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【研究ノート】

旧日本軍における人事評価制度
将校の考科・考課を中心に

石田 京吾
濱田　 秀

はじめに

　今日、旧日本軍（1）の人事評価制度と、それがもたらした結果に対する評価は芳しいもの

ではない。廣瀬照幸は、陸軍について「公平な競争による人事決定」の徹底が「遊泳術に

巧みな能吏タイプの人間」を高く評価し、昇進させたと指摘している（2）。また、試みにあ

るビジネス書をひもとけば、陸海軍の人事評価制度を、競争と評価を避け、一方でエリー

トなら失敗をしても保護される仕組みであったと断じている（3）。これらの例が示すように、

陸海軍の人事評価の硬直性を指摘する例は多い。

　しかしながら、実際の陸海軍の人事評価制度がどのようなものであったかについては、

よく知られていないのが実態である。例外的に旧日本軍将校による人事制度の概説があり
（4）、また軍事エリートの選抜過程に関する実証・統計的な研究はあるものの（5）、人事評価

制度自体については本格的な研究がほとんどない。

　そこで本稿は、旧日本軍の人事評価制度を明らかにすることを試みる。具体的には平時

における考科・考課の方式、実戦での実績評価の方式、そうした評価結果が進級にどのよ

うに反映されたかを探求する。ちなみに考科・考課とは勤務評定のことであり、それぞれ

陸軍・海軍の用語である。

　とはいえ、この課題には難しさが待ち受けている。第 1に、評価手続きに関する内規や

人事評価結果といった具体的史料の不足である。それは、終戦直前・直後に多くの行政書

類が処分されたことに起因する。第 2に、紙の上の制度とは異なるであろう運用の実際を

（1） 　本稿では旧日本軍全体を陸海軍、旧陸軍を陸軍、旧海軍を海軍と呼称する。
（2） 　廣瀬照幸『陸軍将校の教育社会史 立身出世と天皇制』（世織書房、1997年）353ページ。
（3） 　田中滋・浅川港『まず、日本的人事を変えよ ! 「競争」と「評価」が活力を生む』（ダイヤモン

ド社、2001年）83～86ページ。
（4） 　例えば、山崎正男「旧軍軍制史梗概」（陸上自衛隊幹部学校、1961年）、田中慶美「陸軍人事制度概説」
（防衛研修所、1981年）、末国正雄「帝国海軍人事制度概説」（防衛研修所、1972年）。

（5） 　熊谷光久「旧陸海軍将校の選抜と育成」（防衛研修所、1980年）、同『日本軍の人的制度と問題点
の研究』（国書刊行会、1994年）、河野仁「大正・昭和期における陸海軍将校の出身階層と地位達成」『大
阪大学教育社会学・教育計画論研究集録』第 7号（1989年）、山口宗之『陸軍と海軍 陸海軍将校
史の研究』（清文堂、2000年）など。
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知る人物が、ほとんど生存していないことである。こうした困難はあるものの、本稿では

わずかに現存する法規や行政文書から制度の姿を再構築することを試みる。法規について

は陸軍大臣官房編纂「陸軍成規類聚」や海軍大臣官房編纂「海軍諸例則」などを、行政文

書は「陸軍省大日記」や海軍大臣官房編纂「公文備考」などを利用する。また旧日本軍の

人事担当者の回想録などをあわせて参考にすることにより、実際の運用の姿を明らかにす

るに努めるとともに、特に評価結果と実際の人事行政との関係に着目する（6）。

　ところで陸海軍の人事権は、戦前の大日本帝国憲法（以下、「憲法」と呼ぶ）によって規

定された天皇の任命大権（第 10条）、軍令大権（第 11条）、軍政大権（第 12条）に源を発

していた。人事に関しては、すべて上奏裁可を経ることを原則としたが、具体的な事務に

ついては陸海軍大臣が所掌し、天皇の名においてさまざまな処置を行った。そして、将校（親

任官、勅任官、奏任官）の任官、進級、転職、退職等（予備役、退役への編入など）の事

務処理要領を定めていたのである。

　こうした前提に基づき、以下において陸軍、海軍の順にそれぞれの人事評価（考科・考

課と進級）制度について略説していき、それらの運用実態と問題点を明らかにする。最後

に陸海軍の人事評価制度について、それぞれの問題点にふれ、これを総括とすることとす

る（7）。

１　陸軍

　陸軍に関しては、「陸軍武官考科表規則」といった人事の根拠となる法規や若干の通達類

は残存しているものの、海軍とは異なり、内規が残っていない。本節においては、法規類

に加えて、元人事担当者の回想録にも依拠にしつつ、陸軍の人事評価の特徴や運用面にお

ける問題点について考察することにする。

　

（1）考科と進級

　陸軍における人事評価は、創軍間もない 1873（明治 6）年に定められた「改訂鎮台条例」

（布 255号）（8）の中に、その萌芽を見ることができる。この条例の中には評価と進級に関す

る記述が見られ、両者が密接に関連しているという考え方が示されている。ただし同条例

では、いかなる要素で評価を行うかといった具体的な内容までは踏み込んでいなかった。
（6） 　以下、引用文献は、特に注記がない場合については防衛研究所所蔵文書である。
（7） 　陸軍部分は濱田が、海軍部分は石田がそれぞれ主に執筆した。
（8） 　1872（明治 5）年 1月 10日に「東京鎮台条例」、3月 13日に「大阪・鎮西・東北鎮台条例」が定

められたが 1873（明治 6）年に改正された。それぞれの条例において、進級については、欠員のある
ときに補充するという形で規定がなされている。
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　翌 1874（明治 7）年には「武官進級条例」（布 448号）が制定され、兵卒から将官までの

基本的な進級の要領が定められた。続く 1875（明治 8）年、「陸軍武官考科表並其概旨」が、

評価の具体的要領を規定するとともに、各個人の記録を初めて「考科表」と呼称すること

とした。

　これら一連の規則は、1889（明治 22）年に「陸軍武官考科表規則」、「武官進級令」、「陸

軍武官進級取扱規則」という形で整備された。考科の目的は、公平で透徹した観察と中正

妥当な評価によって人物の真価及び特徴を明確にすることとされた（9）。こうして考科は大

東亜戦争終戦に至るまでの期間、抜擢、補職、その他人事の基礎資料となった。

　

（2）人事担当部署 

　中央機構における人事関係の主務部局は、陸軍省人事局であった。陸軍省とともに中央

三官衙と並び称された参謀本部と教育総監部も人事に関与した。こうした関与は、1913（大

正 2）年に定められた「陸軍省参謀本部教育総監部関係業務担任規定」（いわゆる「省部規定」）

と、後述する考科規則を根拠にしていた。

　参謀本部が関与したのは、参謀将校 特に陸軍大学校卒業者 の人事であった。参

謀職から参謀職への異動は、参謀本部総務部が起案した。陸軍省では特段の理由がない限り、

起案通りに発令を行った。一般の補職から参謀職に命課される場合や逆に参謀職から一般

の補職への異動の場合には、陸軍省と参謀本部が協議した（10）。ただし、いずれの場合にお

いても、上奏裁可を経て発令する権限は陸軍大臣にあった。

　教育総監部では、騎兵、砲兵、工兵、輜重兵等の各兵監が、兵科専門教育を行うだけで

なく、各兵科の人事にも力を及ぼしていた。後述のとおり、「陸軍武官考科表規則」は、各

兵監が当該兵科の佐尉官の考科表の副本（11）を持つことを定めていた。各兵監は副本によっ

て当該将校の人物を知ることができるだけでなく、考科表に自分の意見を付け加えること

もできた。

　

（3）考科

ア　考科制度の概要

　考科制度は、制定から終焉にいたるまでの期間、基本的な考え方などは変わらなかった

（9） 　「陸軍武官考科表規則」（昭和 15年陸達 81号）、「考科要領及考科表記載規定」（昭和 13年人往 1610号）
による。後者は特に考科手続きを事細かに規定するもの。

（10） 　 山崎正男講述（加登川幸太郎編）「軍政よもやま話」『偕行』（1991年 5月）25ページ。
（11） 　ここでいう副本とは、別に定める所管区分により送達された考科表をさす。これに対して正本とは、

調製官が保管した考科表である。正副本は同内容が記載され、調製官等による加除修正が行われた
場合は、副本についても通報がなされ、加除修正が行われた。
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ものの、適用対象や書式、手続きなどでは幾度かの改正を経た。大きな改正は表 1のとお

りである。

　考科制度の改正には、後述するとおり、陸軍部内において誰が人事評価を行い、誰が人

事情報を掌握し、誰が実際の人事権を行使するのか、という本質的な問題が潜んでいた。

この制度には、調製官・判定官のように直接評価を行う者に加え、副本の進達といった形

で影響行使が可能であった者 例えば前述の各兵監 が組み込まれていたためである。

制定・改正年 規則名 考科の対象 内容・意義

1873（明治 6） 改訂鎮台条例
（布 255号） 将官～兵卒 検閲使による人物評価と進級に関し

規定。考科制度の萌芽。

1875（明治 8）
陸軍武官考科
表並其概旨
（陸達 23号）

上長官～下士 考科表の調製要領を初めて制定。

1889（明治 22）

陸軍進級取扱
規則並陸軍武
官考科表規則
（陸達 76号）

同上
① 進級令・進級条例との整合を図る
② 参謀の考科表の扱いを明記。
③ 副本の所管区分を明記。

1899（明治 32）
陸軍武官考科
表規則
（陸達 38号）

上長官・士官・
准士官・下士

① 予備役・後備役等の扱いを明記。
②  将官への進級・退役、死亡時の処
置を明記。

1921（大正 10） 同上
（陸達 37号） 同上 ① 下士・士官任官時に各々作成。

② 記載事項を具体的に別紙で図示。

1936（昭和 11） 同上
（陸達 55号） 同上

各級部隊長の人事権行使を遺憾なき
ようにするため、考科表調製権と抜
擢権を不可分であることを明示。

1938（昭和 13） 同上
（陸達 58号）

佐官・尉官・准
士官・下士官

① 考科表調製官の負担軽減。
②  「考科要領及考科表記載規定」（人
往 1610号）を制定し、評価を甲
乙丙方式にした。

1940（昭和 15） 同上
（陸達 81号）

将官・佐官・尉
官・准士官・下
士官

① 副本を各兵監等から取り上げた。
② 将官の考科を実施。
③  召集中の予備役将校の考科関連
規定を追加。

表 1　考科表規則の変遷

（注 1）　「陸軍武官考科表規則」については大きな改正のあったものだけを掲載。
（注 2）　上長官は佐官、士官は尉官、下士は下士官（伍長以上）をそれぞれ指す。
（注 3） 　1940（昭和 15）年以降、将官（親補職及び所属長官を除く）から下士官に至るまで、現役・予

備役を問わず、対象となった。ただし、休停職・待命者は対象から除外された。
（出所）　「陸軍省大日記」、「陸軍省達書」から筆者作成。
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　以下、陸軍の法規集「陸軍成規類聚」（12）や人事関係者の必携書であった「補任事務提要」

などを参考に、昭和 10年代を中心に考科制度を概観してみることとする。

　図 1に示したとおり、陸軍の武官（准士官、下士官を含む）にあっては、考科される者

を「被考科官」と、考科表を調製（作成）する者を「調製官」とそれぞれ称した。現役武

官の考科表調製官は、将官（13）（親補職及び所属長官を除く）にあっては所管長官、佐官及

び尉官は、独立部隊長（陸軍諸学校の各隊長等を含む）、司令部、官衙または学校の局長、

部長、課長、参謀長等、及びこれらの者に準ずる所管長官の指定する者であった。准士官

及び下士官の調製官は隊長、副官及びこれに準ずる者とされた。さらに調製官の上官が「判

定官」となり、考科に対する所見を考科表に記載したり、所見を調製官に通報した（14）。

　ただし考科は、調製官、判定官だけが関係するものではなかった。例えば、調整官より

下級の将校は、自らの部下や監督下にある者の考科に関する意見を調製官に申し述べるこ

（12） 　「成規類聚」第 2巻第 4類の中に、「陸軍武官考科表規則」、「考科要領及考科表記載規定」があり、
後者が考科手続きの詳細を規定している。特に後者の第 1「考科要領」第 1「要旨」の項からは、陸
軍の考科に対する考え方がうかがえる。

（13） 　山崎正男「将軍は語る 山崎正男氏対談記（後編）」『偕行』（1980年 5月）16ページ。将官の考科表は、
将官の人数が少ない時代は、勤務実績に関し、陸軍省で掌握していたため必要ないものとされていた。
そこで、大佐から少将になる際に陸軍省に返納した。しかしながら、戦争がはじまって部隊数が増
えてくると、それにつれて現役の将官数も増加したため、将官についても考科表が義務づけられた。
山崎少将は陸士 33期で陸軍省人事局課員、軍務局課員、兵務局課員・課長、東部軍参謀、予科士官
学校幹事などを歴任し、陸軍の制度に通暁していた。

（14） 　考科表は、初任の際に初任時考科表によって調製し、じ後毎年 11月 1日の所属に従い、年度考科
表により、さらにこれを調製し考科表副本を所管区分に従い、毎年 12月 20日までに所管者に進達
（到達）することが義務付けられていた。ただし、調製官または被考科官が、5月 1日以降転任する
にあたり、6カ月以上隷属、指揮または監督の関係があった者の当該年度考科表は、その際に調製し、
11月 1日の所属による調整官がこれに所要の補備訂正を行った。

図 1　考科の流れ

所管長官

判定官

調製官

被考科官

兵監・師団等の各部長

被考科官の上官（調製官より下級の将校）

→考科の実施・正本の所持

考　科

副本進達

副本進達

副本・正本に所見を通報

被考科官の考科に関して意見を述べる

通報

専門的技能に関する所見

通報

（出所）　「陸軍武官考科表規則」（昭和 15年陸達 81号）から筆者作成。
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とができたし、業務系統で監督権を有する将校も同様に所見を通報することができた。ま

た判定官の上官も、指揮下にある部隊に属する者に関し、判定官と同じような処置ができた。

これらに加えて、各兵監及びこれに準ずる者は当該兵種将校が本来保有すべき技能に関す

る所見を、師団等の各部長は当該各部将校の専門的技能に関する所見を、それぞれ所管長

官または調製官に通報することになっていた（15）。このようにして作成された考科表のうち、

佐尉官のものの副本は、順序を経て所管長官から大臣に進達された（実際には人事局長が

保管）。

　以上のように、考科制度は、被考科官を、調製官、判定官という指揮系統の上からだけ

でなく、左右の業務系統等からも見ることを企図するものであり、それは被考科官に対す

る評価を多面的に行おうという工夫といえた。しかし、各兵科の兵監による人事権介入の

遠因ともなった（兵監の関与は、1942年に廃止）。

　

