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〈要 旨〉

戦前、日本の軍事上の秘密保護に関する法令は、日露戦争後の明治末頃までには一応の

整備がなされた。そしてその法体系は、軍機保護法（１８９９年）と各種法令の条項から構成

されていた。ところが第一次世界大戦の影響や、満州事変から日中戦争へと国際情勢が緊

迫するなか、日本の軍事秘密保護法体制はいっそう拡大、強化されていく。その骨格となっ

たのが、改正軍機保護法（１９３７年）や軍用資源秘密保護法（１９３９年）、国防保安法（１９４１年）

であった。そして各法案の審議過程では、それぞれの法律が定める秘密の定義と法の運用

について、激しい議論が展開された。

はじめに

本稿は、太平洋戦争開戦（１９４１年）までの日本の軍事秘密保護に関する法令の制定過程

と、主要法令に内在する問題点について記述したものである。

戦前の秘密保護法制の形成過程などについては、藤原彰・雨宮昭一編『現代史と「国家

秘密法」』（未来社、１９８５年）や上田誠吉『戦争と国家秘密法』（みずち書房、１９８６年）、横

浜弁護士会『資料 国家秘密法――国家論議と事例から――』（同時代社、１９８７年）、ある

いは纐纈厚『防諜政策と民衆』（昭和出版、１９９１年）などの主要な研究がある。いずれも、

現代的な視点から、戦前の秘密保護法制の問題点などを指摘するものであった。

本稿はこれらを参考にしつつも、特に軍事上の秘密保護に関わる法令の制定過程と問題

点を検討したものである。とりわけ問題点については、軍機保護法とその後の改正軍機保

護法、軍用資源秘密保護法、そして国防保安法を主たる研究対象とし、それぞれの法案審

議の過程で明らかになった秘密の定義と法の運用について明らかにした。

本稿は大きく分けて四つの部分からなる。第１節では、軍機保護法等の制定過程と法体

系について、第２節から第４節では、軍機保護法と改正軍機保護法、軍用資源秘密保護

法、国防保安法について、各法令の制定の趣旨とその概要、問題点について記述した。
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次に本稿が依拠した文献であるが、第１節の記述にあたっては、当時主要法令の立案に

あたった陸軍書記官日高巳雄の『軍機保護法』（羽田書店、１９３７年）や『改訂軍機保護法』

（羽田書店、１９４２年）、『軍用資源秘密保護法』（羽田書店、１９４０年）、あるいは司法書記官

大竹武七郎の『国防保安法』（羽田書店、１９４１年）を参考にした。いずれも各法令の内容

を逐条解説したものであり、特に日高『軍機保護法』や同改訂版では、「軍事上の秘密保

護に関する法令の沿革」が記述されており、戦前の軍事秘密保護に関する諸法令の制定過

程を理解することができる。

また帝国議会の審議を経て可決、施行・公布された法令については、内閣印刷局『法令

全書』（原書房）や法務大臣官房司法法制調査部編『現行日本法規』（帝国地方行政学会、

１９４９年）、司法省刑事局編纂『防諜関係法令集』（清水書店、１９４１年）などで確認しつつ、

法整備の過程と内容を記述した。

また第２節から第４節までの各法案の審議過程の記述にあたっては、東京大学出版会の

『帝国議会貴族院（衆議院）議事速記録』や『帝国議会貴族院委員会速記録』、『帝国議会

衆議院委員会議録』を使用した。いずれも、政府委員と各議員との間で議論された内容が

記録されており、各法案の提出理由や問題点などについて知ることができる。

そのほか、防衛研究所史料室に所蔵されている一次史料を使用しつつ、軍機保護法等の

制定過程と問題点などについて記述した。

なお、本稿において法令や一次史料等を引用する場合は、原文の直接引用は避けて平仮

名・新漢字とし、適宜、句読点や濁点、ルビを補った。ただし、脚注における史料等の記

述は原文のままである。

１ 軍機保護法等の制定過程と法体系

（１）軍機保護法制定以前（明治初年から１８９９〔明治３２〕年まで）

１８７１（明治４）年８月に制定された海陸軍刑律（翌７２年２月施行）の第７０条には、「軍

機を漏泄し、軍情を発露する者、又記号暗号の類を開示し、機密の図書を伝播する者」な

どは、「皆謀反を以て論す」と規定されていた。これが軍事秘密保護について規定された

日本最初の条文であったが、その適用範囲は第１条に規定されているごとく、「海軍陸軍

の軍人軍属、其姓名を、各衙門の簿籍に貫し、出身就役の年月を載たる者たるべし」とさ

れていた１。すなわち、同法は海陸軍の軍人軍属のみに適用するもので、広く国民一般を

１ 「海陸軍刑律」（明治五壬申年二年 兵武省 第四十四）『明治年間 法令全書（第五巻‐２）』（原書
房、２００８年）。
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対象とするものではなかった。

その後海陸軍刑律は、１８８１（明治１４）年１２月に陸軍刑法と海軍刑法（太政官布告第６９号

と第７０号）に分離され、陸海軍所属の軍人、軍属の交戦時における秘密保護について改め

て規定した。また前年の１８８０（明治１３）年７月には刑法も改正され、軍事上の秘密保護に

関する明確な規定が設けられた。

すなわち陸軍刑法第５４条では、「軍人敵を利する為め、土地道路の要害検夷を指示し、若

くは攻守の用に供す可き図書及び暗号記号を開示し、其の他軍機軍情を漏洩する者は死刑

に処す」、第６１条では、「軍人敵の間諜を誘導助成隠匿し、若くは敵を利する為め、俘虜降

人を逃走せしめ及び劫奪する者は死刑に処す」、「敵を利する為め、音信を敵に通ずる者亦同

じ」とする他、第１０５条には「軍人職務に因り與り知る所の軍事の機密を漏洩する者は、三

月以上三年以下の輕禁錮に処し、将校は剥官を附加す」２と秘密保護について規定している。

また海軍刑法においても陸軍刑法とほぼ同様の規定（第６０条、第６５条）を設け、第８４条

では「軍人職務に因り與り知る所の軍機若くは軍事に関する秘密の図書を漏洩したる者

は、三月以上三年以下の輕禁錮に処し、将校は剥官を附加す」とした３。

改正刑法（太政官布告第３６号）は、外患に関する罪として第１３１条において「本国及び

同盟国の軍情機密を敵国に漏泄し若くは兵隊屯集の要地又は道路の検夷を敵国に通知した

る者は無期流刑に処す」と規定し、軍人、軍属を問わず広く国民の戦時における秘密保護

について規定した。この他、同条において「敵国の間諜を誘導して本国管内に入らしめ若

しくは之を蔵匿したる者亦同じ」とし、間諜罪に対する罰則も規定していた４。

この時期の陸・海軍刑法および改正刑法の制定によって、交戦時における軍事秘密保護

の規定は概ね整ったと見ることができる。しかし軍事上の秘密についての具体的な定義は

なく、また平時における国民に対する秘密保護の規定は何もなかった。

ところが１８８８（明治２１）年１２月、法律第３号（第４号）をもって改正された陸（海）軍

刑法は、軍事上の秘密を具体的に定義するとともに、同法第１０５条（第８４条）の適用範囲

を、軍人以外の者へも拡大した。

すなわち陸軍刑法第１０５条は、旧法で「軍人職務に因り與り知る所の軍事の機密（以下

略）」とされていた箇所を、「軍人秘密を要する図書、兵器、弾薬の製法、其の他軍事に関

２ 「陸軍刑法」（明治十四年十二月二十八日、太政官布告第六十九號）『明治年間 法令全書（第一四
巻）』（原書房、１９９４年）。
３ 「海軍刑法」（明治十四年十二月二十八日、太政官布告第七十號）『明治年間 法令全書（第一四
巻）』（原書房、１９９４年）。
４ 「刑法」（明治十三年七月、太政官布告第三十六號）『明治年間 法令全書（第一三巻‐１）』（原書
房、１９９４年）。
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する機密を漏洩する者は、三月以上三年以下の輕禁錮に処し、将校は剥官を附加す」（下

