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1所謂メンタルテストに就て

　Meutal　test邸ち精紳検査は精紳力の個人的差異を分量的に測定する目的で

考案せられたもので、最逝十六、七年間に著しき進歩を逡けて、吾々の管む総

ての作業は皆精紳の支配を憂ける爲め、之を精紳的動作霊総稔して、其の内主

霊して頭胸の働きによるものを知的動作定雷ひ主電して筋肉の働きによるもの

を意志動作ざ雷つて居る。從つて此の分量的測定には要素ざして精帥的及身艦

的要素を見出し得るのである。而して其の關係は・

　　　　畷1灘1：灘

而して

　　1・纏は質に砒例撚す・w－Q・＝＝一÷

　　・讃は醐販比侃て勤に正上t例する・Q…÷

　　3．螢力は荷重霊距離に正比例する。　P＝MD

　　・・質鰍練に砒肌て麟販上ヒ例する．Q1一醤ト

以」・の前提によつ酢業・帳響L半×一÷一÷・÷伽賦が成

立するのである。

　吾々は作業を其の成果脚ち製晶にて計らん霊して居るから實用上計銘法に

依る夕伽・のである・胤て縢wを製品討塒は・は製肋量にして÷

即ちQlを恒数霊見なすのが便である。即ち質が一定の程度に於けるWを計る

の鞭利である・斯卿くにQlを融・見る嚇牒恥÷にてξ1・醐・

比例して時間に反比例すゐのである。然るに前述のWは勢働者の感するすべて

の要素にょつて常に動樒するもので、特に荘意して師ち働かん虐する意志に左

右されるこ霊が多い、意志によりてWを大ならしめたりづζは小ならしむる事が

禺來るのである。螢働者の仕事最の輩位時聞1こ於ける壁化の稠贈Pち作業量の
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畿揮の強さを作業強度h1もen叫y霊雷ふのである。作業強度1は生産高に比例

