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〔翻刻〕鈴木義男「所謂軍事教育案批判」（1924年）ほか

翻刻・解題　金　井　光　生

【凡　例】

　適宜、旧字体を新字体に、漢数字を算用数字に、難読漢字を平仮名に直した箇

所や、読みやすさを考慮して句読点を補った箇所がある。［ ］内は翻刻者によるふ

りがな、または補足である。原文には表記の不一致が見られる（「私」を意味する

「予」や「余」など）が、そのままにしてある。また、現在では不適切とされる表

現も見られるが、歴史的史料である点に鑑み、そのまま表記している（差別等を

助長する意図は毛頭ない）。

　なお、文中には、河北新報社に照会して原本を参照したものの印刷不鮮明等の

理由で判読不能な箇所が若干残ってしまった。その箇所は＊印で表示してある。

ご海容を乞う。快く照会に応じてくださった河北新報社に厚く御礼を申し上げる。
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【翻　刻】

　Ⅰ．鈴木義男「所謂軍事教育案に就て」

『河北新報』1924（大正13）年12月８日朝刊２面

　はしがき

　予は過日大学内の軍事教育問題研究会の諸氏より今般問題となりつつある軍

事教育案につき予の意見を学内の会合において陳述すべきことを依頼されたの

である。予は政治行政の学の学徒としてまた教育に従事するものの一人として

多少の意見なきにあらざるが故に参考までに開陳すべきことを約したのであ

る。しかるに学生諸氏が大学規程等に通暁せざるため学生としては従事すべか

らざる実際政治運動に参与するがごとき形式を取るに至り世上の誤解を招いた

のは遺憾である。大学生としては賛否何れにせよかかる問題について研究する

ことは望ましきことである。けれども実際運動として意見を実行せんとするこ

とは学生たるものの限界を超ゆることである。欧米等においてはかかる問題が

起こるとき局外の第三者及び学生の心持を理解しおる教授等が輿論の喚起に尽

力するのであって、学生自身運動するがごとき必要を感ぜしめないのが常であ

る。一人の彼等に代わってその意見を発表しくるるものなきに至って止むなく

自ら起［た］つとせば情において諒とすべきものがある。代わって述べてくれ

るもののある限りは自ら起つがごときはしばらく差し控ゆべきである。学生諸

氏が当初の計画に戻り研究会とされたのはもとより正当のことであった。

　これに関連して予等に対する言論圧迫等の誤伝もあったようであるが、予は

一個の学徒として学の内外を問わず完全なる自由を有し未だかつて何人よりも

干渉等を受けたことはないのである。これらの誤解を解くために今予の講演の

要旨を公表するけれども、本来は予はまだ学徒として研究の初歩にあり時事問

題等に対する意見を広く世に公表するの時期にあるものとは信じない。会合の

席上に談話に止むべきは予の素志であったのである。売名のために平地に波乱

を起こすとなすものは最も予を誣［し］ゆるものである。
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　しかしながらこの問題に対しては実際教育の任にあるものの間からも今日ま

で既にあらわれたような賛成論だけでなく反対論も起こってしかるべきである

と思う。或いは文部省の忌諱に触るることは有形無形の損失もあらんかなれ

ど、これは文部省は
ママ

陸軍省を超越した教育の根本目的我国文化の方向に関する

大問題である。本文示すがごとく予の意見は一般教育は学校に委ね、軍事教育

は軍隊に委ねよとする普通教育軍事教育分離論なのであって、この意味におい

て今日までの教育が既に誤っていることを主張するものであって、今更軍事教

育案が持ち上がったについてにわかに反対するものではないのである。ただ現

役将校を各学校に派遣せしむることによって反対の理由が一層拡大するだけで

ある。

　Ⅱ．鈴木義男「所謂軍事教育案批判」

『河北新報』1924（大正13）年12月９日朝刊２面

　一

　予は直接この問題と関係のない迂遠な問題から始めようと思う。それは軍事

教育賛成論者に依って盛んに利用される論法であるからである。いわく人間の

本能たる闘争欲の存在を如何と。いわく永久の平和は望ましいが国際関係の現

状は如何。国防の充実は一日もゆるがせにすべからずと。これが実際政治家の

口から言われる限りは予は黙殺する。政治家は今日の仕事に従事しているもの

であるから。しかし我国には学者と銘打った人にしてあたかも実際政治家でも

言いそうな口吻を真似て得々たる人が多いのに驚く。学者にはもう少し恒久性

のある議論が必要であると思う。

　闘争本能論に対しては一言するを以て足りる。悲しいかな人世は弱肉強食の

生存競争の修羅場である。これは事実として否定出来ない。しかし人世を支配

するものは生存競争だけでないことも事実である。もし生物界が生存競争一点

張りであったでもあろうならば、人類は滅亡して既に久しいはずである。それ
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がそう行かないでいるのは一方に相互扶助、協働という厳然たる事実も存する