線部改正箇所：括弧内筆者注）とし、軍事機密を「秘密を要する図書、兵器、弾薬の製法

その他軍事に関する機密」と具体的に規定した。また、同法第１２条第１項で、第１０５条の

「罪を犯す者は、軍人に非ずと雖も此刑法に拠て処断す」とし、その適用範囲を軍人以外

の者にも拡大したのである５。

同様に海軍刑法第８４条でも、旧法で「軍人職務に因り與り知る所の軍機若しくは軍事に

関する秘密の図書（以下略）」とされていた箇所を、「軍人秘密を要する兵器、弾薬の製

法、其の他軍事に関する機密を漏洩する者は、三月以上三年以下の輕禁錮に処し、将校は

剥官を附加す」（下線部改正箇所：括弧内筆者注）とするとともに、同法第３条第１項で、

第８４条の「罪を犯す者は、軍人に非ずと雖も此刑法に拠て処断す」とし、陸軍と同様の規

定を設けている６。

さらに日本と清国間の情勢緊迫化を背景として、国内の軍港・要港についても、その行

動を規制する法律や規則が整備されていった。たとえば、１８９０（明治２３）年１月１５日には、

法律第２号をもって「軍港要港に関する件」を定め、この中で「軍港要港境域内に所在の

人民及び出入する船舶は、海軍大臣定むる所の軍港要港規則に従うべし」とし７、これに

違反した者は「十一日以上一年以下の重禁錮又は二円以上、五十円以下の罰金に処す」（法

律第８３号）とした８。そしてこの法律に則って各地の軍港要港規則が整備されたが、それ

ぞれの内容が不斉一なことから、１９００（明治３３）年４月３０日に軍港要港規則としてまとめ

られた。この規則の第１９条は、「鎭守府司令長官の許可を得ずして軍港要港境域内水陸の

形状を測量、撮影、模写、録取し、又は地理案内等の図書を発行する」ことを禁止し、ま

た第２０条で「鎭守府司令長官は、軍港要港境域内に入り、兵備の状況其の他地形等を視察

する者と認たるときは、之に軍港要港境域外に退去を命ずる」こととしたのである９。こ

こに至って、国内の軍港・要港における軍事上の秘密保護についての規則も、ようやく整

備されることになった。

５ 「陸軍刑法中改正ノ件」（明治二十一年十二月十八日、法律第三號）『明治年間 法令全書（第二一
巻ノ一）』（原書房、１９９６年）。
６ 「海軍刑法中改正ノ件」（明治二十一年十二月十八日、法律第四號）『明治年間 法令全書（第二一
巻ノ一）』（原書房、１９９６年）。
７ 「軍港要港ニ関スル件」（明治二十三年一月十五日法律第二號）『明治年間 法令全書（第二二巻ノ
一）』（原書房、１９９６年）。
８ 「軍港要港規則違反者處分ノ件」（明治二十三年九月十二日、法律第八十三號）『明治年間 法令全
書（第二三巻ノ二）』（原書房、１９９６年）。
９ 「軍港要港規則」（明治三十三年四月 省令 海軍省第七號）『明治年間 法令全書（第三十二巻‐５）』
（原書房、１９８３年）。同規則第２９条において、各軍港規則は「本則施行ノ日ヨリ廢止ス」とされた。
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（２）軍機保護法の制定から第１次世界大戦終結頃まで（１８９９〔明治３２〕年から１９１８〔大正７〕年まで）

しかしこの時期までの軍事上の秘密保護に関する法令をみると、刑法や陸・海軍刑法な

どの一部に、軍事秘密に関する条項が定められているに過ぎなかった。しかも刑法は戦時

における国民に対する規定であり、陸・海軍刑法は主として軍人軍属について規定するも

のであった。

ところが日清戦争後、日本の軍事情勢を探ろうとする諸外国の動きも活発となり、また

日本における動員、出師の準備も年々整備されてくると、ますます軍事上の秘密を保護す

る必要性が高まってきた。こうした状況から、政府及び軍当局者は、平時と戦時にかかわ

らず、また軍人・軍属だけではなく広く国民をも対象とした軍事秘密保護に関する法令の

整備を急ぐことになる。

こうした状況において、１８９８（明治３１）年６月、軍機保護法案が第１２回帝国議会に提出

された。同法案は、貴族院での審議中、同議会解散のため審議未了となったので、引き続

き同年１２月の第１３回帝国議会に提出された。審議の結果、同法案は若干の修正を加えられ

たのち、翌１８９９（明治３２）年７月１４日、法律第１０４号をもって軍機保護法が制定された。こ

の軍機保護法は、わずか８箇条から成る「軍事上秘密の事項又は図書物件」の保護を目的

とした法律であった。その後同法は、１９０１（明治３４）年には台湾、１９０７（明治４０）年には

樺太、１９０８（明治４１）年には関東州、そして１９１３（大正２）年には朝鮮と、日本の全領土

と租借地（南洋群島を除く）に漸次施行されていった。

また軍機保護法が制定された１８９９（明治３２）年７月１４日、法律第１０５号をもって要塞地

帯法が裁可公布された。これは、国防目的で建設された防御営造物の周囲一定の地域にお

いて１０、要塞港湾防御等の妨害となる行為を禁止制限するものであった１１。さらに１９０４（明

治３７）年に入って日露間の情勢が緊迫すると、同年１月２２日には、海上における日本軍艦

の行動の自由を確保するため、勅令第１１号をもって防御海面令が公布されるなど１２、次々

と法令が整備されていった。

さて軍機保護法が制定されてから８年後の１９０７（明治４０）年４月２３日、再び刑法が改正

され、また翌１９０８（明治４１）年４月９日には陸軍刑法と海軍刑法も改正、施行されている。

そしてこれら法律中、軍事上の秘密保護に関する規定は、まず刑法第８５条では、「敵国の

１０ 防御営造物の各突出部を連結する線を基線とし、基線からの距離が２５０間（約４５５ｍ）、７５０間（約
１，３６４ｍ）、２，２５０間（約４，０９１ｍ）の区域を、それぞれ第１区、第２区、第３区とした（要塞地帯法第
３条）。

１１「要塞地帯法」（明治三十二年七月法律第百五號『明治年間 法令全書（第三十二巻‐２）』（原書房、
２００６年）。
１２「防禦海面令」（明治三十七年一月 勅令 第十一號）『明治年間 法令全書（第三十七巻‐２）』（原
書房、１９８６年）。
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為に間諜を為し、又は敵国の間諜を幇助したる者は死刑又は無期若くは五年以上の懲役」

