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〈要 旨〉

日本の防諜組織が整い始めるのは、日中戦争勃発前後のことである。なかでも１９３７（昭

和１２）年春頃に設立された陸軍の警務連絡班は、日本最初の防諜専門機関であった。その

後、警務連絡班は組織を拡充して陸軍大臣直轄の軍事資料部に改編、陸軍省兵務局や軍務

局、参謀本部第２部と連携しつつ防諜に関する調査を行った。そしてこれら調査結果に基

づき、憲兵司令部や憲兵隊が各種捜査及び逮捕等の活動を行っていた。また陸海軍の各部

隊や学校での防諜教育は、秘密保持に関する厳格な観念を養成することを主眼として、各

級指揮官が服務指導の一環として教育指導を行っていたが、十分な成果を上げることは出

来なかったようである。

はじめに

陸海軍の情報組織とその活動については、いくつかの先行研究がある。なかでも有賀傳

の『日本陸海軍の情報機構とその活動』（近代文芸社、１９９４年）は、陸海軍の参謀本部並

びに主要な部隊における情報組織の変遷とその活動について、明治建軍から終戦までを時

系列的に記述したものである。また小谷賢の『日本軍のインテリジェンス』（講談社、２００７

年）は、インテリジェンスの一般的な理論から、陸海軍のインテリジェンスを、①情報収

集、②情報分析、③情報利用、の三点から分析して、旧軍のインテリジェンスの長短所や

その特徴を明らかにしている。

しかしいずれの研究も、陸海軍の秘密保護のための組織、すなわち防諜組織に焦点をあ

て、その成立過程と活動の実態、あるいは陸海軍の防諜教育については明らかにされてい

ない。そこで本稿では、陸海軍の防諜組織、特に陸軍に焦点をあてて、各防諜機関の成立

過程とその活動内容、並びに陸海軍の各学校や部隊において実施された防諜教育について、

その実態を明らかにしたものである。

本稿は大きく分けて三つの部分からなる。第１節では、参謀本部や軍令部あるいは陸海
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軍省内の中央防諜組織の変遷について、第２節では、前記中央防諜組織の下にあった各防

諜機関の活動について、特に陸軍を主体として記述した。最後に第３節では、陸海軍の各

学校や部隊で実施された防諜教育の内容や教育要領などについて、その概要を記述した。

本稿が依拠した文献であるが、第１節の中央防諜組織の変遷については、中野校友会編

『陸軍中野学校』（原書房、１９７８年）や憲兵司令部編『復刻 日本憲兵昭和史』（巌南堂、

１９７０年）、全国憲友会連合会編纂委員会編『日本憲兵正史』（研文書院、１９７６年）などを参

考にした。これらは、いずれも旧軍人達による特定機関の防諜組織を記録したものである

が、陸軍全般の防諜組織とその活動も併せて理解することができる。また第２節の各防諜

機関の活動については、上記参考文献のほか、斉藤充功『謀略戦―ドキュメント陸軍登戸

研究所―』（時事通信社、１９８７年）や木下健蔵『消された秘密戦研究所』（信濃毎日新聞社、

１９９４年）、伴繁雄『陸軍登戸研究所の真実』（芙蓉書房、２００１年）、あるいは大谷敬二郎『昭

和憲兵史』（みすず書房、１９６６年）を参考にした。第３節の防諜教育については、主とし

て防衛研究所に所蔵されている一次史料を使用して、その概要を記述した。

なお、本稿において一次史料を引用する場合は、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 陸海軍の中央防諜組織について

（１） 陸軍の中央防諜組織

陸軍は、防諜を「外国の我に向ってする諜報、謀略（宣伝を含む）に対し、我が国防力

の安全を確保する」ことであると定義し、積極的防諜と消極的防諜に区分して説明してい

る。このうち積極的防諜とは、「外国の諜報、若は謀略の企図、組織又は其の行為若は措

置を探知、防止、破摧」することであり、主として憲兵や警察などが行った。その具体的

な活動内容は、不法無線の監視や電話の盗聴、物件の奪取、談話の盗聴、郵便物の秘密開

緘などであった。これに対して消極的防諜とは、「個人若は団体が自己に関する秘密の漏

洩を防止する行為若は措置」のことであり、軍隊、官衙、学校、軍工場等が自ら行うもの

であった。主要施策としては、①防諜観念の養成、②秘の事項又は物件を暴露しようとす

る各種行為若しくは措置に対する行政的指導又は法律に依る禁止若しくは制限、③ラジオ、

刊行物、輸出物件及び通信の検閲、④建物、建築物等に関する秘匿措置、⑤秘密保持の為

の法令及び規程の立案及びその施行などがあった１。

１ 「防諜ノ参考」（陸密第一二四六號、昭和十三年九月九日）、「防諜（第壱號）」防衛研究所史料室所蔵。
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このように防諜の概念が整理されて、陸軍省から関係各省の防諜業務担当者や関係部隊

へ周知徹底されたのは日中戦争勃発以降のことであった２。それまでは、防諜を含む陸軍

全般の情報に対する関心は低かった。日露戦争当時の明石大佐の活躍のように一、二の事

例はあったが、欧米諸国に比較すると情報組織、要員、活動ともに低調であった。

また軍事秘密の保護に関する法律も、１８９９（明治３２）年制定の軍機保護法を中心とする

ものであり、それも制定から４０年が経過し、時代に即応するものではなかった。更に、要

塞地帯法や軍港要港規則等も逐次整備されてはいたが、それも分野別の規定に過ぎなかっ

た。陸軍省調査部で勤務（１９４０．８～４１．６）した久保宗治大佐（のち少将）は、当時「憲兵

を調べたが、二、三十年間軍機保護法で取締まったことは全くない」と述べており、要塞

地帯法での取締りはあったものの、軍機保護法が全く活用されていない実態が明らかになっ

た３。

また軍並びに軍人全般の秘密保護に対する意識も低く、秘密扱いの軍事資料を将校やそ

の家族が移転のときに棄てたり、あるいは軍隊や官庁の紙屑の中に刷り損じや余った秘密

書類が棄てられたりすることがあった４。また、動員部隊数や応召人員数等を電車内で口

外する者など、軍機保護上適当でない実例が多々報告されていた５。

そして満州事変以降、日本への外国人渡来者数や軍事関連施設の視察者数の増加６、こ

れに伴う諸外国の日本に対する諜報活動の活発化が顕著になってくると、日本の防諜体制

の不備とこれに対する強い危機感が示されるようになった。

例えば、１９３６（昭和１１）年６月２５日に、陸軍次官から各省次官宛てに通牒された「国防

上の機秘密保護に関する件」は、「満州事件以来諸外国の帝国に対する諜報活動は益々旺

盛となり北支問題の進展、連盟脱退を契機として益々本格的状態を現出するに至れる」と

し、日本に対する諸外国の諜報活動の目的、目標および諜報網について詳しく分析してい

た。そして将来戦が「武力戦のみならず思想戦、経済戦を生起し、帝国の内外至る所是れ

戦場たらざるなき状態」になることから、「益々軍部官庁民間三者の提携を密ならしめ警

２ 「防諜ノ参考」は、１９３８（昭和１３）年９月９日に陸軍省から関係陸軍部隊へ通牒された資料であり、
「防諜（第壱號）」は１９３９（昭和１４）年１０月の防諜懇談会の席上、陸軍省兵務局が各省の防諜業務担当
者に配布した資料であった。
３ 「久保宗治陸軍少将回想」『防諜ニ関スル回想聴取録 陸軍少将久保宗治外』防衛研究所史料室所蔵。
４ 中野校友会編『陸軍中野学校』（原書房、１９７８年）１２８頁。
５ 「時局ニ伴フ軍機保護及防諜ニ関スル件」（陸支密受第一四一八號、昭和十一年六月二十二日）防衛
研究所史料室所蔵。
６ 日本への外国人渡来者数は、満州事変直後の１９３２（昭和７）年は２万９００人であったが、日本が国
際連盟を脱退した３３（昭和８）年以降急増し、３５（昭和１０）年には４万２，６００人になるなど、わずか
３年で２倍になった。また軍事関連施設に対する外国人の視察者数も、満州事変直後の３２年は１１９件
であったが、３５年には６１１件になるなど３年で５倍になった（長濱彰陸軍憲兵少佐「軍機保護と軍事
の行動」『偕行社特報』（昭和十一年七月第十三號）防衛研究所史料室所蔵）。