からである。この両者は人類文化向上の二大因子である。この矛盾せる両個の

存在を合理的調和にまでもたらして少しなりとも人類文化の向上に資するとこ

ろあらんとすることが教育の目的である。人間の世の中は不断の闘争である。

しかし人は皆この闘争を超えて平和を望むのである。闘争は決して目的ではな

く平和こそ目的である。教育の目的も畢竟この外に出ずるを得ない。人を殺す

ことのみを教ゆる学校というものは、戦争を職業とする人々を養う学校以外に

はあり得ないわけである。敵をも愛せよという教えと敵を倒すの術とが同一教

場において教えられることは少なくとも大きい矛盾である。教育の目的は闘争

本能の助長ではなくしてその適当なる調節でなければならぬ。吾人は時として

自己防衛のために人を倒さねばならぬ場合がある。それでもそれは決して誇る

べきことではなくして、止むを得ざるに出でたる害悪なることを知らねばなら

ぬ。かの血を見て喜ぶ原始酋長時代の遺物たる生蕃の近親たる犯罪人をば、吾

人は先天的犯罪者として悪性治しがたきものとして終生これを監獄に幽閉する

のである。ロンブローゾ［Cesare Lombroso］をしていわしむれば、かくの

ごとき惨虐なる行為を平然としてやるのは全く吾人の祖先が原始時代に殺戮を

これ事とした性質の隔世遺伝であるというのである。かかる野蛮人は生蕃の間

に又は原始人の間に生をうけたでもあろうならば天晴れ酋長たるべき人物であ

る。不幸にして人類の文化は彼等にとっては進み過ぎたのである。今は危険人

物として監獄に隔離する。しかし多かれ少なかれ我々の中には生蕃と同じ血が

流れている。血を見て喜ぶの性情は機会が与えしむればその眠りを醒ますので

ある。この眠りを醒ますべくつとめるのは教育の目的としては不適当である。

かかる本能をスポーツその他のものに向けるのが正しい教育である。一斉射撃

を教ゆることは少なくとも倫理道徳自然科学及び文化科学を教ゆる学校におい

て同時に課するものとしては甚だよろしくない。故に教育の目的論よりいえ

ば、今日まで日本に行われている軍事教練が既によろしくないのである。いわ

んやこれ以上に殺人術を教ゆることにおいてをやである。スパルタの教育法は
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封建の教育である。現代文明国にそのまま用ゆべきものではない。

　次にいやしくも文化科学に従事しているものは、少数の軍国主義哲学を奉戴

している独逸及び日本の学者を除いては、人類文化の理想が平和にあることを

否定するものはないのである。学者としてはその信ずる理想に忠実に理想の闡

明に従事しておればよろしいのである。しかるに我国の学者に限って理想とし

ては平和主義であるが、国際関係の現状はかかる理想論を許さぬという。少し

く米国の暴状が募れば民衆の先頭に立って主戦主義を説き露国が怪しくなると

『備えよ』と叫ぶ。学説に動揺を来すのである。実際政治家及び軍人としては

無論そうなくてはならぬ。しかし学者として、教育家としては別に境地がある

はずである。かのカントを見よ。欧州の戦雲穏やかならざる間にあって『永久

平和論』を哲学的法理学的体系にまで造り上げる余裕と自制とがある。カント

の述作に一つとして永久的生命のないものはないのであるが、又かの『永久平

和論』程学問的見地から見て永久的価値あるものはないのである。そは実に時

代と国境とを超越している。カントの議論はあまりに高邁であって、恐らく人

類社会においてそのまま実現されることはないであろう。けれども又それだけ

永遠に人類は常に彼に聴くべきものを持っているのである。ウィルソン

［Thomas Woodrow Wilson］の国際連盟の企てのごときは、全くその極小部

分の借用に過ぎないのである。企てが大きければ失敗もまた大きい。しかし人

類の文化はカントの指示したような方向に動いていることだけは確かである。

これを明らかにすることは学者の任務である。迂遠だというのは10年20年の

先だけ見ている人々のいうことである。予は我国にも少し目前のことに動かさ

れずに学的理想の闡明に従事する学者の多く出ることを希望せざるを得ない。

　もし我国学者の学的業績に永久的なものが甚だ少ないということが真なら

ば、その一半の原因はここにあるのではなかろうか。カントは独逸人であると

共に世界の宝である。トルストイはロシア人であると共にロシアを超越してい

る。そこに彼等の永久性があるのである。学者が日本を超越することを責むる

ものがあったら、そは責むるものの過ちである。予は自然化
ママ

学だけの方面でな
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く文化科学の方面においてももっと日本を超越するものの現れんことを望む。

世界は日に日に狭くなりつつある。日本だけを眼中において日本を本位にして

学問を構成するようなことがあるならば、そは学問として長い生命をかち得ざ

るや明らかである。今や世界政治学すら発達しつつあって各国の政治を封建藩

閥の政治と等しく取扱わんとしつつある時代である。欧州大戦中においても思

想的には戦線を超えて握手するの現象を見たのである。一国と他国はすべての

点において敵となり得るものではない。殊に学者のごときは戦線を超えて握手

するの特権があるのである。米国のジンゴイストがしきりに喧嘩を売って出る

時に日本の実際政治家と軍人とが盛んにこれに応戦する時に、学者は米国の学

者を動かしてその誤れる民衆の態度を是正せしむるに努むべきである。米国に

も自らのダラー文明の醜悪を自覚せる識者少なしとせないのである。これを動

かすのは学者の使命である。政治家と軍人とが走るのは当たり前である。学者

と教育家も共に走るならば、そもそも我国文化の健全性は誰に托してこれを維

持すべきであるか。

　これは本問題とは縁の遠い迂遠の論を試みたのであるが、所謂憂国の学者の

うちに時勢の推移を見て早晩戦争は免れずとして挙国的軍事教育の止むべから

ざるを是認せんとするものが少なくないからである。学者としては自殺論であ

る、教育者としては教育の現代における意義を忘れたものである。治に居て乱

を忘れずというのは封建教育である、今日においては別に徴兵制度のあるあ

り、軍事教育は軍隊という別個の教育機関において行うべきものである。

　Ⅲ．鈴木義男「所謂軍事教育案批判」

『河北新報』1924（大正13）年12月10日朝刊２面

　二

　所謂軍事教育案があらわれてから批評の的となった点は、１、２にして足ら

ないようである。まず第一に全国中学校、高等学校、専門学校、大学校（予定
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のうちには小学校もあるが、これは経費が許さぬため当分見合わすそうであ