に、また「軍事上の機密を敵国に漏泄したる者」も同罪とされた１３。同じく陸軍刑法第２７

条や海軍刑法第２２条では、「敵国の為に間諜を為し又は敵国の間諜を�助すること」や「軍事

上の機密を敵国に漏泄すること」などの行為を行った者は、これを死刑に処すとされた１４。

今回の刑法及び陸・海軍刑法の改正は、戦時における敵国を対象としていることに変わ

りはない。ただし、旧刑法第１３１条（太政官布告第３６号）が「敵国の間諜を誘導し」と表

現し、また旧陸（海）軍刑法第６１条（第６５条）が「軍人敵の間諜を誘導助成隠匿し」と表

現しているのに対し、改正された刑法及び陸・海軍刑法は、新たに日本人による「間諜」

を想定し、これを厳しく取り締まる規定となっている。

以上のように日本の軍事秘密保護法体制は、日露戦争後の明治末頃までには一応の整備

がなされたといえよう。そして、その法体系は、軍機保護法と各種法令の条項から構成さ

れていた。ところが、その後の第一次世界大戦の影響（総力戦様相と新技術による新たな

兵器の出現、諸外国の諜報活動の活発化等）や、満州事変から日中戦争へと国際情勢が緊

迫化するなか、日本の軍事秘密保護法体制はいっそう拡大、強化されていく。その骨格と

なったのが、改正軍機保護法（１９３７年）や軍用資源秘密保護法（１９３９年）、国防保安法

（１９４１年）であった。

以下、これら法令の成立過程（１８９９年制定の軍機保護法を含む）を通じて、各法令の制

定の趣旨と問題点について記述する。

２ 軍機保護法及び改正軍機保護法制定の趣旨と問題点

（１）軍機保護法制定の趣旨と問題点

既述のように軍機保護法案は、１８９８（明治３１）年６月、第１２回帝国議会に提出されたが、

貴族院で審議中に議会が解散したため審議未了となった。その後この法案は、同年１２月９

日に開催された第１３回帝国議会に再度提出され、若干の修正を加えた後、翌９９（明治３２）

年７月１４日に軍機保護法として裁可・公布された。

軍機保護法の実質的推進者であった陸軍次官・中村雄次郎は、第１２回帝国議会の貴族院

第一読会（１８９８年６月１日）で、同法案の提出理由について次のように述べている。

１３「刑法」（明治四十年四月 法律 第四十五號）『明治年間 法令全書（第四十巻‐２）』（原書房、１９８９
年）。

１４「陸軍刑法」（明治四十一年四月 法律 第四十六號）、「海軍刑法」（明治四十一年四月 法律 第
四十八號）『明治年間 法令全書（第四十巻‐２）』（原書房、１９８９年）。
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現行の法律に依りましては、戦時即ち敵なるものの生じましたるときに於きまして

は、即ち軍機軍情の漏洩致しますることを取締りまする規定も亦間諜に関しまする規定

も
ことごと

盡く備って居りまする、併ながら平時即ち未だ敵なるもの生せざるときに於きまして

は、唯陸軍刑法第百五条及び海軍刑法第八十四条の規定がありまするばかりでございま
わずか

する、然して此の規定に於きましては、纔に軍機の秘密なるものが漏洩致しまする即

ち漏洩と云うことを要件と致してございまする、且つ其所為が軽罪に定めてございまする、

然して未遂犯を罰しまするの規定と云うものがございませぬ（中略）、故に平時の取締

りに於ては今日の規定は甚だ不十分と言わなければなりませぬ１５。

ここには、戦時のみに適用される現行法規の限界を指摘して、平時にも適用する法律を

制定することの必要性を訴え、軍事秘密の漏洩を未然に防ごうとする当局者の狙いが鮮明

にされていた。

さて本法案は、議会解散のため審議未了となったが、引き続き第１３回帝国議会の貴族院

第１読会に提出され、審議が再開された。ここでは前回の審議を踏まえて、原案に対する

所要の修正が加えられ、衆議院に送付されている。その主な修正について、軍機保護法案

特別委員会委員長谷干城の報告（１８９８年１２月９日）からまとめてみると、次のようになる。

まず（ア）第１条の「動員出師国防其の他」を削除し、（イ）第１条、第２条、第３条

の「秘密を要する事項」を「秘密の事項」に修正、（ウ）第１条の「図書物件を探知収集」

を「図書物件たることを知て之を探知収集」に、第２条及び第３条の「知得領有したる者

之を」を「知得領有したる者其の秘密たることを知て」に修正するものであった。下記に

参考として、議会に提出された原案とその修正箇所を示す（ は削除、〔 〕内は追加）。

（参考）

第一条 動員出師国防其の他軍事上秘密を要する〔の〕事項又は図書物件〔たることを

知て之〕を探知収集したる者は重懲役に処し其の情軽き者は一等を減す

第二条 職務に因り軍事上秘密を要する〔の〕事項又は図書物件を知得領有したる者

〔其の秘密たることを知て〕之を他人に漏泄公布し若は之を公示したるときは

有期徒刑に処す

第三条 偶然の原由に依り軍事上秘密を要する〔の〕事項又は図書物件を知得領有した

る者〔其の秘密たることを知て〕之を他人に伝説交付し若は之を公示したると

１５「貴族院議事速記録第十號」（明治三十一年六月一日、軍機保護法案 第一読会）『帝国議会衆議院
議事速記録１３』（東京大学出版会、１９８０年）１２６頁。
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きは軽懲役に処す

（ア）、（イ）の修正は、条文をより簡明にしたものであるが、より重要な修正は（ウ）の

「たることを知て之」という字句の追加であった。谷干城委員はその修正理由について、原

案においては、意図的ではなく偶然に軍事秘密に接触し、これを知得領有した者までも刑

罰を科することになるのは「甚だ不当である」として、「『たることを知て之』と云う字を

加えた」と説明している１６。

確かに（ウ）の修正は、意図的に軍事秘密を探知・収集しようとする確信犯の摘発に主

眼を置くもので、偶然に軍事秘密に接触し、これを探知・収集した者に対する刑罰の乱用

を防ごうとするものであった。しかし実際には、軍事秘密を探知・収集する者が、確信犯

であるかどうかという判定は、極めて困難なものがあった１７。

ともあれ軍機保護法は、上記修正が行われたのち、翌１８９９（明治３２）年７月１５日、法律

第１０４号として裁可・公布された。

当時の軍機保護法は、わずか８箇条から成るもので、その犯罪類型は、第１条で「軍事

上秘密の事項又は図書物件」を探知・収集する行為（重懲役）、第２条で職務上知得・領

有した軍事上秘密を他人に漏洩・公布又は公示する行為（有期徒刑）、第３条で偶然知得・

領有した軍事上秘密を他人に伝説・交付又は公示する行為（軽懲役）、第４条及び第５条

で防御営造物の無許可での測量・模写・撮影・録取及び立入る行為（重禁錮又は罰金）で、

その他に第６条で未遂行為（未遂罪照応の処罰）と第２条の予備行為（２等又は３等を減

ずる）を規定するものであった。

（２）改正軍機保護法制定の趣旨

日中関係が緊迫するなか、軍機保護法の改正法律案が、１９３７（昭和１２）年２月２６日、第

７０回帝国議会貴族院に提出された。この改正案は、陸軍省、海軍省、内務省、司法省が協

力し、なかでも陸軍が中心となって作成された全面改正案であった１８。同改正案は、貴族

院の軍機保護法改正法律案特別委員会での審議を経たのち衆議院に送付されたが、同院が

解散されたため、審議未了となり成立しなかった。次いで政府は、第７１回帝国議会での成

立を期して、同年７月２５日、再び同改正案を貴族院に提出した。そして、貴族院特別委員

会での審議を経たのち、同月３０日から衆議院特別委員会での審議が開始され、８月８日に

可決成立した。

１６「貴族院議事速記録第三號」（明治三十一年十二月九日）『帝国議会貴族院議事速記録１４』（東京大学
出版会、１９８０年）１６～１７頁。

１７ 日高巳雄『軍機保護法』（羽田書店、１９３７年）１１６～１１７頁。
１８「久保宗治陸軍少将回想」（昭和３６年３月１６日）『防諜ニ関スル回想聴取録』防衛研究所史料室所蔵。
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そしてこの全面改正された軍機保護法は、１９３７（昭和１２）年８月１３日に法律第７２号とし