して口柵・逆馴す・．・一÷從つて・漱・の・睦融鰍により5cos

所要時間の壌減に依つて表はすこ3が出來るが、而して作業の種類環境其の他

を恒撒εして人の作業能力をその方而に於ては凡そ恒敷霊見る時は一定時聞ワロ

に於け礁齢・蒔一W恒敷脇鵡散の儲・）下に方全ける篠Wは

一定の作業強度を有するもの霊見倣すこ霊が出來る、かSる作業を課業叉は標

準茱付：事AUowallcθor田ask即ちAl10waneeは多くは條件7e　一’定yC’し‘で置いた

Intellsityの等しい作業の輩位である、而もその躍位は其の條件の下に於てな

された實際勢働の實例申より見出した任意の躍位である。此の課業は時間s出

産高ミにて表はす事が出來る。

　次にfをAbsolute　ill七ensi七yの下に於ける勢力さしfxをfが工xなるln・bensi七y

に於ける螢力邸ちξi三産高を以て表はしたる實際螢力NSしWfをfがfxになる迄

に徒費されfcる勢力こすれば實際螢力即ち生産高はfx二f－Wf－・第一・式

而して之に相當する艦産高を夫々P・Px・WPごする、然らば抽象的能i華Eは

E一生午皿…・…・第二式

　斯の如くになるが元來Absolute　i鵡en磁yFなるものを想1象するに之は測るこ

電が出來るであら5がfなる量を如伺にして決定し得べきか吾々は決定する事

が倒來ない、故に吾々は實際ヒAbsolute　in七ensity　SSの間に蔑伺の差があるか

を決定せ亦に工xなるIn七ens，i七yに於ける螢力fx　O）成果である？xを以てWt

つの標準零し之を夏にIgミ書ふIntensityに於ける螢力fgざなつた時の成

果Pgミを比較して之を實際の作業能率EMciency　e琶するのである゜　即ち

・－Pg』 ?焔魔vP）』（謂讐W≧…・・…第試

　人間は時によりて作業強度を一定せ蜜又人間に種々あるが故に人に依つて其

0）作業は異なるが爲一つの標準たるべき「ntensity，である工xは如伺なる人霊

時ざの螢力を選ぶべきかが問題である。

　實際の揚合には成る可く標準をAbsolute　illte瞬七yに近づけ様電言ふ考へを

以てある範園に於けるMax　Intenisityを選びそれに於ける生産高Paを標準

定する、之れが卸ちTaylOr一派の課業Ta5kに外ならないのである。從つて
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叉徒費した勢力及びそれに依つて成さるべきWbをも直接に見出すべき方法が

ないb故に前紀のeはEの要素f及びPオの複比こなる。

　　　虚防一÷・・馨一離又・器君・一…第猷

若し何かのか法にて抽象的のf及び其の成果であるPが正確に表示されsば以

kの襟な廻り遽い道を通らすして眞の作業強度が得られ奨の作業能傘が得られ

る澤である。然れざも今日の♪伏態にては作業能摩も非“fl，1・に動旛するものであり

或は課業に鋤しAざBざの襟式に於ける疲螢を同量であつたざして若しEaが

Ebよりも大ならば吾々はBの方が徒養した勢力なり霊認めゐのである、然らば

之の作業能傘に影響を及すべき因予は何かご言ふEb

　　A・第一次的因予

　　　　噌通的因子｛活提醤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　静的　　　鋤的

　　　　b．個人㈱∫イ脚・｛麟二癒ll

　　　　　　　　　　l・接天的｛壽諜＝楚轄

　　8・第二次的因子｛言：鍬蓬籠軸繊慕攣職墜1鱗鶴條件

　工蝪管理法0）重要なる任務は右の因子をみて可成螢働者の作業強度を堰さし

め作業能率を大こせん事を工夫し實行する事である。

　斯て第一次的曹通凶子の研究は動作研究Mo七ion　S七udy時間研究慨me　B七udy

疲勢研究F蜥9ue　s七tzdy等零なりて現はれ合理的課業を見出さん霊して居る。

潤畢的管埋法SG．tentifical　M蹴egeme11七Emarsonの能挙法EtliGisqcy　mebhod

は之に類する部分が多い。而して第二次因子は作業に及すべき人の内外條件で

人間工學IILiina］i　I恥濫illerillg或ば能琴ミ心理畢EfYic．ie’ncy　p鯉cllolgγ等の技術

的心理學を生するに至つたのである。最後に第一…次的1颯子申個人的昧1一チは劣働

の源泉である。人の活動力0）最S質Sを糊察し測症するものにて

　　　　　　塁Ll物理蝿的研究・一生理aj　一一個盤．的研究一一生理墨　　　　　｛

　　　　　　b・心理學的研究一心rJP．學一縢的研究一融會墨

純檸科墨の立揚から其の法則を襲見せん霊し’℃既に得たる法則乃至統計を利川
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するこ霊により作業乃至螢働の内容を逡渉させつsある。從つて之等の方法は