研究ノート 陸海軍の防諜

91



防の万全を期するの急務なる」ことを強調していた７。

また１９３６（昭和１１）年６月２２日、参謀本部庶務課長代理富永恭次が陸軍省副官寺倉正三

に宛てた意見照会「機秘密保持改善に関する件」も、当時の軍内の機密保持観念の希薄さ

などを問題視し、「万難を排し速やかに之れが観念施策を根本的に更新し軍機保護上些か

の遺憾なきを期せざる可からず」８と、強い危機感をもって指摘していた。

このような状況において、１９３７（昭和１２）年３月１日、「防諜委員設置に関し処務規程

改正の件」が通知され、ようやく参謀本部内に防諜体制の強化を図るための防諜委員が設

置された。委員長には参謀本部処務課長があたり、佐尉官若干名が委員となって「部内防

諜に関する諸般の調査研究及警視」を担任した９。

また１９３７（昭和１２）年７月には、「防共防諜事務連絡会議結成に関する件」（憲高第９４１

号）が通知されている。これは陸軍省・海軍省・外務省・司法省・逓信省・大蔵省・文部

省・拓務省などの各省で構成される連絡会議を開催し、「防共並防諜に関する関係各官庁

間の取締上の情報を交換し及其の対策を考究協議」して、防諜態勢の確立をめざそうとす

るものであった１０。

そして日中戦争が勃発してから４ヵ月後の１９３７（昭和１２）年１１月２０日、大本営が設置さ

れると、情報活動を所掌する第２部に、宣伝・謀略・防諜を担当する第８課（通称謀略課）

が新設されることになる１１。この時期、謀略課が新設された背景には、日中戦争が政府の

不拡大方針にも拘らず拡大の兆しを見せたことから、宣伝・謀略によって早期解決を図る

ため、これを担当する部署の設置が必要とされたからであった。その後第８課は、１９４１（昭

和１６）年に陸軍中野学校１２を所管するとともに、翌４２（昭和１７）年には陸軍第９科学研究

７「国防上ノ機秘密保護ニ関スル件」（密受第一〇〇七號、昭和十一年六月廿四日）防衛研究所史料室
所蔵。この他にも、前年に陸軍次官から各省次官へ通牒された「国防上ノ機秘密保護ニ関スル件」
（密受第五六〇號、昭和十年五月十三日）にも、当時の外国諜報機関の活動状況について「我帝国内
外の情勢上近時外国諜報機関の活動盛にして其の手段方法亦巧妙深刻を極めつつあり」とし、「国防
能力調査に利用せらるる恐れある照会、視察、行動等に関しては其の内外人たるの論なく充分御注意
の上予め迅速に中央軍部に連絡せられ外国通牒機関に利用せられざる様配慮せられ度」と指示している。
８ 「機秘密保持改善ニ関スル件」（密受第一〇〇一號、昭和十一年六月二十二日）防衛研究所史料室所
蔵。
９ 「防諜委員設置ニ関シ處務規程改正ノ件」『参謀本部歴史（昭和９．１～１２．５）』防衛研究所史料室所
蔵。

１０「防共防諜事務連絡会議結成ニ関スル件」（昭和十二年七月二十九日、憲高第九四一号、憲司警務
部長）『秘 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。

１１「大本営陸軍部幕僚業務分擔規定」（昭和十二年十一月二十日）『大本営陸軍参謀部陣中日誌（昭和
十二年十一月十七日～昭和十七年二月九日）』防衛研究所史料室所蔵。

１２ 中野校友会『陸軍中野学校』１４３頁。陸軍中野学校は、諜報、宣伝、謀略、占領地行政等の秘密戦
に携わる要員の人的養成機関である。その創設は１９３８（昭和１３）年１月の「後方勤務要員養成所」に
始まり、４０（昭和１５）年８月には陸軍中野学校と改称、翌４１（昭和１６）年１０月に参謀総長直轄の学校
となった（中野校友会『陸軍中野学校』２２～２４頁）。
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かげ さ さだあき

所、通称登戸研究所１３を指揮下に置いた。初代課長には、中国通の影佐禎昭大佐１４が就いて

いる。

そして１９４３（昭和１８）年１０月１５日、第８課は廃止され、代わって第２部には第４班が新

設された。そして第４班は、従来の宣伝、謀略、防諜に加えて、より広範な「対外一般の

総合情勢判断並之に伴う外交、謀略、諜報に関する事項」を担当することになる１５。これ

は、同年２月のガダルカナル島からの日本軍の撤退と太平洋正面における米軍反攻の激化

という戦局の急変によって、謀略よりも総合的な情勢判断が強く求められた結果と思われ
や つ じ

る１６。初代班長には永井八津次大佐１７が就いている。

さて、大本営が設置される前年の１９３６（昭和１１）年７月２４日、陸軍省に兵務局（兵務課、

防備課、馬政課の３課編制）が新設され、同局兵務課が「軍事警察、軍機の保護及防諜に

関する事項」を所掌することになった１８。そして３年後の１９３９（昭和１４）年１月１３日、兵

務局は４課体制（兵務課、兵備課、防衛課、馬政課）になり、防備課は兵備課と防衛課に

分かれた。そして防衛課が、従来の防備課の所掌に加えて、兵務課で所掌した「憲兵の本

務に関する事項」、「軍事警察（法務局所掌のものを除く）及軍機の保護に関する事項」、「防

諜に関する事項」を引き継いだ１９。その後、１９４５（昭和２０）年４月２７日には、陸軍中央部

の簡素化のため防衛課は廃止され、その所掌は再び兵務課へ移管され終戦に至っている２０。

このように陸軍における防諜組織は、満州事変以降の諸外国の日本に対する諜報活動の

活発化とその後の日中戦争の勃発などを契機として、まずは参謀本部第２部と陸軍省兵務

局内に担当課（班）を整備することにより始まった。

１３ 木下健蔵『消された秘密戦研究所』（信濃毎日新聞社、１９９４年）６９頁。斎藤充功『謀略戦―ドキュ
メント 陸軍登戸研究所―』（時事通信社、１９８７年）２７頁。陸軍登戸研究所は、正式には陸軍第９科
学研究所といい兵器行政本部に属する。秘密戦のための資材の開発、研究、整備及び製造を主目的と
して設立されていた陸軍科学研究所（当時、新宿区百人町三丁目に所在）の篠田鐐大佐（後に中将）
の研究班が、１９４０（昭和１５）年に独立した研究所に昇格した。そして、その研究所を神奈川県川崎市
多摩区生田に設けたことから、登戸研究所と呼ばれるようになった（中野校友会『陸軍中野学校』１３２
頁）。陸軍登戸研究所については、木下『消された秘密戦研究所』のほか日本兵器工業会編『陸戦兵
器総覧』（図書出版社、１９７７年）６８２～６９１頁にも詳しく述べられている。

