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２０１５年１０月２２日 

スマイル会２０１５年１０月例会報告 

中村嘉孝 

大日本帝国陸海軍と日本国自衛隊を比較する（試論） 

 

 はじめに 

 

 青木喬将軍のこと 

 私たちの友人、青木満男氏から、彼の伯父上青木喬氏の「懐古小史」をお借

りして一読したとき、私は戦前の軍隊についてほとんど知らないことに気づか

された。衆知の通り、終戦時国民学校から小学校へ移行した学校教育は、戦前

否定の教育から始まったため、明治維新から終戦までの歴史について、ごく概

略的にしか知ろうとしなかったように思う。とりわけ戦前の陸軍について、知

ろうとする関心がなかった。 

 青木喬氏は、明治３１年（１８９８年）北海道、江差町で生まれ、幼いころ

医師であったご父君について、ウラジオストクで数年生活、ロシア語を話すよ

うな国際的な環境で育ち、その後陸軍幼年学校、陸軍士官学校（３２期卒）、

陸軍大学を経て、陸軍航空隊の将校として活躍、終戦時は九州鹿屋で第６航空

軍参謀副長兼海軍第５航空艦隊参謀副長の役職にあられた。 

 私は同氏の回顧録から、日本陸軍の栄光と挫折の一端を知ることができた。 

「懐古小史」は控えめな表現ながら、旧陸軍の問題点について、いろいろ指摘

しておられる。身内の人々に読ませるために書かれたものであり、歴史上の大

きな事件については、多くを語られていないが、読後、私は青木満男氏にこれ

を身内の方々のためだけにしておくのはもったいないと申し上げ、「青木喬将

軍について」として、この小史を若干敷衍して、できるだけ多くの人々に読ん

でもらおうと提案し、作業を始めたところ、その後同氏よりお借りした、偕行

社の「将軍は語る」シリーズ、「青木喬少将」（昭和６２年１１月～６３年２

月号）でかなり詳しく自伝を語られていることがわかり、青木将軍について、

私が付け加えることはなにもなくなり、私の戦前の軍隊についての関心は、戦

後の自衛隊との比較というテーマに変更となった次第である。 
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Ⅰ．このテーマの、アプローチについて 

（１）戦前と戦後の日本の国家制度とそれが国の意思決定にどう影響したのか

を考察する。さらに、その結果としての具体的な形をみることによって、帝国

陸海軍と自衛隊の違いを考察する。 

（２）戦前の軍人たちの心理とそれが具体化した事柄、戦後の自衛隊員たちの

心理とそれが具体化した事柄との違いを考察する。 

（３）戦前の軍隊については、満州事変を中心に考察する。 

 

Ⅱ戦前の国家制度と大日本帝国陸海軍 

１．戦前の国家制度について 

（１）大日本帝国憲法（明治憲法）によって規定された国家制度であった。 

 １８９０年（明治２３年）１１月２９日に施行された明治憲法はアジア初の

近代憲法とされたが、その基本は天皇大権で国の統一を図る制度であった。 

 次ページにみるように、元首としての天皇が国の統治権の総覧者であり、天

皇の命令（具体的な表現は、任命、勅任、統帥など各種あり）のもとに内閣、

裁判所、軍隊など主要国家機関はすべて天皇大権によって決定される仕組みで

あった。（帝国議会は、衆議院が公選、貴族院が勅撰） 

 したがって、陸海軍は内閣と並行して存在する国家機関の一つであった。 

（２）大日本帝国の制度上の特徴・問題点 

 天皇による意思決定が最終であった。ただし、明治憲法第３条にあるように

天皇は「神聖不可侵」であり、最終的責任は負わない制度であった。 

 天皇の意思決定は、枢密院への諮詢、元老重臣の助言、総理大臣を含む国務

大臣の輔弼により実行された。 

 ただし、憲法義解（伊藤博文著の形をとる大日本帝国憲法及び（旧）皇室典範

の逐条解説書）により、天皇の命令といえども、国事（含、軍事）に関わること

では、担当大臣の副署がなければ効力を持たないとされていた。 

 このような公式の解釈のため、外見上は、内閣総理大臣が国政の意思決定の

主体であるかのように見えた。近代憲法の基本である立憲主義、議院内閣制に

よって国の方向が決められると期待されていた。天皇に任命された内閣総理大

臣は、それゆえ、内閣を総覧し、国会に対処し、軍隊をコントロールする役割

を担った。しかし、制度的には、首相は天皇から任命された国務大臣の１人に

過ぎず、軍隊への命令権も支配権もなく、制度上、２頭政治、場合によっては

多頭政治の１つの頭としての権力しか保持できなかった。 
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 それでも、原敬や浜口雄幸などの代表的な政党政治家は、内閣が国政の全権

を握り、天皇の政治利用をできるだけ排除しようとした。しかし、制度上それ

は不可能なことであった。 

 たとえば、参謀本部は陸軍省と並立した機関で、天皇の統帥権に直属し、陸

軍の作戦・用兵を担当していた。陸軍大臣の副署は不要、参謀総長の副署のみ

要とされたので、内閣の権限の外にあった。 

 