て公布され、１０月１０日より施行されることになる。同法案が貴族院に提出されてわずか３

か月後のことであり、極めて異例のスピード審議となった。これも満州事変、そして３７年

７月７日の盧溝橋事件と、日中間の局地紛争が逐次全面戦争化しようとするなか、「時局

の関係は至急本法案の成立を必要」（衆議院特別委員会における杉山元陸軍大臣の趣旨説

明、１９３７年８月３日）１９とされた結果であった。

さて軍機保護法改正法律案の提出理由については、同法案が最初に提出された第７０回帝

国議会貴族院の軍機保護法改正法律案特別委員会の冒頭で、杉山元陸軍大臣が行った説明

（１９３７年２月２７日）のなかに明らかにされている。これによれば、満州事変以降の国力向

上に伴い、日本に対する各国の諜報活動が活発化しているにもかかわらず、あるいは第一

次世界大戦以降、各国とも新たな兵器等の開発に凌ぎを削り、ますます防諜の重要性が増

しているにもかかわらず、現行の日本の軍機保護法は、１８９９（明治３２）年に制定されてか

ら既に４０年弱が経過して時勢にそぐわず、はなはだ不十分であるというものであった２０。

そして本法律案の主要な改正点について、杉山元陸軍大臣は次のように列挙している２１。

（ア）軍事上の秘密の種類範囲を明確にしたこと（第１条）。

（イ）刑罰の範囲を適切にしたこと、「スパイ」団を編成した者等への処罰規定を設けた

こと（第６条）。

（ウ）軍事上秘密保護の必要ある特定地域（空域、土地又は水面）において、一部行動

を禁止、制限したこと（測量、気象観測、撮影等）（第１２条）。

（エ）秘密の演習、実験等を秘匿するため、一定の土地、空域、水面に対し、臨機に短

期間の立入りの禁止若しくは制限を設けたこと（第１３条）。

（オ）外国船舶の不法入港に対する罰則規定を設けたこと（第１４条）。

（カ）その他

�外国若しくは外国のために行動する者に漏泄する目的での軍事上の秘密を探知

収集する行為の重罰化

�業務上、知得・領有した軍事上の秘密を過失により漏泄する行為の処罰化

�撮影、模写、測量等禁止の対象を防御営造物に準ずる施設（軍用電信所等）に

まで拡大

１９「第七十一回帝国議会衆議院軍機保護法改正法律案委員会議録（速記）第二回」『帝国議会衆議院委
員会議録８２昭和編』（東京大学出版会、１９９５年）１３６頁。

２０「第七十回帝国議会貴族院軍機保護法改正法律案特別委員会議事速記録第一號」『帝国議会貴族院委
員会速記録６１昭和編』（東京大学出版会、１９９５年）１頁。

２１ 同上、１～３頁。
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�犯罪を煽動した者の処罰化

以上の改正案について審議が行われたが、なかでも（ア）の軍事上の秘密の種類範囲を

規定した第１条をめぐる論争が最大のものとなった。また今回の改正案では、現行軍機保

護法にあった「秘密たることを知って」という字句が全て削除されていることから、再び

故意の判定を巡って激しい論争が繰り広げられている２２。これらについては、改正軍機保

護法の問題点として、以下記述する。

（３）改正軍機保護法の問題点――軍事上の秘密の定義と法の運用について

そもそもこの改正法律案で、軍事上の秘密の種類範囲を規定した理由は、現行軍機保護

法の第１条が、「軍事上秘密の事項又は図書物件」と規定するだけで、何が軍事上の秘密

に該当するかについて明確に定義していなかったからである。したがって、国民は何が軍

事上の秘密であるかを知らぬままこれを収集し、犯罪者としての嫌疑を受けることもあっ

た。一方、取り締まる側も、検挙取締りの準拠が明確でないため、捜査を遅疑逡巡すると

いう事態もあった２３。このような弊害に鑑み、本改正案ではその第１条第１項で、この法

律が対象とする「軍事上の秘密」とは「作戦、用兵、動員、出師其の他軍事上秘密を要す

る事項又は図書物件を謂う」とし、その第２項で「前項の事項又は図書物件の種類範囲は

陸軍大臣又は海軍大臣命令を以て之を定む」としたのである２４。

第７０回帝国議会衆議院の第一読会に提出された上記改正法律案に対して、各議員からの

質問が相次いだ。なかでも升田憲元議員の質問は、「此軍機保護法なるものは純然たる刑罰

法規」であって、しかも「死刑まで科するような此重大法規を、其範囲を勝手に命令で而

も勅令ならまだしも、単純なる大臣の命令で左右し得る」ことの危険性を指摘している２５。

こうした懸念は、同議会の貴族院特別委員会でも指摘されたが、これに対する政府側の

答弁は、軍事上の秘密の種類範囲を法律ですべて列挙することは困難であること、また何

が軍事上の秘密であって、取締りの必要があるかということは、その時代、時代によって

異なることから、これを委任命令という形にした、というものであった。なおこれを勅令

２２「官報号外 昭和十二年三月十日 第七十回帝国議会貴族院議事速記録第十四號」、「官報号外 昭
和十二年三月二十七日 第七十回帝国議会貴族院議事速記録第三十二號」『帝国議会衆議院議事速記
録６８』（東京大学出版会、１９８４年）１９９、８９７、８９８頁。

２３「第七十回帝国議会貴族院軍機保護法改正法律案特別委員会議事速記録第一號」『帝国議会貴族院委
員会速記録６１昭和編』（東京大学出版会、１９９５年）１頁。

２４「軍機保護法」（昭和十二年八月 法律第七十二號）『昭和年間 法令全書（第１１巻‐２）』（原書房、
１９９７年）。
２５「官報号外 昭和十二年三月二十七日 衆議院議事速記録第三十二號 軍機保護法改正法律案第一
読会」『帝国議会衆議院議事速記録６８』（東京大学出版会、１９８４年）８９６頁。
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としないで陸・海軍省の省令としたのは、陸・海軍の軍事秘密や機密に関する事項は、陸・

海軍自らが定める必要があるので、省令の形をとったと説明している２６。

こうした議論が繰り返されたあと、同特別委員会の最終日に、第１条第２項中の「陸軍

大臣又は海軍大臣命令」を削除して、「勅令」という二文字に変更するよう修正案が出さ

れたが、結局は少数意見とされ否決された２７。同様の修正案は、第７１回帝国議会貴族院特

別委員会においても提出されたが、再び少数意見として否決されている２８。

それでは当時、陸・海軍大臣が命令を以って定めるとされた「軍事上秘密を要する事項

又は図書物件の種類範囲」とは、どのようなものであったろうか。これについて、上記法

案成立後の陸軍及び海軍の軍機保護法施行規則からまとめてみると次のようになる。

まず陸軍では、（ア）宮闕守衛に関する事項、（イ）国防、作戦又は用兵に関する事項、

（ウ）編制、装備又は動員に関する事項、（エ）国土防衛に関する事項、（オ）諜報、防諜

又は調査に関する事項、（カ）運輸、通信に関する事項、（キ）演習・教育又は訓練に関す

る事項、（ク）資材に関する事項、（ケ）軍事施設に関する事項、（コ）図書物件に関する

事項の１０項目について、それぞれ秘密保護の対象を定めている２９。

他方海軍は、「軍事上秘密を要する事項又は図書物件の種類範囲」として、（ア）国防、

作戦又は用兵に関する事項、（イ）出師準備に関する事項、（ウ）軍備に関する事項、（エ）

諜報又は防諜に関する事項、（オ）艦船部隊、官衙、又は学校に於ける機密（「軍機」又は

「軍極秘」に属するものに限る）に属する教育訓練、演習又は研究実験の計画、実施若は

其の成果、（カ）通信に関する事項、（キ）軍事施設に関する事項、（ク）艦船、航空機、兵

器又は軍需品に関する事項、（ケ）図書物件に関する事項の９項目に区分し、陸軍と同様

に、それぞれ秘密保護の対象を定めている３０。

このように、改正軍機保護法の第１条は、軍事上の秘密の種類範囲を陸・海軍省令で定

めるという立法形式をとっていることから、同条第１項、すなわち軍機保護法によって軍

事上の秘密が決まるのか、それとも第２項、すなわち陸・海軍省令の「軍機保護法施行規

則」によって決定されるのかという問題が新たに提起された。

２６「官報号外 昭和十二年三月十日 貴族院議事速記録第十四號 軍機保護法改正法律案第一読会の
続」『帝国議会貴族院議事速記録６３』（東京大学出版会、１９８４年）１９９頁。

２７「第七十回帝国議会貴族院 軍機保護法改正法律案特別委員会議事速記録第六號」『帝国議会貴族院
委員会速記録６１』（東京大学出版会、１９９５年）５８頁。

２８「第七十一回帝国議会貴族院 軍機保護法改正法律案特別委員会議事速記録第一號」『帝国議会貴族
院委員会速記録６４』（東京大学出版会、１９９５年）１０６頁。

２９「軍機保護法施行規則」（昭和十四年十二月 陸軍省令第五十九號）『昭和年間 法令全書（第１４巻‐
８）』（原書房、２０００年）、司法省刑事局編纂『防諜関係法令集』（清水書店、１９４１年）１０６～１１０頁。