る）に大規模に現役軍人を派遣して軍事教練をすることに依って軍人のあらゆ

る特異の人生観の注入と相俟って、我国の青少年の頭脳を甚だしく軍国主義化

するという非難である。予の見る所を以てすればこの点は今更の問題でないと

思う。国民を軍国主義的に教育して来たということは革命前のドイツと共に日

本は決してどこの国にも劣るものではないのである。我々の学んだ歴史はこと

ごとく戦争の歴史であり修身国語その他の教育書も政治及び軍事上の英雄の記

述を以て満ちているのである。軍国主義的教育は充分徹底しているのである。

日本の少年は遊戯にも軍［いくさ］の真似などを多くしているのである。識者

はややもすれば近時青年少年の傾向は文弱に流れて亡国の兆しがあると叫ぶ。

予の見る所では、日本はまだ亡国を憂うる程度に文弱になってはおらぬようで

ある。

　文学、宗教、哲学、科学、芸術、音楽において日本は世界に誇るべき何物を

有しているのであるか。我国に一人のカントもなく、一人のゲーテもなく、一

人のベートーベン、ワグナーもなくして、しかも東郷［平八郎］乃木［希典］

両将軍の雷名のみ世界に轟いているのである。予が西洋において彼の地の人々

に遭うとまず挨拶として『日本は軍の上手な国だ、兵隊の強い国だ。そして富

士山という美しい山があるそうだ』と異口同音に言うのである。そのくらい戦

争に巧みなることは知れ渡っているのである。

　余が不満の色を見てわずかに『マダム・バターフライ』［オペラ作品］中の

一節を思い出して日本の音楽もなかなか美しいという。少しく教養ある人には

日本の芸術あるいは科学について世界的なるものを問われていつも迷惑を感ぜ

ざるを得なかったのである。日本がこの世界的文化の圏内に入るについて文化

的方面に努力すべき余地のあることは勿論である。音楽を以て贅沢物として蓄

音機に重税を課したり、少しく芸術的本能が発芽して来ると文弱の弊を罵って

演劇を禁止するがごときは文化国にとってはむしろ一種の恥辱である。自分に

解らないものはすべて下等だと思うのは独断論である。我国の文化の内容もよ
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うやく豊富ならんとしているのである。余ももとより今日の少、青年の趣味を

以てすべて健全なるものとは思わない。そこに矯むべき弊害も存する。けれど

も過渡期においては免れざる現象である。その弊害のために身を誤るものの生

ずるは止むを得ざることである。そのために向上しゆく道を全部杜絶して所謂

角を矯めんとして牛を殺すことは決して賢明なる方法ではないのである。しか

るに既に早く文弱論が聞こえている。識者はいう。今日の中学高等学校等にお

いて少、青年の心を荼毒［とどく］するものは実に文学、絵画、音楽等の教師

の注入する悪趣味であると。軍人に依る軍隊的精神の注入は実に今日において

正に一服の清涼剤であると。これは誤れるの甚だしきものである。余は識者の

言といかなる程度まで文学教師等の悪趣味について真相を穿っているかを疑う

ものであるが、勿論相当に多くの不健全なるデカダニズムも入っていることと

思う。しかし文学なり芸術なりの堕落趣味は健全なる趣味を以て匡正する外に

道がないのである。＊＊［益々？］健全なる文芸趣味の注入にこそ努むべきで

ある。文芸趣味を匡する鉄砲を以てするということは断じて正しくない。

　予はこの問題を論じている時再三識者の口から『ローマはついに文弱に依っ

て亡びた』という引例を聞かされた。ローマは文弱に依って亡びたというのは

既に軍国主義的歴史に育てられた証拠である。いうところの文弱の内容如何は

審らかにせぬが、ローマは文弱ならずとするも尚亡ぶべき幾多の理由が存した

のである。そは法制史、経済史、風土史と幾多の方面から闡明さるる所であ

る。軍隊さえ強く尚武心だに強くは他の条件が如何様であろうとも亡ぶるもの

でないと考うるがごときはあまりに単純なる歴史を学んだ罪である。わが国に

見るも吾人の見るところを以てすれば尚武の心を盛んにし威武を内外に示せば

しばらく安泰なるべきことを信ずるものがあるならばあまりに単純心理の所有

者といわざるを得ない。わが国にして今日のままに推移せば如何に強兵主義を

努むるも経済的に国亡びざるを得ないのである。それ故に強兵を以て領土を他

に求むべきであるというものあらばそはあまりにも世界の近代の異常に盲なる

ものである。
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　要するに識者はわが国民教育の目標を見誤っている。軍事教育はそもそも現

代において末である。科学教育の一層の振興こそわが国の発展策上焦眉の急務

である。

　以上述ぶるところも本問題に対しては輿論であるが、かかる言説の予の耳朶

［じだ］を打つこと一再ならざるが故にあえて一言を費やすのである。

　Ⅳ．鈴木義男「所謂軍事教育案批判」

『河北新報』1924（大正13）年12月11日朝刊２面

　三

　軍事教育を全国の学校に大規模に行うことに依って、次代の国民の精神に及

ぼす大なる悪影響は少青年の心に知らず知らず戦争的本能を植え付け激発して

戦争を好ましむるに至ることである。学ぶ所のものは人はこれを用いてみたい

のは人情の自然である。殊に未熟なるものにおいてこの弊が多い。柔道を知る

者は兎角腕が鳴るのである。さもない侮辱をもこれを誇張して直ちに喧嘩を

買って出るのである。かくて防御的戦争のみならず容易に攻撃的戦争にも国論

を一致せしむるのである。戦争の発頭人たるの責任を今なお極力回避するので

あるがドイツが［第１次世界］大戦の起働的責任はこれを公平に見て否認する

ことは出来ないのである。これドイツが軍備の充実すると共に自個［じこ］の

力に対する自信を生じ、これに加うるに戦争哲学の信念を以てしたのであるか

ら大戦の到来は不可避であったのである。今日ドイツに遊んで戦前に行われた

る多くの文献等を見て如何に戦争を是認し、戦争は人類文化の進歩に必要欠く

べからず戦争あるによってのみ尚武心を維持し人類の堕落を防ぎ得る、戦争な

くんば国民を腐敗せしめ早老せしむる所以を論じ、武力に訴えても独逸文化を

世界に宣揚することは独逸民族が神よりゆだねられたる使命であると言う様な

思想が広く行われていたかということを見出すのである。この戦争哲学は独り

独逸においてのみならず、フランスにおいてもイギリスにおいても広く遵奉せ
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らるるに至ったものであって、さればこそ国交危機に瀕したる場合、更に彼等