 

（３）戦前の教育制度が、明治憲法体制維持の礎となった 

 国民の意思を一つの方向へ導くため教育制度が法制化された。 

 その基本は、臣民たる日本国民が、天皇を頂点とする日本国の礎となり、富

国・強兵に一致協力することである。 
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 明治維新後、明治政府はそれまでの藩校・寺小屋教育に代わる全国民一律の

学校制度を制定した。様々な制度が試みられた後、１８８６年（明治１９年）

に学校令として結実。小学校令、中学校令、師範学校令、帝国大学令など個々

の勅令として制定された。 

 その他、各種学校の制度が追加制定された。 

 この学校令に基づく教育制度は、終戦まで続いた。 

 これとは別に、陸軍、海軍は独立の学校を設けた。陸軍は、陸軍幼年学校、

陸軍士官学校、陸軍大学校を、海軍は海軍兵学校、海軍大学校を設けた。  

 陸軍、海軍の教育制度は、文部省の管轄下にある学校令の外に設けられた。

中でも、陸軍幼年学校は尋常中学生が在学中に転校して入学でき、しかも中学

とあまり変わらない教育を行ったこともあり、設立当初から、軍の外部から、

陸軍幼年学校を廃止し、生徒たちを中学校に戻すべしとする動きも活発であっ

たが、陸軍は承知せず、軍の方針を貫いた。 

（４）陸海軍は相互独立を原則とした 

 国の軍隊は陸軍と海軍で構成され、それぞれが独立の組織として機能した。 

内閣には、陸軍省から陸軍大臣、海軍省から海軍大臣が名をつらね、内閣の方

針に協力の立場をとるが、陸軍・海軍とも天皇の直轄機関として、陸軍省・海

軍省とは独立の機関、即ち陸軍は参謀本部、海軍は軍令部を設けていた。 

 ただし、日清戦争以来、戦時中は陸海軍の最高統帥機関として大本営が設け

られてきた。 

２．戦前の我が国の意思決定は混乱した 

（１）権力構造が複数であるため、国の意思決定が錯綜した。 

 天皇大権により形式的には統一されていたが、天皇が自ら裁断をくだすこと

はほとんどなく、内閣の輔弼、枢密院への諮詢、元老・重臣の助言により、承

認・不承認の意思表示をくだすことが通例であった。 

 その中で、陸海軍の動静については、軍は帷幄上奏権を行使でき、参謀本部、

軍令部からの上奏、さらには首相、陸相、海相などの上奏が錯綜し、このよう

な中で陸軍中堅幹部たちの強硬作戦が先行する事態が次々に起こる事態となる。

出先の軍隊が、参謀長の命令も無視するような混乱が起こっていた。 

（２）日清、日露両戦争までは、国論がかなりまとまっていたが、大正デモク

ラシーの時代を経て、満州事変に至る過程で、陸軍中堅幹部の暴走が目立ち始

め、最後は軍閥政府が形成され、日本は破局の道を進んだ。 
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３．錯綜した意思決定の具体化の形＝満州国 

