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1.は じ めに

電子工業は，戦後の 日本の産業として中心的な役割を担ってお り，戦前の電気機械工業の弱

電分野はその出発点といえよう 。戦前の弱電分野における日本の研究水準として，例えば八木

・字国の八木アンテナの発明，高柳のテレビジョン （織像一機械式，受像ーブラウ ン管）の成功，

阿部の分極陽極マグネトロン （磁電管）の創作，松前の無装荷ケーブル方式の実用化実験とい

った独創的なものが有名である。これらの研究を担った中心は学 ・官のセクターであり ，いず

* 2000年3月20日受理，電気機械，技術者組織，生産技術，戦時期，民間企業
＊＊ 金沢大学大学院社会環境科学研究科
( 1 ) 本稿においては弱電を有線 ・無線の通信，ならびにその部品であった真空管を含む工業 －工学分
里？として用いる。

( 2) 野鳥晋 d戦時下の通信技術’＼日本科学史学会編 『日本科学技術史大系 第19巻 電気技術』，第
一法規出版， 1969年， 357-359頁；日本電子機械工業会電子管史研究会編 『電子管の歴史』，オーム社，
1987年， 290-293頁； エレクトロニクス発展のあゆみ調査会編 『エレク トロニクス発展のあゆみ』，
東海大学出版会， 1998年，第 2編第4章，第4編第4・5章，第5編第 2章。
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れもが1920年代から30年代中期までのものであった。戦時期の民間部門は，これらの独創的研

究と時間的に重ならず，セクターとしてもほとんど重なっていない。この点と，戦後における

真空管からトランジスタへと向かう技術発展や，エレクトロニクス機器の数多くの製品化 ・量

産化を担った民間技術力と対比する点から，戦時期の民間企業の技術を取り上げることは意義

がある。日本における戦時期の弱電分野の民間企業を取り上げている研究は近年蓄積されてき

ている。 しかし，企業の行動や発展の一部として技術に触れている研究が大部分であり ，技術

に重点を置いている研究は数少ない。

戦時期において弱電工業は市場として大きな成長を遂げるが，これは軍需による無線通信機

・電波兵器等の無線機器の急成長に対して，有線機器である電話機・交換機の比重の低下とい

う見取 り図として捉えられる。電波兵器については，研究着手の遅れとともに，陸軍 ・海軍の

セクト主義などの軍 ・官 ・学・民を連携した研究体制の欠如によって，全体としてみれば不振

に終わったのであるが，この取り組みへの努力が結果として戦後の電子工業の基礎力として生

かされたという 見方がなされている。

産業としての技術を考えるとき，設計技術だけでなく生産技術の視点が近年重視されるよう

になっている。第二次世界大戦は，新型兵器の研究開発の必要だけでなく，物量戦としての生

産増強のために生産技術の重要性が高まった時期であった。戦時期の日本の弱電分野において

は，「生産技術は拙劣をきわめた」ことや，あるいは全般的な特徴として「基礎科学と技術と

( 3) 長谷川信 “電気機械工業の形成と発展”，神奈川県県民部県史編集室編 『神奈川県史 各論編 2

産業 ・経済』，神奈川県， 1983年；楠田浩史“戦時統制経済と下請制の展開’＼近代日本研究会編 『戦
時経済』『年報 ・近代日本研究 9』， 山川出版社， 1987年；下谷正弘“東芝コンツェルンの成立と軍
需..• r立命館経済学』第39巻第5号， 1990年；吉田秀明“通信機器企業の無線兵器部門進出＼下谷正
弘編 『戦時経済と日本企業』，昭和堂， 1990年；同“戦時期の電機市場と企業成長＼下谷正弘 ・長島
修編著『戦時日本経済の研究』，晃洋書房， 1992年，笠井雅直”戦時下における通信機製造工業の展
開過程＼ 『富士大学紀要』第24巻第2号， 1992年 ；和田寿博“戦時期日本通信機器工業の品質管理と
経営管理＼ 『経営研究』（大阪市立大学）第45巻第 1号， 1994年 ；長谷川信“技術導入と日本のテレ
ピ開発”，橋本寿郎編 「日本企業システムの戦後史』，東京大学出版会， 1996年，など。

( 4) 植田 （前掲 3）は，真空管の品質問題と軍需による前受金の企業経営上の重要性を述べている。
吉田 （前掲 3'1990年）は，各社の真空管の技術水準向上を図るための技術交流について論じている。
和田 （前掲 3）は，真空管の品質管理の低位についての理由を，前受金制度の存在と，購入H寺の逓信
省の全数検査制度が逆に企業の品質管理の努力を怠らせたこと，の 2点に求めている。長谷川（前掲
3. 1996年）は，白黒テレビについて，戦前期から高度成長初期まで，技術開発の進展および技術普
及・移転の点から論じている。海軍の弱電分野の技術については，河本li詮‘1930年代のマグネトロン
開発と海軍技術研究所＼ 「科学史研究』第38巻（No.210), 1999年 ；｜百］..レーダー開発計画の決定過
程... r I司』第38巻（No.211),1999年，を参照。海軍技術研究所は日本無線（株）とともにマグネト
ロンの研究開発を行なっていた。

( 5) 伊東岱古・尾城太郎丸“日本電気通信産業の構造（ー）川，「三田学会雑誌』第48巻第 l号，1955年，
46-47頁。

( 6) 野鳥，前掲 2. 358～359頁；続日本無線史刊行会編 『続日本無線史 第一部」，続日本無線史刊
行会， 1972年， 675-677頁。

( 7) 山田亮三・竹中一雄 ・三輪芳郎 電気機械工業の展開と現段階＼有沢広巳編集「現代日本産業
講座 VI 各論V機械工業2』，岩波書店， 1960年. 59頁；前掲4 『続日本無線史 第一部』，678頁。

( 8) 橋本寿自II..技術革新と生産システム’＼同編 『20世紀資本主義 I 技術革新と生産システム』，東
京大学出版会， 1995年， 9頁，安保哲夫 生産力・産業の経済理論’＼同書， 15頁。

( 9）野 島前掲 2, 358頁。
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の遊肉m，実用化研究の軽視」という指摘がなされている。これらの指摘に関して，生産ならび