は一層慎重に考慮すべきであったにもかかわらず、あたかも待てるものの来れ

るに会するごとく馬を国境に進めたのである。その結果は如何。大戦に依って

利したる国は一もないのである。今なお対戦は不可避であったと論ずるものが

多いけれども各国民の態度にしても少し慎重であったならばその惨害は避け得

られないことではなかったのである。真に避け得られざる戦争というものは少

ないのである。力に対する自信はともすれば容易に戦争に導くのである。少青

年の心にかくのごとき動機を植付けることは我国の現状に鑑みて出来るだけ避

くべきである。戦争は或いは不可避であろう。しかし止むを得ざる害悪であ

る。＊＊＊＊［涙を振る？］って従事する所の害悪である。このことをよく国

民の脳裡に印せしむべきである。しかるにあたかも正当の事であって軍国主義

的精神は賞讃□
ママ

［す？］べき精神たるがごとき印象を頭脳の固まらざる少青年

に与うることは終生これらの人々の人生観世界観の上に悲しむべき汚点を存せ

しむる所以である。フランスは戦後甚だ軍国主義的色彩の濃厚に見ゆる国であ

る。少年団なども盛んに軍の稽古をしているのを見受けるのである。ツールー

ズ［Toulouse］のオウリュウ［Maurice Hauriou］教授が全に語られた所に

依ればフランスも幸いに大戦には勝ったがその一方に過剰に造り過ぎた軍人の

処分には困っている。軍人は戦争を商売とするものである。いつでも戦争の計

画ばかりしている。今のうちにドイツを亡ぼせと出来ない相談をしてしきりに

民衆にプロパガンダして次ぎの戦争の計画に余念がない。これはフランスの憂

えであるということであった。上の好むところ下もそれに慣［なら］う。フラ

ンスをして著しく軍国主義化せしめているものも故あることと思われるのであ

る。予は不必要に我国にもかかる気運を促進せしむることを憂うるものであ

る。軍事教育賛成論者は予に向かってその杞憂であることを諭すのである。杞

憂に終らんことは予が国家のために切に祈るところである。

　もしそれ軍事教育を以て体育と徳育とに資せんとするものは全然方向を誤っ

ている論である。近時各国共そのために異常に体操学の進歩、運動熱の向上を
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見つつあるのである。運動の真精神は真のスポーツマンシップを養わんとする

ものである。我国において一層運動を一般化することに依って一層団体行動、

協働的精神その他の美徳を養成することが出来るのであるかの階級制度を学内

に輸入しノンビリと育つべき少青年時代に既に中隊長、小隊長、伍長、兵卒の

区別と練習をなさしむるは決して教育上喜ぶべきことではないのである。

　Ⅴ．鈴木義男「所謂軍事教育案批判」

『河北新報』1924（大正13）年12月12日朝刊２面

　四

　次ぎに余は少青年の精神に及ぼす影響のしかく大なる割合に政府当局の計画

する軍事教育が止むを得ざる戦争即ち防御的戦争の発生する場合を想定して、

実践上何程の効果あるべきかを疑わざるを得ない。今日の戦争がもはや十年前

の戦争と同一にあらず、その技術的基礎を全く殊［異］にするものであること

は識者を俟たずして明らかなことである。一台の飛行機が独逸から飛んで来る

ことに依って700万のロンドン住民を毎夜戦慄せしめ穴倉の中に一夜を明かさ

しめたのである。一台の飛行機にして既にそれだけの威力がある。加うるに毒

ガス、長距離砲、殺人光線等あらゆる科学的武器を使用して大規模に殺戮に従

事すべきである。のみならず今後の戦争においては戦線の背後に働く経済的、

科学的活動こそ一国の勝敗を決するものである。ドイツに何百万の精兵があっ

たとしても一人のハーバー［Friz Haber］博士がなかったならば、ドイツは

とうに屈服の外はなかったのである。連合国はドイツの国境を厳重に封鎖して

一物の禁制品もその領内に入ることを得ざらしめたのである。弾薬の材料たる

硝石も全く輸入を杜絶されたのである。この時ハーバー博士等が空中窒素を固

定せしめて弾丸の材料を供給することに成功せざりしならばドイツ軍はその戦

線において崩壊するの外はなかったのである。将来の戦線においては恐らく一

人のハーバー博士の方が百万の軍隊よりも重要なる役□
ママ

を務めるであろう。
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　責任ある国防通の言う所に依れば我国の交戦材料はもし不幸にして南洋の通