（１）関東軍幹部の独走の結果出来上がった独立国であった。 

（２）関東軍について 

 日露戦争後にロシア帝国から獲得した租借地＝関東州と南満州鉄道（満鉄）

およびその付属地の守備をしていた関東都督府陸軍部が前身。1919 年（大正 8

年）に関東都督府が関東庁に改組されると同時に、台湾軍・朝鮮軍・支那駐屯

軍などと同じ軍たる関東軍として独立した。 

 南満州鉄道は東清鉄道の一部。大連・長春間の経営からスタートした。 

 東清鉄道はロシア帝国が満洲北部に建設した鉄道路線。満洲里からハルビンを経

て綏芬河へと続く本線と、ハルビンから大連を経て旅順へと続く支線からなる。時

代に合わせて中東鉄道、東支鉄道、北満鉄路あるいは北満鉄道と呼ばれていた他、

ロシア側でも呼称は数度変更されている。 

 ＜東清鉄道見取り図＞ 
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（３）満州国設立までの過程  

 中国本土では、１９２８年に蒋介石率いる国民政府の北伐が完了、一応の統

一が達成された。この過程で、蒋介石と対立していた北京政府の張作霖は蒋介

石との決戦を望んでいたが、この北伐による余波が満州に及ぶことを恐れた田

中義一政友会内閣は反対、満州に撤退するように勧告、張作霖は北京から奉天

への列車に乗った（１９２８年６月３日） 

 他方、関東軍首脳は、張作霖の東三省復帰は満州国建国の障害になるとして、

排除方針を打ち出し、関東軍高級参謀・河本大作陸軍歩兵大佐らが張作霖爆殺事

件を起こした（1928・9・4）（定説）。しかし張作霖の跡を継いだ息子張学良

は、国民政府への帰属を表明し、工作は裏目となった。 

 そのため 1931 年（昭和６年）９月、石原莞爾関東軍作戦課長、板垣征四郎関

東軍高級参謀らは柳条湖事件を起こして張学良の勢力を満州から駆逐し（満州

事変）、翌 1932 年（昭和７年）３月１日、満州国建国に至る。 

 その間、政府では、若槻内閣が１９３１年（昭和６年）１２月閣内不一致で

総辞職、次の首相犬養毅は満州国承認を渋った。しかし海軍青年士官らによる

５・１５事件の凶弾に倒れ、次の斎藤実内閣は日満議定書を締結し満州国を承

認する。その後、関東軍は満州国軍と共に満州国防衛の任に当たり、満州国の

主張する国境線を守備した。関東軍司令部は、1934 年に満州国の首都新京市（現

在の長春）に移った。 

 この間、国際連盟が「リットン調査団」派遣（１９３２年３～６月）、満州

国否定の結論から、日本の連盟脱退（１９３３年３月８日）に至る。 

 満州事変の主役石原莞爾は、１９２８年（昭和３年）関東軍赴任以前から、

２０世紀後半日米世界最終戦争が行われるとの独自の信念により、全満州の領

有、中国大陸の資源掌握を企図し、参謀たちにも公言していた。 

 １９３１年（昭和６年）３月には、陸軍省・参謀本部の合同会議の「昭和６

年情勢判断」が作成され、満州について第一段階：親日独立政権（中国主権下）、

第二段階：独立国家建設案、第三段階：満蒙領有案を合意した。（原本・写し

とも所在不明）。時の内閣の意向を無視し、満蒙領有は陸軍の方針とした。 

＊その間の内閣 

 田中義一内閣（1927・4～1929・２）昭和天皇の叱責→総辞職 

 浜口雄幸立憲民政党内閣（1929・7～1931・4）ロンドン海軍軍縮条約→遭難 

 若槻礼次郎立憲民政党内閣（1931・4～1931・12）閣内不一致で総辞職 

 犬養毅立憲政友会内閣（1931・12～1932・5） 5・15 事件 

 斎藤実内閣（1932・5～1934・7） 
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（４）満州国の政治体制 

 傀儡皇帝溥儀を頂点とし、政治中枢を日本の軍人、官僚が独占した。 

 当時の日本にとって、まったく新しい国づくりの舞台となったので、軍人た

ちのみならず、多くの中堅官僚、実業人たちが国づくりの魅力に取りつかれ、 

満州での仕事に意欲的に取り組んだ。 

 主な人間像は以下の通り： 

＊二キ三スケ 

 東条英機（関東軍憲兵司令官、関東軍参謀長） 

 星野直樹（総務長官） 

 鮎川義介（満州重工業総裁） 

 松岡洋祐（南満州鉄道総裁） 

 岸 信介（産業部次長、総務部次長） 

＊山形有朋と長州閥人脈 

 山形有朋自身は、満州国に関わる前に他界しているが、彼の子飼いの長州閥  

 の軍人たちが活躍したが、長州閥、非長州閥の区分けは曖昧である。 

＊後藤新平と満鉄人脈 

 １９０６年（明治３９年）満鉄の初代総裁に就任。本業の鉄道のほか、ヤマ

トホテル、主要都市の都市計画、大連築港の完成、撫順炭鉱経営、教育機関と

して、旅順工科学堂、南満医学堂設立、満鉄調査部、地質研究所設立。 

 松岡洋祐と十河信二も後藤新平の薫陶を受けた。 

＊頭山満とアジア主義人脈 

 一生無位無官を貫いたアジア主義者。日本がアジアの盟主となり、中国を含

むアジア諸国を開放するという思想のもとに行動した。アジアモンロー主義を

唱えた近衛篤麿（近衛文麿父君）の影響を受ける。孫文と満蒙について論議。 

＊石原莞爾と関東軍人脈 

 石原莞爾は、彼個人の持論「世界最終戦争論」（日米が東西文明の生存をか

け、持久戦争を行う）を実現する前提として、「満蒙占領計画」を立て、関東

軍作戦主任参謀として、１９３１年（昭和６年）柳条湖事件を起こし（満州事

変）、翌 1932 年、満州国を建国する。 

＊広田弘毅と外務省人脈 

 １９３３年（昭和８年）、斎藤実内閣の外務大臣として、ソ連から北満鉄道

（旅順・大連⇔ハルビン、満州里⇔ハルビン・綏芬河）を買収した。  
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＊樋口季一郎とユダヤ人脈 
 1937 年（昭和 12 年）、ハルビンで第 1 回極東ユダヤ人大会が開かれた際、当