に研究を担っていた民間企業における技術者の特徴からの分析はこれまでの研究ではなされて

おらず，不透明なままである。

本稿の目的は，戦時期における日本の電気機械工業の弱電分野について，それを担っていた

技術者の特徴を明らかにし，その技術者が生み出した技術との関係を検討することにある。特

に，技術者が保有する知識の専門分野に視点を向け，技術者組織の観点から技術者の特徴を論

じる。方法としては，技術者の技術に対する認識や問題意識に注目し，民間技術者を集めて開

催された当時のいくつかの座談会における彼らの発言内容を参照するとともに，技術者組織に

関する数量的な実態を提示することで，技術と技術者の特徴を明らかにしていく 。戦前におけ

る日本の技術者の量的把握に基づく 研究はすでに多くなされてきたが， 明治以来の工業化にお

ける技術者の役割を明らかにすることを 目的としており，戦時期には焦点、を当てていない。本

稿では，技術者の数量的把握は限定的なものであるが，戦時期に市場として大きく拡大した弱

電分野を支えていた民間企業の技術者について，目を向けるものである。

2.技術者の専門分野と技術者組織

( 1) 期待された技術と技術者の専門

はじめに有線通信分野についてみよう。 有線通信の電話に闘する技術は，交換技術，電話機

などの宅内技術，通信ケーブルに関する線路技術，ならびに伝送技術などから成り立っている。

1930年代初めの国産奨励運動によ って自動電話交換機の国産化が実現してい くが，その製造を

行なったのは“自動 4社”と言われた日本電気（株），沖電気（株），東亜電機，富士電機製造（株）

の各社であった。東亜電機は1937年に（株）目立製作所に吸収合併され，富士電機製造の電話

(10) 湯浅光朝 『日本の科学技術100年史 （下）』，中央公論社， 1984年， 342頁。
(11) 本稿で用いた座談会記事は次の 5つ0 ..「機械技術の昂揚を詩る」座談会＼『電気通信』第4巻第

15号（1941年7月号）' 70-95頁（開催同年5月30日）；“「電気通信に関する研究を語る」座談会”，
『同』第5巻第20号（1942年5月号）， 9 -30頁（同 2月27日）；“「大東亜共栄閣の電気通信技術を諮
る（其の二真空管）」座談会”，『同』第6巻第24号 （1943年HJ号）' 26～39頁（同1月28日） ，“「電
気通信機材の生産増強を語る」座談会’＼『同』第6巻第25号（1943年6月号）， 21-36頁 （同4月13

日），“真空管の増産を諮る座談会” r「司』第7巻第37号（1944年10月号）， 5 -24頁（同 9月26日）。
(12) 森川英正 『技術者』，日経新書， 1975年，内田星美“大正中期民間企業の技術者分布”， r経営史学』
第23巻第 1号， 1988年 ；同“技術者の増加 ・分布と日本の工業化.., r経済研究』（一橋大学経済研究所）
第39巻第4号，1988年，が主要なものに挙げられる。これら内III論文は同氏の技術者数の統計的把握
に関する一連の研究成果に基づくものである。

(13) 郵政省編集 『続逓信事業史第四巻電信電話上ι 前島会， 1961年3月，第六章。
(14) 日本電気株式会社社史編纂室編 『日本電気株式会社七十年史』，日本電気， 1972年， 147-149,

174頁。日本電気株式会社は1943年2月から45年11月まで社名を住友通信工業株式会社と称していたが，
本稿ではこの期間を含めて「日本11]'.気」の名称を用いる。

(15) 東亜電機は， 1918年東亜む機株式会社として創立し， 1934年の国産工業株式会社への合併を経て，
目立製作所に合併した（日本'fl]'.信電話公社編纂『自動電話交換二十五年史 下巻』，日本電信電話公社，
1953年， 376頁；株式会社日立製作所臨時五卜周年事業部社史編纂部編 『目立製作所史 ］』， 目立製
作所，1960年（改訂版）' 146頁）。
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事業は1935年に富士通信機（株）に分立した。

電話機製造会社および逓信省の技術者を集めて1941年5月に開催された座談会において，日

本電気・榛沢は，電話交換機での選択接続の技術について「電気通信といふもの、中の大きな

部門を占めて居るものだと存じて居ります。それにも拘りませず，この部門だけは他の伝送部

門或は無線部門に比べまして，非常に科学的な取扱ひが立遅れて居るのであります」と述べて

おり，通信機工業において機械技術が必要とされる分野での技術的経験の蓄積が浅さかったこ

とが分かる。

この理由として，逓信省電気試験所 ・岡田は「通信技術を扱って居る人々が電気の卒業生で

ある。随って機械の方までに興味が深く行かないといふこと」を挙げ，それが工学教育に起因

しているとして「機械技術方面には非常に入りにくいといふ声を耳にするのであります。それ

は先づ電気学科に於ける機械技術の方の科目が少いからでもあ りませうし，それから機械技術

のことを入り易く書いた本も鯵いといふことも言へます」というように発言している。これか

ら電気技術者における機械技術の修得の困難さと素養の未熟さが，通信機工業において存在し

ていたことが捉えられる。

さて，このようなことを補うための方法として当然のように考えられることとして，沖電気

・岩瀬は次のように発言している。

通信機械の発達を言「る為には 電気屋さんが電気回路ばかり扱って居ってもよい者は出来

ませんし，機械屋さんが機械的考案ばかりをやって居ってもいけない，電気の方面と機械

の方面が能く協力して回路上うまく行かん所は機械で 機械でうまく行かん所は回路で補

ふといふやうに協力して行かなければうまい物が出来ないと思ふ。その点が発達を促す中

心だらうと思ひます。

広い範囲の技術が求められる分野においては，各専門分野の技術者が協力できる体制と，各

技術者がコミュニケーションできる広い基礎知識が求められようが，当時の通信機工業におい

ては，機械技術についての電気技術者の素養と，機械技術者の少なさが問題となっていた。似

たような事情が真空管の製造においても存在していたことを，次にみていこう。

日本の真空管工業は， 1910年代に研究に着手した東京電気（株） (1939年に （株）芝浦製作所

と合併し東京芝浦電気（株））と（資）日本無線電信機製造所（のち日本無線（株））が草分けであっ

た。戦時期にはこれら 2社に加え，有線機器の製造から真空管製造へと本格的進出を果し1920

年代後半にその製作が可能となった日本電気の 3杜が主要会社であり ，特に東京芝浦電気の技

(16) 前掲15，『自動電話交換二十五年史 下巻』，384頁。
(17) 前掲11, ..「機械技術の昂揚を語る」座談会”， 72頁。
(18) 同上， 74頁。
(19) 向上， 80頁。
(20) 東京芝浦電気株式会社マツダ支社編 r東京電気株式会社五十年史』，東京芝浦電気， 1940年， 424頁。
(21) 『五十五年の歩み』，日本無線， 1971年， 280頁。
(22) 前掲14，『日本電気株式会社七卜年史』，180-181頁。
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術力が高かった。 3社はいずれも電波兵器製造の主要会社となり，先に述べた電話交換機の残