総て科學の手綾の一つである。検査の方法を實際に慮用したるもので之れには

艘格検査Physic芝L】tes七ご精憩検査皿en七al　test霊の二つがあり、精紳楡査は

之を智能検査Intelligence七es七言して腱i用研究されて居る。之等膝用研究を糖

合しv他か面より職業を主電して見る揚合に此塵に適性検査の成立を見た0）で

ある。之等の言葉が世上盛に使用される襟になつた事は喜ぶべき蜆象であるが

其の意味は甚だ俗化されてしまつたのである。

　　　　II　個人i差lndividual　difference．の測定

　作業能奪§に影響する因子に就ては、大罷前項に於て御話し致し轡したがh其

の内個人国子に就て少しく補足しナこいs思ひます。

　吾々入間の心身機能は一・般人類Sして共蓮の型を持つて居るのであります。

附かも又其の心身機能が金く等しい霊は言ひ難いのであります。翻ち性質上に

於ては人間ミして共通な種々の機能を有しτ居りますが、各種の機能は分最的

に人々に依つて差異があるのであります。屑

　斯ふした個人（的）差（異）を生じまする原1測こは二つあります。即ち前項の先

天的M後天的の二つであります。換言すれば前者は遣傳的傾向であり、後者は

生的環境であります。

　遣熔的傾向の殆んさ等しい者でも生的環境を異にするEに依りまして知脂、1

晶性、動作上著しく異るものを生じ、叉等しい環境の中に育てられた人々も遣

傳的傾向の差異によりまして著しく個人差を生するものなる事は伺人S難も否

む事を得ません・邸ち遺傳的傾向はその人が如何なる者になり得るかミ言ふ可

能性を示し、環境の影響は其の可能性の範園に於て、其の嚢蓬を助長し或は妨

害するものであります。

　例へば甲乙二少女がありまして、其の遺傳的可能性は夫々十霊八Sであり、

此の甲乙二人に等しく座繰を練習させましたならば・日々夫々五十撫ミ四’1吻

を繰緋し、叉等しく機械製綜を練習させましたならば一日に夫々百搬八1漁を
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繰綜しh其の比は依然霊して十鐡八であります。然るに、環境を異にしまして

甲に座繰を練習させ・乙に機械製綜を練習させましtならば、甲は一一・・Hに五十

捌、乙は八十撫を繰綜しまして・乙の方が反つて勝れた結果を盆するでありま

せう。斯0）檬に遣傳的傾向はイ固人の相勤的慣値を定め・三環境の影響はその縄罷

的儂値を定めるものであります。

　此露に於て、優良な素質を持つた相手ミ結IZ昏する事に依りまして子孫の改善

を計らふ霊する優生墨の窟揚も、亦適材適所のiik張も合理的である事がわかり

同時に、環境の整理を主眼霊します教育訓練によりまして人類向上を計り作業

鮨傘を壇進しゃうSする努力の意味も了解されるこミS信するのであります。

　而して、或る一つの精剃1的特徴を無限に多数の人に付いて槍査し、共σ）結果

を圏示しますれば、

娘

藪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一．－r｝za－一一一．
　　　　　　　　　　　　　　　　　属

　この圖の穫農になり、中庸0）ものが全艘の三分の二を占め、優れて居るものが

÷朔つて協ものが÷あつて揮均線によつて三分され嘔銃なり、從

つて其の出現撒洲漸減するのを見ます。

　換言すれば個人差の分配は「ガウスlih線」であります。

　一定の作業を爲さしめますには、一一一一定の精利｝的身禮的機能が必要なものであ

りましてM其の一一・5Eの機能には個人差が著しいものでありますから、優れて屠

るものを探つて、其の機能を泌要婁する作業に從事せしめましたならば最も能

寧が揚がる謬であります。帥ち適材を適所に配置するこさの基礎は個入差の研

究（適性検査法による）電作業其0）ものに謝する科學的研究（職業分析による）S

に侯ナこねばならないのであります。
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III職業分折lobanalysis