路を絶たるがごときことあらば数ヶ月を維持することは保証出来ないと言うこ

とである。たとえばガソリンは如何、今日既に75万石の消費量のうち60万石

はアメリカから恵まれているのであるが、戦時においては一層消費量を増すべ

く、かりに北樺太において大いに経略する所ありとするも尚充分長きに堪ゆる

ことを得るか。将来の戦争においては先ず何よりもガソリンのごときを準備す

るを要する。ガソリンと鉄石炭硝石等なくして百万の精英［せいえい］も万台

の飛行機も藁人形に等しいのである。これらを補充するの道は、ただ学問を奨

励して代用品を作出する外にないではなかろうか。かく機械と機械、学術と学

術との戦争において密集教練、団体教練の価値は果たして幾何ありと言い得る

であろうか。その体育的価値は勿論存するであろう。けれども今日国費甚だ乏

しきの時200万円の将校派遣費にても振り向けて大規模なる理化学研究所の経

営をなすことこそ一層国防に忠実なる様に余の如き迂遠なる学究には思われる

のである。賢明なる陸軍もとよりかくのごときことを知らざるはずなし。４個

師団減の経費を以て既に着手すると聞く。更にその方面に追加するもよし通常

の大学を助けて科学的国防完成に努力すべきである。

　科学的国防研究は平時においては生産的用途にも使用し得るが故に一斉射撃

のために持ちうることの有効到底同日の談ではないであろう。我国において憂

うべきは軍事教育の不足にあらずして、真に科学的戦争に耐え得るべき頭脳あ

る兵士を供給すべき一般教育の不足である。

　所謂軍事教育の効果が甚だ見るべきものあるならば200万の国帑［こくど］

もあえて惜しむに足らず。しか□
ママ

［し？］その国防上あまり大したものでない

ことは陸軍当局もこれを自認している。故に軍事教育のごとき名も大に過ぎる

となし□
ママ

［、？］少、青年の心身鍛錬を助くるだけであると弁明努めているよ

うである。少、青年の心身鍛錬に現役将校の援助を求むる程我国教育制度は貧

弱を極めているのであるか。徳育と体育のために特に現役武官を学校に派遣し

て貰わねばならぬということは教育者として自らを軽んずることのあまりに甚
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だしきもの、といわねばならぬ。かくして国防上得るところはあまり大ならず

してただ一の得るところは青少年の心裏に尚武心、好戦心を植つけることある

のみである。そが教育上害あって益なきことは前述の通りである。

　Ⅵ．鈴木義男「所謂軍事教育案批判」

『河北新報』1924（大正13）年12月13日夕刊１面

　五

　そこで段々問題の範囲を限局して中心点に触れて行きたいと思うのである

が、そもそもこの問題が台頭した最初の動機として一年志願兵の在営年限短縮

の実行という事であったのである。誠に中学、高等学校、専門学校の卒業者が

人生の最も貴重なる時機において相当長い期間在営するとは苦痛である。短け

れば短い程父兄にとっても本人にとっても結構なことに相違ない。或いは中学

に学び得る比較的富裕なる子弟と小学に止まる貧家の子弟との間における均衡

論を以て駁するものがあるが、今日の社会においてはブルジョアとプロレタリ

アートの間に存する不公平は一の徴兵制度の問題ではないのである。ここだけ

で均衡を得せしめたところで問題は解決されるわけではないのであるからこれ

は暫く措くとしても、一年の在営期間を十ヶ月とし八ヶ月とするも全然招集せ

ざること米国のごとくにするのでなければ問題は単に相対的である。一年より

も十ヶ月を喜ぶはもとより当然であるけれども実は苦痛は人生の最も大切なる

時機において勤務に服しその事業計画を中断されることに存するのである。こ

の事実にして存する以上、一年と十ヶ月と非常なる相違あるものとは言い得な

い。その期間においてかりに二ヶ月乃至四ヶ月を利するとするも教育の目的よ

り見て失うところ伴うところの弊害前述のごとく大なるにおいては得失決して

軽々に断ずることを許されないのである。

　論者はよく米国の例を引く。米国において学校において軍事教育を施すはこ
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の趣旨存在理由全然我国のそれと異なるのである。人も知るごとく米国は国民

皆兵、強制徴募の国ではないのである。勢い戦時動員の際兵士は勿論将校の不

足を感ずるのである。か
マ マ

るが［かかる？］故に有志の学生を以て平生学業の余

暇に軍事訓練を授け、これを直ちに予備将校たらしむるのである。しかしてそ

が志願に基づくことにおいて著しく人格の自由を尊重するものである。学校に

軍隊教育を輸入することは余の賛せざる所であるが学業の余暇を以て学生を軍

隊に出入せしめ軍事訓練を授けて一年志願の在営を全然免除するものとすれ

ば、なおレーゾン・デートル［raison d'être（存在理由）］を主張し得るでも

あろう。勿論プロレタリアート子弟との甚だしき不均衡は一層激しき争点とし

て残るとしても。しからずして半呑半吐陸軍の管轄を学校にまで延長せしむる

の外、徴募せらるる青年にとっても得る所あまりに多からざる以上はこれを斥

くるに如かないのである。

　かかる交換条件を口に在営年限を短縮せずとも、今一層小、中学等の教育を

徹底せしむることに依って少なくとも今日軍隊の要求する教練を一層短時日に

完成せしむることは可能でなければならぬはずである。我国のごとき貧国にお

いて在営期間の長きことは正に国民生産上の大問題である。これ交換条件と分

離して為政家の心を砕くべき問題である。

　少なくとも国民教育にして徹底し技術としてにあらずして智識としての軍事

教育が適当に加味されるならば英国におけるがごとく徴兵制度の撤廃まで漕ぎ

つけ得るわけである。

　Ⅶ．鈴木義男「所謂軍事教育案批判」

『河北新報』1924（大正13）年12月15日朝刊２面

　六

　今回問題となりつつある軍事教育案の最も恐るべき難点は予後備の軍人を以

てこれに当てるのでなくして、現役の将校をこれに向けることである。この場
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合軍事教育に対する命令監督の権は陸軍大臣にあるのであるか、はた文部大臣