りの各社（後続会社）も電波兵器の製造に携わって行く 。旧・ 東京電気から真空管と無線機生

産の専門会社として分離独立した東京電気無線（株）は 東京芝浦電気（以下，東芝と略記）の

創立後は東京電気 （株）と称していた。

太平洋戦争下においては 航空用無線 ・船舶用無線の重要性が高まるとともに，新たに登場

した電波兵器の緊要性が叫ばれ それらに用いられる真空管の生産増強が求められた。原材料

不足とともに海外からの技術情報が著しく制限される中での日本の技術力が試されたのであっ

マ，，」。

増産が急務となっていた真空管の生産上の問題をテーマとして， 1943年 l月に開催された座

談会の様子をみよう 。当時の真空管の技術進歩は著しく，かっその中で生産増強が期待されて

いた。日本無線 ・中島の発言を借りれば，「極く最近の数個年間の送信管受信管の改良進歩の

一一一性能上の変化には著しいものがあ」り，新しい高度な性能を持った兵器のために，技術者

は「絶えず新型真空管の研究に凡ゆる努力を続けて居る」状況にあった。その必然的結果とし

て各社が製造する真空管の品種が増大していったが各社の規格がまちまちとなり寿命を終え

た真空管の交換に他社製品が使えないことから，規格の制定が議題となっていた。多量生産す

なわち大量生産を容易にするために真空管の品種を制限することが期待されていたが，これに

対して東京電気 ・今岡は「規格さへ決めれば多量生産になると今日よくいはれてをりますけれ

ども，それは過去において多量生産の経験を持ってゐるものについては，さういふことはいへ

ると思ふのでありますけれども ・…・・真空管については今日までの歴史が不幸にしてさうで

な」く，「規格化するといふことは必要でありますが，規格化するといふことによって，多量

生産がすぐ実現すると安請合はしたくない」と述べている。すなわち，真空管の規格制定や品

種の制限はある程度有効であっても，真空管の量産に関する技術的蓄積が低いので，直ちに大

量生産に対して非常に大きな効果があるとはいえないのであった。

真空管の生産に関する人材の面について 東芝・西堀は次のように述べている。

(23) 「電気工学年報昭和21年版』，電気学会，1948年， 170-173頁。
(24) 東京芝浦電気株式会社総合企画部社史編纂室編 『東京芝浦電気株式会社八十五年史』東京芝浦電
気， 1963年， 168頁。東芝は受信管，東京電気は主として送信管を製作した（同， 166, 172頁）。

(25) 前掲11，“「大東亜共栄圏の電気通信技術を語る（其の二真空管）」座談会’＂ 26～27頁（電気通信
協会 ・中山竜次）。

(26) 真空管の陽極に用いられるニッケルはほとんと手輸入に頼っており，この代用品材料のための研究
－技術上の問題が大きかった（前掲2，『電子管の歴史』，468～469頁）。

(27) 外国会社との関係は，日本電気が米国ウエスタン ・エレクトリ yク （WE）社の日本子会社とし
て成立した関係から親会社買収後は米国インターナショナル ・スタンダード ・エレクトリック（ ISE) 
社の系列にあり，東芝は米国ゼネラル ・エレクトリ ック（GE）社，日本無線は独テレフンケン杜と
技術提携関係にあった。太平洋戦争開戦後，日本電気は Is E社との資本提携が中断され住友系列と
なり，東芝ではGE社から派遣されていた役員は退任した。前掲各社社史を参照。

(28) 前掲11，“「大東ilE共栄圏の電気通信技術を語る （其の二真空管）」 座談会”， 33頁。
(29) 当時の用語は「多量生産」が一般的であった。
(30) 前潟11，“「大東亜共栄閣の電気通信技術を語る（其の二真空管）」座談会’＂30-31頁。
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いったい真空管を作りますために必要な技術者といふものは， 非常に特殊な技術でありま

して，雑多の技術を包含しなければならんのであります。ところが従来真空管といふもの

は電気を使ふからなんでも電気屋さんがやればい、のだといふ風な考へから，電気の教育

を受けた方が真空管の製作に携ってをられる向きが，日本の何れの会社においても顕著に

認められると思ふのであります。併しながら実際真空管を作ってをります我我の立場から

見ますと，製造する者に直接電気の知識が必要な部分は極めて少いのであり まして，端的

に申しますと，あとは機械の人とか，或は化学の材料に明るい人とか，或は物理的な才能

のある人とかいふ風な意味合のものが重要で、ありまして，そのうちのーっとして電気が存

在するだけなのであります。

技術進歩の著しい真空管分野において以上から捉えられることは，真空管の原理面 ・設計面

での専門性を有する電気技術者が期待されるあまり 他の専門性を有した技術者が十分ではな

かったいうことである。すなわち 真空管工業においても機械技術者が不卜分であったのであ

る。

( 2) 技術者の専門分野構成

弱電分野における技術者凶には，電気技術者以外に他の専門分野の技術者も必要とされていた

ことが座談会の模様から捉えられた。では 実際にどのような専門を有する技術者によって各

社の技術者が構成されていたかを，以下で数量的にみていくことにする。先ず戦時期からおよ

そ20年を遡る1920年の技術者構成を示し，次いで・戦時期の技術者構成をみて，その比較をしよ

つ。

内田星美氏の研究成果から， 1920年における電気機械工業の各社別の技術者の専門分野を，

卒業学校の種類別 ・学科別に示したのが表一 1である。内田研究には多くの会社が示さ れてい

るが，ここでは東京電気と日本電気に注目し，比較のため重電機メーカーの芝浦製作所と日立

製作所も合わせて表記した。大学と高等工業学校を合わせた人数でみると，日立製作所以外の

3杜では電気技術者が過半を占め，目立においても 4割以上である。電気に次いで、多いのは，

(31) 岡上， 38頁。
(32) これら内田研究のデータ作成方法を示しておく 。大学については「学士会会員氏名録」（大正 9

年版）等に記載のある大学卒業者を勤務先別に集計したもので，工学部の卒業生を出していた東京 ・
京都 ・九州 ・東北の各帝国大学出身者を対象としている。この 4大学工学部（建築学科を除く）卒業
者および，建築学科，理学部，農学部，医学部薬学科の出身者で工学部出身者と同様の官庁 企業へ
の就職者を集計の対象としている。専門分野は，機械化学 －電気 ・鉱山冶金土木の 5分類とし，
類似の学科はし、ずれかに属させている。例えば理学部物理学科卒業生は電気に分類されている。高等
工業学校については各「学校一覧」の卒業生の項から勤務先別に集計したもので，ほぼ全ての高等工
業学校（ 9校）が対象になっている。専門分野は，紡績 ・機械 ・化学・電気 ・鉱山冶金 ・土木の 6分
類としている。電気機械には紡績の卒業者は皆無であった。なお表 1に用いた値は，同氏のその後
の発表論文（前掲12の2つ）における各企業の技術者全体数と値が異なる。前掲12の論文では，早稲
田大学理工科卒の人数が実態而を考慮し高等工業学校卒の値に加算されたためと判断できるが，専門
分野別の人数がここでは必要なことから表ー 1の値を用いた。