　　　　Jobanaly齢なる語源は’Daylorがsci。ll七ific　Mallltge】Ylelltに於て唱へられ

　　　tcものでありますが・其の主目的は作業工程の標準イヒ從つて能率の」曾進にある

　　　のであります。でありますから適材’配置の意味の比較的溝弱な刷次的のもので

　　　あるに過ぎなかつたのであります。邸ち其方法はTime　studay．　Moti（》ll　stu佃y

　　　を用ひて作業過程の個夕0）部分の速度を測定し最適當時聞を定め無用の蓮動を

　　揚除し以つて作業の模範的最高標準（「r・　ask）を作り出し螢働者に訓練を施し興

　　のTaβkに接近せしめ様霊したのでありますが到底接近し得ざる嶺を獲見し之

　　　を他の作業に從墨せしむる様にした0）であります。

　　　如斯き方法は極めて溝極償値を備ふるに過夢ないのでありま寸o併れば電て

　　眞に適性配置の目的は如伺なる作業に如何なる性能を必要Sするかを悉く分析

　　研究するこSは伺万種ピ云ふ多数の職業に射し紳々至難であつてM多大の時醐

　　　電螢力ミを要するこ電は云ふまでもないのであります。　　　　　，

・　　　之等の努力の最初のi現れざして掲ぐべきはBuske氏のDetroit・Stee11）1’o・・

　　cluct　co．に於ける研究であらう霊思ふ0）であります。彼は作業の一一．rw的・姓質藩遭1

　　織及實際懸況を知らんが爲めに教の研究方法を探つナこのであります。先づ特定

　　の部門を選び其の部め韮任から其の作業を親察して叢の運動努力習贋組織等を

　　知る、即ち實際作業及び作業法を確めたのであります。衷に撒人の從叢者調

　　答をしたり叉は作業の條件及身艦的舩態に荘意して記録をεつナこのであります

　　衣に此の籾料を集め之を作業及其の目的に從つて整理分類し各作業に必要にし

　　て根本的なる條件を摘出したのであります。之をかつて直接或は間接に作業｝こ

　　從事せし人々に閲寛訂正せしめ充分了解及承認を経たる後之を僑頼すべき職業

　　明細書ピして適性配置の摺的に使用したのであります。之等は極めて簡躍なる

　　方法で實珊的ではありますか學問的明確を映く嫌があゐのであります。

　　　之を明確に撒量的に測定分折して行ふに際し探るべき二つの見地があるので

　　あり象す。一っは入間能力の基礎であり求す、即ち一般素質を標準ざして其の
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作業を螢むに必要なる素質の限度を定めるesであり、他は持に其職業1こ從事

するに峡くべからざる特殊の現實能力を畿見計量する纂であります。前者は

“tental　tes七を一般知能黍愈査ごして慮用検査し後者は特殊性能検査に依つて測

定するのであります。

　知能的職業分折の根隷は第一各主要なる職業に現はれる知能の實際の隈界範

圃を催定し、殊に其の職業に成功するに必要なる最低知能限度を明かにすゐ事

第二に必要なるこSは各韮要なる職業について報酬漸荻柵言に該當する知能の最

大限度を見出さん霊するものであります。

　HallingwOr七hは知能的職i業の分類ミして低能者職業、行詰職業、特殊天才的

職業徳性を必要さする職業及び正常知能職業の五つを暴けて居ります。

　叉知能検査を用ひて夏に贋汎に諸種0）職業に就き其の知能水準を明かにした

ものは歌洲大戦時に於ける米國の軍隊検査であります。箪除検査は軍人の知能

を測定し軍隊の組成及訓練に合理的基礎を得やうざしたものでありますがb志

願兵百七十万人の検査の結果ご其の職業的作業ミを分類整理するに及び自から

其の職業如何によつて知能の高下に差別ある事が明確々こ認められたのであe）ま

す。併らば製縣工蜴の繰綜作業に幾側の知能を要するかb之に封する研究の第

一歩は甲斐肇＃の研究であつて、同脾は學科0）成績電繰綜作業成績ミの相關を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉實験し係敷十〇・2内外を得て居るのであります。私は叉一般知能S繰綜成癒駐

を比絞實験し知能は編織績申鯖的には全く欄なく質的力衝に働に積極的

相關の存するを認め7Cのであります・之等の結果から親察するSきは繰綜作業

は低能者にあらざる限り差支なく優秀知能者こ錐も必すしも成績優れたるもの

言は認め難いのであります。

　次ぎに後天的特殊性能を標準ごして各職業を螢むに必要なる諸多の能ヵ限度

を龍定して行けば此慮に特殊」燦能に關する職業分折を行ふ箪を得るのでありま

す。其の方法は通常次の三種が用ひられて居るのであります。

　　　1．質　問　法

　實際職業に從事する人々に質聞し其の職業的経励を本Sして其の職業に特に

必要な能力」又は敬障霊なる能力を内欝して列塞せしもので其の結果はLipm職11，



’
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Beyu舶bildを形成し1111セ業の内容的概親を知り得る1，の電なり役立つものであり