１４ 陸士２６期、砲兵、のち中将。参謀本部第２部第７課（支那課）長（１９３７．８）、参謀本部第２部第８
課長（３７．１１）、軍務局軍務課長（３８．６）、参本付（汪工作）（３９．３）、支那派遣軍付（汪工作）（３９．９）、
南京政府軍事顧問（４０．４）、第７砲兵司令官（４２．５）、第３８師団長（４３．６）などを経て終戦。

１５「軍事秘密 大本営陸軍部幕僚業務分担規定」（昭和十八年十月十五日）（陸軍少佐安倍邦夫氏作成
使用の『服務の参考』綴）防衛研究所史料室所蔵。

１６ 有賀傳『日本陸海軍の情報機構とその活動』（近代文芸社、１９９４年）５９頁。
１７ 陸士３３期、歩兵、のち少将。参謀本部第８課長（宣伝謀略）（１９４３．７～４３．１１）、大本営第４班長
（１９４３．１１～４５．２）、軍務局軍務課長などを経て終戦。

１８「勅令第二百十一號（昭和十一年七月二十四日）」『昭和年間 法令全書（第１０巻‐２）』（原書房、１９９７
年）。

１９「勅令第十五號（昭和十四年一月十三日）」『昭和年間 法令全書（第１３巻‐３）』（原書房、１９９９年）。
２０「勅令第二百四十二號（昭和二十年四月二十七日）」『昭和年間 法令全書（第１９巻‐２）』（原書房、
２００６年）。この改正により、兵務局は兵務課と兵備課の２課体制となった。
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（２） 海軍の中央防諜組織の変遷

海軍の防諜組織については、該当する記録がほとんど残されていないことから、その全

容を把握するのは難しい。従ってこの項では、海軍軍令部内の防諜組織に焦点をあてて記

述する。

１９３３（昭和８）年９月２６日、従来の海軍軍令部が軍令部と改称されると２１、情報に係る

業務は第３部（部長直属と第５課、第６課、第７課の３個課編成）が所掌することになっ

た。当時の「軍令部処務規程」によれば、第３部第５課は「南北『アメリカ』の軍事並に

国情梗概調査」を、第６課は「支那国及満州国軍事並国情梗概調査」、第７課は「欧州列

国の軍事並に国情梗概調査」を担当したが、第３部長直属の所掌事項の中に、「情報計画」、

「情報事務に関する事項」、「情報総合」とともに、新たに「諜報の防衛に関する事項」が

加えられた。また第１部第１課の所掌事項には、「軍機保護に関する事項」が新たに追加

されている２２。参謀本部内に防諜委員が設置されたのが１９３７（昭和１２）年３月であったこ

とを考えれば、それに先立つこと３年６ヵ月、軍令部第１部所掌事項に「軍機保護に関す

る事項」が、また第３部所掌事項に「諜報の防衛に関する事項」、つまり防諜という業務

が新たに加えられたことは注目に値する。

さらに１９３７（昭和１２）年２月１日、「軍令部処務規程」の改正により、第３部に「英国、
しゃ む

欧州列国の一部及暹羅国の軍事並に国情梗概調査」を所掌する第８課が新設されるととも

に、第７課は「蘇国及欧州列国の一部の軍事並に国情梗概調査」を担当することになった２３。

これにより、第７課においてソ連が、第８課においてイギリスとタイが、それぞれ情報収

集対象国として新たに追加されたが、防諜業務については第３部直属が所掌することに変

化はなかった。

日中戦争が勃発してから４ヵ月後の１９３７（昭和１２）年１１月２０日、大本営が設置されると、

軍令部は大本営海軍部を構成することになったが、防諜に関する事項は、大本営海軍部第

３部直属が所掌し、これは終戦まで変わらなかった。

２１「軍令部令」（軍令海第５号、昭和八年九月二十六日）『昭和年間 法令全書（第７巻‐４）』（原書房、
１９９５年）。
２２「軍令部処務規程」（昭和八年十月一日軍令部機密二）『海軍省「海軍制度沿革」第二巻』９５２～９５５
頁、防衛研究所史料室所蔵。

２３「軍令部処務規程」（昭和十二年二月一日軍令部機密二）『海軍省「海軍制度沿革」第二巻』９５９～９６２
頁、防衛研究所史料室所蔵。
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２ 各防諜機関の活動について

戦前、防諜活動に力を注いでいたのは陸軍であった。これに比較すると、海軍の防諜活

動はあまり積極的には行われなかったようである２４。また海軍の防諜活動を記した史料が

極めて少ないことなどから、各防諜機関の活動については、以下陸軍を主体として記述する。

（１） 陸軍省兵務局防諜機関―警務連絡班（後の軍事資料部）

既述の陸軍省兵務局の所掌事項の一つである「防諜に関する事項」を担任する機関とし

て、警務連絡班があった。この機関の詳細は明らかではないが、中野校友会編『陸軍中野
これちか

学校』によれば、当時の兵務局長阿南惟幾少将２５が、参謀本部第２部第５課（対ソ連情報
しゅん

所掌）から兵務局長付きとなった秋草俊中佐２６と、同じく同局付きとなった東京憲兵隊特
かめ じ

高課長福本亀治憲兵少佐２７らに対し、極秘裏に科学防諜機関設置の研究を命じたことから、

１９３７（昭和１２）年春頃に設立された日本最初の防諜専門機関であった２８。その所在地は新

宿区牛込若松町で、当時陸軍軍医学校があった場所である。

警務連絡班の組織、活動要領などに関する研究は、秋草、福本両中佐のほか新たに参謀
なおたか

本部第２部第６課（対欧米情報所掌）から宇都宮直賢少佐２９を加えた三人の将校の合議に

よって進められた。初代班長に秋草中佐、副班長に福本中佐が就いたが、まもなく陸軍省
いわくろひで お

軍務局軍事課員岩畔豪雄中佐３０とともに防衛勤務（諜報、謀略、宣伝、防諜をいう：筆者

注）のための要員養成所、すなわち後方勤務要員養成所（後の陸軍中野学校）の設立に参

画することになったため、宇都宮中佐が第２代班長に就いている３１。

２４ 小谷賢『日本軍のインテリジェンス』（講談社、２００７年）１０２頁。
２５ 陸士１８期、歩兵、のち大将。兵務局長、人事局長、第１０９師団長、陸軍次官、第１１軍司令官、第２
方面軍司令官、航空総監兼本部長兼軍事参議官、陸軍大臣を経て終戦（終戦時、自決）。

２６ 陸士２６期、歩兵、のち少将。後方勤務要員養成所長（陸軍中野学校の前身）、満州国参事官（独国
駐在星機関長）、第４国境守備隊長、関東軍情報部長（ハルビン機関長）を経て終戦。１９４９（昭和２４）
年２月シベリヤ抑留中死亡。

２７ 陸士２９期、憲兵、のち少将。軍派遣学生として東京帝大法学部で研修した経歴をもち、１９３５（昭和
１０）年８月、東京憲兵隊特高課長のとき、永田軍務局長事件や二・二六事件関係の調査や取調べに当
たっている。中野学校教育部長のち幹事、漢口憲兵隊長、第６方面軍憲兵隊司令官を経て終戦。