(33) 技術者の多い会社としては他に，川北電気企業（大学17名，高等工業42名，計59名）などがある。
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東京電気を除き機械となっており，東京電気は化学が2番めに多く，機械は 3番目になってい

る。学校区分別の人数に着目すると，大学より高等工業の卒業者が多く，大学卒技術者の専門

分野については電気の比重がより大きい。大学卒の機械技術者は，東京電気ではゼロであり，

日本電気でも 1名に過ぎないが，重電機メーカーには全体の技術者数が多いこともあって複数

名在籍している。

1920年頃の東京電気と日本電気の製品状況を確認しておこう 。日本電気は，電話機 ・交換機

の需要に支えられたメーカーであり 第 l位のシェアを有していた。東京電気は主力製品の電

球の他に，積算電力計・照明器具などを生産していた。各専門分野の技術者の絶対数や構成は，

企業が製造を行なう製品の分野や水準および研究開発計画との関係で合目的的であればよく，

表面的にその適性を論ずることはできない。東京電気に化学技術者が多くいるのは，電球のト

ップメーカーとして，ガラス・ 金属材料等の取り扱いの必要性に関係していたものと思われる。

戦時期における状況を次にみよう 。1944年 6月下旬から 7月半ばにかけ，全国の真空管製造

会社や原材料会社に対する「行政査察」が，大河内正敏によって各省の随員とともに精力的に

なされた。行政査察に際して会社側は自社の状況を記した各種資料を行政側に提出しており，

それらの資料をもとに技術者構成をみていく 。

旧 ・東京電気は東芝設立によって同社マツダ支社となり 主力工場は川崎本工場であった。

その後組織変更を経て，行政査察当時において川崎本工場は｝陸電機製造所の所属となっており，

東芝での弱電分野の担当部署は他に，通信機製造所，電子工業研究所があった。通信機製造所

は，旧・東京電気のときの東京電気無線がのち東京電気と称していた（既述）のが，1943年7

月に東芝へ合併した後の組織に当たっている。東芝における真空管の研究開発 ・生産体制に関

しては，電子工業研究所では基礎的研究 ・試作ならびに量産研究に重点が置かれ，通信機製造

所は量産面を担当し，軽電機製造所は真空管用素材を自社内各部署へ提供する役割を持ち一部

真空管の量産を行なっていた。

1944年における東芝（軽電機製造所 ・川崎本工場）の技術者構成を見たのが，表－ 2である。

学校程度の 「専門」とは専門学校を指しここでは実業専門学校である高等工業学校に当たる。

1920年代以降この頃までに高等教育機関は量的に整備されてきたが，高等工業学校は， 1920年

から24年の時期と，特に日中戦争開始後の39年に重点的に設立がなされ，拡充されていた。表

(34) 前掲14, r日本電気株式会社七十年史』，98-99真。
(35) 前掲24, r東京芝浦電気株式会社八十五年史』，936, 938頁。
(36) 石川準吉 「国家総動員史 資料編第八』，｜五！家総動員史刊行会， 1979年，886-892頁。
(37) 前掲24，『東京芝浦電気株式会社八十五年史』，166頁。
(38) 同上， 189-194頁。
(39) 東京芝浦電気株式会社「第十回（電波兵器）行政査察ニ関スル内閣閣参号外ニ依ル会社提出資料
（別紙一ニヨルモノ）』，1944年6月23日（f美濃部洋次文書』（マイクロフィルム版，以下同） I 52 
4 (7478＞），「二，生産状況外観」の項。

(40) 文部省編 『学制百年史」，帝国地方行政学会， 1972年， 510-511, 605-606頁，広重徹 『科学の
社会史』，中央公論社， 1973年， 184-187頁。
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表 1 主要電気機械企業における技術者の専門分野構成（1920年）

学科 ~IJ 人 数〔人〕 構 成 比 〔%〕

学校区分
言十

① ② ③ ＠ ⑤ 
言1

電気 機械 化学 金属 そのf也
電気 機械 化学 鉱山冶金 土木 ① ② ③ ④ ⑤ 

大 学 27 21 。 6 。 。JOO 78 。 22 。 。
東京 電気 高等工業 43 14 7 19 l 2 JOO 33 16 44 2 5 

-・--
計 70 35 7 25 2 JOO 50 10 36 3 

大 点イ以L， 5 4 。 。 。JOO 80 20 。 。 。
日本電気 高等工業 7 2 3 2 。 。JOO 29 43 29 。 。

’－・ ... .. ””’・ー ． a‘ 

言十 12 6 4 2 。 。100 50 33 17 。 。
大 寸品単ーー 24 20 3 。 。100 83 13 4 。 。

芝浦製作所 高等工業 141 70 69 2 。 。100 50 49 。 。
計 165 90 72 3 。 。100 55 44 2 。 。

大 点ーAナ'・ 17 II 5 。 I 。100 65 29 。 6 。
目立製作所 高等工業 82 30 51 。 。100 37 62 1 。 。

，，，，，ー，．． ”’・・・・・砕晶
言十 99 41 56 1 。100 41 57 1 。

（資料） 内田星美「初期高工卒技術者の活動分野 ー集計結果」 rnr京経大学会誌』第108号， 1978年， 176頁 同「1920年
の大学卒技術者分布」r「ill』第152号， 1987年， 112頁。

表 2 東京芝浦電気 （軽電機製造所）における技術者の専門分野構成 (1944年）

学科別人数〔人〕 最え 成 比 〔%〕

程度
計 ①気電科 ②械機科 富野 ＠化応学用科 実窯 ⑥学化科 ま告 重治 言十 電系①気 機系②械 物系③理 ~：~ 金系③属

大学 20 5 。 3 5 4 3 。。100 25 。15 60 。
専門 25 2 5 。11 4 2 。100 8 20 。72 。

........ ＋『F・・..“ ... ・圃晶.. 
上記計 45 7 5 3 16 8 5 。100 16 11 7 67 。
実業学校 53 24 6 。16 6 。。 l 100 45 II 。42 2 

計 98 31 11 3 32 14 5 100 32 ll 3 53 

（資料） 東京芝浦屯気株式会社軽電機製造所 r第十回 （電波兵器）行政査察ニ関スル会社提出資料 （勤労班之部）』， 1944
年6月28日 （『美濃部洋次文書』I 52 7 <748l>）。