イ　考科要素 

　考科はどのような基準で実施されていたのであろうか。各時代の考科表の主な記載事項

は表 2に、考科要素は表 3に、それぞれ示したとおりである。特に考科要素からは、陸軍

はどのような者を「あるべき軍人」と想定したかが推察できよう。

（15） 　規則で言うところの「所管長官」とは「師団長又ハ之ト同等以上ノ権アル長官ヲ謂フ但シ陸軍直
轄ノ官衙及学校ニ在リテハ各其ノ長」であり、師団長やこれに準ずる者以上のことをさす。

制定年度 記載事項
1875（明治 8）年

出自

賞功 罰則
進級

戦役

学科・芸術 （考科要素） 性質品行
1889（明治 22）年

賞 罰

上官所見

考科要素 調製官所見

1899（明治 32）年
1921（大正 10）年

進級命課
（上官所見）1927（昭和 2）年

1936（昭和 11）年 履歴 戦歴

1940（昭和 15）年 家庭環境、立志の動機、銓
衡会議の意見その他

前年度
補修訂
正事項

判定官所見
1941（昭和 16）年

表 2　考科表記載事項

（注 1） 　明治 8年の「（考科要素）」については、明確に記述されていない。考科要素にあたるものとしては、
「学科・芸術」「性格品行」という項目があった。

（注 2） 　大正 10年～昭和 11年の（上官所見）にあたる事項は、調製官所見に準ずると規定されていて、
明確に記入欄が示されていない。

（出所）　「陸軍省大日記」、「陸軍省達書」から筆者が作成。
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制定年度 考科要素等

1875（明治 8）年
目的 学芸性行を検知して考科の用に供する。

考科要素
学　科（兵学・戦略学・戦法学・文学・算学・語学・翻訳）
芸　術（馬術・大砲射的・体操・射的）、性質品行

1889（明治 22）年

目的 才能、技量、その他一身上に係わる諸般の事項を詳悉し
て考科の用に供する。

考科要素

①性質・気概・体格、②出身時の景況・進級の経過、③
勤務上の結果、④学術上の技能・特有の技能、⑤義務心
の状態、⑥家計の景況・交際の景況、⑦既往と現在の状況・
将来の見込み

1899（明治 32）年

目的 諸般の事項を詳悉して考科の用に供する。

考科要素
①性質・気概・体格・志操、②出身前の経歴・出身時の景況、
③勤務、④学術・特有の技能、⑤義務心・品行、⑥家計・
家政、⑦既往と現在の状況・将来の見込み

1921（大正 10）年
1927（昭和 2）年
1936（昭和 11）年

目的 一身上に係わる諸般の事項を詳悉して考科の用に供する。

考科要素
①出身前の経歴、③性格、④言語・態度・品行、⑤体格・
健康状態、⑥服務、⑦統御、⑧学術技能・外国語、⑨家
庭の状況、⑩将来の見込み・その他

1938（昭和 13）年
1940（昭和 15）年
1941（昭和 16）年

目的 人物の真価・特徴を明確にし抜擢・補職、その他人事の
基礎資料とする。

考科要素

項目 考科の視点
体格健康 職務遂行能力に直結 「体格健康」、

「性格」につ
いては甲乙丙
で評価

性格
軍人必須の性格の具備発
揮について観察（人物、
徳性、品行、言語、態度等）

統御 威重・率先垂範・部下への諸徳・感化、上
司の信頼等

識見技能 各兵科部その本然の識見技能を評価の主対
象とする。

服務 服務態度（服務の態度・熱意・実行力・成果）

総合判決

透徹した観察と
的確な鑑別に基
いて、総合的判
断をして総合価
値、列序、特徴 
及び適任職を判
決

総合判決の評語は 5段階とする
優秀：全軍的に見て傑出している者
優良：優秀に次ぐ者
上位： 普通（いわゆる 10人並）よ

り秀づる者
普通：いわゆる 10人並の者
下位：普通より劣れる者

（注 1）　この表における「目的」の項目は、筆者が条文の趣旨を解釈し、表現したもの。
（注 2） 　1938（昭和 13）年以降は、人物の真価・特徴を明確にするという趣旨から、考科要領をさらに

詳述する必要性が生じ、陸軍省は考科表規則改定とともに「考科要領及考科表記載規定」（人往
1610号）を定めた。

（出所）　「陸軍省大日記」、「陸軍省達書」から筆者作成。

表 3　考科要素の変遷
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　ここでは 1938（昭和 13）年の「考科要領及考科表記載規定」（人往 1610号）を例に列挙・

検討してみよう。同要領・規定は、考科要素として「体格健康」、「性格」、「統御」、「識見

技能」、「服務」の 5つの項目を掲げていた。これらの項目のいずれかを重視すると言うこ

とではなく、あくまで何れにも概ね同等の価値を付与するものと規定されていて、各要素

から「総合判決」を得るものとした。

　各項目について見てみると、まず、体格健康では、体格は健康に関係あるのみではなく、

威厳や重み、統率等にも影響がある。健康については平戦両時を通じ、内外地を問わず、

また寒暑にかかわらず、各種の勤務、職責を遂行しうる者は、これを高く評価した。

　性格（人物、徳性、品行、言語、態度等）については、典範令その他で要求されている

軍人必須の性格（徳性）を具備発揮し、本務を完全に遂行し、軍の精強化に貢献をした者

を高く評価した。なお音声・言語・態度等も評価の対象としたほか、品行素行等の私行に

関するものは、度外視はしないが、これを評価の重点としてはならないとされていた。

　統御（信望）については、威厳や重みがあり、率先垂範、部下へ及ぼす諸徳、諸能力を

発揮する者、あるいは団結の威力を形而上下共に最大にし得る者を、高く評価した。また、

上司の信頼、同僚の信望、部下の敬慕は、被考科官の統御面の観察資料となった。

　識見技能にあっては、各兵科部における識見技能を評価の主対象とした。また一般的な

識見技能及び外国語等特殊の能力も顧慮するほか、補職に関係ある特有の技能を明らかに

した。

　服務では、服務態度が誠実で熱意があり、指揮、監督指導の諸能力を具備し、実行力を

発揮して最良の成果を上げる者を高く評価した。

　以上のような考科項目による観察に基づき、総合的判断が行われた。その項目は「総合

価値」、「特徴」、「適任職」、「列序」から成っていた。その際、考科の参考として、血統、

家庭、環境、身体の成育、個性の発展等の状況、立志の動機及び熱意、銓衡会議の意見等、

現況及び将来に関し判断に資しうる事項を観察した。

　総合的判断のうち、総合価値とは、軍人としての真価の見極めである。考科に関わる者は、

現在のみならず過去の状況を把握し、将来をも考慮し、全軍的に公平に比較して妥当な判

決を得るものである。このため、資質の一部を軽視或いは偏重し、また、出身別、期別、

停年、学歴、経歴等に拘泥して公正を失することがないよう留意した。特徴においては、

長所と短所を観察するため、特に相当階級の職務に照らして鑑別した。適任職については、

当該階級及び必要に応じ直上階級に相当する各種職務を考慮して判定した。

　以上のことを勘案した上で、所管長官は、被考科官の考科表を総括し、現役将校、特別

志願将校、召集将校（佐官及び大尉のみ）の各群について、現官実役停年（現官に発令の
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日から起算し、名簿作成の時まで実際に勤務した年月数）の順序に考科表を整理した。そ

して、これらの群の区分毎に列序をつけた。列序は、総合（判決）価値に基づく当該部隊

内の各官（兵科将校にあっては、憲兵を除き各兵種を通した順序）毎の優劣の記述であった。

例えば、人事担当者の参考に資するべき手引である陸軍省がまとめた「補任事務提要」（昭

和 18年人往 5007号）によれば、その 39～42ページにその記載要領が細部にわたり指定さ

れている。記載要領は年度によって変遷しているが、概ね列序は師団長等、所管長官によっ

て、①大佐、②参謀・陸大出身者・その他の出身者（各兵種を通し一団とする。但し大佐

および部員外を除く）、③各兵種（①と②に該当するものを除く）の区分毎に整理された。

　以上のような制度の変遷を経て、陸軍の考科制度は個人の真価・特徴を明確にして抜擢・

補職、その他の人事の基礎資料となるべく、改正され、工夫が加えられてきた。考科要素

についても約 60年の歳月を経て 5つの要素に集約されてきた。ところで考科要素は、数が

多くなると要素間の分離がつかなくなり、抽象的すぎると主観が入り込むおそれが生じる。

また考科要素を具体化して小項目に絞ると、能力の全貌がとらえられなくなるものの、エ

ラーの多いイメージ考科よりも優れている（16）と一般的にいわれている。いままで制度を概

観してきたように陸軍は昭和 10年代になって組織が大きくなり、考科の対象が増加したが
（17）、この時に定められた「考科要領及考科表記載規定」は、まさに考科要素を具体化し、

小項目に絞ったものであると言うことが出来る。このような観点から言えば、当時の陸軍

省としては、従来の方法に比して要素を絞り、具体化してエラーの少ない考科を目指した

とはいえる。しかしながら考科の各項目については、何れにも概ね同等の価値を付与する

と規定し、軽重の差をつけなかったため、この評価自体が建前的、形骸化したことは否め

ないであろう。

　

ウ　考科の実際と問題点

　陸軍において考科表調製は極めて重視された。そのことは厳しい戦時にあっても、通信、

連絡、文書が通ずる限り、提出させたことからもうかがえる（18）。年 1回の考科表調製の時

期が切迫すると、部隊長はこれに没頭しなければならないのが常態であった（19）。

（16） 　楠田丘『人事考課の手引』（日経文庫、1981年）83ページ。
（17） 　「陸軍武官考科表規則」の「改正の要点」に「（前略）国軍ノ拡大ニ伴ヒ将官ト雖モ甚タシク増加

（後略）」、「（前略）戦役又ハ事変ノ長期化スル趨勢ニ鑑ミ召集中ノ将校ノ人事ニ深甚ナル注意ヲ払ウ
ヲ要スル（後略）」等の表現が見られる。

（18） 　田中慶美「陸軍人事制度概説（後巻）」（防衛研修所、1980年）187ページ。
（19） 　「年度考科表調製様式中価値欄及列序欄ノ外ハ各欄ノ区分ニ応ジ前年度ニ対スル補修訂正事項ノミ

ヲ記載スルモノトス」（昭和 19年 10月 5日陸普 3453号）。人事当局は、このようなことを考慮して、
終戦直前の年度においては、特に調製の必要がないものは補備訂正に止めることができるという特
例を設け、部隊長の負担を軽減する措置をとったと言われている。
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　考科表はその調製自体が重視される一方で、実態として、いくつかの問題点を伴っていた。

第 1に形骸化の傾向が見られたことである。最後の陸軍省人事局長であった額田担中将の

後日談によれば、任官時の考科表は個人の特性がよく現れていたものもあったが、その後

のものは必要な事項のみが記入される慣例で、とかく簡略となり、抽象的に美辞麗句を連

ねたもの、感情をむき出しに悪口雑言を書きつらねたもの 次に触れる個人差の例とも

いえよう や、反対に「前年度に同じ」と書かれていたものがまれではなかった（20）。い

ずれにしても考科表に没頭せざるを得なかったという実態は、手段が目的化していたこと

をうかがわせる証左ともいえよう。

　第 2に、客観的な評価基準が軍全体で共有されていたとは言い難い面があったことであ

る。人事関係の職務に長く従事した那須義雄少将の回顧によれば、考科意見・判断では調

製官・判定官毎の個人差が見られたという（21）。人事局としては、人事上の下級部隊等から

の上申を信頼して、努めて意見を参酌することとしてはいたが、中央の独断を要する場合

も多かったという担当者の回顧もある（22）。このような欠点を補うために中央の人事担当者

は、全国に実態調査に赴き、あるいは実際に面接を行い、特に大尉以上の上級者の個別管

理に努めた（23）。担当者による戦後の記録・記憶は、そうした努力の結果人事局として「概

ね妥当な評価を下すことができた」としているが（24）、もちろんこれが額面通りであったか

は別途検討を要しよう。

　調製官個人による差だけでなく、部署による差も見られた。額田中将の後日談によれば、

教育総監部系の考科表は、優秀者がそろっていたせいか、むやみに抽象的で総花式のもの

が多かった。陸軍大学校関係の考科表は（古い時代を除けば）校長や幹事が高級副官にま

かせた結果、的確性を欠くものが少なくなかった。陸軍士官学校等の学校においては、中

隊長が自分の中隊から優等卒業生を出すため、当該候補生をむやみに褒め称える例もあっ

た（25）。

　この学校の例とは裏表の関係になるが、（被考科官側に余程明確な失敗などがない限り）

（20） 　額田担『陸軍省人事局長の回想』（芙蓉書房、1977年）25～43ページ。額田中将は、陸士 29期で、
人事局の課員、補任課長、局長などを歴任した。最後の人事局補任課長であった新宮陽太大佐（陸
士 38期）は「以前は連隊長が、毎年その人のエキスを一筆書いており、実に味わいのある考科表も
あったらしい。勿論それだけではわからないが、10年間それを見ていると正確な人物像が自然と浮
き上がってきた」と述べている。田中「陸軍人事制度概説（後巻）」187ページ。

（21） 　那須義雄「日本陸軍の人事管理」（防衛研修所、1966年）13ページ。那須少将は陸士 30期で旧陸
軍兵務課員、補任課員、補任課長、兵務局長等、人事関係の職務に長く従事した。

（22） 　那須「日本陸軍の人事管理」13ページ。
（23） 　陸軍省は、様々な情報手段を使って個人の詳細かつ具体的な資料を集めるに努めた。不明瞭なも

のを確かめるために担当部署が、よく各師団、各連隊をまわったという。同上、13ページ。山崎「将
軍は語る（後編）」16ぺージ。

（24） 　那須「日本陸軍の人事管理」13ページ。
（25） 　田中「陸軍人事制度概説（後巻）」187ページ。
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悪い評価をつけることは、調製官・判定官自身にとっても不利となる可能性があった。例