２８ 中野校友会『陸軍中野学校』１９～２１頁。
２９ 陸士３２期、歩兵、のち少将。兵務局付（警務連絡班長）、中支那派遣軍参謀（渉外部長）、支那派遣
軍参謀（渉外部長）、ブラジル大使館付武官、第１４軍軍政監部総務部長、兼参謀副長兼大使館付武官、
南方軍第２課長、第１４方面軍参謀副長（政務）を経て終戦。

３０ 陸士３０期、歩兵、のち少将。軍務局長、近衛歩兵第５連隊長、南方軍光機関長（印度独立義勇軍の
指導工作）、第２５軍参謀副長兼軍政監部総務部長、第２８軍参謀長、兵器行政本部付、軍務局付を経て
終戦。

３１ 宇都宮直賢中佐のあとは、大内競中佐（のち大佐）が第３代警務連絡班長に就いている。なお、警
務連絡班は１９４０（昭和１５）年８月に、軍事資料部東京機関の科学偵諜班に改編となった。
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警務連絡班は、資料室、電気室、郵信室及び写真室の４個班から成り、陸軍省兵務局兵

務課長の指揮を受け、東京憲兵隊と協力関係にあった３２。またその人的規模は、班長以下

将校数名、憲兵准尉及び下士官が３０名から４０名で、加えて英国、ソ連、中国関係専門の文

官が各１名ずつ、庶務関係の憲兵下士官、電気技師、助手各１名、さらに１４名ないし１５名

の女子職員を含めて７０名前後であった３３。

警務連絡班の具体的業務内容は、国際電信電話の秘密点検、外国公館その他の信書点検

や電話の盗聴、私設秘密無線局の探知等が主で、あわせて情報の収集に当っていた。従っ

て警務連絡班は「山」という隠語が使用されるなど、その存在は省部内でも一部の関係者

以外には極秘とされていた。

当時警務連絡班長であった宇都宮少佐（のち少将）は、その活動内容について戦後次の

ように回想している。

国際電話の送受信内容は、毎日逓信省から防諜班に送られて来たし、国際電話や外国

公館及びその関係者と外部との電話による通話は牛込電話局に集約され、そこから防諜

班の秘密回線に連接されてレコーディングされることになっていた。外国公館からその

本国へ送られる信書は一応中央郵便局に集められた上、その一部は防諜班へ送られ、開

封の上内容を写真撮影した後、二時間後に中央郵便局へ返送した。外国公館等のスタッ

フが長途汽車旅行等をする時は列車の小荷物室で手早く手荷物を検査する作業などを行っ

た。私設無線局の探査に当っては方向探知機を利用したがその当時は未だ器具の性能が

よくなくて、十分な成果は残念ながらあげられなかった３４。

また当時警務連絡班員であった曽田嶺一憲兵大佐の戦後聴取録によれば、警務連絡班は

自隊防諜態勢の整備には貢献したが、積極防諜にまでは手が回せなかったとし、日中戦争

に対処するためには専任防諜機関の設置は遅すぎたと回想している。また憲兵との協力も

不十分で、海軍との連絡もうまくいかなかったようである３５。

３２「曽田嶺一憲兵大佐回想」及び「曽田嶺一（元憲兵大佐）手記」『防諜ニ関スル回想聴取録 陸軍少
将久保宗治外』（昭和３６年）防衛研究所史料室所蔵。

３３ 中野校友会『陸軍中野学校』１２８～１３０頁。
３４『黄河、揚子江、珠江－中国勤務の思い出』（１９８０年、非売品）２６２～２６３頁。宇都宮氏は、この中で
警務連絡班のことを防諜班と呼称している。しかし、前記『陸軍中野学校』や防衛研究所史料室が所
蔵する「防諜ニ関スル回想聴取録」では、警務連絡班と呼称していることから、本稿においては警務
連絡班と呼称することに統一した。なお宇都宮氏は、警務連絡（防諜）班長に１９３７年（昭和１２）年１２
月から１９３９（昭和１４）年３月まで在職している。

３５「曽田嶺一（元憲兵大佐）手記」。
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１９４０（昭和１５）年８月、警務連絡班は組織を拡充し、将官を長とする陸軍大臣直轄の軍

事資料部に改編された３６。その後軍事資料部は調査部と統合し３７、年間の機密費要求額は

１００万円（現在の貨幣価値で約８億円）に達した３８。
しずいち

軍事資料部発足の当初は、憲兵司令官が軍事資料部の本部長を兼務し、田中静壱中将３９、

次いで豊嶋房太郎中将４０が就いたが、１９４３（昭和１８）年にはこの兼務職が解かれている。そ
み くになおとみ りゅうぞう

の後の軍事資料部の本部長には、調査部長の三国直福少将４１、次いで桜井鐐三少将４２、上田
まさ お とごうきたる

昌雄少将４３が就き、最後の部長は都甲徠少将４４であった。軍事資料部の本部長は陸軍大臣に

直属し、また兵務局長や軍務局長、憲兵司令官と協力関係にあった４５。

軍事資料部の本部（総務課と資料課、移動偵諜課（班）、資材研究課（班）で編成）４６は

東京に置かれ、大阪、神戸、下関、長崎などの主要都市に地方機関（本部と科学偵諜班、

偵諜工作班で編成）４７が、信越地区（軽井沢）と南鮮地区（釜山）に臨時分派機関が配置さ

れた。また戦局の進展に伴い、北支、中支、仏印、比島にも、各所在軍司令官に直属する

防諜専任機関が新設され、これに必要な基幹人員と機材は、軍事資料部から分派され、内

外地防諜業務に関して連絡を密にしていたとされる４８。

３６「曽田嶺一（元憲兵大佐）手記」中野校友会『陸軍中野学校』１３０頁。なお曽田氏は陸士３６期で、警
務連絡班時代以来終戦まで、陸軍省防諜機関に勤務するとともに、中野学校の防諜教官も担任してい
る。

３７「久保宗治陸軍少将回想」『防諜ニ関スル回想聴取録 陸軍少将久保宗治外』防衛研究所史料室所蔵。
３８「大森三彦大佐口述」『防諜ニ関スル回想聴取録 陸軍少将久保宗治外』防衛研究所史料室所蔵、小
谷『日本陸軍のインテリジェンス』７６頁。

３９ 陸士１９期、歩兵、のち大将。第２８代憲兵司令官（１９４０．９～４１．１０）、東部軍司令官、第１４軍司令官、
陸大校長兼軍事参議官、第１２方面軍司令官兼東部軍管区司令官などを経て終戦、終戦時自決。

４０ 陸士２２期、第２７代憲兵司令官（１９４０．８～４０．９）。
４１ 陸士２５期、砲兵。野砲第２２連隊長、第１５師団参謀長、南京特務機関長、兵務局付・調査部付（１９４０．５
～４１．６）、陸軍省調査部長（１９４１．６～４３．３）、第２１師団長などを経て終戦。

４２ 陸士３０期、歩兵。中支那派遣軍参謀、第１１軍参謀（情報）、ハイラル特務機関長、兵務局付・調査
部付（１９４１．５～４３．３）、陸軍省調査部長（１９４３．３～４５．４）、第１方面軍参謀長などを経て終戦。