(i主） 対象工場は「軽電機製造所川崎本工場J，製品は「真空管及全部分品外」。

2を一瞥して分かることは化学関係の技術者が最も多いことである。大学卒業程度では化学

に次いで、電気 ・物理が多く，機械技術者はゼロであるのに対して，専門学校程度では化学の次

に多いのは，機械である。これを先の表－ 1の東京電気の1920年時点の技術者構成と比較する

と，素材部門を担当する化学技術者の比重のいっそうの増加とともに，大学卒業の機械技術者

が存在していないことが注目される。

日本電気の1944年における技術者構成を見たのが，表－ 3である。戦時期において日本電気

（玉川向製造所）では，無線機器 ・電波兵器，真空管，水中聴音機（音響兵器）を生産していた。

技術者の構成は全体では，ほほ電気7割，機械2割，化学 1割となっているのに対し，大学卒

の技術者では，電気の比重が8割を超え，機械が 1割未満と低し、。表 1での同社と比較する

と，同様の傾向を示している。

(41) 玉川向製造所の生産高 （1942年l月一45年8月の累計）に占める製品の割合は，「無線機器および

レーダ」 38%，「真空管」 26%，「水＂＇コ聴 音機および、超音波機器」 22%であった（前掲14，『日本電気

株式会社七十年史』，205頁）。
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表－ 3 日本電気 （玉川向製造所）における技術者の専門分野構成 （1944年）

学 科別人数 〔人〕 相4 成 比 〔%〕

程度
言十 ①気科電 ②械機科 ③化工学業科 安署 2詩 ⑤鉱採科 ①築建科 ③工科木 言十 電系①気 機系②微 ＆：るずる ⑦そ，の③他

大学 192 157 12 17 2 3 。 。100 82 6 10 2 1 

専門 325 207 81 30 4 3 。。。100 64 25 10 1 。
品晶4』・..‘ ・..‘ ..・・ a - -・- ・．‘・‘・－－－ -．晶..晶・．． ....，， 骨骨骨

上記計 517 364 93 47 6 6 。 。100 70 18 10 1 。
実業学校 642 446 137 31 15 3 1 4 5 100 69 21 7 1 l 

言十 1159 810 230 78 21 9 1 5 5 JOO 70 20 9 l I 

（資料） 住友通信工業株式会社玉川向製造所「勤労班関係嘗類』，1944年 （推定）(r美濃部洋次文書』L 49 <7932＞）。
(i主） 対象工場は「玉川向製造所」，製品は「電気通信機器及真空管」。1944年5月31日現在。
（備考） 資料における電気科・実業学校の値444を，縦横の昔1・の値から判断し， 446に改めた。

表－ 4 日立製作所（茂原工場）における技術者の専門分野構成 （1944年）

学 科目リ人 数〔人〕 ホt 成 比 〔%〕

程 度
言十 ①気電科 ②電 ③械機科 ~~ ⑤化電科 ⑥字薬科 ⑦工理科 計 8手毒 機③械系 Fるそ⑦の他

工科

大学 7 6 。 。 。。。100 JOO 。 。 。
専 門 22 7 7 2 3 1 1 l 100 64 9 23 5 

上記計 29 13 8 2 3 1 l 1 100 72 7 17 3 

笑業学校 47 36 。 。]] 。 。。100 77 。 23 。
計 76 49 8 2 14 1 1 1 100 75 3 21 1 

（資料） 株式会社日立製作所 r第十回（電波兵器）行政査察勤労班関係調書』，1944年7月7日（『美濃部洋次文書』 I
41 (7418））。

（注） 対象工場は「茂原工場」，製品は「真空管， ill:球」。1944年5月31日現在。

表－ 2および表－ 3の対象となっている会社の部署の技術者構成は，それぞれの製品生産の

ウエイトが反映されたものになっていると考えられるが，共通しているのは高い専門性を有す

る技術者であった大卒において機械技術者の比重が低いことである。同様の傾向は， 真空管を

製造していた他の会社の部署でも確認でき る。日立製作所 （茂原工場）における技術者構成を

示したのが表 4である。茂原工場は，真空管の製造をしていた理研真空工業 （株）が1943年

に日立製作所に合併することにより生まれたものである。大学卒の機械技術者がゼロであるの

が特徴的である。

( 3) 技術者の組織構成と設計・製造との関係

技術者の組織構成， 具体的には技術者の保有する専門分野と専門知識レベルの組み合わせは，

研究開発や生産に影響を与える。総合的な技術を必要とする製品の開発や量産化においては，

それに応じた適切なバランスのとれた組織が求められると考えられる。技術者が生み出す製品

や製造工程の点から，技術者組織の問題を論じてみよう。

戦時中は音響兵器の研究 ・整備も進み，海軍の音響兵器の製造会社は，日本電気と沖電気の

2社が中心であった。

(42) 株式会社日立製作所臨時五卜周年事業部社史編纂部編 『日立製作所史 2』，目立製作所， 1960年，
25,29頁。

(43) 『海軍電気技術史（第 6部）』，防衛庁技術研究本部， 1969年 （復刻）， 7-9頁。
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日本電気では， ドイツ海軍からの原理的な簡単な情報をもとに，潜水艦で、送られてくる現物