にあるのであるか。陸軍大臣にありとすれば如何なる法令の根拠に基づくもの

であるか、文部大臣にありとすれば部外の武官たる現役将校を指揮監督するの

根拠が何れにありとするか。法令上に一もその根拠を見出すことは出来ないの

である。軍事教育については一切の指揮命令の権を文部大臣に委ねるとして弁

明大いに努めるけれどもまさか進退懲戒の権まで文部大臣に委ねるのではある

まい。またかくのごときことは全然不可能である。進退の鍵を陸軍大臣が握っ

ている以上、現役将校は学校にあっては校長の監督権に対しては治外法権にも

等しく、裁判官と等しく地位の保証を有するものである。和衷協働よく文政当

局の訓令の意を体して訓育のことにあたるの間は問題はなかろう。もし協働に

して一朝破綻を生ぜんか収拾すべからざる紛糾を生ずることを覚悟せなければ

ならないのである。又訓令二途に出ずる場合如何。

　現役将校たる以上陸軍当局の訓令を以て文政当局の訓令よりも重しとするの

は当然である。恐らく学内における訓育時間において公然校長の訓育方針文政

当局の国民教育の方針に違背するがごとき訓育を試みる将校はないであろう。

しかしながら将校は学内において教師たると共に学外においては学生の友人で

ある。いろいろな意味において学生と交渉を生ずるは勿論である。若き将校諸

氏が今日においては最早通常教育家にあまり甚だしき懸隔ある人生観世界観の

所持者ならざることは予の信ぜんとする所である。しかしながら通常軍人は特

異の人生観の抱懐者であることは一般に肯定せらるる所である。その場合平生

通常の教師の注入する所と将校の注入する所と、不幸にして相反するがごとき

場合、そこに困難なる教育上の支障を引き起こすことなしと保証し得るか、い

わんや大尉及び少佐のごとき中学校長に比して官等地位等優るとも劣らざるも

のがこれに臨むにおいてお
ママ

［を］やである。学生に取捨の明があり学生間に統

一の保たるる限りは又問題は少ない。もし不幸にして、将校系の尚武心の旺

［さかん］なる一団の学生と文学教師その他一般訓育の教師に親しむ一団の文

学青年と相分立し党同伐異をこれ事とするがごときに至っては教育は根本から
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破壊せらるるを覚悟せなければならぬ。

　さなぎだに中学時代のごときは一方に偏し易き時代であり、腕力ある青年が

他の青年を圧迫するがごとき例は随所に見るのである。文学に親しみ芸術を愛

好する少年のごときは多く内気であって物に怖がるがごときデリケートな心の

所有者である。かかる少、青年を尚武心盛んなる少、青年が陰に陽に圧迫する

がごときことあらんか、極めて尊重すべき個性才能の発芽を抑止することなし

とせないであろう。古来、カント、ニュートン、エジソンのごときはかかる型

の少年の間より起こっているのである。高等学校大学においては比較的問題は

あり得ないでもあろうが、中学等においては治外法権にも類する現役将校の訓

育の地位にあるは必ずや幾多の問題の種子となるであろう。これを学生より見

んか文政当局の管轄下にある教師校長と将校の背後にあるあ
マ マ

る勢力との二元の

勢力の下に置かれるわけである。風紀問題訓育問題等についても現時の青年を

自己の信ずる人生観の方向に指導すべく陰然［いんぜん］たる指揮権を取るこ

となし、容喙干渉することなしと何人が保証し得るのであるか。

　この点を考え来たるならば陸軍当局において誠意を以て青年の在営期間を短

縮するにのみ意があるならば予備将校を以てこれに当つ□
ママ

［る？］ことにし

て、制度上のこの難点を避くるの雅量がないのであろうか。予備将校にしてそ

の時その時における陸軍の要求する訓育方針を充分に徹底せしむるに足らずと

せば陸軍においてこれら予備将校を時々交代して訓育して常に適当なる能力を

維持せしむることも不可能ではないはずである。事ここに出でずして強いて横

車を押さんとするならば軍の目
マ マ

し的は他にあり、即ち軍縮に依る将校を一方に

おいて維持し他方国民教育を軍国主義化せんとする、一弾を以て二鳥を射んと

する巧妙なる政策であると評せられても弁明の辞なかるべきである。この制度

上の欠点は何人が見ても極めて明瞭なことである。予は当局が強いて耳を蔽う

て鈴を盗むの態度を取らざらんことを希望するの念に堪えない。

　以上予は極めて大体論を試みたに過ぎないのである。未だ確定案とならざる

ものを捕えて微細の論を試みても益なきことである。道途伝うる所によれば専
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門学校大学においてはこれを全く随意科とし米国大学におけるがごとく有志者