時ハルピン陸軍特務機関長を務めていた樋口は「ユダヤ人追放の前に、彼らに

土地を与えよ」と、間接的に激しく批判する祝辞を行い、列席したユダヤ人ら

の喝采を浴びた。前年に日独防共協定を締結したばかりの同盟国であるナチ

ス・ドイツの反ユダヤ政策を批判した。更にシベリア経由逃れてきたユダヤ人

に出国斡旋、満州国内への入植斡旋、上海租界への移動の斡旋等を行った。 

＊岸信介と経済官僚人脈 

 満州国の国家経営に貢献。1936 年（昭和 11 年）渡満。1939 年（昭和 14 年）

には満州国国務院総務庁次長に就任。この間に満州「産業開発 5ヶ年計画」を

実施。星野直樹らとともに、満州経営に辣腕を振るう。同時に、関東軍参謀長

であった東條英機や、日産コンツェルンの総帥鮎川義介、里見機関の里見甫の

他、椎名悦三郎、大平正芳、伊東正義、十河信二らの知己を得て、軍・財・官

界に跨る広範な人脈を築き、満州国の 5 人の大物「弐キ参スケ」の 1人に数え

られた。また、長州出身の同郷人、鮎川義介・松岡洋右と共に「満州三角同盟」

とも呼ばれた。 

＊鮎川義介と財界人脈（満州国の経済発展に協力） 

 国策会社「満州重工業開発株式会社」初代総裁就任（１９３７年） 

＊里見甫とマスコミ人脈 

 満州におけるマスコミの中心人物、阿片取引にも関与。 

＊甘粕正彦と満州建国運動人脈 

 甘粕正彦は憲兵大尉のとき、大杉栄を虐殺。服役後、満州に渡った。満州国

建国のため数々の謀略活動に従事、その後満映の責任者になる。終戦時、自殺。  

 

４．大日本帝国陸海軍について 

（１）陸海軍の制度上の位置：陸海軍の最高指揮官は大元帥たる天皇。 

（２）帝国陸軍 

 帝国陸軍の起源は、明治維新後の 1871 年（明治 4 年）に薩摩・長州・土佐か

ら徴集され組織された天皇直属の御親兵であったが、大村益次郎が、士族によ

る軍制から徴兵制度による国民皆兵制への移行を実現した。 

 陸軍大臣・参謀総長・教育総監が天皇を除く最高位、陸軍大臣（陸軍省）が

軍事・人事を、参謀総長（参謀本部）が軍令・作戦・動員を、教育総監（教育

総監部）が教育をそれぞれ掌っていた。 １９３８年（昭和 13 年）12 月、航空

戦力の拡張・独立および統率柔軟化のため陸軍航空総監部が新設された。 
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 参謀本部は戦時・事変時に陸海軍の最高統帥機関（諸外国軍における最高司

令部に相当）として設置される大本営において大本営陸軍部となり、大元帥の

名において発する大本営陸軍部命令（大陸命）を作成する役割を担った。 

①帝国陸軍の階級 

 兵科 技術部 経理部 衛生部 獣医部 軍楽

部 

法務部 

 （憲兵）  主計・ 

建技 

軍医・ 

薬剤・ 

歯科・衛生 

獣医・獣

医務 

 法務・ 

法事務 

大元帥              天皇 

大将             陸軍大将（含、元帥） 

将官 陸軍中将 

陸軍少将 

技術中将 

技術少将 

中将 

 ⇓ 

中将 

 ⇓ 

中将 

 ⇓ 

 法務中将 

佐官 陸軍大佐 

陸軍中佐 

陸軍少佐 

技術大佐 

技術中佐 

技術少佐 

   軍楽 

少佐  

 ⇓ 

 

 

法事務少佐 

尉官 陸軍大尉 

陸軍中尉 

陸軍少尉 

陸軍准尉 

技術大尉 

技術中尉 

技術少尉 

技術准尉 

 軍医・薬

剤・歯科 

(少尉） 

 

獣医は 

少尉まで 

 法務少尉 

曹長 陸軍曹長 技術曹長      

軍曹 陸軍軍曹 技術軍曹      

伍長 陸軍伍長 技術伍長  ⇑     

兵長 陸軍兵長 技術兵長 伍長  獣医務 

は伍長ま

で 

  