３０「軍機保護法施行規則」（昭和十二年十月 海軍省令第二十八號）『昭和年間 法令全書（第１１巻‐６）』
（原書房、１９９８年）、司法省刑事局編纂『防諜関係法令集』（清水書店、１９４１年）１３０～１３２頁。
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これに対して司法省刑事局長の松阪廣政委員は、次のように説明している。すなわち、

軍機保護法において保護する軍事上の秘密は、第１条第１項によって本来決まっているも

のであるから、これに基づいて陸・海軍大臣は軍事上の秘密の種類範囲を規定する。それ

以外の「事項又は図書物件」は、例え軍事上の秘密であっても、軍機保護法の適用外であ

るとした３１。また法令違反者の処罰については、刑法総則の適用があるので３２、「罪を犯す

意なき所の者」は処罰しないが、「秘密を要する事項又は図書物件」が、軍事上の秘密で

あるということを犯人が知って、これを探知、収集あるいは漏泄した場合は、これを処罰

すると説明している３３。

こうして軍機保護法改正委員会では、８月７日に原案通りに改正法律案は可決されるの

であるが、法の運用において、各委員の不安が解消されたわけではなかった。そこで名川

侃市委員の提案によって、「本法に於て保護する軍事上の秘密とは不法の手段に依るに非

されば之を探知収集することを得さる高度の秘密なるを以て政府は本法の運用に当りては

須く軍事上の秘密なることを知りて之を侵害する者のみに適用すへし」という附帯決議が

採択されたのである。

上記附帯決議を受けて海軍大臣米内光政政府委員は、「法の運用に当りましては、只今

の附帯決議の御趣旨を尊重致しまして、慎重考慮致しまして誤りのないようにやりたいと

存じます」と、三大臣（陸軍大臣、海軍大臣、司法大臣）を代表して答弁している３４。

同日、本会議でも改正法律案が可決成立し、ここに軍機保護法改正法律案は、法律第７２号

として、８月１３日に裁可・公布されることになった。

３１「第七十一回帝国議会衆議院 軍機保護法改正法律案委員会議録（筆記）第二回」『帝国議会衆議院
委員会議録８２』（東京大学出版会、１９９５年）１４６頁。

３２「刑法総則の適用」とは、佐藤藤佐司法書記官の説明によれば、軍機保護法制定（明治３２年）後の
「明治四十年カラ現行刑法ガ施行ニナリマシタノデ、現行刑法ノ施行後ニ制定サレル法律命令ニ於キ
マシテハ、特別ニ故意犯デナイ場合ヲ罰スルト云フ特別ノ規定ノナイ以上ハ、総テ故意犯ダケヲ罰ス
ルノダト云フ趣旨ガ、刑法総則ニ明定サレテ」いるので、「其趣旨ニ従ッテ現在ノ刑法ノ下ニ於テ制
定サレル特別刑罰法規ニ於テハ、総テ特別ナ規定ノナイ以上ハ、故意犯ダケヲ罰スルト云フ風ニ解釈
サレ」ると説明している（「第七十一回帝国議会衆議院 軍機保護法改正法律案委員会議録（筆記）第
二回」『帝国議会衆議院委員会議録８２』東京大学出版会、１９９５年、１４３頁）。

３３「第七十一回帝国議会衆議院 軍機保護法改正法律案委員会議録（筆記）第二回」『帝国議会衆議院
委員会議録８２』（東京大学出版会、１９９５年）１４６～１４７頁。

３４「第七十一回帝国議会 衆議院軍機保護法改正法律案委員会議録（筆記）第六回」『帝国議会衆議院
委員会議録８２昭和編』（東京大学出版会、１９９５年）１９９～２００頁。
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３ 軍用資源秘密保護法制定の趣旨と問題点

（１）制定の経緯

軍用資源秘密保護法案は、１９３９（昭和１４）年２月２５日、第７４回帝国議会の衆議院に提出

され、２月２７日から７回の委員会審議を経て、３月６日、衆議院本会議において原案どお

り可決された。同法案は引き続き貴族院に上程され、３月１３日から５回の委員会審議を経

て、３月１７日、貴族院本会議において原案どおり可決され、同年３月２５日に交付、６月２６

日から施行された。

同法が制定された前年の１９３８（昭和１３）年には国家総動員法が制定されているが、軍用

資源秘密保護法は、その国家総動員に関する秘密事項のうち軍機保護法の及ばない軍用資

源に関する情報の外国への漏洩を防ぐことを目的として制定されたものである。

これ以前にも、国家機密が外国へ漏洩することの防止を目的とした規定として、刑法や

陸・海軍刑法の各条項、あるいは軍機保護法などがあった。しかしこの刑法や陸・海軍刑

法の当該条項は、敵国に対する秘密の漏洩を罰する点でその適用が戦時または敵国に限定

されているのに対し、軍用資源秘密保護法は戦時とか、あるいは敵国に限定されていない

点で、またその対象が民間人や民間事業の秘密事項に関する事柄にまで及んでいることか

ら、軍の統帥事項に限定される軍機保護法とは、その性格が異なっていた。

（２）制定の趣旨と法の概要

軍用資源秘密保護法案の提出理由については、貴族院本会議において陸軍大臣板垣征四

郎が行った説明（１９３９年３月８日）のなかに明らかにされている。これによれば、今日の

戦争が国家総力戦であるにもかかわらず、軍機以外の広く国防力の判定に資する資料を秘

匿する法令の整備が日本では不十分であって、総力戦時代の要求に即応していないことか

ら、速やかな法整備が必要であるというものであった３５。そして、この法案は「『スパイ』

行為の取締を主なる目標」とすることから、主として「外国若しくは外国の為に行動する

者に秘密を漏泄し、又は其の目的を以て之を探知収集し、或は之を公にする者」を処罰す

るものであること、また各種規定を設けて、経済活動その他に悪影響を及ぼさないよう着

意したことが述べられている３６。

以上を受けて、軍用資源秘密保護法案の第１条では、この法律の目的は、「国防目的達

３５「官報号外 昭和十四年三月八日 第七十四回帝国議会貴族院議事速記録第二十号」『帝国議会貴族
院議事速記録６５』（東京大学出版会、１９８４年）２４３頁。

３６ 同上、２４４頁。
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成の為、軍用に供する（軍用に供すべき場合を含む）人的及物的資源に関し、外国に秘匿

することを要する事項の漏泄を防止する」（第１条）ことにあるとした。そして、その対

象は、第２条第２項以下に規定された事項又は図書等の主として事柄に属するものと設備

に属するものから、陸軍大臣又は海軍大臣（官庁の管理に属するものは主務大臣）が命令

で指定したものとした３７。

その第２条第２項以下に規定された１５項目に亘る事項を要約すると、以下のようになる。

一、全国又は一地方に於ける運用に供する重要物資の生産額、生産能力、生産計画又は

貯蔵額、貯蔵能力、貯蔵計画など。

二、兵器又は兵器以外の運用に供する重要物資を生産する工場事業場又はこれに転用可

能な工場事業場の生産額、生産能力、生産設備の種類別数、従業員総数又は種類別

数、生産計画など。

三、全国若しくは一地方又は重要港湾に於ける運用に供する重要物資の輸入額、輸入計

画など。

四、全国又は一地方に於ける運用に供する特殊技能者等重要な人的資源の総数又は種類

別数、同じく航空機、自動車、馬の総数又は種類別数など。

五、運用に供する重要な鉄道の輸送能力、輸送統計、鉄道施設又は車両、同じく飛行場

又はその付属設備、船舶の特殊設備、通信連絡系統、通信能力、通信設備など。

六、陸海軍大臣の命令や委嘱による重要な試験研究、軍事上秘匿を要する発明考案、気

象に関する事項及び図書物件など。

このように、本法案が定める秘密保護の対象が広範多岐に亘り、かつ民間の事業や設備

に及ぶことから、秘密保護のための具体的措置も第４条から第９条に亘って細かく規定さ

れた。また第１１条から第２３条は罰則規定となっているが、その罰則は軽く、過失犯を処罰

する規定はなかった。

（３）軍用資源秘密保護法の問題点－軍用資源秘密の定義と法の運用について

両院で最初に問題とされたのが、軍機保護法と軍用資源秘密保護法との関係であった。

例えば衆議院の委員会では江原三郎委員が、少なくとも軍機保護法だけで十分に軍用資源

秘密保護法の目的は達成し得るのではないかと疑問を呈し、また貴族院の委員会でも石川

３７「軍用資源秘密保護法」（昭和十四年三月二十五日、法律第二十五號）司法省刑事局編纂『防諜関係
法令集』（清水書店、１９４１年）１５１～１５３頁。
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三郎委員が、軍機保護法の第５条で適用できるのではないかと指摘している３８。軍機保護