と設計図の到着を待たずに， 三式水中l陣音機の研究に着手した。完成にいたり，かなりの台数

を製造し艦船に装備した頃， ドイツから現物が到着した。研究に携わっていた中野は，日本製

とドイツ製の機器を比較し，

三式と比較してとくに印象に残ったこ とは， 三式は見るからに，電気技術者がその守備範

囲の工学を主体として作ったことが分る ものですが， ドイツの現品は，電気工学，機械工

学，光学などそれぞれの特徴をひき出して，総合工学として作りあげたものという印象で

した。短所があるものを無理に使おうとせず，他の工学の方が容易に実現可能であれば，

臨路なくその工学に基づく手段に任せるという考えが，いたるところに見られました。し

たがって，分割された工学問の垣根を取り去った津然融和の総合工学の所産と U寸印象が

強い製品でした。

との感想を回顧で述べている。

ここから分かることは，同じような着想 ・情報をもとにしても，それぞれの工学技術をどの

ように組み合わせるかによって，作られる製品に大きな差が生まれる ことである。総合工学と

しての技術が求められるときに，片寄った技術者構成では当然のことながら，設計内容にも片

寄りが生じたとものといえよう。表－ 3の技術者構成に則していえば 高度な知識を有した機

械技術者が量的に少ないことが，技術者の適切な構成というより，機械技術者の不足を表わし

ていたと考えられる。また，より適した技術を組み合わせないことによ って，製品完成までの

開発期間や，完成した製品の製造しやすさにもマイナスになっていたと想像される。技術者の

片寄りが設計技術に与えた影響をこの例でみたのであるが次に製造技術・生産技術の面での

影響をみていく 。

真空管増産の陸路となる不良品の問題，すなわち歩留り向上が重要な課題とされ， 『行政査

察報告書』ではその原因を以下のようにまとめている。

歩留不良ノ第一ノ原因ハ業者ガ増産ニ追ハレ之ガ向上ニ対シ努力ト熱意ヲ欠ク点ニアリ，

第二ノ重要ナル原因ハ特ニ材質ノ不良，不均一ニ在リ他ノ諸工業ト同ジク，真空管工業モ

其ノ素材工業タルタングステン，モリブデン，硝子等ノ工業力ノ質及量的方面ヨリノ培養

不充分ニシテ，材料不足ノ結果ハ材質ノ選択ノ余裕ナク製作ヲ行ヒ，完成ニ至ツテ不良品

ヲ出ス場合特ニ多シ。今後冶金，化学等ノ部門ヨリスル研究ヲ必要トス。第三ニ量産用機

械，治具工具，検査具等ノ研究利用不充分ニシテ，製品検査ニ及ンデ性能上不合格ト ナル

モノ多シ。響ニ申述べタル部品製造工程ノ歩留ノ不良ナル主要原因モ機械的ニ精密加工ヲ

欠キ居ル点ニ存スルモノナリ。全般ニ今後機械的見地ヨリ検討スベキ点多大ナリ 。要スル

ニ従来主トシテ電気技術者ノ手ニ委ネラレタル本工業ニ対シテ，冶金，化学，機械等ノ技

(44) 日本電気株式会社編 『続日本電気ものがたり』，日本電気， 1981年， 77-79頁。
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術的研究ヲ加フ jレノ工夫ヲ為スコト絶対ニ必要ナリ 。

総合的技術が求められる真空管製造において，電気以外の冶金， 化学，機械等の技術の必要

性が指摘されている。先の座談会の東芝 ・西堀の発言と同じ見方である。機械技術については，

部品の量産において重要な役割を果す治具工具や検査具などの利用や製造機械についての研究

が，不十分であったとみなされている。表 2-4でみたような各社の技術者構成における機械

技術者の量的あるいは質的不足が，このような機械技術の不十分さにつながっていたものと考

えられよう 。

3.研究開発と生産技術

( 1) 機械技術 ・機械技術者の役割

戦時期の技術者不足について，行政査察に際して会社側が提出した資料において，東芝の通

信機製造所は「官へノ要望」として次のように記している。

不急産業事業部門ニ従事シアル技術者ヲシテ重点産業ニ再配置セシメラ レ度シ。機械技術

者ノ割当ハ電気関係事業ナルタメカ例年電気技術者ニ比シ機械技術者ノ割当少シ是非共機

械技術者ノ増加割当ヲ考癒願ヒ度シ。

技術者の重点産業への配置について，特に強調して「機械技術者」の割当を希望している。

技術者の全体的な不足もさることながら，弱電分野における機械技術者の不足が切実な問題で

あった。同じ資料から，真空管の量産と電波兵器等の生産において問題となっていた隆路打開

策の技術的な内容について次にみよう 。

真空管関係では「製造施設ノ改良」として「 l，排気方式ノ改良」「2，硝子加工ノ機械化」

「3，部品製作機械ノ改良」の 3点が挙げられている。電波兵器 ・無線通信兵器関係では「設

計変更」として「製造方法ニ基因スル設計変更案ノ実施」が，「製造技術ノ改良」として「製

品ノ品質統一，部品E換性向上，治具工具ノ完備，生産方式ノ改良」が記されている。すなわ

ち真空管関係は， 真空管の製造工程に用いられる機械の改良等の必要性であり，電波兵器等で

は，製造方法を考えに入れた設計と製造工程における部品や治工具についての必要性である。

これらはいずれも機械技術に大きく関係した内容であり，製造技術に閲して機械技術者の能力

が期待されていたことが分かる。

ここで，機械技術者の目に，このような状況がどう映ったかを示そう 。当時，通信機工業に

携わるようになって日の浅い機械技術者であった日本電気 ・田中は，雑誌によせた文章におい

(45) 『第十回 （電波兵器）行政査察報告書』，1944年7月 （『美濃部洋次文書』I22 59 <7396)) . 5 
-6頁。 和田論文 （前掲 3）においてもこの部分は引用されているが，電気以外の技術の必要性の視
点からの言及はなされていない。

(46) 東京芝浦電気株式会社通信機製造所柳II汀工場 r第十回 （電波兵総）行政査察ニ関スル内閣参号外
ニ依ル会社提出資料（別紙（二）ニヨルモノ）』，1944年6月25日（「美濃部洋次文書』I2 (7203)), 87頁。

(47) 同上， 96-97頁。
(48) 田中有一 “通信機製造の立場より見たる計画生産＂• r1u:気通信』第7巻第34号 （1944年5月6)'] 
合併号），9～12頁。
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て「通信機工業は電気分野の仕事であるため技術者としては 電気技術者のみ寄り集り」と述