ます。

　　　2．親　察　法

　之は研究者自らの潮察を本さして其の職業に必要なる或は不必要なる能力を

考察して行ふも0）であります。

　研究者は言ふまでもなく心理墨の素養あるものでなければならないのであり

ます。而も其の覗察は親察者如伺によつて異なる揚合が多いのでありますから
　　　　　　　　　　　　’
研究者は先づ職業内匝1的親察をなし、撒人の研究者0）結果を品等法により須當

性を有せしめるものにしなければ儂値がないのでありまオ弓

　大日本鷲綜會報本年一一月號に原富岡製綜揚の犬久保佐一氏に依つて嚢表溝れ

た同工揚に於ける鈴木君の調査せる製懸女工に必要なる性能を列暴してあった

が如伺なる覗察の結果であつたか之れを御聞きする前に直ち1こ信糧する鐸には

行かす只最もらしく思はれるのは性能の列暴である事だけは事實である。

　　　3，實瞼　法

　之は心理學研究を用ひて實験的に各種の職業に關係深歯性能につき検査し其

の必要程度を粗關法（COrre正韻鋤Methocl）により之を景的に測定して行ふも

のであります。・

　製綜工揚に於ける實験の一例を暴けて見ますS、群是製綜工揚では職工探用

の目的を以つて適性検査をして居りますが、現在迄に至る滋程に於て製綜作業

を槻察法㌦ホり技術及知能状態は選i爆的、反慮的及び運動的なりSし21種の検

査を選び之を養成工女に施行し技術成績Eの柑關度を検し其の高いもの九種を

選び出し更に九種の検畳を機績實験し次第に拾捨し最後に敷墨抹消法文字線別

法、加算法、目算法、命令實行法の五種を決定し掲しました研究の結果に射し

多少疑問はあるけれ申も實瞼方法は之れで差支へない筈であります。

　以ヒ大路述べ九檬な方法により職業分折をした結果を簡躍にして明瞭なる性

能圖誌にまSめて置くのが便利であります。而して此の性能臨誌に二通あり永

す。

　　　1．職業得籐　　　　’
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　之は様式のない性能的職業略麟iで71三観的経験に基づく常識的の職業分折又は

質問様式簡輩な覗察法にある職業分折の法案を集めたものであります。

　　　2．職業心誌

　親察的團瞼的職業分折0）結果を一定σ牒式の’トに組織したものが職業心誌で

あります。例へばEriSmaun　lよ九種0）中等職業分折をなし必要な性能叉は特質

を選び出し其の必要の程慶から之れを三種に分つて居ります・其0）中二三の例

を示しま　‘S’ミ、
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　私は繰綜作業の心誌作製に著手し運動注意力及知能に就いて多少結果を得て

贋ります、知能については述べましナこ。

　1．運動能力中必要なるものは　（a）蓮動の遠度、（b）確皮及調節

　2。注意力中必要なるものは　（a）沈意の分配・（b）注意の確度及持綾性

等であつて（E）は杢ミして作業量に（b）は主ミして作業の質に高い積極的銅關關

係のある結果を得て居ります。爾職業心誌をプロヒル（Profil）にしfものがあ

りますが複難になりますから此れは省略するこt”S致します。

．t　　　　　　iv槍，　査　　法

　　　　　　A．身髄検査Ph｝唖cahe晩

　身｛掻検査の項目は揚合にょり異なりますがM通常次の三項になります。

　1．身鰹、｛澄最、螢養肱態、其の他の腿格に關する事項

　2．1寧吸器、循環器、或は感斑器宮の故障等膿質に關する事項

　3，特に其の作業の必要な身艘的條件

　以上の三の申3は後に御話しする特殊性能検査霊密接な關係がありますから

或は同時に或は聯絡を保つて検査する事を必要Sしまづ。
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　艦格、膿質は、隼齢ε密接の關係があり豪す・其の關係は文部省令にある本