上等兵 陸軍上等兵 技術上等兵    軍楽

上等

兵 

法事務上等

兵 

一等兵 陸軍一等兵 技術一等兵      

二等兵 陸軍二等兵 技術二等兵  衛生二等

兵 
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②陸軍独自の心理と意思決定 

 ＊天皇直轄の軍隊としての誇り→統帥権を乱用。 

 ＊中堅将校たちは、自分たちが日本を動かすと自負。藩閥内閣を敵視。 

  同志のグループを結成、世界戦略などを論議。 

 「バーデンバーデンの盟約」→「二葉会」・「木曜会」→「一夕会｝ 

 「バーデンバーデンの盟約」1921 年（大正 10 年）10 月 27 日、欧州出張中の 

 岡村寧次、スイス公使館付武官永田鉄山、ロシア大使館付武官小畑敏四郎の陸軍 

 士官学校 16 期の同期生３名が南ドイツの保養地バーデン＝バーデンで来たるべ 

 き戦争に向けて、人事刷新と軍制改革を断行して、軍の近代化と国家総動員体制 

 の確立、真崎甚三郎・荒木貞夫らの擁立、陸軍における長州閥打倒、満蒙問題の 

 早期解決など、革新運動の断行を誓い合ったとされる。 

 「二葉会」（1927 年＝昭和２）は「バーデンバーデン」を広げ、１５期から１８ 

 期で構成。東条英機（陸士 17 期）も参加。 

 「木曜会」（1927 年＝昭和 2）石原莞爾ら陸士２１期～２４期中心で結成。 

 「一夕会」は、1929 年（昭和 4年）5月 19 日に日本陸軍内に発足した。 

  陸軍士官学校 14 期生から 25 期生を中心に組織された。 

  陸軍人事の刷新、満州問題の武力解決（中国主権の否定）、非長州系将官（荒 

  木貞夫、真崎甚三郎、林銑十郎）の擁立を目標とした。 

 ＊永田鉄山（陸士１６期）。「一夕会」の中心メンバー。 

  将来の戦争を数国対数国の国家総動員体制の持久戦になると想定。 

  1935（昭和 10 年）年㋇12 日陸軍内部の統制派と皇道派の抗争に関連して相沢  

  三郎陸軍中佐に殺害される。 

 ＊東条英機は１９２８年（昭和３年）３月「木曜会」で「満蒙支配」を主張。 

 ＊石原莞爾（陸士２１期）は、独自の日米世界最終戦争論を展開。 

 ＊陸軍内部では、首脳部と二葉会・木曜会を中心とする中堅幕僚との抗争が、満 

  州事変をきっかけに先鋭化し、慎重派の宇垣一成陸相などの首脳部が、満州事 

  変支持派の「一夕会」の中堅幕僚に敗れ、戦争への道を突き進むことになった。 

 ＊陸軍は統帥権の独立にプラスして、内閣を支配する方向を打ち出す。 

③陸軍幼年学校の存在の大きさ  

 ＊満州事変以降終戦までの陸軍幹部は、ほとんど陸幼出身者で独占された。  

 ＊東京裁判Ａ級戦犯の陸軍将校１５名中、１１名が幼年学校出身者であった。 

 ＊昭和天皇は、陸幼卒業生たちが軍内部で勢力を極めていることを懸念。  

    “陸軍の独断専行は、陸軍幼年学校に原因がある”（1939・７） 

  日独伊防共協定の 強化を推進する陸軍首脳部に対する批判。 
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（３）帝国海軍 

 王政復古により成立した明治政府は、江戸幕府の海軍操練所や海軍伝習所な

どの機関を継承し、幕府や諸藩や海援隊の人員や装備を整理・編成したのが基

礎になる。 

 1870 年（明治 3年）に陸海軍が分離され、1872 年（明治 5 年）に海軍省が東

京築地に設置される。1876 年（明治 9 年）に海軍兵学校、1893 年（明治 26 年）

には軍令部をそれぞれ設置する。明治初期には陸軍に対して海軍が主であった

が、西南戦争により政府内で薩摩藩閥が退行すると、陸軍重点主義が取られる

ようになる。 

 海軍兵学校は、１９７６年（明治９年）から１９４５年（昭和２０年）まで

続いた海軍幹部養成学校であり、卒業生たちが海軍を率いていった。 

 しかし、陸軍のように政治の中枢で実権を握る人物は少なかった。 

 ただし、５･１５事件は１９３２年（昭和７年）5 月 15 日に、海軍の若い将校

たち主体で起こした。ワシントン及びロンドンでの軍縮会議（軍艦の規模など

規制）で日本側が軍縮幅を欧米側に対して対等でないことに不満を募らせ、政

府の妥協外交に腰抜けだなどと怒り、また、不景気など閉塞感が漂っているの

は腐りきった政治家や財閥の者どものせいだと、彼らの粛清を目的とした。 

 5・15 事件は、政党政治の崩壊をもたらした。 

 

＜参考＞＊戦後を生きた大本営参謀たち 

 有馬哲夫氏の著書「大本営参謀は戦後何と戦ったのか」によると、戦後、 

ＧＨＱは一部の帝国軍人たちを、ＧＨＱのエージェントとして活用した。その

詳細が、２００５年にアメリカ国立第二公文書館で新たに公開された「ナチス

戦争犯罪、日本帝国政府公開法に基づく第二次公開資料１９４６～２００３」

で判明した。 

 これによると、ＧＨＱの参謀部第 2部（G2 情報担当）や幕僚部民間諜報局（Civil 

Intelligence Section, CIS）傘下の防諜隊（Counter Intelligence Corps, CIC）

の下部組織機関として、大本営参謀たちは、司法取引の手法で戦犯訴追を免除、

東西対立の中で米国の知識に乏しい中国・台湾・朝鮮半島・旧満州の情報源と

して活躍した。 

 彼らのなかには、以下のような人物がいた。 

 宇垣一茂、河辺虎四郎、有末精三、服部卓四郎、辰巳栄一、 

 辻政信、野村吉三郎、児玉誉士夫。 

 上記人物の中には、ほかの参謀とグループを構成して活躍した者もあった。 
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 青木喬将軍が上記の人物たちと関係したかどうか不明だが、同氏は朝鮮戦争

勃発の半年前（昭和２５年正月）、韓国の李承晩大統領の部下蔡秉徳（チェ・ビ

ョンドク）参謀総長に頼まれ、ソウルに赴き、開戦前の作戦指導に当たった。昭

和２９年には台湾に招聘され、蒋介石総統に空軍作戦についてアドバイスした。 

 