にのみ課する方針であると言う。もし止むべからずす
ママ

［し］て実施するとせば

これもとより当然のことである。大学生のごとく相当思慮定まりたる青年に彼

此の区別なく画一的に軍事教育を強ゆるがごときことあらんか収拾すべからざ

る難局に逢着するであろう。

　これを＊＊＊＊＊軍人対共としない、ただ教育のとしてするに予個て［以上

の文章判読不能・文意不明］、教育の神聖のために一言を費やすのである。理

想論としてにあらで、現実の問題としては極めて科学的たることを要すること

勿論であるが、国防の必要はこれを認める。ただ一般教育と軍事教育とは飽く

まで分離して各々その所において行うべきこと、いよいよ止むことなくんば制

度上後患の憂いなからしむるを以て最重の要義となすことを高調するものであ

る。（終）

【解　題】

　１．翻刻の理由について

　本稿は、福島県白河市出身の公法学者・弁護士・政治家である鈴木義男

（1894年－1963年）が、東北帝国大学教授時代に地方新聞の『河北新報』に

連載した一連の軍事教育案批判（1924年）の翻刻である。やがて泥沼の戦争

時代へと突入していく直前の大正デモクラシー末期の世の中への警告は、現在

でも再読するに値する。昨今の諸々の政治状況および国際状況ならびにメディ

ア環境および大学環境等々に照らして、この「令和元年」という節目に、本連

載を読みやすく翻刻し広く一般に供することで江湖に問うことは、格別に意義

があることと考える。とりわけ、「所謂軍事教育案批判　一」を熟読されたい。

　２．鈴木義男と福島県と憲法について

　鈴木義男は、東北学院普通科、第二高等学校で学び、東京帝国大学法学部で

吉野作造・牧野英一・美濃部達吉らの薫陶を受けて卒業。東大助手採用後、



－　　－138

行政社会論集　第 32 巻　第２号

1924年に東北帝国大学に就職するも、本稿をはじめとする軍事教練批判等に

より軍部に睨まれ1930年に辞職する。弁護士となり、法政大学教授を兼務し

つつ、治安維持法違反の被告人の弁護にあたる。戦後1945年の日本社会党の

結党に参加し、片山哲内閣で司法大臣を、芦田均内閣で法務総裁を務める。社

会党右派を経て1960年の民主社会党の結党に参加。福島県選出で衆議院議員

を７期務めたほか、東北学院理事長や専修大学学長・理事長等も歴任した１。

　鈴木義男の最も重要な功績と言えるのは、1946年日本国憲法の成立に大き

な貢献をなしたことである。日本国憲法の「憲法制定議会」となった第90回

帝国議会において、日本社会党の衆議院議員として、さらに衆議院帝国憲法改

正小委員会（いわゆる「芦田委員会」）のメンバーとして、政府案を重要な点

で加筆修正して現行憲法を完成させた。主な論点を挙げるとすれば、①戦争放

棄に「平和」目的（９条１項）を盛り込み明文化したこと、②国家賠償請求権

（17条）や刑事補償請求権（40条）を規定化したこと、③森戸辰男らとともに

「生存権」（25条１項）を条文化したこと、などである。現行憲法の特色と言

える平和主義や社会権等の成立に、日本人自身が果たした役割は大きい２。

　もともと福島県は、憲法と歴史的に縁が深い。戊辰戦争以後の近代以降に

限っても、明治期自由民権運動に関わる福島事件（1882年）、太平洋戦争末期

１　鈴木義男の人物および思想に関するまとまった研究は、同じ福島県出身で日

本国憲法の成立に影響を与えた鈴木安蔵のそれに比べると、不思議なことに圧

倒的に少ない。重要な文献として、鈴木義男伝記刊行会編『鈴木義男』（鈴木義

男伝記刊行会、1964年）、東北学院資料室運営委員会「大正デモクラシーと東

北学院」調査委員会編『大正デモクラシーと東北学院』（学校法人東北学院、

2006年）、2015年度公開シンポジウム「日本国憲法と鈴木義男」から（東北学

院史資料センター年報２巻（2017年）所収）、2017年度公開シンポジウム「平

和憲法と鈴木義男」から（東北学院史資料センター年報４巻（2019年）所収）

など。金井光生・阪本尚文『鈴木義男の憲法思想と日本国憲法の誕生』（「福島

と憲法」研究会リーフレット、2019年）の参照も乞う。
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における戦争国策によるウラン採鉱強制、戦後最大の冤罪事件と言われる松川

事件（1949年）、3.11東日本大震災に伴う国策民営の東京電力福島第一原子力

発電所事故（2011年）などの現場であるだけでなく、鈴木義男のほか、日露

戦争時に「日本最初の良心的兵役拒否者」となったとされる矢部喜好（1884

年－1935年）、太平洋戦争後に民間の「憲法研究会」の主要メンバーとして民

間憲法草案である「憲法草案要綱」を起草しGHQ草案に影響を与えたと言わ

れる鈴木安蔵（1904年－1983年）などの出身地でもある。この意味で、日本

の立憲的精神の源流のひとつに「福島」があると言ってもよく、その精神は鈴

木義男と鈴木安蔵の「W鈴木」らを介して、現行日本国憲法に流れ込んでいる

と言える。

　３．本稿の現代的意義について

　本稿のオリジナルの連載時は大日本帝国憲法下であり、教育勅語と軍人勅諭

を指導理念として徴兵が義務づけられていた時代である３。第１次世界大戦後

で世界的には平和思想の流行や国際連盟の樹立など軍縮の流れにあったが、他

方で1922年のワシントン海軍軍縮条約締結への対応として、総力戦に備える

必要から学校現場で現役将校による軍事教練を行うことが決定された（1925

２　日本国憲法制定への鈴木義男の関与については、古関彰一『日本国憲法の誕

生（増補改訂版）』（岩波書店、2017年）・同解説『第九十回帝国議会衆議院帝

国憲法改正案委員小委員会速記録（復刻版）』（現代史料出版、2005年）、塩田

純『９条誕生』（岩波書店、2018年）、高橋彦博『日本国憲法体制の形成』（青

木書店、1997年）など。金井光生「『全世界の国民の平和的生存権』という憲

法物語：福島より」（2019年６月22日日本平和学会報告）の参照も乞う。

３　一ノ瀬俊也『近代日本の徴兵制と社会』（吉川弘文館、2004年）、加藤陽子

『徴兵制と近代日本』（吉川弘文館、1996年）、鈴木範久編『最初の良心的兵役

拒否――矢部喜好平和文集』（教文館、1997年）など参照。
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年から実施）。当時は実施に向けて国レベルでの具体的な議論が行われていた

頃であり、学生中心の反対運動が激化していた。

　このような状況下で執筆された本稿は時代的に徴兵制を前提としたうえでの

議論であり、現代から見れば、もちろんそのあたりのところは差し引いて読ま

なければならない。しかし、当時の条件下にあって政府や軍部や大衆の空気に

臆することなく、普遍的な平和主義を志向し、通常の教育課程に軍事教育を持

ち込むことの不利益と弊害を指摘し、今風に言えば、教育の自由や学問の自由

および大学の自治を主張する毅然とした態度は、学芸の徒の鑑である。ただで

さえ、憲法上諸々の権利自由が制約されていた当時にあって、鈴木義男の生の

姿はまさにひとつの憲法物語である（なお、鈴木の本稿に対しては、早速12

月18日・20日の『河北新報』上で陸軍少将による反論が行われている）。

　とはいえ時代は、大正デモクラシー期の論者や鈴木義男らが警鐘を鳴らした

にもかかわらず、「空気」に流されて大日本帝国憲法を解釈改憲的に内側から

骨抜きにしてゆき、thoughtfulな人間としての思考とそれに基づく健全な国家

としてのメカニズムを軍国主義的に破壊しながらthoughtlessに地獄への進軍

へと向かった。軍部と右翼の暴走は心ある人々の思想・表現・学問の自由を弾

圧し、公権力による思想統制をもたらした。そして、その総仕上げとも言うべ

き美濃部達吉の天皇機関説事件が1935年に生じた後、ちょうど10年、たった

10年で大日本帝国は地獄の中で滅亡したのであった。

　人間は有限で可謬的な存在である。原則的に他人の権利自由を明確に侵害す

るものでない限り、お上の意向にそぐわないものであれ社会に不快感をもたら

すものであれ、多様な思想や価値観の平和的共生を認めること、これが健全な

立憲民主主義の在り方である。それができない不寛容な国はいずれ亡びる。健

全な国家において、「思想の自由市場」（O.W.ホームズ裁判官）と「コントラ・

ロール（対抗役割）」（石川健治）の十全な保障は必須不可欠である４。現在の

国際・国内の状況や知と思考の環境を見るにつけても、再び同じ過ちを繰り返

すことのないように、鈴木義男らの声に耳を傾ける必要があろう。
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　結びに代えて、鈴木義男の本稿連載の数年後に東京帝国大学法学部を卒業し