法の第５条とは、「偶然の原由に因り軍事上の秘密を知得し又は領有したる者之を他人に

漏泄したるとき」、あるいは「偶然の原由に因り軍事上の秘密を知得し又は領有したる者

之を公にし又は外国若は外国の為に行動する者に漏泄したるとき」の罰則を規定したもの

である。

これに対し政府委員の一人である日高巳雄委員は次のように答弁している。すなわち、

軍機保護法は、軍の統帥及び統帥に密接な関係がある事柄についての秘密の規定であって、

軍用資源秘密保護法が目的とする秘密は、軍の統帥以外の秘密の事柄を保護する規定であ

るとする。また軍機保護法第５条は、重要設備については関係者以外に見せないという規

定であるが、スパイが重要設備を探知した場合については、軍機保護法第５条の規定だけ

では不十分であるとして、軍用資源秘密保護法を新たに制定すべき理由を述べている３９。

さて、日高委員の説明を詳細に検討して見ると、軍用資源秘密保護法が対象とする秘密

には、事項又は図書物件等の主として事柄に属するものと設備に属するものとの二つがあ

ることが分る。そして秘密の事柄については、既述のとおり、軍用資源秘密保護法第２条

で具体的に定めている。

他方、軍用資源秘密の対象となる設備については、陸軍少将上月良夫委員は次のように

説明している。すなわち、兵器工場、貯蔵設備、鉄道通信、飛行機、船などの中から必ず

秘匿しなければならない最小限のものを選定して、これを遮蔽し、あるいは立ち入り禁止

などの処置を行って、秘匿の処置を講じなければならない設備であるとし、具体的には軍

需工場内にある重要な設備、例えば弾丸搾出機やジュラルミン用圧延ロール又は押出プレ

ス、あるいは科学的試験研究の重要設備などがその主たる対象であると説明している４０。

このように秘密保護の対象が広範多岐にわたることから、本法案の運用にあたって、関

係各省間にどのような連絡を取り、そして取締りの適正化を図るのか、といった問題が指

摘された。これに対して政府委員は、（ア）軍用資源秘密の指定、重要設備の秘匿のため

の措置等については、陸・海軍省が中心となって予め各省と協議して緊密な連絡を取るこ

と、また（イ）取締りについては、内務省が中心となって陸・海軍省と連絡を取り、警察

官と憲兵の連絡を緊密にすること、そして取締りの行過ぎを防止し、「人を見て『スパイ』

３８「第七十四回帝国議会衆議院 国境取締法案委員会議録（筆記）第三回」『帝国議会衆議院委員会議
録１１１』（東京大学出版会、１９９６年）６８頁。

３９「第七十四回帝国議会貴族院 国境取締法案特別委員会議事速記録第二号」『帝国議会貴族院委員会
速記録８３』（東京大学出版会、１９９６年）３１２頁。

４０「第七十四回帝国議会衆議院 国境取締法案委員会議録第二回」『帝国議会衆議院委員会議録１１１』
（東京大学出版会、１９９６年）５８～５９頁。
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なりと云うような感じを起こさないように努むる」と答弁している４１。

しかし、各委員の不安は解消されなかった。例えば取締りにあたって、上司の命令する

ことが必ずしも部下に徹底しないし、取締りが杓子定規に陥る恐れもある。国民は恐怖心

に駆られ、国民相互の間に猜疑心を起す恐れもある。したがって、本法施行に当たっては

「予め国民一般に本法の精神及内容を十分能く知らしめ、又指導取締の任に当る者に対し

ましても、同様出来るだけ之を周知せしめて、適正なる措置を執る必要がある」として、

改めて政府に要望するのである４２。

こうして軍用資源秘密保護法案は、１９３９（昭和１４）年３月１７日、貴族院での審議を終

え、原案通り可決された。そして同年３月２５日交付、６月２６日から施行されるのである。

４ 国防保安法制定の趣旨と問題点

（１）制定の経緯

国防保安法は、１９４１（昭和１６）年１月２９日、第７６回帝国議会に政府法案として提出され、

翌３０日には衆議院本会議に緊急上程された。柳川平助法相より提案理由の説明があった

後、直ちに国防保安法委員会（委員長以下２７名）で審議が開始され、同年２月８日には、

衆議院本会議で全会一致原案どおり可決された。同法案は同日直ちに貴族院に送付され、

１２日の貴族院本会議に上程、衆議院同様柳川法相の提案理由の説明の後、２７名の委員に付

託された。そして同委員会での審議を経て２月２７日、貴族院本会議において原案どおりに

可決成立し、同年５月１０日から施行された。

（２）制定の趣旨と法の概要

国防保安法案提出の理由については、貴族院本会議における柳河平助司法大臣の説明の

なかに明らかにされている。すなわち、（一）近代戦においては、諜報、宣伝、謀略等の

手段が、作戦地域のみならず国内においても活発に行われていること、（二）敵性国家は

軍事のみならず、外交、財政、経済等各方面に亘る国家の重要機密など、広範囲に亘って

国力を探知収集していること、（三）軍機保護法その他軍事上の秘密を保護すべき法規は存

在しているが、広範囲に亘る国家の重要機密を保護すべき法規、並びに外国の行う宣伝、

４１「官報号外 昭和十四年三月二十日 第七十四回帝国議会 貴族院議事速記録第二十五号」『帝国議
会貴族院議事速記録６５』（東京大学出版会、１９８４年）３６５頁。

４２ 同上。
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謀略を防止すべき法規が不備であること、などを国防保安法案提出の理由としている４３。

次に国防保安法の概要であるが、同法は、第１章「罪」（第１条から第１５条）と第２章

「刑事手続」（第１６条から第４０条）から構成されている。そして第１章では、この法律にお

いて保護すべき国家機密と、各条に規定する罪を犯した者に対する罰則を、第２章では、

第１章の規定に違反した者に対する検察当局並びに裁判所の刑事手続きについて、それぞ

れ規定している。

このうち国家機密について、同法第１条は、「国防上外国に対し秘匿することを要する

外交、財政、経済其の他に関する重要なる国務に係る事項」と定め、次の各号の一つに該

当するもの及びこれを表示する「図書物件」を含んでいた。

一、御前会議、枢密院会議、閣議又は之に準ずべき会議に付せられたる事項及其の会議

の議事

二、帝国議会の秘密会議に付せられたる事項、及其の会議の議事

三、前二号の会議に付する為準備したる事項其の他行政各部の重要なる機密事項

なお、ここで第１条が規定する国家機密には、軍機保護法や軍用資源秘密保護法に規定

する秘密は含まれない。また「図書物件」とは書物、写真、図面、模型等をいい、「枢密

院会議、閣議又は之に準ずべき会議」とは、いわゆる四相会議や五相会議のような会議を

意味していた。

また国防保安法が規定する国家機密に関する犯罪類型は、次の四つに区分された。

一、業務上知得・領有した国家機密の外国・他人への漏泄又は公表（第３条、第６条、

第７条）

二、外国への漏泄又は公表目的による国家機密の探知・収集、並びにその探知・収集し

た国家機密の外国への漏泄又は公表（第４条）

三、上記以外の原由により知得・領有した国家機密の外国への漏泄又は公表（第５条）

四、以上の未遂（第１１条）、教唆、誘惑又は煽動（第１２条）、予備又は陰謀（第１３条）４４

４３「官報号外 昭和十六年二月十三日 第七十六回帝国議会 貴族院議事速記録第十二号」『帝国議会
貴族院議事速記録６７』（東京大学出版会、１９８４年）１０６～１０７頁。