４３ 陸士３１期、歩兵。関東軍参謀、駐波武官、兵務局付（中野学校幹事）、兵務局防衛課長、兵務局付
（調査部長）（１９４５．１～４５．７）、大本営報道部長などを経て終戦。
４４ 陸士３３期、歩兵。参本支那班長兼陸大教官、参本支那課長、支那派遣軍第２課長、陸軍省調査部長
（１９４５．７～４５．９）などを経て終戦。
４５「曽田嶺一憲兵隊大佐回想」、「曽田嶺一（元憲兵大佐）手記」、中野校友会『陸軍中野学校』１３０頁。
４６ 資料課は、文書諜報を兼ね各課（班）からの情報資料を審査検討して防諜資料全般の整備に当った。
移動偵諜課（班）は、国内全域を随時移動して連続偵諜（尾行）業務を担任した。また資材研究課（班）
は、防諜業務に必要な実用的科学資材の研究、考案、整備に当った。なお曽田は、本部において移動
偵諜、資材研究を担当した部署について、課と班の両方を記述しているので、本文及び脚注の記述も
課と班の両方を併記した（「曽田嶺一憲兵隊大佐回想」）。

４７ 科学偵諜班（若しくは科学班）は、電気通信器材、工学化学器材を使用して偵諜に任じた。また偵
諜工作班（若しくは行動班）は、尾行、張込み、あるいは諜者の使用、投入調査等の手段による偵諜
に当った（「曽田嶺一憲兵隊大佐回想」。

４８「曽田嶺一大佐手記」（昭和３６年）『防諜ニ関スル回想聴取録 陸軍少将久保宗治外』防衛研究所史
料室所蔵。中野校友会『陸軍中野学校』１３０頁。
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軍事資料部の任務は、「諸外国、特に敵性国家から我が国に対する諜報、宣伝、謀略網

を探知するため情報の収集を行い、必要とあらばこれを秘密裡に破摧、撃滅すること」で

あった。主な活動内容は、不法無線の監視（特定地域で実施）や電話の盗聴、物件の奪取

（開錠工作、公館暗号等の取得など）、談話の盗聴（隠しマイクによる盗聴）、郵便物の秘

密開緘などであった。このため軍事資料部は、参謀本部第２部やその隷下の登戸研究所な

どと密接に連絡してその技術成果を活用し、また参謀本部第１８班、のちの陸軍特殊情報部

（暗号解読、通信解析等の通信情報機関）とも緊密に連携して活動したという４９。

軍事資料部の各機関の位置及び業務内容の秘匿は勿論、職員の身分も陸軍省兵務局付ま

たは陸軍省調査部付とされるなど、私生活に至るまで特別の統制が加えられていた。また

職員のうち中堅幹部は、中野学校や憲兵学校卒業者をあて、雇用人は戦傷者を厳選して採

用するなど人事上の考慮も払われていた。職員に警察権は付与されず、調査の結果、行政

上の処置は兵務局又は軍務局に、実力行使を伴う処置は兵務局を通じて憲兵司令部に依頼

された５０。

（２） 憲兵隊

防諜に係る法執行を担当する実力行使機関が憲兵隊であった。憲兵隊は、陸軍中野学校

とともに登戸研究所とも密接な関係にあり、登戸研究所製の科学偵諜器材を使用して防諜

や各種取締りを行っていた。

憲兵の任務は、憲兵令第１条に規定されるごとく「陸軍大臣の管轄に属し、主として軍

事警察を掌り、兼て行政警察、司法警察を掌る」ものであり、警察権が付与されていた５１。

そして、憲兵がその職務を遂行する場合は、軍事警察に係るものは陸軍大臣及び海軍大臣

の指揮を、行政警察に係るものは内務大臣の指揮を、司法警察に係るものは司法大臣の指

揮を受けた（憲兵令第２条）。

つまり憲兵は、陸軍大臣の指揮下にあるが、職務の遂行にあたっては、その内容によっ

て陸軍大臣や海軍大臣、あるいは内務大臣や司法大臣の指揮を受けることになっていた。

特に行政警察権や司法警察権の行使にあたっては、内務大臣や司法大臣または地方長官及

びこれに準ずるものの要請があって、初めて介入することを通例としていた５２。また海軍

４９ 中野校友会『陸軍中野学校』１３０頁。
５０「曽田嶺一（元陸軍大佐）手記」『防諜ニ関スル回想聴取録 陸軍少将久保宗治外』防衛研究所史料
室所蔵。

５１「憲兵令」『陸軍成規類聚』（第一巻第二類 官制・第二款 軍隊）防衛研究所史料室所蔵。
５２ 全国憲友会連合会編纂委員会編『日本憲兵正史』（研文書院、１９７６年）２６、３１頁。
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には憲兵がなかったので、陸軍の憲兵が海軍の軍事警察を掌っていた５３。

さて憲兵は、その所在地によって内地憲兵と外地憲兵に区分された。内地憲兵、すなわ

ち国内の憲兵はすべて陸軍大臣の管轄下にあり、勅令による憲兵令に服したことから勅令

憲兵とも呼ばれた。一方、国外の作戦地域に派遣された外地憲兵は、派遣軍司令官の指揮

下にあって、軍令による野戦憲兵隊勤務令に服したことから軍令憲兵とも呼ばれた５４。

憲兵隊の兵力は、１９４５（昭和２０）年時点で、内地憲兵が１１，６８５名（朝鮮、台湾を含む）、

外地憲兵が２２，２００名であり、外地憲兵が内地憲兵の約２倍の勢力であった。そして、終戦

時における外地憲兵は、満州から中国大陸、そしてビルマと、広範囲に亘る地域に派遣さ

れていた５５。内地憲兵も外地憲兵も軍機の保護に任じていた点では同じであるが、外地憲

兵は作戦群の特性によってその組織等が異なることから、以下本稿では内地憲兵を主体と

して記述する。

さて内地憲兵の終戦時の配置であるが、憲兵司令部は東京に置かれ、その隷下に北部（札

幌）、東北（仙台）、東部（東京）、東海（名古屋）、中部（大阪）、中国（広島）、四国（善

通寺）、西部（福岡）、朝鮮（京城）、台湾（台北）の１０個憲兵隊司令部があった５６。そして

本土に２４個憲兵隊、朝鮮に１２個憲兵隊、台湾に２個憲兵隊が配置された５７。

東京の憲兵司令部は、総務課と警務課、外事課、特務課、経理課から成っていたが、こ

のうち外事課が軍機保護や外事警察並びにこれ以外の防諜に関する事項などを所掌してい

た５８。そして内地憲兵の本来任務は、軍事に関係した犯罪の摘発や要塞要港などに対する

危害の警防（危険や災害を警戒して防ぐこと）などであった５９。

ところが１９３１（昭和６）年の満州事変以降、外国人の日本への渡来数が急増したこと、

あるいは外国人による要塞地帯法違反件数が増加したことなどから、陸軍において防諜の

５３ 大谷敬二郎『昭和憲兵史』（みすず書房、１９６６年）３頁。
５４ 全国憲友会連合会編纂委員会『日本憲兵正史』２７頁。大谷『昭和憲兵史』１頁。
５５ 大谷『昭和憲兵史』５７８～５７９頁。
５６「憲兵令」（勅令第百六十二號、昭和二十年三月三十日）『昭和年間 法令全書（第１９巻‐２）』（原書
房、２００６年）。

５７ 田村中佐「憲兵歴史」『憲兵に関する報告書』防衛研究所史料室所蔵。
５８「憲兵服務規程」（陸達第二十二号、昭和二十年三月三十日）全国憲友会連合会編纂委員会編『日本
憲兵正史』１３３５頁。

５９ 全国憲友会連合会編纂委員会『日本憲兵正史』３２頁。
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必要性が叫ばれるようになった６０。そして１９３２（昭和７）年１０月１日、陸軍次官から関係

