適性検査は今日，自動車事故対策

機構における中軸的検査機器として使用されるなど しており，北村先生のご功績の多大なることが理解される

のです。最近も仙台圏を中心に何人もの同窓生が交通心理学界で重きをなしており，先生のご令孫康宏さん

(博士課程学生)が交通心理学会で研究発表をしておられるのは誠に喜ばしいことです(なお蛇足ながら，もう

お一人のご令孫も東北大学に心理学専攻学生として学んでおられることを附記 したい)。

研究室欧文誌 iTohokuPsycho1ogica FoliaJへの寄稿

先生は研究員の研究業績(論文)を「嫁入り道具」と表現され研究室生活でのあらゆる機会に「実験や調査

の成果をどんどんフォリアに」と言われ，論文の執筆を懲想、されました。いつも自信のない英語でしたが，私

もよく英作文を しました。ご覧頂いたあと専門の先生のお宅に伺い英文 ・独文のご校闘をいただきました。つ

らいことでしたが， タイプも打てるようになり，英語もお教えいただけるので後には楽しく感じるようになり

ました。これも正に先生のと鞭縫のおかげなのです。

フォリアに掲載された仙北鉄道研究は外国でも注目されました。個人的なことで恐縮ですが， 1986年には

偶々来日した当時西ドイツ連邦道路研究所 (BASt)部長のクロ イ(Kroj)教授が「フォリアで読んだ検査器を見

たい」と言って新潟の研究室にも来訪され 2つの検査装置を関心深く視察されました。 1989年の在外研究で

は同教授のご支援によって研究所に 1ヶ月滞在する機会も与えられるなどし，交流は現在に至っています。先

生のご指導のおかげといつも感謝しております。

先生が指導されたその他の応用心理学研究

北村先生がリ ーダーとして指導された大きなプロジェクトとして，このほかに当時の国鉄(盛岡工事局)か

らの委託研究があります。「列車騒音の学童に及ほす心理的影響」研究です。丸山欣哉先生，大久保幸郎先生，

泉山中三先生らが中心の研究で，私も末席を汚しました。東北本線岩沼駅近くでの列車通過音の立体録音，金

谷川小学校の教室 ・トイレ屋根上等での騒音 レベルの測定，それに大学に隣接する片平丁小学校での実験な ど

フィールトー研究について勉強させていただきました。そして調査 ・実験の報告書に基づき現場での東北本線複

線化が問題なく実現するなど社会的貢献を果たされたのです。

そのほか iSensorydeprivation研究Jや「心身症治療に関わる絶食研究」などにも参加するチャンスを与

えていただいたこと，協同出版干Ijr心理学小辞典」では「応用心理学」の項目をはじめ，応用心理学関係諸項

目の執筆を担当させていただいたこと，などお世話頂いた思い出は尽きませんが，紙数を大幅に超えたので割

愛したいと思います。

末筆ながら付言 したいのは先生の御奥様への感謝です。研究室では毎年みんなが新年などにお宅にお招き頂

き，きりたんぽ鍋なとお手づくりの珍味料理を ζ馳走になりました。個人的にも家族に対するご高配をいただ

きました。そのうちお礼に，と考えていましたところ，先生のあとを追われるように逝去されました。痛恨の

極みです。記して併せて感謝申し上げ，ζ冥福をお祈り申し上あげるものです。
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