部青少年嚢育概訥1淡電標準表を勢考Sするのも、一ノノ’法であらう霊思ひます鴨。

（表省略）

　糸慰べて検査或はイ僻誠岳責調に年齢或は艦格を考へfl；：いもo）は殆さ側直がない

ざ云つて良いのであります。恰度作業i藪の高さや位置を決定するに長年の練習

効果を皮外睨して實瞼した所で何等の償値がないの霊同襟でありますk・

　昨年二月前橋共同組へ入場した養威工女十四、五歳の者五十名のトー月及レ

ニ月の繰綜成績ざ騰格検査ごの關係は左の通りであります。

　　1．繰綜成績　　　年齢JI贋（生年月日順）Sの相關係度は＝＋｛，．32

　　2，　　　同　　　　　　　 樹呈呈　　　重　　　　　　　　　　　　　 障ユ　　　　　ニ：＝十〇．21

　　3．同　身長　 同＝　－F　O。　81

　郡是製綜工蝪の’女工の探用に於て人自検査最縫置きを置いてゐるP”PJも此慮

に存するもの電患はれます。

　　　　　　13．　智　　毒旨　　生愈　　査　　IntelligelLce　test

　智能槍査に二種ありま3。一一ツは精紳槍査ごしての智能槍査で換言すれば純

然たる精紳作用の一ツ、・一一・・ツを検査するもので・簡胆な器具を使用し叉は問題

を出して筆記槍査を行ふのであります。師是れには

　　感資及智蟹検査。注意検査。聯想検査。記憶槍査。制噺及創意槍査。

　　常識楡傭i。感情氣質検査　等があります。是等に關する設明は此威には省

略します。　　　　　　　　　　　　、

　讃者は上野陽一氏の精神検査法揃鋭にありますから、研究せられん事を望み

ます。

　もう一一種の智能槍査怯は一般素質の穣査法で同時に種々の精紳作用を槍査す

るのでありまオ。之を一般智能検査General　Il1七e工1igence　tes七’e’いつてゐます

人學試験のMellt誠testの如きは是に協します。此の検査法に二方法ありまS

が一ツは個人検査法でb他は團膿検査法であります。勿論個人検査が生れて後

便宜上闘騰検査が考案されたもので前者は親切な方法であづて「ビネーBinet」

は1901～1915年0）間に始めて年齢別に考案し是か各國に傳播し米國に行つては
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Terwal｝一派によつて更に改訂を加へられヤ是が我國に這入つτ國情に合する