部隊へ通牒された「諜報防止に関する件」で、防諜の目的は「外国の諜報に対し、国家特

に軍の機秘密を防護すると共に、其の企図を諜知し、我国策乃至作戦の遂行に資」するこ

とにあるとし、その実施機関は憲兵であり、「憲兵司令官は本要領に基き之が計画実施に

任ず」とされた６１。ここにおいて防諜は、憲兵の重要な任務となったのである。

また１９３８（昭和１３）年９月６日、憲兵司令部警務部長から内地憲兵隊に通牒された「内

地憲兵の防諜業務に関する件」では、「内地憲兵の防諜業務指導方針」が示されている。そ

こには、憲兵は「軍事に関し防諜を自主的に実施」することとされ、東京、横浜、大阪な

どの主要都市部において「軍事防諜上要注意人物（国籍不問）の動静を逐次個別的に偵諜

し特に其の連絡系統を究明」することが命ぜられている６２。

このような憲兵隊の防諜活動について、大谷敬二郎『昭和憲兵史』には、次のように記

述されている。

陸軍省に秘密防諜機関（警務連絡班あるいは軍事資料部のこと：筆者注）が設置され、

また、その後参謀本部にも対外宣伝謀略組織（参謀本部第２部第８課のこと：筆者注）

が秘設されるようになると、憲兵の防諜警察の方向も、時に秘密工作を行うことがあっ

た積極的な防諜よりも、警察力をもってする相手側防諜組織の破壊に向っていたし、何

よりも戦局の要請は、対諜報防衛といった消極防諜に、より多くの力をそそぐことになっ

た。（中略）

軍事防諜は憲兵の防諜上の領域であったが、それは専ら軍人、軍隊を対象として行わ

れるだけでなく、軍の秘密を保護することにあった。ことに、戦争ともなれば、軍事上

６０ 憲兵司令部編『日本憲兵昭和史』によれば、「満州事変に引続き上海事変起り、関門、佐世保、長
崎方面は軍隊、軍需品の輸送、戦死者遺骨、戦傷者の運搬、避難民の帰来等交通運輸の要衝となり、
特に此の地方は要塞地帯を控え、軍港を擁し剰へ同地方には中国人一万四千人、外国人三百五十名其
他要視察人多数居住し、外国諜報網の一拠点として利用せられある情勢に鑑み、地方官憲其他交通々
信機関との連絡協調に依り、言論出版物の取締、居留外人の視察警戒等を周密にし用兵作戦上の機秘
密の漏洩防止、要塞地帯軍港の保護、外事諜報網の探知に関しては憲兵の最も努力したる処」と記述
されている（憲兵司令部編『復刻 日本憲兵昭和史』（巌南堂書店、１９７０年）８１～８２頁）。また１９３６（昭
和１１）年に偕行社記事として掲載された「軍機保護と軍人の言動」には、「外国人の本邦渡来数が近
年急激に増加しつつある」として昭和５年から１０年までの各年毎の渡来者概数を示すとともに、外国
人の要塞地帯法違反件数が「昭和七年以来、年々倍数の増率を示して居る」と指摘し、「国軍の秘密
保護に関しては、今尚幾多の欠陥あり、非常な危険に暴露されて居ると確信する」と危機感を募らせ
ている（陸軍憲兵少佐長濱彰「軍機保護と軍人の言動」『偕行社特報』（昭和十一年七月、第十三號）
防衛研究所史料室所蔵）。

６１「諜報防止ニ関スル件」（昭和七年十月一日、陸密三八一陸軍次官）『秘 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。

６２「内地憲兵ノ防諜業務ニ關スル件」（昭和十二年九月六日、憲高七一五、憲司警務部長）『秘 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。
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の秘密はもとより広く国家機密も、きびしく防護されなければならなかった。これがた

め、憲兵は、街の小さいささやきにも耳を働かせていたし、紙屑拾いになって、バタヤ

の仕切り場に出入りしたり、古本屋の店頭に要注意図書を漁ったりすることもあった６３。

前年に勃発した日中戦争が逐次拡大化の傾向を見せる中、実力行使機関としての憲兵は、

軍事防諜から一般防諜にその範囲を拡大して、防諜上の取締りや指導に任ずることになっ

たのである。特に１９４１（昭和１６）年に国防保安法が制定・公布されると、憲兵の指導、取

締りの対象も著しく拡大された。

３ 陸海軍の防諜教育について

（１） 陸軍の防諜教育

ア 防諜教育に対する陸軍の考え方

１９３８（昭和１３）年９月９日、陸軍省から関係陸軍部隊へ配布された「防諜の参考」とい

う史料によれば、防諜の目的達成のためには、大別して二つの手段があるとしている。そ

の一つは「諜報並びに有害行為に対し自らを守る消極的手段」であり、他の一つは「進ん

で是等諜報或いは有害行為に対する究明、弾圧、破摧等の攻勢的なる積極的手段」である

と規定している。そして、一般の軍隊や官衙、学校、軍工場等の防諜に於いて採るべき手

段は、前者の消極的手段であって、後者の積極的手段は自ら実施すべきものではないとし

た。そして、後者の積極的手段を用いるのは、主として憲兵などの防諜を業務とする組織

であると明確に区分している。

したがって、一般部隊や官衙、軍の各種学校（防諜を業務とする組織を教育する学校を

除く）、軍工場等における防諜教育は、「諜報並びに有害行為に対し自らを守る消極的手段」

に係る教育が行われ、「秘密保持に関する厳格なる観念を養成する」ことに教育の主眼が

置かれていた６４。

イ 学校における教育

陸軍大学、陸軍士官学校等の教育課目の中には、防諜という課目は見当たらない。但し、

各学校の修学目的に併せて、将校あるいは幕僚の心得に関する参考資料の中に、防諜に関

６３ 大谷『昭和憲兵史』３７７～３７９頁。
６４「防諜ノ参考」（陸密第一二四六號、昭和十三年九月九日）防衛研究所史料室所蔵。
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係ある事項が記されていた。これらのことから陸軍の学校における防諜教育は、防諜とい