えば、最後のハルピン第 1陸軍病院長であった嘉悦三毅夫軍医中将は次のように証言して

いる。「私が少尉になりましたときに、荒木さん（貞夫。後に大将）が『人の悪いところが

目に付くようになったら出世せんぞ。人のいいところを見て、自分の人生の勉強にしろ』と。

それが私の軍隊生活の一生を通じて非常に参考になりました。私が部隊長になりまして、

考科表がくるでしょう。今まで考科表は（上司から）書かれておったんですが、自分が書

くようになってから、考科表を見ますとね。この男はどうだ……というように書いてある。

非常に褒めて書いてある考科表を書いた人が現在、残っているんだよ。将星になっている。

この人間は酒飲みであり、女癖がなんやかんやと書いた人は、もう名もなく、どこかへ消え

ちゃっている。それでその時は、つくづく思いましたね。あ、これは荒木さんが言われたよ

うに人のいいところを見てやらなければいかんのだと」（26）。この例などからは、肯定的に、

少なくとも当たり障りのない評価をつけるのが 先に述べた形式化と相まって 一般

化していたことがうかがわれる。

　考科表が「不分明」であったことは、額田中将も証言している。それを補うために 1930

年代末期から 1940年にかけての数年間、人事局では「期別、現序列に関係なく同階級者全

員につき序列を定め、簡単に所要事項を記入」した「考科順序表」を作成し、陸軍大臣に

提出していたという（27）。

　考科表の「不分明」さと、そこから有用な情報を抽出することの困難さは、戦時中増す

ことになった。2,000人、3,000人と大量の生徒を採用するようになり、また 1940（昭和

15）年に兵科が撤廃され、次に述べるとおり兵監の関与を廃したことから、考科すべき対

象が膨大になったためであった。そのため「体格健康」、「性格」、「識見技能」等の項目に

対する評価を「甲乙丙」で記入するようにした（28）。

　第 3に、各兵監等（29）が考科表調製過程に関与できたことは、各兵監等が（彼ら本来の権

限を超えて）進級や転属人事に介入する結果を生んだ。例えば「旧軍軍制梗概」を記した

山崎正男少将の回想によれば、まだ兵監のところに考科表副本が存在し、人事関与ができ

（26） 　嘉悦三毅夫「将軍は語る 7000名のハルピン脱出」『偕行』（1981年 1月）19ページ。
（27） 　「陸軍武官考科表規則改正ノ件」（昭和 13年陸達 58号）、「陸軍武官考科表規則改正の要旨」第 1

項による。また、額田『陸軍省人事局長の回想』25ページは、同中将が 1938（昭和 13）年春以降
に補任課長として考科表を改正した際、あわせて数年前より実施されていた年次の考科順序表をも
廃止した旨を記している。

（28） 　「考科要領及考科表記載規定」第 9「評語及列序」。社会学者竹内洋は、陸軍が大量評価の必要性
から減点方式をとったとしている。竹内洋『競争の社会学 学歴と昇進』（世界思想社、1981年）
14ページ。

（29） 　ここで言う「各兵監等」とは、参謀将校にとっては参謀総長、航空兵科将校にとっては航空総監、
騎兵等各兵科将校にとっては各兵監、各部将校にとっては陸軍省の経理、医務、法務各局長を指す。
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た時代、補任課に所在したが（昭和 6～7年。当時の階級は大尉）、「どの兵監部の高級課員

から」、「だれをどうしてくれと頼まれて」、「だれをどうした」という記憶は残ってないが、

兵監が補任課に対する相応の効果を与えていたことを紹介している（30）。また額田中将も回

想録で「（前略）従来考科表の写（31）（ママ）を握って人事に干渉していたからこそ、これら

の部局の権威が保たれていたといっても過言ではない」（32）と述べている。それを防ぐため、

1940（昭和 15）年、1942（昭和 17）年の 2回にわたり、陸軍考科表規則を改正し、佐尉

官の考科表の副本を各兵監等に配布しないようにした（33）。これによって制度面から、彼ら

が人事に介入する余地を減らそうとしたのである。

　

エ　実戦と考科

　大東亜戦争においては、陸軍という大組織が中国、朝鮮、ビルマ、南方等に展開していた

ため、陸軍省の人事参謀が各作戦正面に進出し、人事評価に資するための活動を行った（34）。

考科表は出戦の際には行李入組品として戦地に携行されることになっていた（35）。

　こうして調製が続けられた考科であるが、大東亜戦争終戦に伴い、各級軍事組織に存在

した考科表のほとんどが散逸してしまった。そのため、実戦においてどのように考科がな

されたかは不明な点が多い。ただし戦時中であっても人事業務が大きく変化するというも

のではなく、陸軍省人事局では各部隊から各階梯を経て上がってくる意見を聴取しつつ、

法規・規則に基づき淡々と人事業務をこなしていたという（36）。したがって現場の意見が即

時に反映されるシステムに おそらくは 1945（昭和 20）年 7月に進級権が現地部隊に委

譲されるまでは（37） なっていたとは考えにくいのである。

　

（30） 　山崎正男講述「軍制よもやま話 第十講（中）」『偕行』（1991年 5月）32～33ページ。
（31） 　昭和 15年陸達 81号で定めた「陸軍武官考科表規則」起案文書（「陸軍武官考科表規則改正ノ件」）

に編綴された規則改正理由を見ると、これは写しではなくて、副本をさしていることが分かる。なお、
この「陸軍武官考科表規則」は昭和 13年陸達 58号の改正である。

（32） 　額田『陸軍省人事局長の回想』25ページ。
（33） 　昭和 15年の「陸軍武官考科表規則」改正理由の大目的としては、長期化する戦役・事変に対応し

た人事評価を企図している。改正理由書はこの目的に鑑み、要点として 3点列挙しているが、その
要旨は副本の提出先の変更と、前述した将官の評価である。「（前略）統帥系統ノ人事処理権ヲ強化
シ人事ノ一元的運用ヲ容易ナラシムルノ要アルヲ認メ新ニ所管長官（師団長又ハ軍司令官等）ニ考
科表副本ヲ所管セシムルコトトス（後略）」と、明言している。

（34） 　旧陸軍人事局 井上正規氏（陸士 48期）とのインタビューによる（2004年 8月 11日）。
（35） 　1903（明治 36）年 7月 9日、第 1師団長参謀長が「将校及下士ノ考科表ハ出発ノ際行李入組品ト

シテ戦地ヘ携行スルモノナルヤ考科表規則其他動員ニ関スル諸規則ニモ何等明文ナシ御意見如何」
（明治 36年武 232号）としているのに対し、同月 16日、「行李入組品トシテ戦地ヘ携行セシムルノ
意見ナリ」（明治 36年人往 360号）と、人事局長が回答している。

（36） 　旧陸軍人事局 長谷川壽雄氏（陸士 41期）とのインタビューによる（2004年 8月 2日）。
（37） 　「陸軍武官任官進級取扱ノ特例ニ関スル件」（昭和 20年陸密 5098号）。
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（4）進級

ア　進級制度の概要（38）

　陸軍武官及び兵の進級については、憲法第 10条の任免大権（39）に基づいた勅令と達が定

めていた。例えば「陸軍武官進級令」（昭和 16年勅令 197号）、陸軍大臣が職権をもって規

定した「陸軍武官進級取扱規則」（昭和 16年陸達 10号）及び「陸軍兵進級規則」（昭和 15

年陸達 63号）である（40）。

　「陸軍武官進級令」の前身は、1874（明治 7）年の「陸軍武官進級条例」（布 448号）で

あり、軍級の区別（将官、上長官 /佐官、士官 /尉官、下士、兵卒）、実役停年（各階級に

最低限とどまるべき標準年数）、進級の要領などが定められた。また、同条例に基づき、「陸

軍武官抜擢進級取扱規則」（明治 19年省令乙 108号）が出され、細部手続きが定められた。

　1889（明治 22）年にはこれらが廃止され、新たに「陸軍武官進級令」（勅令 61号）と「陸

軍武官進級取扱規則並武官考科表規則」（陸達 76号）が定められた。以降、これらの対象

は将官～下士となった。

　武官の進級の趣旨は、上級の官職に堪える人材を抜擢して、その官階を進めることにあ

るとされた。進級には実役停年を経ることが必要であった。また、尉官及び佐官では、隊

附勤務（実兵の指揮運用）の経験も必要であった。「陸軍武官進級令」によれば、尉官から

佐官に進級する際は尉官の階級にあるときに 3年以上、佐官から将官に進級するときには

2年以上の隊附勤務がなければ、進級ができないこととされた。例えば、尉官から佐官へ

と最短で進級する場合、尉官である期間の 7年のうちの 3年以上、佐官である期間の 6年

のうちの 2年以上を現場で勤務する必要があった（41）。

　進級の方法には、抜擢進級と先任進級があった。抜擢進級とは、各階級毎に直近上位階

級へ進級するため、当該階級において停年（最少限在任すべき期間）を定め、その範囲を

（38） 　ここであげる進級要領のほか、「陸海軍将校及同相当官退役の際名誉進級ノ方（明治 23年勅令 24
号）」に規定されていた「名誉進級」（大正 9年に廃止）、「陸軍武官進級令」19条に規定していた「遡
及進級」、「陸軍武官進級令」20条に規定されていた「勤務演習による中少尉の進級」（昭和 16年に
廃止）、「航空機事故による死亡者の進級」（大正 13年勅令 112号）、「陸軍の諸生徒、少尉候補者等
の陸軍兵科及び各部将校への進級」（昭和 16年勅令 779号）などがあるが、ここでは省略する。

（39） 　憲法第 10条「天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他
ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル」。

（40） 　「成規類聚」第 2巻第 4類に所収。
（41） 　実役停年については「陸軍武官進級令」に規定されている。1874（明治 7）年の「陸軍武官進条例」

制定以来、戦時にあっては、実役停年を半減できる規定が設けられていた。また、戦時・動員に伴
う欠員の補充のため、実役停年を半減することが出来た。一方で軍編制の複雑化、人材の分業化等
のため、時に隊附勤務を経る機会がないまま、進級順位に達する者もあった。殊に戦時・事変にお
いては、軍の能率発揮を重視し、適材と思われる人材を長期にわたって使用する場合があった。こ
のため、「戦時又ハ事変ノ際及其ノ他ノ場合ニ於テ補充上必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス」と同条に
但書きを設け、制限が緩和された。
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超えた者から能力等を見極めた上、抜擢する方法をいう（42）。これに対して先任進級とは、

停年を超えた者から順番に進級させることをいう。1916（大正 5）年以降は、制度上は抜

擢進級のみとなったが（43）、抜擢にふさわしい業績の見きわめが難しい少尉から中尉への進

級などで先任進級的な運用が続いた（44）。

　抜擢進級、先任進級以外に、「将校団進級」という制度もあった。将校団とは、所属が同

じ将校たちの団結と親睦を図るために作られた組織であって、独立連大隊における将校と

同相当官からなる。将校団進級とは、この将校団毎に抜擢を行うものである。中・少尉の

時期においては、部隊から部隊へという転任は稀であった。士官学校の区隊長、教導連隊

の小隊長といった特殊な任務を別にすれば、一般部隊間での転任は極端な欠員ができた場

合のほかは原則として行わなかった。このため停年名簿も中・少尉階級は連隊毎に区分され、

これが徹底されていた。将校団進級という制度はこのようなことに起因している（45）。

　大佐から少将への進級も、上旨（46）という形式下、先任進級的であったが、大東亜戦争中

に将官・将校のポストが急増したため、抜擢の思想による上旨で行われるようになった（47）。

少将から中将の進級も同様となった（48）。大東亜戦争開戦後は、よほどの失敗がない限り、

一定の期限が来れば比較的軽易に中将までは進級をした（49）。ただし大将は、「歴戦者又ハ

（42） 　大正以来、終戦に到るまで原則として毎年 8月初旬を目途に、大将から中尉まで、各階級ごとに
必ず新しい期から進級者を出した。

（43） 　1874（明治 7）年の「陸軍武官進級条例」（布 448号）以降、抜擢進級、先任進級の併用が続いたが、
1916（大正 5）年改正の「陸軍武官進級令」（勅令 199号）で抜擢進級のみとなった。

（44） 　少尉から中尉への進級は、職責・経験上、未だ真価を発揮する時期とは言い難く、形式的には抜
擢進級であったが、実質は先任進級とほとんど異ならなかった。中尉から大尉への進級時期は、大
正時代に入ってから 1919（大正 8）年頃までは、同期生の間で前後 3年程度の時期の開きを生じて
いた。1922（大正 11）年の軍備整理以降はその開きも 1年～1年半程度になり、1933（昭和 8）年
8月 （陸士 36期）からは、病気の者、特殊の者を除き、先任進級と同様に全員同時に進級させた。
熊谷「旧陸海軍将校の選抜と育成」141ページ。

（45） 　将校団進級の問題点として、同一将校団に凡庸な者が揃った中で少し頭角を現した者が居た場合、
その者が想定以上の抜擢を受ける状況が生起したことを挙げることができよう。陸士同期の間でも、
所属する将校団の違いにより進級に遅速が生じ、陸士卒業序列による先任順位が変わってしまうこ
とも稀ではなかった。なお将校団進級は 1941（昭和 16）年に廃止になった。

（46） 　大将は親任官、中・少将は勅任官として位置づけられていたが、将官への進級及び将官人事につ
いては予め内意を伺った上で、さらに書類をもって上奏し、裁可を得ることになっていた。大将へ
の進級については天皇の特別な思し召しによった。ここでの内意を「内旨」、裁可を「上旨」、特別
な思し召しを「特旨」と称する。外山操『陸海軍将官人事総覧（陸軍編）』（芙蓉書房、1981年）33ページ。

（47） 　額田『陸軍省人事局長の回想』27ページ。
（48） 　その要領は、①特別の優秀者を抜擢、②その他の候補者は「将官演習旅行」の成績により抜擢（抜

擢の明確な規定はなかったものの、ここで抜擢されなかった者は少将で予備役編入）、というもので
あった。この「旅行」は、毎年 1回参謀総長の統裁により、体力及び戦術能力を試験するものであっ
た。山崎「将軍は語る（後編）」16ぺージ。このため、演習参加を指名された者は、最大限の努力
を傾注したと言われている。この演習旅行の成績が特に優秀であったとの理由で、一躍栄職に転じ
た者もおり、陸大校長に栄転した林銑十郎中将、参謀本部作戦部長に栄転した桑木崇明中将等がそ
の例に挙がる。

（49） 　大正の軍縮後は、大将の定員 13名、中将 57名、少将 131名として長期人事計画の基礎とされ、
少将から中将への進級が 44%、中将から大将への進級が 22%であった。しかしながら大東亜戦争に
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枢要ナル軍務ノ経歴ヲ有スル者ニシテ功績特ニ顕著ナル者」を親任する、との厳しい規定

が終戦時まで続いた（50）。

　進級のいわば反対概念として、「途中排除」があった（51）。これは予備役編入などを意味

していた。一般的には、同期が 3階級になるべくまたがらないという方針があり、排除さ

れた。また、上級職に耐えられぬ者が排除される一方、現職に耐え得る者はできるだけ残

された。

　