Ⅲ．日本国と自衛隊 

１．戦後の国家制度について 

（１）日本憲法（新憲法）によって規定された国家制度。 

（２）日本国の意思決定ー国会で選出された内閣総理大臣が責任実行。 

（３）日本国の教育制度ー憲法に基づく民主的教育 

 

２．自衛隊 

（１）歴史と組織 

 陸上自衛隊は１９５０年の朝鮮戦争勃発時、ＧＨＱの指令に基づくポツダム

政令により警察予備隊が総理府の機関として組織されたのが始まりである。同

時期、旧海軍の残存部隊は海上保安庁を経て海上警備隊となり、その後警備隊

として再編。1954 年７月に陸海空の自衛隊になった。 

 全自衛隊統合運用のため統合幕僚監部の統合幕僚長がこれを統括する。 

 自衛隊はシビリアン・コントロール（文民統制）の原則の下、文民で構成さ

れる内閣、立法府である国会の統制下に置かれている。内閣総理大臣は内閣を

代表して自衛隊の最高指揮監督権を有し、防衛大臣が自衛隊の隊務を統括する。

また、内閣には関係閣僚等で構成される国家安全保障会議が置かれ、防衛に関

する重要事項を審議する。自衛隊の防衛出動や治安出動等にあたっては事前又

は事後の国会承認を要し、また国会は自衛隊に係る定員、予算、組織などの重

要事項の議決を通じて自衛隊を統制する。 

 （２）自衛隊の規模 

①人員：１５万人～１６万人 

②防衛関係予算：約４兆８，０００億円（２７年度） 

 （主な内容：２６年度） 自衛隊給与費 1 兆 3526 億 9900 万円  

 武器車両等整備費 9288 億 8100 万円、航空機整備費 5117 億 2000 万円、 

 艦船整備費（継続費含む）1972 億 9800 万円、            

 在日米軍等駐留関連諸費 2727 億 2200 万円 
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③自衛隊員（制服組）の階級 

 

外国の軍隊 自衛隊 特徴 

大将 幕僚長 陸海空各自衛隊の最高位 

中将 陸将・海将・空将 方面総監や学校長 

少将 陸将補・海将補・空将補 旅団長クラス 

大佐 一等陸・海・空佐 連隊長（陸）や大型艦の艦長（海） 

中佐 二等陸・海・空佐 大隊長（陸）、飛行隊長（空） 

少佐 三等陸・海・空佐 中堅幹部のまとめ役、中隊長（陸） 

大尉 一等陸・海・空尉 中堅幹部 

中尉 二等陸・海・空尉 修業中の幹部 

少尉 三等陸・海・空尉 新米幹部 

准尉 准陸尉・准海尉・准空尉 現場の叩き上げ組がなれる幹部 

曹長 陸曹長・海曹長・空曹長 現場を仕切る大ベテラン 

曹長 一等陸・海・空曹 下の者の手本となるベテラン 

軍曹 二等陸・海・空曹 若手の正社員 

伍長 三等陸・海・空曹 契約社員から正社員へ 

兵長 陸士長・海士長・空士長 士のまとめ役 

一等兵 一等陸・海・空士 基礎訓練が終わった新米隊員 

二等兵 二等陸・海・空士 入隊したての隊員 

 三等陸・海・空士 自衛隊生徒（少年自衛官） 
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（３）自衛隊としての意思決定は、内閣総理大臣の意思決定に基づく。 

（４）実行部隊としての自衛隊員の行動基準。 

 実際に任務に従事するにあたり、当然のことながら臨機応変の対応が要求さ

れる。法の範囲内での行動が決められている。 

 一般の自衛官は、自衛隊法第五十三条及び自衛隊法施行規則第三十九条に則

り、入隊時に以下のような文章の記された宣誓文を朗読、署名捺印をする事が

義務付けられている。 

“私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法

令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、

心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職

務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、

もつて国民の負託にこたえることを誓います。” 

 「自衛官の心構え」 

  使命の自覚、個人の充実、責任の遂行、規律の厳守、団結の強化 

「自衛官の６つの義務｝ 

  指定場所に居住する義務 （自衛隊法第 55 条） 

職務遂行の義務 （第 56 条） 

上官の職務上の命令に服従する義務 （第 57 条） 

品位を保つ義務 （第 58 条） 

秘密を守る義務 （第 59 条） 

職務に専念する義務 （第 60 条） 

（５）自衛隊員たちが直面する現実の諸問題について（具体的な事柄） 

 このテーマについて記述した「自衛隊のリアル」（瀧野隆浩著）に基づき考

えたみたい。集団的自衛権の行使が法制化された現時点で、現場の自衛隊員た

ちが将来直面するであろう諸問題を理解することは、日本国民にとって非常に

重要なことである。 

 ①死の制度化 

 １９９１年（平成 3年）4 月 26 日、自衛隊発足以来初の海外実任務となるペ

ルシャ湾への掃海部隊が派遣された。１９９２年（平成４年）には陸自がカンボ

ジアＰＫＯ活動で派遣された。以来、自衛隊内部では、隊員の死について真剣に検

討を始めた。２００４年のイラク派遣にあたり、自衛隊は派遣部隊に「死の覚悟」

を求め、ひそかに一基のコンテナーに棺桶を詰めて、現地に向かった。 
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 陸上自衛隊が派遣されたイラクのサマーワは、非戦闘地域であるとされ、結果的