檬に、久保博1：，．t：村博士等に依つて各々改訂公表されて居ります。（前者は

兜童研究所記要、及後者の智能測定法滲照）

　團艦検査は多数σ）ものを羅時間に検する利があります。

教育か面に於て考案されナニものが國民智能検｛養iNa七io1Lal工utelligenee　tes七であ

り成人に就ては軍隊検査Army　mel1七al　test等は其の代表的のものであります

米國で考案された國民智能検査を我が國歎育心理學者0）集りに於て繹され、東

京小學校生徒に實施して有盆なる結果を示して居ります、その方法並に痢紙等

は私の手許に印刷してありますから特に希望の方には差上けろこごにします。

　以上の外特に教育の効果帥ち教授訓練に就て如何程智繍糧が檜したかピ云

ふ事を測定する爲にMentalteg七の原則を鷹用したものがあります、之を教育

的測定F・　cl　UeatiOnal　IRea瓢remeut霊云つて儘ります。（岡部彌太郎氏の教育

的測定参考）

　　　　　　G．特殊姓能検査

　特殊性能穣査は、燭性検査の最1恨自であつて、從來一→般に適牲検査霊された

法は皆是の検査方法であつた霊云つて過言でないのであります。　　　　　　・

　特殊性能検査は實に多種多様で職業種類が何方ミあり又一つは作業に於ても

活動する身心機能の結合は極めて複雅である結果ミして當然將來盆々多種多襟

になるε思はるNのでありま輪而してこの穣査は多くの揚合に器械を用ひて

個人検査法に依るものであつて・其の槍査法の分類は安藤晦軍申佐及暦田文學

士に依り試みられてゐるがM未だ一定の形式が備つて屠らないから此虚には後

者に從つて列曝するに止めて置きます。（安藤氏の適性検査法及」曾田氏適姓検

査要項饗照）

　　　　　　　（一一）感魔及智墨検査

憾壁及智魔検査εは親罷、聴魔、室間智畳、時間智畳等に就いて鏡鈍b排別

力を検査するものを云ふのであつて之には糧々の検査機械があります。

　　1．視　　魔

　　　　明暗記憶検査器　　　　明暗調節検嶽器　　　　石原式色盲検査器
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　　　　日測計　　　　　　　　　蓬度剰定器

　　　　SNK式型盤　　　　　　構威能力槍査器　　　　遜分角度検査器

　　　　察間郷別検査器　　　　大小反磨槍査器　　　　大小分類楡査器

　　2．1慈　　豊

　　　　ボリツエル式聴麗計　　晋響記憶橡査器　　　　晋調甥別検査器

　　　　時間知艶計　　　　　　時間知贅検査纈毒

　　3．鯛　　畳

　　　　角蜀麗計　　　　　　　鯛画獅別器　　　　　重景耕別槍査器

　　　　重量記憶検査器　　　　抵抗度記憶検査器

　　4．蓮動感壁及孕衡感麗1

　　　　蓮動度記憶椀査器　　　zド衡度記憶検査器械

　　　　　　　（二）　注意統魔検査

　油意及統蟹の穣査、若しくは注意、強弱、集申力、分配力等の度合、永纏の

程度等を見る口的にあるのであります。

職業の申には一つのものNは仕專に心を集中させ、若しくは反封に同時に種々

の感麗鴇富や運動器宮に注意を分酉己するこCを要するも0）が甚だ多いのであり

ます。

　斯る作業に從事す6ものは検査をして次の様な槍査器があります。

　　1．感罷器宮のもの　　　　瞬聞露禺器

　　2．感畳霊手足σ）運動ミの爾者のもの

　　　　　注意分配検査器　　　　瀞意集中検査器

　　　　　運輔動作検査器　　　　　カード分配検査器

　　　（3）聯想記憶及奄豫検査　（反懲検査）

　聯想作用記憶作用想豫作用は何れも可成複雑な精帥道程であるが、之を検査

するには心理．k反膝實験S呼れて居る方法に依るのであります。之を極く大略

行ふ揚合には口頭叉は筆答でも出來ぬこ割まないが精密を期するには、やはり

器械に依らねばなりません。反慮時間を測定する揚合には1／・1．000秒を畢位電

した5を用ひますQ
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　　　　　反懸時間測電量　　　　力N一ド露出器