４４ 大竹武七郎『国防保安法』（羽田書店、１９４３年）９５～１０７頁。
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（３）国防保安法の問題点――国家機密の定義と法の運用について

既述のように、国防保安法案は衆議院の委員会において１月３１日から審議に入り、政府

側は柳川平助司法大臣を初め三宅正太郎司法次官、秋山要司法省刑事局長、大竹武七郎司

法省刑事局第一課長等主管省である司法当局者が主として答弁に立ち、陸軍からは田中隆

吉兵務局長が、海軍からは岡敬純軍務局長が出席し、軍の態度を明確にした。その間、近

衛文麿首相や東條英機陸軍大臣等も出席して国防保安法の目的、運用に就いて説明するな

ど、政府側も同法案の通過に全力を傾けたが、他方各委員からも多数の質問が行われるな

ど委員会の審議は白熱した。議論の中心となったのが、以下記述するように、国家機密の

定義と法の運用であった。

確かに、国防保安法第１条は、国防保安法の保護すべき対象たる国家機密の概念を規定

していたが、第１号から第３号に列挙された国家機密の範囲は必ずしも明確ではなかった。

御前会議、枢密院会議、閣議及びこれに準ずべき会議（四相会議、五相会議等閣僚会議）、

帝国議会の秘密会議等に附議された事項のうち、特に国家機密とすべきものについては、

その都度当該官庁からの申立てによって、会議の長である内閣総理大臣や枢密院議長、貴

衆両院議長等が国家機密として指定し、その図書物件には国家機密の標示をすることにな

っていた。また、その他の行政官庁に於いても、重要な機密事項は国家機密として指定す

ることができた。

しかし、客観的な基準がない限り、何を国家機密として指定するかは、行政官庁（主務

大臣）の主観的判断に委ねられることになり、その結果、国家機密の範囲が時によって拡

大されてしまうという懸念があった。軍機保護法における「軍機」も、軍用資源秘密保護

法による「軍用資源秘密」も、いずれも秘密の内容を、陸海軍大臣又は主務大臣が命令で

指定することになっていた。しかし国防保安法では、どういうものが国家機密であるかと

いうこと自体が、外国に対し国家機密の一端を察知させることになるから、国家機密の内

容範囲については法令中に明記されなかったのである。ここに国家機密の範囲が不明瞭と

なる要因があり、何れにおいてその範囲を確定するのかという点が、最大の議論となった

のである４５。

これに対し秋山要刑事局長は、国家機密とは法律の規定に基づき官庁が指定して初めて

４５「官報號外 昭和十六年二月二十八日 第七十六回帝国議会 貴族院議事速記録第二十號」『帝国議
会 貴族院議事速記録 ６７』（東京大学出版会、１９８４年）２５７頁。
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国家機密となる「指定秘」ではなく、「自然秘」であるとした４６。また国家機密は高度のも

のであるから、これを取扱う者も、官吏その他特定の者のみがこれを知得、領有すること

なる。したがって、これらの者が、その取扱う事項が国家機密であるかどうかということ

で判断に迷うことはないとされたのである４７。

しかし、取扱い上の過誤をなくすため「別に規定を設け」ることは、国家機密保護の観点か

ら必要であるとし、同法案が成立したあと、国防保安法施行令において次のように定めている。

第一条 主務大臣は国家機密に属する各事項に付其の取扱者其の他特に関係ある者に対

し秘密保持上執るべき措置その他その取扱い方に関し必要なる指示を為すべし

前項の規定は国防保安法第一条第一号又は第二号に規定する国家機密に属する

事項に付ては御前会議に在りては内閣総理大臣、其の他の会議に在りては当該

会議の長又は主宰者に之を準用す

第二条 前条の指示に係る国家機密に属する事項を表示する図書物件の保管者は当該図

書物件に附図に定むる標記を附すべし４８

ここで第一条第一項の「其の取扱者」とは、例えば当該省の次官、その事務の主管の局

長、課長等を、「特に関係ある者」とは他官庁の官吏、民間人等を指した。また同条第二

項において、会議の長以外に、特に会議の「主宰者」と規定したのは、枢密院会議、閣議、

帝国議会等に於いては会議の長は法令上明確であるが、これに準ずる会議、例えば四相会

議、五相会議のような場合に於いては、誰が会議の長であるかは法令上明確でないので、「主

宰者」という文字を特に加えている４９。

そして第２条は、国家機密取扱上の標記について規定している。ただし、この標記の有

無と罰則の適用については、当時政府委員の一人であった大竹武七郎刑事局第一課長が、

その著『国防保安法』（羽田書店、１９４１年）において、次のような解釈を載せている。す

４６「自然秘」について、国防保安法案特別委員会の林委員長は、貴族院本会議（１９４１年２月２６日）に
おいて次のように述べている。すなわち、「自然秘」とは「誰ガ見テモ、自然ニ見テ、作為シナイ前
ニ其ノ秘密其ノモノガ客観的ニ存在ヲシテ居ル、ソレダカラ、是ハ国家ノ機密デアルカドウカト云フ
コトヲ大臣ガ告示スルト云フヤウナ、其ノ手続ヲスル前ニ、既ニ国家ノ極メテ秘密ナルモノガ存在シ
テ居ルノデアルカラ、之ヲ自然秘ト言フノデアル」としている（「官報號外 昭和十六年二月二十八
日 第七十六回帝国議会 貴族院議事速記録第二十號」『帝国議会 貴族院議事速記録 ６７』東京大
学出版会、１９８４年、２５７～２５８頁）。

４７「第七十六回帝国議会衆議院 国防保安法案委員会議録（速記）第三回」『帝国議会衆議院委員会議
録１２９昭和編』（東京大学出版会、１９９７年）６９頁。

４８「国防保安法施行令」『昭和年間 法令全書（第１５巻‐１）』（原書房、２００１年）、司法省刑事局編纂『防
諜関係法令集』（清水書店、１９４１年）９頁。

４９ 大竹『国防保安法』７７～８１頁。
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なわち、標記の有無は、その図書物件が国家機密であるか否かということを認定する資料