に、１人の犠牲者も出さずに帰国したので、一般国民は非戦闘地域に派遣されたお

蔭であったと理解したようだ。棺桶を積んだコンテナーは明けないまま帰還した。 

 しかし、自衛隊幹部は、サマーワを非戦闘地域であり、弾丸は飛んでこないとは

考えなかった。彼らは、イラクに戦闘地域と非戦闘地域があるとは考えなかった。

最初から「戦場へ行く」として、準備を始めた。 

 現実に、サマーワの陸自は、１０数回の攻撃を受けている。その中で２回死と直

面した状況があった。 

 ２００４年１０月３１日午後１０時３０分（イラク時間）ごろ、ロケット弾が発

射され、駐屯地内の地面に衝突した後、鉄製のコンテナを貫通して、宿営地外に抜

けて行った。 

 ２００５年６月２３日午前９時（イラク時間）ごろ、サマーワで、陸自の４台の

車列に向けてＩＥＤ（Improvised Explosive Device)=遠隔操作式爆破装置が爆破

した。３台目の高機動車が横転し、フロントガラスにひびが入ったが、隊員たちは

無事だった。その後の調査の結果、ＩＥＤの鋼鉄弾は、２台目と３台目の数メート

ルの車間を抜けて行ったと推察された。 

 いずれの攻撃についても、犠牲者を出さなかったのは、運がよかっただけだと自

衛隊幹部は判断しているという。 

 このように、すでに２０数年前から、死の危険に直面しており、死を制度化する

努力を自衛隊内部で実施している。 

 ②殺すか殺されるか 

 戦場では当然直面する問題であり、イラク派遣の陸自のほとんどの現場指揮官た

ちは、部下に対して、「危ないと思ったら、迷わずに撃て」と指示していたという。 

自衛隊の武器使用規定が当然あるが、海外での活動の現場で、迷っていたら逆に殺

されるという現実を優先している。イラクでは幸いそのような場面に直面すること

がなかった。 

 １９７８年の栗栖統幕議長解任事件＝「現法律下では有事に際して自衛隊が防衛

任務行動を実施するにあたり超法規的措置を行使せざるをえない」と発言解任され

た。その後、有事法制が具体化。しかし、ＲＯＥ（Rules of Engagement）ー交戦

規定は存在していない。（他国の軍隊はすべてＲＯＥを定めている） 

③実際の戦いで実弾を打ったことがない自衛隊 

 それが今の自衛隊の現実であり、このことで自衛隊員たちは複雑な感情を抱いて

いると言われる。もちろん訓練は重ねているが、あくまで戦争ごっごに過ぎないの

ではないか？というある種のコンプレックスがあるのだいう。 
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④軍隊ならざる軍隊としての国際貢献 

 外国では当然のように「日本軍」と言われているが、日本ではあくまで自衛隊で

あり、たえず憲法違反の疑惑に包まれている。 

 他方、近年、世界の紛争地域で「軍の非軍事的機能」が注目を集めていると言わ

れる。この点で、自衛隊は海外派遣先の国で、非軍事的機能が評価されるようにな

ってきているとのこと。 

 ＭＯＯＴＷ（Military Operations Other Than War)=戦争以外の軍事作戦、とい

う言葉が、米軍内で２０年以上前から言われている。ＰＫＯ、治安維持活動、災害

派遣、民営支援などを言うが、まさにこれまでの自衛隊の活動にかなり実現されて

いる。 

⑤国民に愛される自衛隊 

 よく耳にする言葉であり、「ああそんなものか」と気軽に受け止めてきたが、瀧

野氏は、「こんな軍隊は世界中さがしてもほかにない。世界の歴史でも「異形」の

組織だ」と言う。 

⑥自衛隊戦死者のための国立墓地の不在 

 自衛隊は軍隊ではないから、戦わない、従って戦死者は出ない。だから戦死者の

ための国立墓地はない。という理屈のため、国立墓地はない。 

 東京・市ヶ谷の防衛省の敷地内にメモリアルゾーンがある。そこには自衛隊殉職

者の慰霊碑がある。２０１４年１０月２５日現在、１８５１人の殉職者が出ている。 

  

Ⅳ．まとめ 

１．帝国陸海軍と自衛隊の比較 

  

 旧陸海軍 自衛隊 

憲法 軍隊の規定あり 軍隊は保持せず 

存在状態 天皇の軍隊 国民のための自衛隊 

心得 軍人勅諭「政論に惑わず政治

に拘わらず」を無視。 

入隊時に「政治に関わらず」

と宣言。守られている。 

国民の態度 支持（不支持極少） 支持・不支持に二分 

軍人資格 志願および徴兵 志願 

国家意志 保持 保持せず 

目的 富国強兵 日本国の防衛（自衛） 

死への態度 死は当然 死の制度化に腐心 

被捕虜規定 なし（戦陣訓） 曖昧（ジュネーブ条約関連） 
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軍隊の規律 過剰な制裁 