て著名な民法学者・法社会学者となった川島武宜の回顧談の一節を引用した

い。これを読んで、鈴木義男ら先達の立憲平和主義思想に思いを馳せつつ、

「世代を超えた『共同作業』たる未完のプロジェクトとしての憲法物語」（奥平

康弘）５である1946年日本国憲法が、その前文に「全世界の国民の平和的生存

権」理念を掲げ本文13条に「個人の尊重」を規定して諸々の権利自由を保障

し日本法体系全体を規定したことの重要性を改めて噛みしめたい、と思う。

　私が研究室に入った翌年には、ナチがドイツで政権を奪取し、また日本

では滝川事件が起って京大法学部の有力教授のほとんど全部が京大を去る

という事態になりました。底なしの経済不況から脱出する方法として軍備

の拡充が進行していました。数年前までは――私が東大に入学したころ―

―平和主義が言わば流行の思想であり、多くの学者・評論家がこれを説い

たことが嘘であるかのごとく、軍国主義や戦争謳歌の声が支配するように

なり、平和主義を説くことは憚られるようになっていました。…／その

［戦争］当時の大学は、いまから思うと、おちおち勉強していられるよう

な環境ではありませんでした。戦況は日に日に悪くなるし、また美濃部

［達吉］先生はじめ東大の自由主義的教授に対する右翼からの攻撃ないし

４　金井光生『裁判官ホームズとプラグマティズム』（風行社、2006年）・同「表

現空間の設計構想（アメリカ）」駒村圭吾ほか編著『表現の自由Ⅰ』（尚学社、

2011年）・同「2016年平和的生存権覚書」福島大学行政社会論集29巻２号

（2016年）、および、石川健治「『いやな感じ』の正体」朝日新聞2014年６月28

日17面・同「エンジン・ステアリング・コントロール」憲法問題26号（2015

年）・同「天皇機関説事件80周年」広田照幸ほか『学問の自由と大学の危機』

（岩波書店、2016年）など参照。

５　奥平康弘『「憲法物語」を紡ぎ続けて』（かもがわ出版、2015年）特に第Ⅰ部。



－　　－142

行政社会論集　第 32 巻　第２号

圧迫はどんどんエスカレートしてゆき、暴力的にさえなりました。そうい

う状況でしたから、大学の学生も自由にものを言えなくなっていました。

当時学内には特高警察や憲兵隊のエージェントが色々な姿で入りこんで情

報を集めており、学生が何人か立ち話をしていると、そばに来て盗み聞き

して、反戦的ないし厭戦的思想の持主を逮捕していた、と言われていまし

た。/具体的な話の一例として、ある日数人の学生が立ち話をしていると

ころへ、顔見知りでない人が来て、「どうも戦争は敗けているようですな」

というようなことを言ったので、学生が「どうもそうらしいですね」と

言ったら、「おまえは反戦主義者だ」と、その場で逮捕された、という話

が 学 内 で 伝 わ り ま し た。 … ／ 当 時 は、 一 種 の 反 知 性 主 義（anti-

intellectualism）が政治を支配しており、それと反自由主義とが結びつい

て――両者は本来内面的に結びついているわけですが――、東大法学部は

自由主義者の集まりとして軍や警察ににらまれていました。…／当時は、

西洋
4 4

文明はすべて「悪」であるだけでなく、およそ文明
4 4

は「悪」であり、

「日本精神」に反する、という極端なものの考え方が支配していました。

…/私はそのころ、さきに話しました『所有権法の理論』（昭和24年出版）

の原稿を一生懸命に書いていたのですが、世はあげて「みそぎ」をやって

「祭政一致」の神代に帰れと言うのですし、また米軍が上陸してきたら

「一億玉砕」して日本人は全部死んで「悠久の大義」に生きよう、と言う

のですから、現代の社会の根本である「所有権」制度を論ずることが全く

空しくなり、言い知れぬ絶望感におそわれたのです。…／占領軍が日本に

上陸してきてから間もないころのことでしたが、ある日、敗戦で除隊に

なって与瀬に帰ってきた青年（入隊前は小学校の先生）といろいろ占領政

策のゆくえを話しあったことがありました。その人は、「戦前に小学校で

日本歴史を教えていたとき、生徒から、『ニニギノミコトは天から降りて

来て日本の支配者になったというが、飛行機もないのにどうして降りてき

たのか、また空気がうすい天で酸素もなしにどうして生きていたのか』と
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いう質問を受けて、返答に窮したことがしばしばありました。これからは

神話を事実だと教えこむ必要がなくなりそうですから、日本歴史を教える

のは楽になるでしょう…」と言われましたので、私は「そういう質問に

は、どう答えておられたのですか」と問いましたところ、「しかたがない

から、神様は酸素がなくても生きていられるし、飛行機がなくても落ちな

いで、ふわっと降りられるのだ、と答えることにしていました。」という

返事でした。…当時この種のエピソードは数多くあり、敗戦、占領という

ことが日本の歴史にとっていかに重大な変化をもたらすものであるか、そ

うして学校教育だけでなく、日本歴史学や政治学にとって、そうして憲法

学にとっても、根本的な変革が迫られつつあるのだということを、しみじ

みと感じたしだいです６。

６　川島武宜『ある法学者の軌跡』（有斐閣、1978年）49、172-3、181、182-3、

197-8頁。広中俊雄『戦争放棄の思想についてなど』（創文社、2007年）も参照。