の一つに過ぎない。たとえ標記がなくても、記載されている事項が国家機密に属するもの

であり、そのことを知りながらこれを漏泄し又は公表すれば、漏泄又は公表の故意犯が成

立し、過失に因り漏泄すれば過失漏泄罪が成立する。そして故意の認定は、国防上外国に

対し秘匿する必要のある外交、経済その他に関する重要な国務に係る事項であることを知っ

ていたというだけで十分である。また、仮に国家機密を記載した文書を一通作るべき場合

に、密かに二通タイプを打ち、内一通を持っていた場合には、その文書に国家機密の標記

がなくても、当然国家機密を表示する図書に該当するとした５０。

そうなると問題は、国防保安法の運用である。というのも、議会に提出された国防保安

法案は、他の法令に類例を見ないような厳罰主義を採用しており、例えば第３条の「業務

に因り国家機密を知得し又は領有したる者之を外国（外国の為に行動する者及外国人を含

む：括弧内筆者注）に漏泄し又は公にした」場合、あるいは第４条第２項の「前項の目的

（外国に漏泄し又は公にする目的：括弧内筆者注）を以て国家機密を探知し又は収集した

る者之を外国に漏泄し又は公にした」場合、「死刑又は無期若は３年以上の懲役に処す」と

規定されていたからである。

さらにこの法律を中心とした刑事手続きに関して、捜査機関たる検事に対し広範囲の強

制捜査権を与え、また本法第１６条に規定する罪を犯したと認めた第１審の判決に対しては

控訴を認めないことなど、さまざまな規定が設けられていた５１。このような刑事手続きに

関して、とりわけ検事に強大な権限を付与した結果、人権蹂躙の非難を招く虞はないか、

あるいは司法警察官に強制権を与えることは危険ではないか、といった質問が委員会を通

じて絶えず提起された５２。

これに対し、近衛文磨首相からは「是が運用に付きましては、極めて慎重な考慮を必要

とする」旨の答弁があり、また柳川平助司法大臣からも、司法当局としても「本法立案の

精神たる間諜防止、国家機密の漏洩を予防する以外に之を他の目的に利用することは一切

致さぬ」と明言している５３。

こうして衆議院における国防保安法案の審議も一週間で終り、原案通り可決されたので

あるが、同法案の送付を受けた貴族院では、更に慎重な審議が行われた。そして２月２７日、

５０ 大竹『国防保安法』８１～８２頁。
５１ 大竹『国防保安法』１４～１５頁、２１２～２２３頁、３２９～３３６頁。
５２「第七十六回帝国議会衆議院 国防保安法案委員会議録（速記）第三回、第四回、第六回」『帝国議
会 衆議院委員会議録１２９』（東京大学出版会、１９９７年）７０～７１頁、１０４～０５頁、１０９～１１１頁、１３９～
１４０頁など。
５３「第七十六回帝国議会衆議院 国防保安法案委員会議録（速記）第三回」『帝国議会 衆議院委員会
議録１２９』（東京大学出版会、１９９７年）７９頁、８２頁。
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貴族院本会議において、林博太郎委員長から特別委員会の審議経過について報告があった

後、柳川平助法相は特に発言を求め、国防保安法案に対する貴衆両院での審議過程で問題

となった諸点について政府の見解を述べている５４。

その後、貴族院本会議に於いて議論が展開されるのであるが、伍堂卓雄委員や小山松吉議

員より、それぞれ法相の言明を信頼し、その後の本法の運用に当って適正を期するよう要望

して、原案賛成の意見が述べられた５５。そして本法案の採決に入るに先立ち、小原直議員

外５名から、第１条の第１号から第３号を削除し、第２項に「前項の事項及図書物件は命令

を以て之を定む」と挿入するなどの修正案が提出された５６。しかし、これら修正案も少数

意見として否決され、ここにおいて国防保安法案は原案どおり無修正で可決されたのである５７。

おわりに

内務省警保局編『外事警察概況』（竜渓舎、１９８０年）に、１９３７（昭和１２）年から１９４１（昭

和１６）年までの軍事上の秘密保護に関する法令に違反した事例が記録されている。これを

もとに日本人の軍機保護法等違反の検挙数をまとめたのが下記表である。統計年によって、

軍機保護法等の違反検挙状況の集計単位が人数または件数であったりするので、単純には

比較できないが、太平洋戦争開戦年の１９４１（昭和１６）年が最も多くなっている。事実、前

記『外事警察概況』（第７巻）によれば、１９３７（昭和１２）年から１９４０（昭和１５）年に至る

軍機保護法等の違反検挙総人員は１，４３９名であったが、１９４１（昭和１６）年のそれは１，０５８名

（内日本人８５４名）と過去４年間に匹敵する検挙者数になったと記録されている。太平洋戦

争開戦前後の社会情勢や取締りの強化と相俟って、日中戦争勃発（１９３７年）以降最多の検

挙者数になったものと思われる。なお、軍機保護法等の違反動機として最多のものは写真

趣味に起因する撮影禁止区域での撮影であり、次いで軍事に関する造言飛語などであった５８。

しかし、これら法令の違反者がすべて有罪とされたわけではなかった。１９３７（昭和１２）

年から５年間の統計がないので全体的な分析はできないが、少なくとも改正軍機保護法が

制定された１９３７年から３年間、同法で検挙された人数は３７７名であったが、そのうち起訴

されて有罪となった人数は１４名であり、全体の３．７％に過ぎなかった。特に、１９３９（昭和

５４「官報号外 昭和十六年二月二十八日 第七十六回帝国議会 貴族院議事速記録第二十号」『帝国議
会 貴族院議事速記録６７』（東京大学出版会、１９８４年）２６３頁。

５５ 同上、２６３～２６６頁。
５６ 同上、２６７～２６９頁。
５７ 同上、２７９～２８０頁。
５８ 内務省警保局編『外事警察概況』（第７巻）（竜渓社、１９８０年）３８９頁。
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軍機保護法等違反検挙数

１９３７年 １９３８年 １９３９年 １９４０年 １９４１年

軍機保護法違反 ３８人 ５０人 ２８９人 不明 １４９件

軍用資源秘密保護法違反 １６人 不明 不明

国防保安法違反 ５９件

要塞地帯法違反 １１６人 １０２人 ７８人 不明 ２２１件

軍港要港規則違反 不明 ２人 ７人 不明 不明

陸軍刑法違反 ３３人 不明 １６０名 不明 １４９件

海軍刑法違反 １人 不明 ７人 不明 不明

備考
内務省警保局編『外事警察概況』（第３巻）５９５‐５９６
頁、（第４巻）２６５頁、（第５巻）２８６頁、（第７巻）３８９
頁、（第８巻）６９９頁より作成。

１４）年における軍機保護法での検挙人数が２８９名と過去最多であったのに対し、実際に有

罪とされたのは４名だけであった５９。

こうした状況も影響してか、軍用資源秘密保護法が成立した翌年の１９４０（昭和１５）年１２

月２７日、憲兵司令部本部長名で通牒された「憲兵の防諜措置を適正ならしむべき件」は、そ

の冒頭で、「最近憲兵の実施しつつある防諜関係法規（改正軍機保護法、要塞地帯法、軍用資

源秘密保護法等：括弧内筆者注）の解釈竝に其の指導要領に於て往々にして適切を欠くも

のある」と指摘して、次のように続けている。すなわち、「各隊における実情を観るに動す

れば法規、通牒の趣旨の把握十分ならざる為、其の解釈取扱妥当を欠き不必要に民業を圧迫

し、『行過ぎ』の形となりて現われあり、その顕著なる例は関係諸法規指導要領書等には何等

抵触することなく一般常識上に於ても差支えなしと認めらるる照会等に対し、只単に国情

調査の疑いあり、或は防諜上適当ならずと断定し回答を拒否若くは保留」するという状況

であって、こうした「不親切なる悪く云えば責任免れの理由を以て回答を阻止する如きは一

考を要す」として、「宜しく照会者と被紹介との取引等の関係、身分、地位、照会の目的、

内容等を仔細に慎重に検討し親切に指導すべきなり」との注意を与えているのである６０。

軍用資源秘密保護法の審議過程でも指摘されたことであるが、軍事上の秘密保護に関す

る諸法令の施行にあたっては、「予め国民一般に本法の精神及内容を十分能く知らしめ、又

指導取締の任に当る者に対しましても、同様出来るだけ之を周知せしめて、適正なる措置

を執る」６１ことが極めて重要であったといえよう。

５９ 内務省警保局編『外事警察概況』（第３巻）５９５～５９６頁、（第４巻）２６５頁、（第５巻）２８６頁。
６０「憲兵ノ防諜措置ヲ適正ナラシムヘキ件」（昭和十五年十二月二十七日、憲三高四三九憲司本部長）
憲兵司令部編纂『憲兵令達集 第二巻』（第十類 外事、防諜、軍機保護）防衛研究所史料室所蔵。

６１「官報号外 昭和十四年三月二十日 第七十四回帝国議会 貴族院議事速記録第二十五号」『帝国議
会 貴族院議事速記録６５』（東京大学出版会、１９８４年）３６５頁。

防衛研究所紀要第１４巻第１号（２０１１年１２月）

108



（はやしたけし １等陸佐 元戦史部第２戦史研究室主任研究官、わだともゆき ２等陸

佐 戦史研究センター戦史研究室所員、おおやぎあつひろ ２等海佐 戦史研究センター

安全保障政策史研究室所員）
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