う教育課目としてではなく、参謀及び将校としての服務上の着意事項の一つとして教育さ

れていたとみられる。

例えば陸軍大学校では、１９４３（昭和１８）年１０月に、参謀要員修学資料として「幕僚の心

得」を作成している。これは、在学間における幕僚の資質を涵養するための学生教育の補

足資料として、あるいは卒業後新たに参謀職に就く予定の学生の参考資料として作成され

たものである。この資料には、「幕僚の本質」や「幕僚は如何にあるべきか」、「服務一般

の心得」などとともに、「執務上特に注意すべき事項」として、防諜に係る事項が記述さ

れている。すなわち、機秘密保持のためには、これに関与する者の「防諜観念を高めるこ

とが根本である」とし、参謀自らその言動を慎み、職務上特に必要な事項以外は口外を戒

め、かつ防諜のため万全の処置とこれに関与する者に対する指導監督を厳重にしなければ

ならないとして、具体的着意事項が記述されている６５。

同じく１９４３（昭和１８）年１２月２１日に作成された「司令部戦場勤務の参考」という資料の

中にも、司令部内特に指揮官室、参謀室等への出入者に対する厳重な監視と制限を行うこ

と、あるいは命令はその重要度に応じて秘密区分を明確にするとともに、重要な命令の筆

記は将校自らがこれに当り、その印刷は将校監視下において行うことなどが記されている６６。

いずれの資料も幕僚勤務の参考として、秘密漏洩防止の観点から着意すべき事項が記述

されていた。そして部隊においては、防諜に関する着意が不十分であるから、参謀の監視

監督は一層重要であるとも指摘していた。

他方陸軍士官学校においては、１９３９（昭和１４）年５月に『服務提要』を作成している。

これは、「軍隊服務に関する徳操の涵養に資し、且つ初級士官として実務を執るに必要な

る条規の精神並びに其の服務の要領」を示すもので、将来実務に就いた時に修練研鑽する

ための基礎となるべき事項を、全１７編に亘って記述したものである。

そのうち防諜ついては、第１０編と第１１編に「陸軍機秘密書類取扱の心得」と「公文書規

則の摘要」が載せられている。特に「陸軍機秘密書類取扱の心得」では、機秘密書類の取

扱い規則を遵守して、保管者のみならず将校の義務として留意すべきことが強調されてい

る。また機秘密書類の紛失、漏洩等があった場合は、速やかに報告するとともに憲兵等に

連絡し、迅速適切な措置を講ずることが重要であると指摘している。そして「公文書規則

の摘要」では、「秘密を要する文書の封筒には表面左側に『秘』『人事秘密』と記載」、「軍

６５ 大本営陸軍部「参謀要員修学資料 幕僚ノ心得（陸大作成）」防衛研究所史料室所蔵。
６６「司令部戦場勤務ノ参考」（昭和十八年十二月二十一日）『陸大研究部「幕僚の心得」』（昭和十八年）
防衛研究所史料室所蔵。
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事機密に係わる文書、考科表、抜擢名簿、候補名簿、技量成績書は二重封とし内封に「軍

事機密『考科表』等と記」すことなどが記載されている６７。

いずれにしても陸軍士官学校における防諜教育は、『服務提要』の内表紙に記載されて

いるように、防諜に係る留意事項を「将校服務の要議」として修得することが期待されて

いた。

ウ 一般部隊における教育

一般部隊における防諜教育は、防諜の基礎観念を深刻に与えることを目的として、入営

当初より計画的かつ常続的に行われていた。そして、防諜の重要性や業務に直接関係ある

事項、あるいは秘密漏洩の事例や防諜関係法規に関し、ポスター、映画等を併用しつつ各

種機会を活用して教育するとともに、幹部特に将校においては、率先垂範これを部下に感

化指導することが強調されていた６８。

また各兵士に対しては、大本営陸軍部が作成した「従軍兵士の心得」（第一号、第三号）

などに基づき、防諜教育の徹底が図られた６９。そしてこれら「従軍兵士の心得」は、後の

「軍機を守るに細心なれ。諜者は常に身辺に在り」７０とする「戦陣訓」（本訓其の三、第一「戦

時の戒め」）の注解にも転記されている７１。

また１９４３（昭和１８）年８月、９年ぶりに改正された「軍隊内務令」では、第９章「秘密

の保持」（第２０６条から第２１９条）を新設し、内務上実施すべき事項を明確にしている７２。す

なわち秘密保持の責任者を明示し、秘密図書文書の格納、披見、掲示、回覧、営外持出し

の規定、紙屑反古の処理、言動を慎むべきこと、秘密室の防諜処置、外来人の取締、物資

調達時の防諜、防諜事故発生時の処置等を定めている。また陸軍機（秘）密書類取扱規則、

陸軍兵器機（秘）密取扱規定等を遵守するほか、連隊長は部隊の実情に即応する如く防諜

に関する規定を作り、かつ必要な措置を講ずることなどが規定された。また起居容儀に書

信言動を慎むこと、営内に於ける撮影模写の制限、公用証、外出証等の通称号使用、標札

の注記等に於ける防諜着意、内務衛兵の防諜巡察などが増補されている７３。

６７「昭和十四年 服務提要」防衛研究所史料室所蔵。
６８「防諜ノ参考」（陸密第一二四六號、昭和十三年九月九日）防衛研究所史料室所蔵。
６９「従軍兵士の心得 第一號」（大本営陸軍部、昭和十三年八月）、「従軍兵士の心得 第三號（陣中勤
務）」（大本営陸軍部、昭和十四年三月）防衛研究所史料室所蔵。

７０「戦陣訓」（陸訓第一号、昭和十六年一月八日）防衛研究所史料室所蔵。
７１ 陸軍大佐佐々木一雄『戦陣訓解 附従軍兵士の心得』（武揚堂、１９４１年３月２５日）１０７～１１３頁。
７２「軍隊内務令制定理由書」（昭和１８年８月）防衛研究所史料室所蔵。陸軍省兵務課「軍隊内務令制定
理由の要旨」（『偕行社記事』第８２９号、昭和１８年１０月号）。

７３「軍隊内務令」（軍令陸第十六號、昭和十八年八月十一日）防衛研究所史料室所蔵。
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また防諜に関して必要な事項は、その都度通牒類をもって指示された。例えば１９３７（昭

和１２）年１０月１９日に陸軍省副官名で通知された「出征部隊の歓送迎に関する件」では、軍

需品輸送列車（船舶）の出発、通過、到着時刻あるいは出征部隊移動の時刻、所在等の内

報を禁止するなど、防諜上の理由から種々の禁止事項が示された７４。また１９３８（昭和１３）年

２月１９日に陸軍省兵務課から通知された「帰還部隊の軍紀風紀及防諜上の指導取締に関す

る件」では、派遣将兵の言動及び通信、傷病帰還者の言動等には軍の兵力、部隊号、企図

行動等を推測させまたは暴露する恐れがあるなど、軍機保護上注意を要する者が少なくな

いことから、それら取締りを厳重に行うことなどが指示されていた７５。

しかし、このような教育や施策にも関わらず、１９３９（昭和１４）年１２月から１９４０（昭和１５）年

１２月の１年間の陸軍の秘密書類の事故件数は１６９件（内地２０件、外地１４９件）で７６、前年の

事故件数９２件（１９３９年１月～１０月）よりも遥かに多かった７７。そして１９４２（昭和１７）年の

調査（１９４２年１月～同年１２月）では、それを上回る１８３件（内地２７件、外地１５６件）もの陸

軍秘密書類の事故が発生している７８。

また、北支那方面軍の教程「情報勤務の参考」（昭和１８年７月、甲集団参謀部）に、次

のような記述がある。

機密書類取扱上の粗漏に基く欠陥特に機密文書の印刷授受、反古紙の後始末焼却法等

細心に亘り注意を要するもの多し、宜しく軍自ら自体防諜の徹底を期する７９。

事故件数のほとんどが外地であったとはいえ、当時の陸軍の度重なる指導にも関わらず、

陸軍部内においては機密文書の取扱いが不十分であったことが伺われる。

また１９４１（昭和１６）年６月５日、陸軍次官から一般部隊へ通知された「陸軍秘密書類取

扱上の注意に関する件陸軍一般へ通牒」（陸密第１５４１号）にも、「一般国民防諜の飛躍的向

上の実績に照合し、軍防諜の発達遅々たるものあるを感ずるは極めて遺憾」であると記述

７４「出征軍隊ノ歓送迎ニ関スル件」（陸密第一二二三號、昭和十二年十月十九日）防衛研究所史料室所蔵。
７５「帰還部隊ノ軍紀風紀及防諜上ノ指導取締ニ関スル件」（陸密第一五四號、昭和十三年二月十九日）防
衛研究所史料室所蔵。