　　　　　形態想際橡査器　　　　呼1艀反磨検査器　　　　績反彦盤検沓器

　　　（4．）　意志動作繊査

　意志動作S言ふのはb意志の働きに依つて施れた動作のこ霊であります。或

　る考へを以て行ふ蓮動の総てを指示するものであります。例へば添緒する時、

綜を投付けるのは意志動作であつて、先づ添緒器に注意し失敗せぬ様に懸を持

　ち手を蓮ぶ纒過申には甚だ複雑な精祠吸身腿的作用がさしはさまつて贋ります

　此の部類にある検査器械の種類が多撒あり多岐に渡るは全く之が矯めであり

　ます。

　意志動作の検査巴しτは躍に動作の遽度動作調節の確度選オ翠動作身膿各部の

安定度、身骸各部の力量、作業進行0）型式等を検すべきであります。

　検査器械を便宜上働かす身艦の部分を以て、分獺すれば次の1（ilくであります

　　1．指の動作

　　　　力量記録器　　　　　　脂頭安定検査器　　　　打叩器

　　　　指頭速度検査器　　　　欄績指力検査器

　　2．手の動作

・　　　　力最記載辮　　　　　 マツチ盤　　　　 ・　爾手動作検査器

　　　　繊績握力検査器

　　3．腕の動作

　　　　式蓮動分解擬　　　　　衡撃力検査器　　　　　惰性調節検査器

　　　　打叩腕度強査器　　　　力量調節検査器　　　　i狙準動作検査器．

　　4．全身の動作1

　　　　直立安定検査器　　　　牽引純績検査器　　　　船塞動作検査器

　　　　　　D．面　　　　　談

　面談は以上の「テスb」し得なかつた部分を制定すゐのであります。其の仕專

は、詳細履歴の記入のこε、木人の志望興味溶貌態度言語、機知、作業に封す

る豫備智識等を調査し人物を個定するのであります。

　郡是製綜工揚等に於て女工の作業戒績は家庭の1伏況霊籍接の關係あるを認め



講　　　　　　　演　　　　　　　　　　　　121

詳細調査して後、餐生女工を探川して屠る三1噌；は周知の事實であります。

V　結　　　　語

　「メンタ・げスト」乃i髄蜘食査は馴蓮べたるが如く、理言命に於て反實際に

於て疑ふこざの出來ない慣値さ効果ざを示して属ります。佛蘭西でBinetが・卜

六、七年削に考案した方法が異常σ）進歩を遽けたのも故なきではありません。

今や我が國の如きも教育産業方而は中す迄もなく、各方而に慮∫R否流行して居

ります。然し私は未だ「テストの慮用」は研究時代であつて、一面に於いて「テス

1’　」の心理的解灘を試みつつ叉他面に於ては「テスト」0）成績〉爾後の成績Sを

氣長に相關せしめつ恥興面目に「テスト」の改善に勉めねばならない時代であ

る霊思ひます。津行を追つて出鱈目な方法を以て「テスト」をfl：放にして只敷ケ

月、或は一年後の成績霊の比較位で「テスト」の｛劃直を見極めて仕舞ふ襟な輕は

すみな態度でやるなら始めからしない方が良いミ思ふ。1私は日本に於ける「テ

スト」の流行が淺薄舶來新知識でないこざを望むものであります。

　之S全く反封で例へば製綜女工の如くb常に釜撒の満ない様な欺態に於て適

材選鐸なさ思ひもよらぬこ霊tl見向もせぬ者もあるやうであります。

　斯る見方も現存の肚會に於ては成立つかも知れません。其れだから種々の問　　’

題が起るのではないでしようか・先づ何故に女工が募集難に陥つたかを反省し

て見るべきです。而して後擾良喰工電劣等女工のユ：揚纏濟に及す影響を細かに

打弊して見たら自ら了解される烈iが獲見されるでありましよう。

米國の絹業協會からは・聯の謝奇は緻融い。抑斌れ圃可故でありますか

其れは製紳家自から最も良く知つて鵬る筈です。同一工揚が同一一商標を張りつ

けて出荷する｛k綜の中には種々の雄綜が種々の女二蹟によつて造れたものである

こ霊を。

　女工は今工揚に於いて無盆の努力をして居る揚含が少くありません。現業員

諸君は個々の女工0）姓能を知り各王｝llの訓練をすべきではないでしようか。

　而して之れ等の解決はテストに員ふ所至大のものがあろう霊思ひます。
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以　　　上

附言講演者支那族行中にて原稿の訂正を御願ひ致すこ電の出來なか

　　　　つたのは遺憾であります。間違は多少あるかも知れませんが悪

　　　　しからす御思召下さい。