イ　進級の実際 

　将校の進級を決定する過程は次のようなものであった。進級対象者の上官（抜擢官）が、

対象者の人格技能に基づき、抜擢進級候補者を定めて上申した。そして、抜擢官の上官（判

定官）が、適否の判定、必要に応じて列序の変更又は加除訂正を行い、かつこれに自己直

属の抜擢進級候補者を加え、さらに上級の判定官に上申した。最終判定官は陸軍大臣であっ

た（52）。大臣は現役中・少佐及び尉官については抜擢候補者決定名簿の列序に従って進級上

裁を仰いだ（将官の進級は前述の通り上旨の形式をとった）（53）。

　ここで問うべきは、この進級決定過程で考科（表）がいかに活用されたかであろう。

1889（明治 22）年の段階では、「抜擢人名簿」に考科表の写を添えて判定官に進達するこ

はいってからは編制が拡張していったため、他階級同様中将の数が増加したことが、比較的軽易に
中将までに進級できるようになった原因と考えられている。この結果、同一ヒエラルキーの中で方
面軍司令官から軍司令官、師団長、混成旅団長にいたるまで中将が指揮官となった支那派遣軍（昭
和 14年）のような例も生起した。山崎はこれを「中将オンパレード」と皮肉っている。一方で大将
は 13名より少ないことはあっても増加することはなかった。山崎「旧軍軍制史梗概（第 2巻）」113
ページ。山崎「将軍は語る（後編）」10～14ページ。

（50） 　進級のための実役停年については、大将への進級に限り、当初より長期にわたって定められてい
なかったが、1916（大正 5）年 8月の改訂により、4年と定めた。1874（明治 7）年の「陸軍武官進
級条例」によると、大将への進級も、中・少将への進級同様、すべて抜擢によった。その第 5条に「凡
（およ）ソ中将ヨリ大将ニ陛（のぼ）ルハ必ス戦地ニ臨ミ一軍以上ヲ率ヒ其号令ヲ実地ニ試ミタル者
ニ非サレハ之ヲ許サス」と規定し、次いで、1881（明治 14）年の改訂（「陸軍武官進級條例」明治
14年達乙 27号）により、「（前略）必ス歴戦者ニ就キ特旨ヲ以テ抜擢スル」と改め、更に 1886（明
治 19）年の改訂（「陸軍武官進級條例」明治 19年勅令 58号）で「歴戦者ニ就キ特旨ヲ以テ親任スル」
に改めた。この改訂で「必ス」の字句を敢えて削除したのは、幾分その制約を緩和したと考えるこ
とができる。その後、日露戦争の期間に改正がなされ、「歴戦者又ハ功績特ニ顕著ナル者ニ就キ（後
略）」とした（明治 37年勅令 148号）。ここに初めて、歴戦者以外の中将からも大将に任じ得るよう
になった。これは日露戦争後、中将の歴戦者が少なくなったことと、歴戦者以外の者にも大将への
道を開く措置をとったものと思われる。しかし、その 12年後の改訂（大正 5年勅令 199号）では、
「歴戦者又ハ枢要ナル軍務ノ経歴ヲ有スル者ニシテ功績特ニ顕著ナル者」となった。「武官進級令」（大
正 5年勅令 199号）。山崎「旧軍軍制史梗概（第 2巻）」117ページ。外山『陸海軍将官人事総覧（陸
軍編）』37～39ページ。

（51） 　那須「旧陸軍の人事管理」9ページ。
（52） 　この際、陸軍省人事局としては、指揮官の統率権を尊重し、指揮官が検討した抜擢順序（意見）

を極めて重視して、余程抜擢上申の不合理な場合のみ、人事局から連絡し、意見調整をはかった模
様である。山崎「陸軍人事制度概説（前巻）」142ページ。

（53） 　特例による進級もあった。また、現役将校の抜擢進級候補及び列序の決定時期については、毎年
7月に行うほか、補充上の必要により臨時抜擢を行った。
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とが定められていた（54）。しかし 1917（大正 6）年になると、抜擢名簿に考科表を添えるべ

き対象から現役将校が外されることになった（55）。これは前述したように、将校においては

考科表と抜擢名簿が、いわば建前と本音の関係になったことの帰結であると考えられる。

　進級の結果を分析した先行研究によれば、陸軍士官学校の卒業席次は、将校の基礎的序

列を形成していたものの、陸軍大学校（本科）を卒業したか否かが、その後の進級を決定

する最大要因であった（56）。陸大には中・少尉時代に所属長の推薦を得て受験・入校するこ

とになっていた。陸大修了の有無とその成績が、少佐への抜擢進級の重要な要件であり、

大尉進級時にも陸大修了者が優先抜擢する場合があった。こうして定まった少佐進級時の

陸士同期生中の席次順位が、将官への席次になった。そして陸大出身者は実に 7割強が将

官にまで昇進したといわれている（57）。額田担中将は、進級対象者に対する抜擢においては、

天保組（陸大卒）、無天組（陸大卒以外の者）を別々に抜擢した後、組み合わせていた、抜

擢要員全部を並べて良く個人毎に比較しながら選考すべきと考えていたものの、これを果

たせなかった、と回想している。この例からは、抜擢において天保組・無天保組を機械的

に組み合わせる作業の検討はしたことがうかがわれる。

　その他の進級選考においては、原則として、正規将校の進級の次に少尉候補者の進級の

選考を考慮し、幹部候補生等応召者は実力を勘案しつつ、幾分進級時期をずらした。ただし、

陸大出身でない者が陸大卒の進級の遅い者より先に進級したり、少尉候補者や応召者が正

規将校の進級の遅い者より先に進級することも当然あった（58）。

　

（5）陸軍人事評価制度の問題点

　以上のような考科と進級についての考察を踏まえ、こうした人事評価制度の問題点につ

いて検討したい。

　その第 1は、考科は正しくなされていたか、ということである。ここでいう正しい考科

（54） 　1889（明治 22）年の「陸軍武官進級取扱規則」では第 4条に、「抜擢諸官ハ抜擢スヘキ者ノ優劣
ニ依リ順序ヲ立テ抜擢人名簿ヲ作リ之ニ考科表写ヲ添ヘ左ノ区別ニ従ヒ順序ニ判定官ニ進達ス」と
ある。

（55） 　「陸軍武官進級取扱規則」（大正 6年陸達 8号）では、進級作業にあたり、揃えるべき参考書類と
して以前は全対象に対し「考科表」という文言が登場していたのであるが、これ以降、准士官、下
士の抜擢及判定、及び予備役・後予備役将校同相当官については、考科表を添えて抜擢名簿を作成
することになる。これと同趣旨の条文は、次の 1927（昭和 2）年の大改正（昭和 2年陸達 26号）や
1936（昭和 11）年の大改正（昭和 11年陸達 54号）時も踏襲された。

（56） 　熊谷「旧陸海軍将校の選抜と育成」135～143ページ。河野仁「大正・昭和期における陸海軍将校
の出身階層と地位達成」54ページ。河野は陸大卒業者の将官への昇進確率が高い水準に保たれてい
る点を統計的に証明している。同「近代日本における軍事エリートの選抜」『教育社会学研究』第
45集（1989年）にも詳しい。

（57） 　陸大出身者の中で、大将の最高級に達した者は約 1割強、これに中将を合わせると総数の 5割以上、
さらに少将を加えれば 7割強にあたる。外山『陸海軍将官人事総覧（陸軍編）』40ページ。

（58） 　額田『陸軍省人事局長の回想』28ページ、那須「旧陸軍の人事管理」7～8ページ。
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とは、その評価が実効をおさめていたかということである。端的に表現すれば、人事評価

制度においては、考科と進級の連携・反映がされてなかった、ということである。それは、

前述したように考科表の「不分明さ」と、そこから有用な情報を抽出することの困難さによっ

て生起した。また、大東亜戦争開戦 3年前から「考科要領」が細かく定められたものの、

要素の重点はなく平板的であり、額田担中将のいうようにあくまで「実に個人の人事すべ

てに関するいわば台帳」（59）の地位にとどまっていたのであろう。また、支那事変以降軍の

規模が拡大するに従い、士官学校や陸軍大学校の卒業生は、その進級も余程のことがない

限り、期別管理されたのであって（60）考科表の是非が直ちに反映するような状況にもなく、

あくまで参考資料であったと考えられるのではないか（61）。

　一般に考課にあっては、考課者が人事考課全体のしくみをよく理解すると同時に考課ルー

ルの確認、考課要素の理解、そして人事考課を行うにあたって陥りやすいエラーと、それ

を避けるための心がまえなどを明らかにし、考課基準の考課者相互間の統一調整、すなわ

ち価値判断基準の統一をすることが望ましい（62）。しかしながら、評価で重要なのは、冒頭

の田中滋が指摘するように、評価をする側の人間が、評価をする側の人間の仕事内容をき

ちんと理解した上で評価をすべきなのにもかかわらず、それをしていない（63）状況があった

とはいえないだろうか。このことは、考科する者も評価されていたという、前述の嘉悦三

毅夫中将のエピソードからもうかがえる。「人のよいところをみよ」という嘉悦中将のこの

話は、人事評価は一見加点主義が望ましい姿であると聞き手が受け取ってしまいがちであ

る。だがこの話は、見方を変えれば当たり障りのない考科に陥っていたという状況を心な

らずも表現しているのかもしれない。

　第 2に進級は、組織構造の変化に影響を受けるということである。陸軍は創軍約 30余年

にして 1904（明治 37）年～1905（明治 38）年の間日露戦争を戦い、軍備の拡張時代を迎

えた。陸軍人事にあっても陸士 18～19期を大量採用した。一方でその 20年後、山梨半造・

宇垣一成両陸軍大臣によって 1923（大正 12）年～1925（大正 14）年、今度は軍縮によっ

て採用人員を減らした。一般に組織の規模を変えないで多数の人員を採用すると、進級が

早くなる反面早く退職をさせないと定員をオーバーしてしまう。武官の場合は特に各階級

毎に定員と予算が組まれているから深刻である。このため、毎年の補充を如何にするかと

いうことが重要である（64）。反対に組織を縮小・廃止することは、それだけ役職・ポストが

（59） 　額田『陸軍省人事局長の回想』42ページ。
（60） 　熊谷『日本軍の人的制度と問題点の研究』245ページ。
（61） 　長谷川壽雄氏とのインタビューによる。
（62） 　楠田『人事考課の手引』131～132ページ。
（63） 　田中『まず日本型人事を変えよ』148ページ。
（64） 　山崎「将軍は語る（後編）」18ページ。
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減ることを意味する。そして組織は通常ポストに相応しい階級を設定しているため、減っ

たポストへの競争率が増し、結果的に進級停滞につながるのである。

　以上のことから日露戦争と大正の軍縮、そして支那事変という 10～15年周期での補充量

の増減、勢力の大小が進級速度の遅速に大きな影響を与えたことは否めない。このような観

点から見れば、先行研究や一般にいわれているように、陸軍士官学校や陸軍大学校への入校・

卒業によって、もともと進級の道が開かれてはいた。だが、昭和 10年代になって陸軍とい

う組織の肥大化に伴い、その進級の確実度が増したに違いない。すなわち当然進級が約束さ

れる（というよりは、肥大してゆく組織に補充が追いついていけない）状況にあっては、考

科内容が余程の否定的なものでない限り、進級に影響しなかったと考えることができよう。

２　海軍

　本節は海軍の人事行政について論述する。特に士官に関する人物評価、進級などについて、

海軍の人事担当者の回想録やインタビュー記録などを用いて、「海軍考課表規則」、「海軍人

事行政方針」、「海軍人事取扱内規」などの人事関連の規則を中心に、その特徴と実際の運

用面における問題点などを浮き彫りにし、海軍の人事行政の実態について考察する。

　

（1）考課表制度とその運用

ア　考課表規則

　 考課表とは、個人の人物評価について、その所属する所轄長から海軍大臣に提出される

もので、人事局は考課表を個人の進級や補職を選考する際の根拠とした（65）。

　考課表に関する規定は、1890（明治 23）年に「武官考課表規則」が海軍省達として制定

されたのが最初のものである。この「武官考課表規則」は、1896（明治 29）年に「海軍武

官考課表規則」と改正され、さらにその後 1908（明治 41）年に「海軍武官文官考課表規則」、

そして 1919（大正 8）年に「海軍考課表規則」と改編を重ね、最終的には 1928（昭和 3）

年 5月、「海軍考課表規則」として再度制定された。その後は小改正が数回実施されたが、

1928（昭和 3）年 5月に制定された「海軍考課表規則」は大東亜戦争終戦まで存続した（66）。

　考課表には定期的に作成される定期考課表と、必要に応じて臨時に作成される指命考課

表があった。定期考課表は、士官については毎年 7月 21日に作成され、8月 15日までに

海軍大臣に進達するものとされていた。指命考課表には次のものがあった。

（65） 　海軍大臣官房編纂「海軍諸例規 巻二」、「海軍人事取扱内規綴」。
（66） 　海軍大臣官房編纂「海軍諸例規 巻二」。
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①「任務、研究、賞罰、身体等に関する考課表」

　この考課表は、次のような場合に作成するものとされていた。

　・年度の諸作業その他重要な任務の終了時等において、被考課官中特に技能素質の優秀

な者を確認した場合

　 ・有益な研究発明等を完成した者のある場合

　・非難すべき行為を為した者のある場合

　・身体の状況に著しい変化があった者のある場合

②「希望、陳述等の考課表」

　この考課表は、定期考課表作成期日以外の時期において、被考課官が、自己の勤務、学術、

その他の研究等に関し希望を有し、または家族の事情等に関して陳述を要する場合に作成

された。考課表調製官は、このような希望または陳述について必要があると認めた場合、

考課表を作成して海軍大臣に進達することとされていた。

③所属変更の際の考課表

　この考課表は、被考課官の所属が変わった場合、あるいは考課表調製官が変わった場合、

旧考課表調製官はその都度考課表を作成することとされていた。

　この他に、海軍諸学校の学生および講習員の卒業に際して作成する考課表、第一期実務

練習中の候補生について練習終了時に作成する考課表があった。

　考課表の様式は、考課の対象となる者の区分によって高等武官用、特務士官准士官用、

下士官兵用の三つの考課表があった。これらのうち海軍士官用を意味する高等武官用の考

課表においては、評価要領は次のように定められていた（67）。

　被考課者個人について、「性行」、「技能」、「勤務」、「身体」の各項目について評価を行い、

それらを総合して「人物総評」として評価を行った。

　「性行」については、「人格、気質、欲望、趣味、感情、操行、態度、動作、言語、服従、

調和ニ付キ其ノ色彩ノ明ナルモノヲ記注」し、「主トシテ人格ニツキ」甲乙丙の評語を使用

して評価した。甲は「十人並以上と考えられる者」、乙は「十人並と考えられる者」、丙は「十

人並以下と考えられる者」とされていた。さらに甲乙丙は、それぞれ上中下の三段階に区

分されており、つまり、評価の段階は、甲上から丙下までの 9段階の評語により区分され

ていた。また、この区分で補足すべき事項がある場合は状況を付すこととされていた。

　「技能」については、「学術、外国語、技芸、武術、体技、記憶力、想像力、判断力、作

業力等ニシテ特ニ長スルモノニ付キ其ノ力量ノ程度ヲ記注シ主トシテ勤務ニ対スル成績ノ

挙否作業力ニ付キ」、「性行」と同様の評語を使用して評価した。

（67） 　同上。
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　「勤務」については、「職務又ハ所命事項遂行ニ対スル努力ノ程度」を「性行」と同様の