べ， 以下のように弱電分野における部品製造での機械技術の水準の低さを記している。

多量生産には必ず限界ゲージ方式が採用せられる。然るに此限界ゲージ方式が何たるかを

理解して居ないものが多いのに驚く 。然も検査係に属するものにして之を理解して居ない

ものが居るからあきれる。（中略）現在ゲージ類の完備せざるがために，調整現場にヤスリ，

ボール盤を設備し，調整組立とはか、るものであるとの観念を抱いて，莫大なる労力を割

いて居るのを見ると甚だ嘆かはしい。

日本における限界ゲージは1920年代後半に，軍工廠をはじめ，造船，発電機などの製造を行

なう民間主要工場で採用され 大量生産の前提となった。戦時期になり急激な増産体制を求め

られた弱電分野では，依然として非効率な生産を行なっていたといえよう。

( 2) 生産管理の問題

技術進歩が激しい中で量産が必要となった真空管の研究・製造について，先とは別の観点か

ら技術と技術者の問題を以下で論じよう。前出の1943年 1月の座談会において，東芝 ・西堀は

真空管の技術問題について次のように語っている。

我々は勿論研究所から基礎的な研究結果をどしどし工場に注入してやるのですが，それを

実際に適用する者が必要なのです。その技術者がなかなか得られないので困ってゐます。

工員，職工の監督と申しますか，世話人と申しますか，さういふ風な意味合の技術者，こ

れが甚だ不足してをるのです。或る一つの真空管に注意の主力を注ぎますと，その真空管

は見る見るうちに不良率が減る。ところがそれからちょっと主力をそらしますと，またそ

の真空管から不良が非常に沢山出てきて良品率が非常に少くなってしまふ。我々の方の会

社では非常に沢山の種類の真空管を作ってをりますから，さういふ多くの真空管に対して，

やはりそれぞれの技術者がついて行かなければならん。この人間が不足してをることが，

たしかに全体としての不良率の多い原因の一つになってをるのでありまして，さういふ意

味でぜひ種類を滅して行く，いはゆる規格化といふ風な問題は，我々も或る意味において

非常に賛成なのであります。

後半において真空管の歩留り向上のための品種整理に関連した内容が述べられているが，こ

れ自体は重大な問題だが本稿では立ち入らない。ここで注目するのは 2種類の技術の必要性で

ある。すなわち冒頭に出ている実用化ないしは製品改良に関する研究・技術と，次に出ている

歩留り向上のための生産管理 （技術）である。前者については後で論ずるとして，生産管理の

点を先ずみていこう 。

(49) 通商産業省編 『商工政策史 第十八巻機械工業 （上）』，商工政策史刊行会， 1976年， 286-289
頁（執筆は玉置正美）。

(50) 前掲11，“「大東亜共栄圏の電気通信技術を語る（其の二真空管）」座談会”， 37頁。
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真空管の増産がさらに緊要となった1944年9月に開催された座談会では，まさに「真空管の

増産」が議題テーマとされ，その中で，東芝 ・菅は，生産管理と生産状況について次のように

述べている。

それから生産の歩留りが上らぬといふのは，何といっても最大の原因は指導者が弱い。各

級の指導者が揃ってゐないために面倒がよく行き届かない結果，極端にいへば，無政府状

態の生産をやってゐる。或は上部の意図が下部まですっかり徹底して面倒が技術的に行き

届いてをらぬのが歩留りの上らぬ最大の原因だと思ふ。これが対策のーっとして応召の技

術者を還せるものは最小限度返してもらひたいと御願ひして居るのですが，これはなかな

か進行しません。

日本電気 ・西尾も同様の内容として次のように述べている。

良品率がなぜ向上しないかといふ一つの原因は，これは中間の技術者が足りない，或は熟

練工員が足りないといふ問題で いづれも頭脳の問題になりますが，現在行政査察の結果

によって労務員のいはゆる頭数だけは十分になって参りました。（中略）どうしてもさ う

いふ人達を指導する階級が欲しいところでありますが，先程申された応召解除の問題もま

だ具体的には現はれて参ってをりませんので，ぜひとも出来るだけの脳味噌を真空管の方

面に動員して貰ふことが，この陸路対策の一番根本的な問題ではないかと思ってゐる次第

であり ます。

2氏とも技術者の応召解除を望んでいるが これは戦時下の生産問題として弱電分野に固有

の問題ではない。戦前の真空管の組立作業はピンセットやはさみを用いながら細かい手作業を

順じ確実に進めて行くものであり，その作業工程における生産管理が大きな意味を持ち，その

ために必要な中間技術者が量的に不足していたことは指摘できょう 。ただ留意しておくべきこ

とは，性能向上のために構造が複雑化 していきかねない中において，組立 ・製造の容易な真空

管が本来は求められていたという設計技術上の問題が，生産管理問題と関係していた点である。

( 3) 実用化研究・生産技術研究と技術者

先に指摘だけして論じていない実用化研究の点について 生産技術の点とともに以下でみて

いく 。電気通信機材の生産増強について話し合われた座談会において，無線機生産について 1

桁上げるような増強を期待された中で，東京電気 ・今岡は次のように語っている。

正直の処，従来よりかういふ桁の違ひました製造といふことにつきまして，生産技術，製

(51) 前掲11，“真空管の増産を語る座談会”， 19頁。
(52) 向上， 21頁。
(53) 真空管の組立工程については一例として，r真空管組立作業教本 ソラ』，東京芝浦電気株式会社
電子工業研究所技術本部， 1944年10月 （日本電子機械工業会電子管史研究会編 『電子管の歴史 資料

編』，日本電子機械工業会電子管史研究会，1988年， 36-49頁，所JI又），を参照。ただし 「ソラ」は量
産向きの設計がなされた万能型の受信管であった。その開発経緯については，西堀栄三郎 『百の論よ
り一つの証拠』，日本規格協会， 1985年， 205-220頁，を参照。
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造技術といふことの勉強が足らなかったといふことカf如実に出て参りまして，いろいろ御