（陸相の禁止指示を無視） 

体罰禁止 

（代わりに腕立て伏せなど） 

国立墓地 千鳥ヶ淵戦没者墓苑。 

靖国神社 

存在せず 

防衛費 

装備 

国家予算の大半をしめたが、

不足したため、大和魂で補充

→破滅。レーダーなど最新鋭

兵器保有せず。 

自衛のための装備ながら 

世界６位の規模。 

サイバー攻撃にも対処。 

 

２．国際社会における日本国防衛の今後のありかたについて 

 （１）いくつかの選択肢 

  ①日本国憲法の本来の解釈を尊重し、現実を合わせる 

  憲法第九条の理想を貫き、自衛隊は保持せず、警察力で国土（含む、領海・領 

  空）の治安を維持し、軍事費ゼロを貫く。日米安保条約も早期に解約する。 

  日本国内に外国の軍事基地を一切置かない。 

  他国の攻撃・侵略は想定せず、実際にそのような事態が発生した場合は、 

  警察力でできうる限り防衛し、国連の判断に委ねる。 

  ②現在の憲法を再度見直し、このまま維持するか、改正するかを全国民で討議 

  し、憲法改正の国会決議→国民投票を実施する。 

  国民の過半数が憲法改正に賛成するなら第九条に「自衛軍の保持」を謳う。 

 （自民党の「日本国憲法改正草案」は“自衛権”“国防軍”を明記している） 

  国民の過半数が現行憲法維持に賛成という結果がでれば、その時点で自衛隊を 

  解体し、安保条約を終了し、米軍基地を閉鎖する。 

  代わりに警察力を増強するという方向を進める。 

  ③現行憲法を改正せず、自衛隊という名の軍隊を保持し、新しい安全保障法制  

  （含、集団的自衛権の行使容認）を支持し、米軍に軍事基地の提供を継続する。  

  過去７０年間、日本国民が選んできた政府が行ってきたことである。 

  ただし、米軍基地については、安全保障法制が改訂されたことを踏まえ、軽減 

  の方向を模索すべきであり、沖縄の負担軽減を米国と強く交渉すべきである。 

  （２）私の選択 

  ③から②への移行を選択肢とする。理由は以下の通り。 

  ＊自衛隊の現状をある程度理解した結果、自衛隊は戦前の軍隊と全く異なり、  

   日本国民の平和と安全のために活動する組織であることがわかった。 

   米軍基地を減少し、自衛隊が肩代わりする方策を模索すべき時が来た。 
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   集団的自衛権法制化を材料に、米国と協議して、わが国に存在する米軍の 

   基地をまず自衛隊が肩代わりし、さらには自衛隊の基地を縮小していくこと 

   が、政府の責務と考える。 

  ＊「集団的自衛権容認＝戦争する」の解釈には飛躍がある。 

   「戦争をする国になる」との主張は、日本が能動的に他国を攻めるというこ 

   とを前提としていると思うが、現在の国際情勢の中で、攻めることができる 

   国・地域は存在しないということは誰でも知っている。 

   国民が賛成しない。日本は国民が決める国である。 

   「秘密保護法により安保関連の機密保護が強化され、政策決定過程は見えに 

    くくなった。国民に実態が知らされないまま、政府が軍事的な拡大路線を 

    推し進めていくおそれはぬぐえない。」（９・２０付朝日） 

   それを国民がダメと判断すれば政府を替えることになろう。   

  ＊今回の法制の歯止めは、集団的自衛権行使をかなり困難にしていると判断。 

  ＊日本の国際的な責務との関連。中東・アフリカで継続する紛争に対して、 

  アジアは比較的平穏な国際関係を維持してきた。 

  その間、日本もＰＫＯ、イラク特措法などで中東ほかに自衛隊を派遣してきた。 

  邦人ボランティアが中東ほかで犠牲になることもあった。 

  しかし、日本は周辺諸国との緊張関係は継続しているものの、国として紛争に 

  巻き込まれない状態で、現在に至っている。 

  これがいつまでも継続するという保証はない。 

  日本国は世界第３位の経済大国である。このことは国際的な国力の地位も表し 

  ており、それなりの国際的責務を負わざるをえないと考える。 

   ＊最終的には、憲法改正論議が国民的課題になり、選択肢②を進めていく時代 

   が訪れると予測する。 

    

 参考資料「懐古小史」青木喬「将軍は語る 青木喬少将」（偕行社） 

     「昭和陸軍全史」（１～３）川田稔（講談社現代新書） 

     「陸軍幼年学校体制の研究」野邑理栄子（吉川弘文館） 

     「満州国を動かした謎の人脈」歴史読本編集部（新人物文庫） 

     「大本営参謀は戦後何と戦ったのか」有馬哲夫（新潮社） 

     「自衛隊」志方俊之 （文芸社） 

     「自衛隊のリアル」瀧野隆浩（河出書房新社） 

     「自衛隊 完全読本」後藤一信（河出書房新社） 

      Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ 