評語を使用して評価した。

　「身体」については、軍医科士官が、一般所見および配員上の注意事項、視力、聴力を記

入した。このうち、一般所見および配員上の注意事項については、健康の状態、勤務に堪

え得る程度に応じて「甲 :気候ノ激変、沍寒及酷暑ニ堪ヘ如何ナル激務ニモ適スル者」か

ら「戊 :傷痍疾病ノ為職務ヲトルコト能ワザル者」まで、5段階の区分により評価した。

　「人物総評」については、「性行」、「技能」、「勤務」、「身体」の各評価項目を総合して考

察し、「性行」と同様の評語を使用して評価した。そして、「人物ヲ総括的ニ表シ其ノ一般

的傾向、特ニ推奨スベキ功績又ハ訓戒ヲ加ヘタル事項等ヲ記注」することと定められていた。

　 また考課表には「本人申告」欄として、職務上の希望、研究中または研究しようとする

学術・技芸、体力、家庭その他の事情について本人の申告を記入する欄があった。これに

より、人事局が考えている補職上の条件と個人の申告と同一の場合は、本人の希望を考慮

して配員を行う資料とした（68）。

　さらに「海軍人事取扱内規」には、考課における計数的な評価方法が資料 1のとおり規

定されていた（69）。同内規は海軍省人事局内限りの規定であり、人事局担当者が考課の評価

に計数化の視点を導入しようとした試みとして注目される。

　この規定は、考課表の作成に際し、極力定量化を図るためのものであるが、算出された

平均点が、「考課一般ト著シク異ナル傾向ヲ有スル者ニ対シテハ査定評点六点以内ヲ加減シ

一階別ニ限リ階別符ヲ昇降スルコトヲ得」と規定していることを鑑みれば、厳密に計数化

したとも言えない部分があった。

　

イ　考課の実際

　海軍は公正な人事行政を行うため、補職および進級の基礎を考課表においた。定期および

必要に応じ、上司はその部下に関する考課表を人事局に提出し、人事局はこれにより、個

人の人格・能力・勤務成績などに関する資料を蓄積し、各個人についての評価を行った（70）。

　清水光義中将の回想によれば、「岡田（啓介）大将の話によると、海軍の人事に筋が通る

ようになったのは、山本権兵衛大臣の頃からである。（中略）、それより前は、進級会議には、

原案なるものはなかったということだ。（中略）その場の取引で決まった。それではえこひ

いきでいかんというので、山本大臣の時に初めて人事局案なるものができた。」（71）とある。

（68） 　水交会編「元海軍中将三戸寿談話収録」（1959年）。
（69） 　「海軍人事取扱内規綴」。
（70） 　中沢佑刊行会編『海軍中将中沢佑――作戦部長・人事局長の回想』（原書房、1979年）214ページ。
（71） 　水交会編「元海軍中将清水光美談話収録」（1958年）。
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岡田大将は、1911（明治 44）年に人事局先任局員になっているので、明治 40年代なか頃

までには個人の評価に関する資料が蓄積され、人事局案が作成できる程度に考課表制度が

整備されたと考えられる。

　いうまでもなく公正な考課は それに基づき賞罰を与えることと相まって 軍紀を

維持し、指揮を鼓舞する基本として重視されていた（72）。とはいえ、考課表の作成では、考

課官の主観が入らざるを得ない問題を孕んでいた。例えば大西新蔵中将は、人事局第一課

長時代を振り返り、「大部分は考課官が本人の長所のみを記述して、弱点短所を不問に附す

る」傾向があったと指摘している。そうした欠点を克服するため人事局では「考課官が一

年乃至二年で交代し、多くの考課表が書かれる」ように考慮し、「衆目の見るところを集積

し綿密に判断する」ように努めていたという（73）。しかしながら部下に対する厳密な人物評

価を避けたことは、真の逸材や大器晩成型の人材、または職務の修練によって能力の進展

が顕著な人材の選別と発掘を困難にしたといわれている。また配置における成果よりも経

歴を重視する傾向があったことが指摘されている。さらに評価基準についても温厚篤実な

性格を重視するあまり、覇気があり創意工夫に富む人材よりも大勢順応型の人材の方が高

く評価される結果となったともいわれている（74）。

　

ウ　実戦における論功行賞

　実戦における考課表の役割については必ずしも明確ではない。考課表の考課項目からは、

実戦の行動を具体的に記載して個人評価を行ったとは考えにくい。いずれにしても戦時に

おける論功行賞は、考課表による個人評価とは別の枠組みで行われた。

　海軍は功績調査部を設置し、同部が関連資料を収集し、基準を定めて論功行賞の選考を

行った。公正に万全を期するためには時期を失することを甘受した（75）。ただし論功行賞の
（72） 　大西新蔵『海軍生活放談 日記と共に六十五年』（原書房、1979年）10ページ。 
（73） 　大西の回想は次のとおりである。「問題の核心は、考課官の判断が妥当であるかどうかである。（中略）

考課表を書く配置に在る人が、真に海軍各部に通暁していなければ、妥当な判断ができる筈がない。結
局海軍一般の文化水準とも言うべきものが適材適所の基礎原因になる。海軍人事の特色は、考課官が一
年乃至二年で交代し、多くの考課表が書かれることである。衆目の見る所で勝負することである。人事局
はこの衆目の見るところを集積し綿密に判断する。（中略）時には模範的とまで評価された人物が、とんで
もない弱点汚点を暴露することがある。（中略）むろん人事局における研究粗漏による場合もあるが、大
部分は考課官が本人の長所のみを記述して、弱点短所を不問に附する結果から来る。（中略）人事局の研
究課題は、各考課官の傾向を察知することである。例えば名将山口多聞氏の書いた考課表は極めて厳密で、
考課表規則の評価基準通りであった。ところが一般の考課官はこの標準を必ずしも遵守せず、人物評価に
甲の上のみを記入する例が多かった。私は山口多聞氏の甲中乃至甲下は、他の人たちの甲上に匹敵するも
のと隠密評価を忘れなかった。」大西『海軍生活放談』411～412ページ。

（74） 　同上、8ページ。 
（75） 　「海軍部内では、戦勲を樹てたものは本人が生きている間に論功行賞をやれという説があった。（中

略）委員会を省略して海軍大臣が天下りに決めるにしても、公正なる論功は到底望めない。それで
やむなく戦後にまとめてやると云うことになった。」水交会編「元海軍中将三戸寿談話収録」。

（76） 　同上。  
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時期が遅れたことが、士気に対して大きな影響を与えたことは認められないという（76）。

　一方、一部では論功行賞に執着したため、弊害が現れた。例えば、発射弾数が功績評価

の基準となるといううわさから、敵機の接近に際し、功を焦るあまり、射程外にも関わら

ず敵機に対し発砲するという事象が生起した（77）。このように、現場において、部下の行い

や戦果を指揮官が誇張したり作り出す。そしてこのことによって、部下の功績の評価に有

利な機会を与えようとする指揮官の統率上の配慮が、部隊運用に影響しなかったとはいえ

ない。さらには、戦果についての過大な報告を実施した例にも見られるように、このよう

な心理が指揮官に潜在していたことは否定できない（78）。しかしながら、海軍当局は、戦果

の確認について厳格な手段を講ずることを怠り、また上級段階において厳密な評価を加え

ずに報告を鵜呑みにしたことは、作戦にも大きな影響を及ぼしたと指摘されている（79）。

　 海軍における処罰については、後世二つの評価がある。一つは、少なくとも大東亜戦争

以前には、罪を憎んで人を憎まずという理念のもと、処分は厳格に行いつつ、処罰を受け

た人にも再起の機会を与えたことは見事であるとの評価である（80）。例えば、瓜生外吉大将

は、「扶桑」艦長（大佐）であったとき、泊地に投錨して停泊していた際に、他の艦と接触

し、扶桑は大破して浸水し、擱座するという事故を起こした。その処分として、軽禁錮三

カ月に処せられたが、後に大将まで昇進し、さらに男爵を授けられた（81）。

　もう一つは、作戦の不適切により、多大な損害が生起した場合において、指揮官に対す

る処置が極めて温情的であったという指摘がある（82）。例えば、ミッドウェー海戦の敗戦の

責任は明らかにされず、1944（昭和 19）年 2月のトラック空襲時の油断、同年 9月のダバ

オ上陸の誤報に伴う周章狼狽に対しては、それぞれ指揮官の予備役編入に止め、徹底した

調査と責任追及は行われなかった（83）。海軍には、統率者の能力を過信し、失敗を次の作戦

で生かすことを期待する傾向があったといわれている（84）。考課表の作成同様、海軍が情に

とらわれ、厳しさを欠いたことは否定できない（85）。

　

（2）進級と人事管理

ア　人事関連規則の特徴

（77） 　水交会編「元海軍少将石川信吾談話収録」（1958年）。
（78） 　水交会編「元海軍中将三戸寿談話収録」。
（79） 　同上。
（80） 　水交会編「元海軍中将左近司政三談話収録」（1958年）。
（81） 　秦郁彦編『日本陸海軍総合辞典』（東京大学出版会、1991年）172ページ。海軍歴史保存会編『日

本海軍史九巻』（海軍歴史保存会、1995年）11～12ページ。
（82） 　水交会編「元海軍中将三戸寿談話収録」。
（83） 　同上。
（84） 　水交会編「元海軍中将左近司政三談話収録」。
（85） 　同上。
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　海軍の人事行政に対する評価には二つのものがある。一つは、人事が公正で派閥がなかっ

たという肯定的なものである（86）。もう一つは、計数による序列の決定、機械的な公平主義、

経歴による無批判の栄転主義などにより、無責任な体制が生まれたという否定的なもので

ある（87）。前者は結果というより過程に着目しており、後者は結果を重視する評価というこ

ともできる。

　海軍の人事、特に海軍士官の人事の特徴について述べるにあたり、まず海軍士官とは何

かについて明確にするとともに、海軍士官に関する進級制度の変遷について触れておく。

　1886（明治 19）年 7月に発令された勅令（88）における「海軍武官官階表」により、海軍

士官は、将校、機技部（機関官及び技術官）、軍医部（軍医官及び薬剤官）及び主計部に区

分され、さらに将官、上長官（注 :佐官）、士官（注 :尉官）に細区分された。

　その後、1897（明治 30）年 9月に改正（89）が実施され、機技部を機関官、造船官、造兵

官に区分し、さらに新たに水路官が設置され、兵科及び機関官の予備士官が予備員として

加えられた。さらに、1915（大正 4）年 12月 2日に改正（90）が実施され、従来将校相当官

であった機関官を機関将校として、海軍士官を将校、機関将校及び将校相当官に区分する

ことになった。1919（大正 8）年 9月 22日の勅令第 427号は（91）、将校を兵科と機関科とし

た。翌 1920（大正 9）年 1月 15日、勅令第 10号により（92）、将校及び将校相当官について、

将官、佐官、尉官を新たに士官と総称する変更がなされた。

　1924（大正 13）年 12月 20日の勅令第 401号では、将官に関し兵科、機関科の区別が廃

止された。すなわち機関中将、機関少将の官階を廃止し、海軍中将、海軍少将に転官・統

合し、機関科将校の区分は佐官及び尉官のみとされた。この改正以降、機関科と兵科を区

分する制度は 1942（昭和 17）年まで続いた。ところで海軍にあっては「軍令承行令」があ

り、艦隊をはじめ艦船、部隊を指揮する際の指揮権継承順位を定めていた。第 1条におい

（86） 　例えば、左近司政三中将は、「私は海軍の人事は公平無私、うるわしく行われたものと信じている。
その因って来る所は何か。それは海軍には派閥というものがなく親分子分の関係がなかったことに
因る。」と回想している。（水交会編「元海軍中将左近司政三談話収録」）。また石川信吾少将は、「海
軍には重要な問題を差し挟んで、軍政上の立場と用兵上の立場で随分激烈な議論や時には大喧嘩を
したことさえあるが、組織的な派閥などというものは実際にはなかった。」と回想している。水交会
編「元海軍少将石川信吾談話収録」。

（87） 　例えば高木惣吉少将は、「海軍人事の如きは系数の多少に因る順位、機械的公平主義、経歴による
無批判の栄転主義などがあり、（中略）幾多人事の不当に由る責任は未だ曾って糺明された前例がな
く、戦局の変転に従って遂には敗戦の責任を問うことすらできないようになったのである。」と辛辣
に批判している。高木惣吉『太平洋戦史』岩波書店、1949年、5ページ。 

（88） 　海軍省編『海軍制度沿革 4の 1巻』明治百年叢書（原書房、1971年。原本は海軍省 1939年発行）
358ページ。

（89） 　同上、366ページ。
（90） 　同上、369ページ。
（91） 　同上、370ページ。
（92） 　同上、371ページ。
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ては「軍令ハ兵科将校官階ノ上下任官ノ先ニ依リ順次之ヲ承行ス　但シ予備役後備役兵科将