迷惑をかけてゐるのは実に御恥しい次第なんであります。－－…どうも製造技術といふ事が，

人足仕事といふやうにいままで取扱はれました関係上，製造技術の方に来てゐる人に明敏

な人が少ないといふ事は確かにいへるのだと思ひま（字。

ここで明らかにされていることは，生産技術 ・製造技術が軽視され，その結果として人材不

足に陥っており ，生産増強が容易でなかったことである。これは工学教育に関して「従来の理

工科系の諸学校の教育は，むしろ学理一一技術理論を主とするものが多く，真の意味の生産技

術の教育を行ふものは少い。そのために設計技術者や研究者には向いても，真の生産技術者と

なるには現場における再教育を必要とされる実状にあった」ことにも関係していた。これらか

ら，工学的知識を生産へという技術活動へ結びつけることの弱さが 生産を担う民間企業にも

そのまま持ち越されてしまっていたといえるだろう 。

電気通信に関する研究を議題として開催された座談会で，日本放送協会 ・箕原は，研究の方

向性として，実用化 ・製品化のための開発研究仁基礎的な探索研究があるとの内容で，次の

ように発言している。

時間的に早く要求を満す為に現在の知識を旨く応用して要領よく実用化せしむる方向に進

むものと，又一方にてさういふことをして居ったのでは技術の真の向上が出来ないから，

もう少し基本的に五年先，十年先のことを考へて研究する方向と，双方併立させてやって

行かなければな らない。現在の知識を応用して早 く纏めるといふことが非常に困難なこと

であり又重要なことであるにも拘らず，それをやって居ると，如何にも低級なことをやっ

て居るといって軽蔑される。やって居る者も人から非難されるといふことが心配なものだ

から，また純理論的に入り込んで仕舞ふのがいけない。

前に述べた生産技術の軽視と同じような意味合いで，実用化研究が軽視される風潮があった

ことが分かる。戦時下の軍事目的では実用化の視点は抜きにできないにもかかわらず，実際に

そのような研究が放置されていた例を示そう 。東芝の通信機製造所への行政査察の結果として

報告書に以下のように研究状況が記されている。

K二五Oヲ電波探信儀ニ使用セル場合繊条保持棒ノ中央ヨリ焼損スルコトニ｛寸研究ヲ命ジ

アル処之ニ対スル研究不足ニシテ全ク対策ナキ有様ナリ学振ノ VM管等ノ研究ヨリカカル焦

眉ノ急ヲ要スル問題ヲ研究スベキナリ之ニ依リ見ルモ会社ノ研究ハ研究ノ為ノ研究ニシテ量

産ニ関スル研究ヲ実施シアラズカカル研究課ハ速時解散シ現場ノ補強ニ資セシムベキナリ

(54) 前掲11, ..「電気通信機材の生産増強を語る」座談会”， 28頁。
(55) 藤沢威雄“生産技術教育の急務”， r改造』1943年8月号， 50頁。筆者略歴は， 1895年生まれ，
1923年東京帝大工学部造兵学科卒，資源局技師 ・企画｜史技師を経て， 1939年企画院科学部長となり，
執筆時は科学動員協会専務理事（日本科学史学会編 「日本科学技術史大系 第10巻教育 3』，第一
法規出版， 1966年， 209頁）。

(56) 前掲11，“「電気通信に関する研究を語る」座談会・・， 11-12頁。
(57) 「生産技術班（各会社，工場ニ関スル事項）」，『第十回（電波兵器）行政査察各班報告書』，1944
年7月（「美濃部洋次文書』I 1 (7202））。
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ここには，電波兵器に使用される特定の真空管において改善すべき具体性を持つ研究課題を

命じ られていたにもかかわらず，そうでない「研究ノ為ノ研究」に力が注がれ，量産のための

研究が疎かにされていたことに対して，厳しい表現がみられる。技術者の置かれていた研究状

況や考えなどとの関連を直接論ずるこ とは出来ないが， 実用化研究が結果として放置される状

況に陥っていたのは事実であった。

4. おわりに

本稿では日本における戦時期の弱電分野について工業部門としての民間企業を取り上げ，技

術庁と技術者の特徴を検討してきた。そこでは，技術者の特徴として，人的構成が電気技術者に

片寄り他分野の技術者とりわけ機械技術者の不足を，技術的特徴としては，人的構成の結果と

しての機械技術の低位を明らかにした。機械技術の脆弱性は，技術者の実用化や生産技術に対

する研究の軽視とともに，先端技術の製品量産化が求められていた状況で，生産技術力の向上

を妨げることになった。

戦時期の日本の弱電分野に関しては，科学技術に対する研究体制の欠如の例として，電波兵

器が繰り返し取り上げられ，このことばかりが問題であったようにとられがちである。 しかし

そうした点だけでなく，生産・製造を担う民間企業の内部においても本稿で明らかにしたよう

な技術者と技術の特徴が生産力としての障害となっていた。すなわち弱電分野では，研究を進

める研究者・技術者の組織だけでなく，生産を行なう技術者の組織にも欠けていたのである。

2つの組織力は，科学技術動員という広い枠組の中では同じようにも捉えられるが，先端的な

研究を遂行する力と，量産を支える産業としての力という両極に位置するものである。

生産要素の観点から考えるとき，戦時期においては資材不足やそれに関連した生産設備の制

約が，技術者ならびに一般的な労働力の不足とともに，障害になっていた。弱電機器の開発な

らびに生産においては，戦時期に求められた増産体制の点から 技術者の単なる量的な不足と

いうだけでなく，技術者の組織構成として問題を抱えていた。このことが生産設備の有効な活

用や改良を阻害し，生産方法の技術的な向上をなし得なかったのである。この点は技術者自身

も気づいていたのであるが，弱電機器の製造に関して，直接・間接を問わず必要とされた機械

(58) 実用化研究の単なる軽視だけでなく，戦局が不利に傾く中で新型の電波兵器が期待され，それに
使用される新型真空管の開発に重点を置いてしまった可能性を指摘しうる。このことは戦時の軍事研
究における各研究の重要皮の点から，科学技術動員による研究の組織性の問題とも関係していると考
えられるが，それは本稿の課題から外れる。

(59) 例えば，中川靖造「ドキュメント海軍技術研究所』，日本経済新聞社， 1987年（のち『海軍技術
研究所』，光入社 NF文庫， 1997年） ; NHK取材班編 『エレクトロニクスが戦いを制す』（「ドキュメン
ト太平洋戦争 3』），角川書店， 1994年 （のち改題し 『電子兵器「カミカゼ」を制す』（『太平洋戦争
日本の敗因 3』），角川文庫， 1995年），はそのような視点で記述されている。

(60) 真空管の製造機械は，自社内での製造と，外部の会社による製造の両方の場合があった（東京芝
浦電気株式会社電子工業研究所 『第卜回（電波兵器）行政査察ニ関スル内閣閣参号外ニ依ル会社提出
資料（別紙二ニヨルモノ）』（『美濃部洋次文書』I 54 <7506)), 1944年6月25日，「ー，一般事項」
の「（ニ）昭和卜九年度生産実施計画」の項 ；「設備班」，前掲57，『第十回（電波兵器）行政査察各班
報告書』）。
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技術者を投入することは，技術者の全体数が制約される中では量的余裕は限られ，また時間的

余裕もなかった。戦時期の 日本においては，弱電機器の生産を支える技術者の層としての限界

を有していたのである。

［付記］ 本研究のご指導を賜った金沢大学工学部田中一郎教授に厚くお礼申上げます。
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This paper discuss巴S th巴 technologyof the communications equipm巴ntindustry from the 

po111t of view of the characteristics of the group of technical experts available during World 

War II in Japan. Although several studies have examined the behavior of companies in this 

industry during the war, few studies have focused on the technology they used. In order to 

analyze the attitudes of technical experts toward technology, records of discussion meetings in 

those days were used. These records show that th巴 industryhad few experts in areas of 

engineering other than el巴ctricalengin巴巴ring and was particularly lacking in mechanical 

engi n巴巴ring

Some other contemporary documents prove the quantitative lack. In the main companies, the 

ratio of mecha日icalengineers to all engineers graduated from universities was smaller than the 

ratio of mechanical engineers to all engineers g1 aduated from other schools 

This deficiency decreased the technological level in matters relating to mechanical eng111eer-

ing. As a result, th巴 inadequacyof mechanical engi日巴巴ringprevailed in both design and produc-

ti on 

This war demanded mass production of new products using new technology. However, many 

technical experts disregarded studies of application technology and production technology. The 

low level of production technology in the communications equipment industry resulted from th巴

insufficiency of mechanical engineering and th巴 disregardof production technology in addition 

to insuffici巴ntmaterials 
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