校ハ同官階ノ現役将校ニ次テ之ヲ承行スルモノトス」、第 2条において「兵科将校在ラザル

トキハ機関科将校軍令ヲ承行ス 其ノ順位ハ第一条ニ準ズ」とし、兵科将校を主、機関科将

校を従たる位置においていた。これは機関科将校にとっては重大な差別問題であり、兵科

機関科一系統化の問題として顕在化するに至るのである。1924（大正 13）年同上の改正の

主眼は人事行政を改善して、兵科機関科一系統化問題を解決し、士気の高揚を図ろうとし

たものである。しかしながら機関将官が兵科将官のポストに就けるわけではなかった（93）た

め、兵科機関科一系統問題については本質的な改革とはいえなかった。

　1930（昭和 5）年頃になると、再び兵科機関科一系統化の問題が顕在化するようになった。

そしてその主張は全機関科将校を支配するようになった（94）。その主張するところは「一、

軍令承行令における兵科、機関科の差別の撤廃。二、機関科出身者の大将昇進。三、機関

科を兵科の一分科として制度化」（95）ということであった。このような状況のもと、1935（昭

和 10）年から翌年にかけて、「機関将校制度に関する調査委員会」が臨時に設置された。

これは海軍大臣の機密訓令によって、いわゆる一系問題を調査研究するものであった。導

き出された結論は、兵学校と機関学校とを統合し、機関科を兵科の一術科として、兵学校

を卒業することによって、どの配置にも就くことを可能にするというものであった（96）。し

かしながら、海軍部内の圧力もあり、この結論をもって実施に踏み込むことはなかった（97）。

　その後、1941（昭和 16）年頃から海軍諸制度の改正に関する調査が進められ、1942（昭和

17）年 11月 11日に海軍武官官階の改正が行われた（98）。改正の要点は次の通りであった（99）。

①機関科将校を廃止して、機関科将校は相当官の兵科将校に転官させ、機関科少尉候補生を

少尉候補生とした。②造船、造機、造兵、水路の各科士官の区分を廃止して、技術科士官

とし、技術科特務士官以下の官階を新設した。③特務士官各官階の名称を改正し、「特務」

の冠称を廃止し（但し当分の間従前の表示を必要とするときは「特務士官たるモノ」を付

記する）、特務士官に関しては、別科は、兵科、軍楽科、看護科、主計科、技術科とされた。

また、それまでの兵科、機関科、航空科、整備科、工作科という区分は廃止され、兵科に

統合された。④軍楽科、看護科に少佐の官階を新設し、両科の特務大尉に関し、少佐まで

の昇進の道を開いた。⑤予備武官または予備兵は、海軍武官または海軍兵と同様とし、機

（93） 　井上成美伝記刊行会編『井上成美』196～199ページ。
（94） 　海軍省編『海軍制度沿革 4の 1巻』。井上成美伝記刊行会編『井上成美』198～199ページ。
（95） 　水交会編「元海軍中将三戸寿談話収録」。
（96） 　井上成美伝記刊行会編『井上成美』205ページ。
（97） 　同上。
（98） 　海軍省編『海軍制度沿革 4の 1巻』373ページ。
（99） 　防衛研修所編『海軍軍戦備（2） 開戦以後』戦史叢書第 88巻（朝雲新聞社、1975年）300ページ。
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関科予備将校を兵科予備将校に転官させる。このように、海軍武官官階の改正の主眼は、

主として人事行政を改善して、士気の高揚を図ろうとするものであった。その後 1943（昭

和 18）年 1月、11月、および 1945（昭和 20）年 5月に小規模の改正が行われたが、考え

方の基本は変更されることなく大東亜戦争終戦に至った。

　兵科将校以外の海軍士官は将校相当官と呼称された。将校相当官は、前述の経緯を経て

軍医科、薬剤科、主計科、技術科、歯科医科、法務科、軍楽科、看護科の 8科に分けられ

ていた。これらの科はそれぞれに、軍医科は海軍軍医中将から海軍軍医少尉までの 8階級、

薬剤科は海軍薬剤少将から海軍薬剤少尉までの 7階級、主計科は海軍主計中将から海軍主

計少尉までの 8階級、技術科は海軍技術中将から海軍技術少尉までの 8階級、歯科医科は

海軍歯科医少将から海軍歯科医少尉までの 7階級、法務科は海軍法務少尉から海軍法務中

将までの 8階級、軍楽科及び看護科は、それぞれ海軍軍楽少尉から少佐、海軍衛生少尉か

ら少佐までの道が開かれていた。

　 次に海軍軍人についてであるが、その定義は、「海軍刑法」にみることができる。

　「第八条 海軍軍人ト称スルハ海軍ノ高等武官、候補生、准士官及下士官卒ニシテ左ニ記

載シタルモノヲ謂フ

　　　　　一、現役ニアル者但シ召集中ニ非サル帰休兵ヲ除ク

　　　　　二、予備役、後備役ニ在リ召集中ノ者

　　　　　三、［後略。引用者］ 」

　さらに同法には、海軍所属の学生、生徒、海軍軍属（海軍文官、同待遇者及び宣誓して

海軍の勤務に服する者）を、海軍軍人に準ずる者としている。

　次に人事行政の具体的な姿を人事関連規則に沿って見ていく。

　人事に関する基本的事項を定めた規則には「海軍人事行政方針」と、「海軍人事取扱内規」

がある。この 2つの規則について概要を述べる。

　「海軍人事行政方針」は、1937（昭和 12）年に海軍省人事局が制定した人事局の内部資

料である（100）。その内容は資料 2の通りであるが、これには、評価における重点などが記述

されていた。

　「（二）人物評価」においては、性行、技能、勤務、体格の 4要素に着目して評価するこ

ととし、具体的には性行については人格、性格、思想、信仰、服従、調和、言語、態度、

趣味、嗜好といった諸点について検討するなど、考課表を使用して人事評価を行う際の、

実際面における基準を知ることができる。「（四）養成」および「（五）配員」においては、

各科の士官は、職能によって定められた科別の系統に区分され、さらに専門事項について

（100） 　海軍省人事局「海軍人事行政方針」（1937年）。
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の識見を深めるために、なるべく同一の系統によって経歴管理することとされていた。こ

の各科士官の系統の員数は、戦時要領を基準として定められていたが、士官がどの系統に

進むかについては、この員数の範囲内で、できるだけ個人の希望を尊重して決めることと

されていた（101）。「補職は最良の教育であり、本人の将来を左右する最も重要な要素」（102）で

あるという、海軍の人事についての基本的な考え方を知ることができる。 

　次に「海軍人事取扱内規」であるが、この内規は人事局の担当局員が進級候補者の選定

作業などを行う際に基礎としたもので、「海軍人事行政方針」と同様に局内限りの規定であ

る（103）。内容は資料 3のとおりである。

　「第二類 配員」においては、配員に際しての方針を示しており、軍令、軍政、情報で差

別化を図り、さらに職種で配置の軽重を付けているとともに、各配置における標準的な勤

務年限を定めていた。さらに司令から学生及び駐在武官まで各配置における、配員の要件

を定めている。

　「第三類 補職、命課、職務代理」においては、艤装員に関する補職・配員要件及び上級

者を下級者の位置に配員する場合の方針などが記述されている。人事局は、上級者を下級

者の位置に配置することを避ける方針を明確に示していた。

　「第四類 任用進級（特殊進級を含む）」においては、進級者の選定などにおける原案作成

要領が定められていた。特に進級順位の選考において、期別管理を重視していたことは注

目に値する。

　「海軍人事取扱内規」にはさらに、「配員上の参考事項」として次の事項が記されている。

特に「二、各部ノ希望意見等ハ努メテ傾聴シテ異動ヲシテ事情ニ即セシメルコト肝要ナリ

然レドモ異動ノ計画実施ハ常ニ自主的ニシテ他ノ掣肘ニヨリ左右サルルコト無キ様留意ス

ルヲ要ス」、「三、責任者以外ノ意見希望等ハ特殊ノ場合ノ外一般ニ害アリテ益ナシ已ムヲ

得ザル場合ノ外徴セザルヲ可トス特ニ本人ノ運動ガマシイコトハ絶対ニ許容スベカラズ 但

巷間ノ風説ニハ留意スルヲ要ス」、「十一　上級者及び重要配置ノ配員ニ就イテハ生国ヲ考

慮シ一部ニ偏セザル如ク努ムルヲ要ス」のように補職、進級に関しては、公正真摯を基本

として担当事項については単独責任制とし、余人をもって代行または補佐することを許さ

なかったのである（104）。

　したがって、情実を排除し、かつ裏面運動、工作等は、排斥され、派閥が形成される土

壌は極めて少なかったといえる（105）。

　（101） 　同上。
（102） 　水交会編「元海軍中将三戸寿談話収録」。
（103） 　「海軍人事取扱内規綴」。
（104） 　海軍省人事局「人事局長申継覚等」。
（105） 　末國正雄「帝国海軍人事制度概説」（防衛研修所、1972年）92ページ。
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イ　進級制度

　海軍士官の進級制度は、1884（明治 17）年に「海軍将校准将校准士官進級条例」（106）が制

定されたことから始まる。その後、「海軍将校准将校准士官進級条例」は 1889（明治 22）

年に改正され、この改正により進級は抜擢によるものとされた（107）。その後、1891（明治

24）年、1896（明治 29）年の二回の改定が実施されているが、内容に基本的な違いはなかっ

た。そして 1920（大正 9）年 3月 27日に進級条例は廃止され、同年 4月 1日から「海軍

武官進級令」が施行された（108）。この海軍武官進級令は、その後、数次にわたる小改正が加

えられたが大東亜戦争終戦まで存続した。

　海軍における進級の実際的な枠組みとしては、「同一級の者は、現役中、その差を二階級

に限定」するというものがあった（109）。この枠組みを基準として、進級候補者および序列に

ついて、人事局が案を作成し進級会議において議決された。この人事局案については二つ

の評価がある。一つは人事局案の客観性を強調した肯定的な評価である。進級案は、長年

にわたり蓄積された考課表を根拠として作成されており、進級会議の参集者が反対意見を

提示しても、それを退けるだけの権威と説得力があった、と回想されている（110）。それは海

軍人事の公正さを物語っているといえるであろう。他の一つは海軍の保守的な性格を強調

した批判である。進級会議においては人事局案を絶対視し過ぎたため、「かくれた偉才、真

に戦争に強い人物などの発見の機会がほとんど無く、またあるべき人事行政について検討

されることが無かった」という反省がなされている（111）。進級案の位置付けや進級会議の在

り方に問題点があったことは否定できないだろう。

　海軍士官の進級を決める要素として、人物評価と各学校の成績などがあるが、海軍兵学

校の卒業時の席次を重視しすぎたことが指摘されている（112）。大佐に進級するまでの進級順

序が海軍兵学校の卒業成績を基礎として決定されていたという分析もあり（113）、そのような

（106） 　「海軍将校准将校准士官進級条例」（明治 17年海達丙 69号）。
（107） 　「海軍高等武官進級条例」（明治 22年勅令 22号）。
（108） 　「海軍武官進級令」（大正 9年勅令 58号）。
（109） 　中沢佑刊行会編『海軍中将 中沢佑』93ページ。
（110） 　例えば「人事局は、士官の個人個人について、微に入り細にわたって個人調査を行い、そのうえ

で周到綿密な計画を立てた。これを裏書きするのが毎年実施される進級会議であった。ここでは海
軍大臣主宰の下に、さらに総括的に計画の再検討が実施され、内容が厳粛に吟味された。しかし、
よくよくのミスがない限り、人事局案がそのまま無難に通った。ことほどさように人事局なるもの
に権威があった。（中略）誠に進級会議は行き詰まるようなまた胸のすくような厳粛真剣なもので
あった」という回想がなされている。水交会編「元海軍中将左近司政三談話収録」。

（111） 　防衛研修所編『海軍軍戦備（1） 開戦経緯』戦史叢書第 31巻（朝雲新聞社、1980年）16ページ。
（112） 　例えば、中沢佑中将は「兵学校等を中以下の席次で卒業し、終生その能力を発揮できなかったも

のが多いと思われる反面、上位卒業者で、不知不識の間に安易な気分となり、積極的な努力を怠っ
たため、平凡無為な勤務となり顕著な功績を残さなかったものが少なくない」と回想している。中
沢佑刊行会編『海軍中将 中沢佑』229ページ。

（113） 　熊谷光久「旧陸海軍兵科将校の教育人事」『新防衛論集』第 8巻第 3号（1980年 12月）66～70ページ。
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傾向があったことも否定できないであろう。海軍兵学校卒業時の席次が重視された原因と

して「成績上位のものほど配置に恵まれて自己修練の機会を得ることが多かった」こと、「多

くの人が相対的評価を行う機会が少なかった」ことなどが指摘されている。そしてそれは

人事制度を硬直化させ、保守的な傾向を助長したという反省がなされている（114）。保守的傾

向の例は、各期の最先任者は特別の事情がない限り、その席次を変更しなかったことなど

に見ることができる。

　また能力が格段に優秀なものを発掘する手段として抜擢制度があった。これは進級制度

の硬直化を防ぐための制度といえるが、選考においては「事務能率のあがる人、あるいは

特別に堅物で保守的な人物が選ばれ、個性が強く直言剛直、反伝統的で独創に富む人は遠

ざけられる」傾向があったと回想されており（115）、抜擢制度が限定的、保守的に運用されて

いたことが指摘されている。また、保守的な性格ゆえに海軍では年功序列が重んじられた

と指摘されており、そのため「個人の向上心を奮い立たせることなく、居心地の良い環境

が形成」されたとの反省がなされている（116）。そして、その問題点は大東亜戦争において白

日の下に晒されることになった。実戦において後任の指揮官が顕著な功績を示しても、指

揮官継承順位の関係から前任者を飛び越えて上位の指揮官になることができず、適材適所

の配員は難しかったことが指摘されている（117）。

　年功序列を大幅に変更することが部下統率に対してどのような影響を与えるかは、慎重

に検討しなければならない。しかしながら、「戦時に能力を発揮する人材を平時において見

極め、育成することの困難さ」や、国家総力戦という戦争形態を成す近代戦においては、配

員は複雑となり、さらに要員の所要が急増するので、「大局的見地から抜擢制度を積極的に

活用」（118）するとともに、年功序列に基づく配員方針を再検討し、平時から各級指揮官にそ

の理解を求めるとともに、「そうした環境における統率に熟達させておく」ことが望ましかっ

たのであろう（119）。

　

ウ　運用上及び人事管理上の要求

　海軍では、軍令部の作戦計画と軍備計画が運用上の要求となり、海軍省の軍務局が編成

および定員を、人事局が充員計画を担当した。そして、充員計画は人事諸制度を勘案しな

がら作成され、それに基づいて教育局が教育計画を作成し、各教育機関がその教育計画を

（114） 　中沢佑刊行会編『海軍中将中沢佑』200～219ページ。 
（115） 　防衛研修所編『海軍軍戦備（1） 開戦経緯』9ページ。 
（116） 　中沢佑刊行会編『海軍中将 中沢佑』230～239ページ。 
（117） 　水交会編「元海軍中将清水光美談話収録」。
（118） 　同上。
（119） 　同上。



��

旧日本軍における人事評価制度

実施した（120）。したがって、軍令部、軍務局、人事局、教育局の間では、緊密な調整が必要であっ

た。しかしながら、実際は人事局長直属の局員が、主として軍務局と折衝しつつ計画案を作

成し、関係各部にはかる程度で、計画も調整も極めて不十分であったと指摘されている（121）。

　この点について、大西新蔵中将は兵学校生徒の採用員数を例にとり、1939（昭和 14）年

頃の充員計画について、「軍令部第二部の軍備担当者が、三〇〇〇人を要望してきた。人事

局ではこの途方もない要望をそのまま飲み込もうとはしなかった」、しかし運用上の要求か

ら増員要望に応えざるを得ず、「兵学校を拡張し、六〇〇名採用に踏み切らざるを得なかっ

た」と当時の実状を回想している。そして、人員の消耗率を考慮して定員数を超えて「幾

分余裕を持たせて採用」することは、「予算との関係から難しかった」と充員計画作成にお

ける苦しい胸中を吐露している（122）。この大西中将の回想は、即応体制の要求に応じながら、

人事管理を計画しなければならない人事局担当者全般の状況を示しているといえるだろう。

　人事管理における要員養成の考え方は、士官として一応の基礎的能力を習得することが

できる期間を生徒教育を含めて 5年、大尉クラスの中堅幹部として能力を発揮できるまで

にさらに 5年、中佐クラスとして艦や隊などの戦術単位を指揮できるようになるまでには

さらに 10年、通算 20年を要すると見積もっていた（123）。したがって、充員計画には極めて

長期の見通しが必要であった。しかも士官の場合には、士気の維持に直接関連し、優秀な

人材を確保するためにも、なるべく上位の階級まで勤務させる必要があり、そのためには

要員構成上最初から採用員数を抑える配慮が必要だった（124）。一方、運用上の要求において

は有事即応が基準であり、有事の所要を満たすことができるように、各階級の員数を、職

の要求に応じることができる能力を持った者で、常時充足しておくか、速やかに充足する

ことができる体制を整えておかなければならなかった。しかも、有事の所要を正確に見積

もることは非常に困難であった。つまり問題は、有事における人員の所要をどの程度見積

もり、軍令上の要求と人事管理上の要求の矛盾をいかに解決するかということに帰結する

のである（125）。したがって、必ずしも要員養成計画の不備の原因を、関係各部の事務的計画

や調整の不良に帰すことはできないのである。

　海軍には古くから実施部隊、特に艦隊優先の気風があり、定員も、海軍省、軍令部など

への配員は、陸軍に比べて極度に切りつめたものになっていた（126）。そして、実施部隊にお

（120） 　「人事計画（人事局長）」。
（121） 　防衛研修所編『海軍軍戦備（1） 開戦経緯』13ページ。
（122） 　大西『海軍生活放談』415～418ページ。
（123） 　「内規 昭和十年七月」、「人事関係綴り 人事局長」。
（124） 　同上。
（125） 　水交会編「元海軍中将三戸寿談話収録」。
（126） 　中沢佑刊行会編『海軍中将 中沢佑』230～239ページ。
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ける勤務経験が重視され、その経験が海軍大学校の受験や進級の資格にもなっていた（127）。

また配員の方針も、「将来海上指揮官ニ配スヘキ人員ハ将器ノ錬成ヲ主トシテ配員シ海上ニ

於ケル各種ノ配置及ビ陸上ニ於ケル用兵関係枢要配置等ノ経歴ヲ履マシム」（128）として、計

画的に管理するように考慮されていた。しかしながら、このような配慮にもかかわらず、

実際には、軍政系統 -部隊 -軍政系統、軍令系統 -部隊 -軍令系統、術科学校 -部隊 -術科

学校、海上部隊 -学校 -海上部隊といった勤務を繰り返す者が多く、勤務経歴に色分けが

生じることを避けることができなかったと指摘されている（129）。そしてこのような勤務経歴

の片寄りにより、「職域間の相互理解の欠如を招き、業務の円滑な遂行に支障」が生じ、さ

らに、「視野が限定されて独善的となり、情報、通信、後方補給などについての知識が不十

分」となる傾向が生じたと指摘されている（130）。

　なお、海軍大学校出身者であることを、参謀の必須の資格とするような人事管理は行わ

れず、参謀に補職されても「自らエリートをもって任ずるようなことは少なかった」とい

われている（131）。ただし、一部には中央勤務の多いものを「赤煉瓦組」と称し、「一種の複

雑な感情で見た風潮」があったことが回想されている（132）。

　 勤務経歴に偏りが生じるのを少なくするように、計画的に配員することが困難であった

要因として、第一線における部隊指揮官、すなわち統率者しての勤務と、中央における計

画立案者としての勤務には質的な隔たりがあり、また、軍政と軍令についても勤務の態様

が異なり、それぞれの「勤務態様になじむまでに時日を要するので、簡単に人事の交流が

できなかった」ことが指摘されている（133）。さらに戦時においては、「配員について試行錯

誤が許されるような余裕がなかった」ことも満足すべき成果を得ることがなかった要因で

あるといえるであろう（134）。

おわりに

　まず、陸軍においては人事評価制度の基本的資料として考科表があり、身体的能力、性格、

指揮統率力、識見等を踏まえた総合的評価が行われた。そこでは、客観的・具体的な考科

が行なわれるように、明確な評価（旧軍で言うところの評語）を定義し、人物の真価・特

（127） 　同上。
（128） 　海軍省人事局「海軍人事行政方針」。
（129） 　水交会編「元海軍中将三戸寿談話収録」。
（130） 　水交会編「元海軍少将石川信吾談話収録」。
（131） 　水交社編「元海軍中将三戸寿談話収録」。 
（132） 　水交社編「元海軍少将石川信吾談話収録」。
（133） 　防衛研修所編『海軍軍戦備（1） 開戦経緯』8～9ページ。
（134） 　同上。11ページ。
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徴を把握するに努めた跡がうかがわれる。考科表は、被考科官が短期間に仕えるであろう

数人の調製官・判定官によって評価されるものであり、さらには被考科官の直接の調製官・

判定官ではない上官や兵監からの専門的意見をも有機的に掲載し参考にする、総合的な人

事の台帳であった。考科表の評価は、基本的に減点法であったと推測され、評価は慎重に

行なわれ、極端な評価は例外的であったと考えられる。また、考察した範囲では、毎年行

なわれる考科によって進級等に直結するような因果関係は容易には認められなかった。そ

して、1～3年毎に交代する複数の人間によって 5年、10年の中長期にわたる考科の積み重

ねが行われる中から、その人物像や評価の方向性が定まるものとされたと考えられる。

　また、陸軍軍人の進級等に関しては、「陸軍武官進級令」など各種規則により、その制度

上の基本的な枠組みは出来上がっていた。しかしながら、実際の運用にあっては、陸軍と

いう組織の所要人員の見通しと実際との齟齬等により、進級速度等が大きく左右した。つ

まり、実役停年の考え方を基礎として、特に将校にあっては、陸士・陸大出身者の進級を

核に、少尉候補者等その他の任用区分の者の進級も律せられた。そして先行研究が示すよ

うな任用区分毎に特有な進級分布・傾向が見られる一方で、進級速度は、大正の軍縮や満

州事変以降の軍備拡張などの軍備整備の伸縮、即ちその組織構造に翻弄されたといっても

よいであろう。さらには、進級速度は支那事変や大東亜戦争の長期化に伴い、「陸軍武官進

級令」のみならず、「陸軍補充令」などの適用などにも、影響されるようになったのである。

　一方、海軍においても人事評価の基礎資料としての考課表制度があったが、そこでの評

価を踏まえて人事管理を行うに当たり、具体的な運用指針である「海軍人事行政方針」及

び「海軍人事取扱内規」が内部資料として制定され、実際の人事施策上の基準として機能

した。もっとも、人事施策の立案は海軍省人事局主導であり、兵学校卒業時の席次重視な

ど保守的な面も見受けられた。

　海軍は、公正で情実を絶つとともに派閥を形成することを極力少なくするような土壌の

形成や、さらに人の育成を図る人事制度の導入に早くから努力し、山本権兵衛海軍大臣以降、

その伝統が確立されたと見ることができる。しかしながら、その実態にはいくつかの問題

点を見いだせる。考課表制度による人物評価においては、考課表制度が持つ潜在的欠点と

して考課官の主観に起因する評価の偏り、被評価者の相対的評価を行う機会の不足、およ

び海軍の保守的性格による抜擢制度の形骸化などの問題点があった。また実戦における評

価については、戦果に対する厳格な評価、確認の欠如などに起因する功を焦らす風潮など

が指摘されている。人事に関する基本的事項を定めた「海軍人事取扱内規」の人物評価に

おいては、評価の定量化が導入されているが、厳密に定量化したとはいえない部分がある。

要員養成や配員の計画については、計画調整が不十分であったという指摘があり、さらに
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艦隊優先の気風より勤務態様に偏りが生じたという反省がなされている。このように海軍

の人事行政には、疑問点や反省点が散見されており、海軍の人事行政について海軍本来の

使命という観点から検討する際、敗戦という現実に照らして多くの問題もまた存在してい

たことは否定できない。

　以上のことから、考科・考課表は、陸海軍とも多角的な人物評価の台帳として活用がな

されたことは間違いないことではあるが、考科に際しては陸海軍とも定量的な評価が厳密

になされていたとは断言できない。ただし、これは人間が人間を評価するという困難さ、

すなわち判定官・調製官が被考科官の職務を把握するに努めても、被考科官の職務に伴う

行動をすべては掌握できないし、被考科官の任務遂行状況を確認したとしてもその事実を

見る者の解釈によって認知の仕方は違う可能性があったり、考科・考課要領・規定の解釈

についても判定官・調製官によって認識は違うという根本的な問題点や、人事労務の基本

書で共通的に取り上げられるヒューマンエラー（135）に起因するものも含まれるであろう。

この結果、考科・考課は多くの場合、極端な評価よりは無難な評価が多かったし、考科・

考課と進級の関連も不明確であったといわざるを得ない。

　ところで現在の一般的な解釈として、考課とは個人の職務を遂行発展してゆく能力を、

職務活動という事実を通して確認することである。そして成績考課（与えられた職務・役

割の遂行度）、業務考課（職務のレベルや広がりに対応した職務の遂行度）、能力考課、情

意考課（組織の一員としての自覚、意欲をもって職務活動を推進していたかどうかの観察

と評価）などの目的別に使い分け、その考課の性格と機能に応じた活用の区別や、反映の

仕方を工夫することが必要とされている。すなわち、成績考課は各人の与えられた職務の

遂行度を見るものであるから、短期的な反映（職務能力の開発や、短期の賞与査定等の参

考資料にする）をし、能力考課は長期的な反映（慎重に検討を加え昇進や昇給、配置、長

期的な育成プランに応じて活用）するというような考え方が基本である（136）。このような視

点から見れば、陸海軍の考科・考課表は、記載内容からいずれの考え方も包含していたと

いえる。そうであるとするならば、現代の視点から見れば旧軍の考科・考課表は、短期的

な反映、長期的な反映に対応できるような、多くの機能を詰め込もうとした多目的の台帳

考科・考課表は、結局各種人事管理作業の基礎資料 ではあるが、あくまで参考資

料にとどまっていた。

（135） 　例えば、労務行政研究所編『最新人事考課事情』（労務行政、2002年）71～74ページ。ハロー効果（何
か一つ良いと何もかも良く評価してしまう）、寛大化傾向（考科・考課が甘くなる傾向）、中心化傾
向（可もなく不可もなし）、対比誤謬（考科・考課者自身の能力、適性、価値基準と比べて評価し
てしまう）、論理的誤謬（自分なりの理屈を頭の中でこねくり回して、考科・考課要素ごとの評価
にあたる）等がある。

（136） 　楠田『人事考課の手引』22～48ページ。
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　一方で、大正時代の軍縮や、昭和期の軍備の拡張により、陸海軍の勢力の増減は、陸海

軍の進級速度に差異をもたらした。つまり大正期には軍人という「労働市場」が余剰をき

たし、昭和期には反対に枯渇した。また軍人を受け入れる組織が伸縮したことにより、大

正期にはある程度練成がなされた軍人であっても軍を去り、昭和期には練成を要する軍人

が大量に補充されたがその素質に難を残した。

　このような中、軍縮期に入った陸軍にあっては、もともと尉官が多い組織構造であった

ため、尉官から佐官への進級速度が海軍に比しさらに遅くなった（137）。一方で海軍は、艦艇

や航空機など装備に依存する組織構造で尉官と佐官の比率の差が少ないこともあって、陸

軍に比し進級速度が早かったのである。米国の経営学者アルフレッド・チャンドラーの有

名な命題に「組織は戦略に従う」という言葉があるが（138）、この言葉を借りるならば、軍事

組織も国家戦略によって組織構造が規定されるわけであって、この意味において旧日本軍

の進級速度は国家戦略や国防方針などによっても大きく左右されたといえよう。

（137） 　この進級の遅い理由を、山崎正男は偕行社主催の座談会（軍制よもやま話）で次のように説明し
ている。質問者 :「この表を見ると海軍は佐官になるのは早いですね。こういうのは、陸軍と海軍
とでこの辺で少佐にしようかというわけにはいかんもんですか。」山崎 :「海軍は中少尉は 1人前と
は見ないのね。大尉から1人前。中少尉は見習いなのね。ところが陸軍は中少尉でも小隊長なんだよ。
従って海軍の中少尉の定員は非常に少ないの。兵学校卒業の 2期分くらいですぐに満員になってし
まうから、2年で中尉になれるわけ。中尉から大尉になるのも同じ要領なんだ。ところが陸軍は違う。
大尉の中隊長の下に中少尉の小隊長が 3人もいるんだから階級別ピラミッドが非常なすそ拡がりに
なっているんだ。このため、士官学校の十期生分ぐらいを充てなければ満員とすることができない。
だから大尉になるのも十年もかかっちゃうというわけ。海軍は定員が少ないから、次の期が押し上
げちゃうわけですね。」山崎「軍制よもやま話」18～19ページ。

（138） 　アルフレッド・D・チャンドラー『経営戦略と組織』（実業之日本社、1967年）29～30ページ。

表 5　陸海軍進級比較（軍縮期〜昭和期）

（出所）山崎正男「軍制よもやま話」『偕行』（1989年 9月）18ページから作成。
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資料 1　考課資料ニ依ル計数的人物評価法（各科少佐、大尉ニ適用ノモノ）

一　要旨

　考課上ノ主要要素ヲ部分的ニ評価シ其ノ合計点数ニヨリ平均点数ヲ求メ総

合順位ヲ定ム

二　評点付与法後略［略］

三　評価法

　前号ニ付与セル評点ノ四者ヲ合計シ其ノ平均点数ヲ求メ、別表（二）ニ依

リ◎、◎’、○、○’、△、×ノ階別符ヲ附スルト共ニ人物総合順位ヲ決定ス

　但シ右平均点ガ考課一般ト著シク異ナル傾向ヲ有スル者ニ対シテハ査定評

点六点以内ヲ加減シ一階別ニ限リ階別符ヲ昇降スルコトヲ得

資料 2　海軍人事行政方針

　　一、本方針ハ海軍省人事局ニ於テ取リ扱フ人事行政一般ニ付規定ス

（一）根本方針

　　二、 皇軍ノ使命ヲ遂行スルニ遺憾無キ海軍ヲ建設維持スルコトヲ主眼トス而シテ皇軍

ノ使命ヲ遂行センガ為ニハ海軍全般ヲシテ軍人精神ニ徹シ結合強固ニシテ能率優

秀ナラシムルコトヲ要ス

　　三、戦時海軍ノ最高能率ヲ発揮シ得ルコトヲ基準トス

　　四、軍ノ能率ヲ害セザル範囲ニ於イテ軍人軍属ノ福祉ヲ増進ス

　

（二）人物評価

　　五、 人物ノ評価ハ性行、技能、勤務、体格ノ四要素ニ就キテ行ヒ就中人格徳操ヲ最重

視シ至誠誠忠ノ士ヲ重用ス

　　六、性行ノ評価ハ次ノ諸点ニ就キ検討ス

　　　　（イ）人格（軍人精神体得ノ程度ニ依リ評価ス）

評語 甲上 甲中 甲下 乙上 乙中 乙下 丙上 丙中 丙下
評点 一〇〇 九〇 八〇 七〇 六〇 五〇 四〇 三〇 二〇

別表 （一）

平均点 九七以上 九七未満
九四以上

九四未満
八九以上

八九未満
八五以上

八五未満
八〇以上 八〇未満

階別符 ◎ ◎’ ○ ○’ △ ×

別表 （二）
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　　　　（ロ）性格（剛毅、堅忍、果断、敏捷等軍人ニ必要ナル資質ニ就キ評価ス）

　　　　（ハ）思想、信仰

　　　　（ニ）服従、調和

　　　　（ホ）言語、態度

　　　　（ヘ）趣味、嗜好

　　七、技能ノ評価ハ次ノ諸点ニ就キ評価ス

　　　　（イ）智能（理解、着眼、判断、想像ノ優劣）

　　　　（ロ）識見

　　　　（ハ）技量

　　　　（ニ）学識

　　　　（ホ）経験

　　　　（ヘ）実行力

　　八、実務ニ関スル評価ハ勤務ノ勤怠及其ノ成績ノ優秀ニ就キ検討ス

　　九、体力ノ評価ハ次ノ諸点ニ就キ評価ス

　　　　（イ）健康及ビ体力

　　　　（ロ）視力、聴力

　　　　（ハ）適正

（三）採用

　　一〇、素質優良ナルト共ニ職務ニ対スル適性優秀ナルモノヲ選定ス

　　一一、 各級軍人ノ採用ハ努メテ社会階級並ニ地方的ニ集中偏倚セサラシム但シ軍人ト

シテ不適当ナル環境ノモノハ之ヲ避ク

　　一二、採用員数ノ決定ハ次ニ依ル

　　　　（イ） 将来ニ於ケル戦時要員ヲ基準トシ之ニ対シ所要現役員保有率ヲ充足セシムル

コトヲ標準トス

　　　　（ロ） 将来ノ戦時要員ハ既定計画其他ヨリ予想セル将来ノ保有兵力ヲ基準トシテ算

出シ之ニ兵力消長ノ一般的趨向ヨリ判断シテ所要ノ修正ヲ加ヘタルモノヲ使

用ス

　　　　（ハ） 現役員ノ保有率ハ現役員ヲ必要トスル戦時配置数ト戦時急速養成可能員数及

代用者ノ員数ヲ考慮シテ算出ス

　　　　（ニ） 予備員ノ採用ハ将来ノ戦時編制ニ於イテ予備員ヲ以テ充当スベキ配置数ヲ標

準トス

　　　　（ホ） 凡テ採用員数ハ前年度ニ比シ可成急激ナル変化ヲ避ケテ人事行政ノ安定ヲ期ス



防衛研究所紀要第 9巻第 1号（2006 年 9 月）

��

（四）養成

　　一三、 戦時ニ於テ軍人ノ最高能率ヲ発揮スルニ必要ナル各種人員ヲ養成スルコトヲ主

眼トシ枢要ナル地位ニ配スヘキ人員就中海上高級指揮官ノ養成ヲ特ニ重視ス

　　一四、 各科士官ハ其ノ職能ニ従ヒテ科別系統ヲ定メ可成同一系統ノ経歴ヲ辿ラシメテ

専門事項ニ対スル造詣ヲ深カラシム

　　一五、 兵科将校ノ配員系統ヲ別紙ノ如ク定ム 而シテ術科系統ハ概ネ各術科学校高等科

学生又ハ之ニ準スル教程卒業時ニ定メ特殊系統ハ海軍大学校甲種学生卒業時若

シクハ之ニ相当スル時期ニ概定シ爾後必要ニ応シ適宜修正ヲ加フ

　　一六、 各科士官系統ノ員数ハ戦時要員ヲ基準トシテ定メ其ノ許容範囲内ニ於イテ努メ

テ各自ノ志望ヲ暢達セシムルモノトス 而シテ各種学生就中海軍大学校ノ教程ハ

可成多数履修セシムルコトニ努ム

（五）配員

　　一七、 配員ハ適材適所ノ原則ニ依リ海軍各部ノ能率ヲ最大ニ発揮スルト同時ニ戦時ニ

必要ナル人員ノ養成ニ適応セシムルモノトス

　　一八、 枢要ナル職員ニ対シテハ時命課ヲ定メ置クモノトシ平時配員ハ努メテ之ト一致

セシメテ平戦時ノ転換ヲ容易ナラシム

　　一九、 国策、国防方針、海軍政策、作戦方針等ヲ考慮シテ之ニ適合スル如ク配員ス

　　二〇、 海陸ノ枢要ナル配置ニハ優秀ナル人材ヲ配ス然レドモ逸材ノ局部集中ハ努メテ

之ヲ避ケ内部ノ普遍的向上発展ヲ期ス

　　二一、 軍ノ能率発揮ノ為ニハ配員上個人ノ福利ヲ犠牲トスルコトアリ然レドモ之ガ為

人心ヲ萎靡沈滞セシムルカ如キコト無キ様ニ充分ノ考慮ヲ必要トス

　　二二、 配置ハ頻繁ニ之ヲ変更セサルモノトス然レドモ過度ニ同一配置ニ固着シテ倦怠

感ヲ生スルガ如キコト勿ラシムル様留意ス

　　二三、 凡テ用兵系統ノ者ハ海上ヲ主トシテソノ他ノ者ニ在リテハ陸上ヲ主トシテ配員

スト雖モ何レニ在リテモ海上勤務ヲ重視シ可成陸上ヨリ陸上ヘハ転勤セシメサ

ルモノトス

　　二四、 将来海上指揮官ニ配スヘキ人員ハ将器ノ錬成ヲ主トシテ配員シ海上ニ於ケル各

種ノ配置及陸上ニ於ケル用兵関係枢要配置等ノ経歴ヲ履マシム

　　二五、 中央ノ配置ニ於テ海軍省又ハ軍令部ノ一方ニ偏シタル経歴ヲ辿ラシムルコトハ

努メテ之ヲ避クルモノトス

（六）進級整理

　　二六、 進級及整理ハ将来ニ於ケル平戦時要員ヲ基準トシ各系統ノ配員ニ必要ナル保有
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員数ヲ維持スルコトヲ主眼トシテ常ニ新鋭ナル空気ヲ持続スルニ必要ナル適度

ノ進級淘汰率ヲ得ル如ク実施スルモノトス

　　二七、 各級軍人ハ新鋭海軍主義ニ反セサル範囲ニ於テ可成長ク現役ニ留マラシメテ以

テ人物ノ経済並ビニ思想ノ安定ヲ図ル

　　二八、 進級及整理ハ平時保有員ヲ充足シ得ル範囲内ニ於テ各科各級及ビ各系統ニ就キ

努メテ公正ナル如ク任官員数及ビ人材ノ多少等ヲ考慮シテ定ムルモノトス

　　二九、 進級ハ現席次ノ順序人物ノ評価並ニ優位ノ人材ニ対スル適度ノ抜擢ヲ加味シ其

ノ員数並ニ序列ヲ定ム

　　三〇、 人員ノ整理ハ平時保有スヘキ員数ヲ基準トシテ過剰ノ人員ニ就キ行フ而シテ其

ノ順序ハ現在ニ於ケル人物ノ評価ニ依リ決定ス、但シ平時保有員数ニ満タサル

場合ニ於イテモ軍隊ノ士気ヲ緊張セシムルニ必要ナル整理ハ之ヲ行フ

（七）給与［後略］

（注）［略］［後略］は引用者による。

（出所）海軍省人事局「海軍人事行政方針」。

　

資料 3　海軍人事取扱内規

第一類　皇族御進級御補職其の他身上御取扱［略］

第二類　配員

　　一　 配員ハ昭和十二年制定ノ海軍人事行政方針ニ依ルノ外本内規ニヨルモノトス

　　二　 兵科将校ノ海上勤務ハ次ノ順序ヲ重視シテ配員スルモノトス

　　三　一勤務箇所ニ於ケル勤務年数ノ標準ヲ次ノ通リトス

　　　　海上 一年乃至二年

　　　　陸上（事務及ビ教育関係） 二年乃至三年

　　　　陸上（工作及ビ実験研究関係） 三年乃至五年

　　　　海外勤務 一年乃至二年

　　　　但シ監督官及ビ技術科士官ノ    

　　　　駐在ニアリテハ 二年乃至三年

　　　　侍従武官 三年

 順　序 特殊系統 術科系統
一 軍　令 水雷、航海、潜水艦
二 砲術、運用、防備
三 軍　政、情　報 通信、航空
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　　　　皇族付武官 二年

　　　　各科中少尉ノ遠隔地勤務 一年以内

　

　　四　一箇所ノ職員ハ成ル可ク同時ニ半数以上交代セシメザルコト

　　五　兵科及ビ機関科大尉以下ノ配員［略］

　　六　艦長、司令［略］

　　七　副長［略］

　　八　艦隊幕僚［略］

　　九　陸上部隊官衙［略］

　　十　学校教官［略］

　　十一　学生［略］

　　十二　大公使付武官［略］

　　十三　外国駐在、輔佐官、出張等［略］

　　十四 　軍医科士官配員標準［略］

　　十五　主計科士官配員標準［略］

　　十六　技術系士官配員標準［略］

第三類　補職、命課、職務代理

　　一　親任式、親補式次第［略］

　　二～六［略］

　　七　艤装員ノ任命ニ関スル件［略］

　　八　艤装員任命時期ニ関スル件［略］

　　九　艤装員赴任出張ニ関スル件［略］

　　十　定員令第十条但書適用ニ関スル件 

　　　　 定員令第十条但書ニ依リ上級者ヲ以テ下級ノ位置ニ充ツル儀ハ士官ニ対シテハ戦

時事変又ハ艦船外国ニ在ル等已ムヲ得ザル場合ニ非ザレバ実施セラレザル方針ニ

有之候條御了知ノ上特務士官以下ニ対スル本條適用方可然御取計相成度

　　　　　右申進ス

　　十一　上級者ヲ以テ下級者ノ位置ニ充ツ場合ノ取扱

　　　　　 定員令第十条ノ但書ニ上級者ヲ以テ下級者ノ位置ニ充ツルハ已ムヲ得ザル場合

ニ限ルトアルモ本文ノ解釈ハ人事局トシテハ能ウ限リ之ヲ避ケ度キ方針ナリ

　　十二～十九［略］

第四類　任用進級（特殊進級を含む）
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　　一　進級会議構成員ノ件［略］

　　二　進級会議関係事項覚［略］

　　三　進級並ニ整理案作成内規

　　　　各科中佐以下ノ進級並ニ整理案ハ左ノ諸号ニ依リ作成スルモノトス

　　　一　通則

　　　　（一）　進級並ニ整理案ノ策定ニハ左ノ諸号ヲ考量ス

　　　　　　（イ）停年

　　　　　　（ロ）考課及健康

　　　　　　（ハ）病気其ノ他ニヨル引入

　　　　　　（ニ）賞罰

　　　　　　 但シ（ハ）及（ニ）ニ依リ一回次進級遅レタル者ニ対シテハ次年度進級ノ際

重ネテ之ヲ考慮セザルヲ例トス

　　　　（二）　 各科中少尉ノ進級停年ヲ有スル者ハ人格勤務劣等ナル者ノ外進級セシムル

ヲ例トス

　　　　（三）　 各科中佐少佐及ビ大尉ノ進級ハ抜擢ニヨルモノトシ左記諸項ニ就キ兵科ヲ

基準トシテ各科成ルベク整一ナラシム

　　　　　　但シ少員数ノ科ニアリテハ多少ノ除外例ヲ認ム

　　　　（イ）　各官階総員数ニ対スル進級率

　　　　（ロ）　同一進級停年特ニ最高停年及初停年者員数ニ対スル進級率

　　　　（ハ）　各「クラス」特ニ初年度進級「クラス」ノ進級率

　　　　（ニ）　進級整理及現級整理員数ノ比率

　　　　（四）　進級順位ノ昇降方

　　　　　　　 進級順位ノ昇降ヲ行フニハ現席次ノ下位ヨリ格位ヲ行ヒ上位ニ及ボシ次イ

デ上位ヨリ昇位ヲ行ヒ下位ニ及ボスモノトス

　　　二　各科中少尉ノ進級

　　　　　 各科中少尉ノ進級順序案ハ現席次ヲ以テ基礎席次トシ左記諸項ニ準拠シ之ヲ定ム

　　　三 各科少佐大尉ノ進級

　　　（一）　進級者ノ詮衡

　　　　　　進級予定員数ト左記諸項ヲ考量シ進級者詮衡範囲ヲ概定ス

　　四　各科中佐以下ノ進級

　　　　特ニ顕著ナル者ノ外順位ノ昇降ヲ行ワザルヲ例トス

　　五　 進級整理者ニ付与スベキ順位ハ特別ノ場合ヲ除キ其ノ属スル群ノ末位トシ括弧ヲ
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付シテ有効進級ノ順位ト区別スルモノトス

　　六　進級候補者名簿ノ調製等

第五類　教育［略］

第六類　服務、規律、服役、外国駐在、其他［略］

第七類　増俸、退職賞與、停年計算［略］

第八類　辞令発布手続、辞令様式［略］

第九類　事故者取扱、予後備役編入手続及身上取扱［略］

第十類　雑款［略］

第十一類　先例［略］

別紙［略］

別表［略］

（注）［略］は引用者による。

（出所）「海軍人事取扱内規綴」。

　

　（いしだけいご　2等海佐、前戦史部第 1戦史研究室所員、現海上自衛隊幹部学校研究部

研究員）

　（はまだひで　2等陸佐、戦史部第 1戦史研究室所員）