７６「陸軍秘密書類取扱上ノ注意ニ関スル件陸軍一般へ通牒」（陸密第一五四一號、昭和十六年六月五日）
防衛研究所史料室所蔵。

７７「陸軍秘密書類取扱上ノ注意ニ関スル件」（陸密第二二九六號、昭和十四年十二月二十二日）防衛研
究所史料室所蔵。

７８「陸軍秘密書類事故ニ関スル原因調査送付ノ件陸軍一般へ通牒」（陸密第二一〇三號、昭和十八年六
月二十四日）防衛研究所史料室所蔵。

７９「情報勤務ノ参考」（昭和十八年七月、甲集団参謀）３５頁、防衛研究所史料室所蔵。
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されている８０。事実、国民に対する防諜教育は、１９３６（昭和１１）年頃から日本各地で防諜

懇談会、座談会の開催及びポスター、標語の募集等の活動が始まっていた８１。また官民共

同あるいは民間の防諜団体が日本各地で結成され、防諜映画の上映、ビラの配布、防諜展

覧会、防諜講演会の開催等活発な活動が展開されていた８２。さらには阪神地区や北九州地

区における対謀略防衛研究演習も官民共同で実施するなど８３、国民に対する防諜教育はか

なり積極的に行われていた。

これに対して一般部隊に対する防諜教育は、「防諜の参考」を８冊配布するのみであっ

たと、元陸軍省防衛課の大森三彦大佐は回想している８４。各級指揮官の担任とされた防諜

教育は、それだけでは十分な教育効果を上げることができなかったのである。

エ 憲兵隊における教育

憲兵学校における教育は、行政警察、司法警察、思想警察、憲法、行政諸法、民法、刑

法、刑事訴訟法、軍刑法、軍法会議法、経済学、社会学、犯罪心理学、軍政学、憲兵隊経

理の教育科目の他に、剣術、馬術、柔術等の術科が士官、下士官の教育期間に応じて実施

されていた。ところが日中戦争後、防諜に関する業務が憲兵隊の重要な対象となったこと

から、憲兵学校においても防諜教育が重視されることになった。防諜は秘密戦の一つとさ

れ、敵の秘密戦攻撃特に偵察や一部謀略に対する消極的防御が防諜教育の内容とされた。

また開戦後は、科学的諜報に関する教育も相当行われていた８５。

では憲兵学校以外では、どのような防諜教育が行われていたのか。以下現存する教習隊

の教程から抜粋する。

まず中支那派遣憲兵隊教習隊の教程「軍事警察勤務教程」には、戦地憲兵の軍機保護に

関して、作戦要務令第２８０条の「軍機の保護、間諜の検索、敵の宣伝及謀略の警防、治安

上必要なる情報の収集、通信及言論機関の検閲・取締」を揚げ、また中支那派遣憲兵隊服

務教程の第１３条に「憲兵は軍機の漏洩防止、及敵側諜報の偵知、破壊防遏に努め、其他軍

に有害不利なる影響を及ぼす事象の警防取締に任ずべし」と定めていることから、憲兵の

８０「陸軍秘密書類取扱上ノ注意ニ関スル件陸軍一般へ通牒」（陸密第一五四一號、昭和十六年六月五日）
防衛研究所史料室所蔵。

８１ 内務省警保局編『外事警察概況第３巻』（滝渓書舎、１９８０年）４３１～４３６頁。
８２ 内務省警保局編『外事警察概況第４巻』（滝渓書舎、１９８０年）２７１～２８０頁。
８３「大森三彦大佐回想」（昭和３５年）『防諜ニ関スル回想聴取録 陸軍少将久保宗治外』防衛研究所史
料室所蔵。

８４「大森三彦大佐回想」。
８５ 岡村中佐「憲兵教育史」（昭和二十一年三月二十日より同二十三日まで）『憲兵に関する報告書』防
衛研究所史料室所蔵。
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軍事警察的任務の重点は、軍機保護にあることを明確にしている。そして軍隊内の防諜は、

本来部隊長の責任であるが、憲兵は警察予防の見地から積極的に部隊長の措置に協力し、

これを補佐することの必要性が述べられている８６。

軍隊内の防諜、特に自体防諜については、支那駐屯憲兵隊教習隊「昭和１６年度 一般実

務教程草案」や中支那派遣憲兵隊教習隊「昭和１８年 憲兵服務教程」において、「防諜目

的達成の為には各個人の防諜に関する旺盛なる注意と幹部の適切なる監督指導」が重要で

あって、「不用意の間軍の機密を暴露し又は宣伝謀略に乗ぜらるるが如きこと断じてある

べからず」として、機秘密書類の保管取締、郵便物の取締、間諜に対する注意、雇用人の

監督などについて教育している８７

また支那駐屯憲兵隊教習隊の「外事防諜実務教案」の第２編「防諜実務」では、北支に

おける外国諜報機関の諜報活動、間諜、宣伝・謀略などとともに、防諜資料の収集要領（防

諜連絡網の構成、諜者の使用、通信検閲、電話談話の窃話など）、秘密諜報に対する取締、

謀略の防衛及び検挙方法、間諜容疑者の査察・内偵・発見及び検挙（視察、敵間諜発見の

ための方法手段、検挙に関する一般的着眼、捜査の実行、変装・扮装）などが教育されて

いる８８。

その他、中支那派遣軍憲兵司令部は、南京の司令部において、科学防諜特別教育として

陸軍科学研究所より講師（技師、技手、雇員各１名）の派遣を受け、各隊本部特高課長又

は付将校及び主要地の分隊長又は防諜主任准士官又は曹長４０名に対して、中支那憲兵の「科

学防諜に関する智能を涵養普及し防諜実績の向上を図る」ことを目的とした教育を約４日

間の日程で行っている８９。その主要課目には、①信書の開披及び還元法（各種器材の種類

と用法、特殊封筒封蝋等の開披、還元）、②秘密通信法及び発見検出法（秘密「インキ」の

種類、用途顕出法、光線型等による通信及び発見）、③盗写、複写（器材の種類、用法）、

④窃話、盗聴（談話の窃聴方法、器材、施設、電話の盗聴方法、器材、施設）、⑤秘密無

線「ラジオ」の探知法、⑥謀略（放火、殺人、破壊等）用科学薬品、器材等があった９０。

前記教育は、他の派遣軍憲兵司令部等でも行われていたようである９１。

このように憲兵に対する防諜教育は、憲兵学校でも行われていたが、各憲兵隊の業務上

８６「軍事警察勤務教程」（昭和十八年七月一日、中支那派遣憲兵隊教習隊）『続・現代史資料〈６〉』（み
すず書房、２００４年）４５５～４５６頁。

８７ 支那駐屯憲兵隊教習隊「昭和十六年度 一般実務教程草案」防衛研究所史料室所蔵、中支那派遣憲
兵隊教習隊「昭和十八年 憲兵服務教程」防衛研究所史料室所蔵。

８８ 支那駐屯憲兵隊教習隊「昭和十六年度 外事防諜実務教案」防衛研究所史料室所蔵。
８９「科学防諜教育ノ為講師派遣方ノ件照会」（中支憲高三第一二五三號、昭和十四年十二月二十九日）
（昭和十五年『陸支密大日記第五号２／３』防衛研究所史料室所蔵）。
９０ 同上。
９１ 伴繁雄『陸軍登戸研究所の真実』（芙蓉書房、２００１年）１６６～１６７頁。
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の特性に応じて現地の憲兵教習所でも実施されていた９２。

（２） 海軍の防諜教育

ア 防諜教育に対する海軍の考え方

海軍の防諜教育に対する考え方を示す史料は確認することができなかった。しかし、後

述する学校及び一般部隊における教育内容を見る限り、陸軍と同様に服務教育の一環とし

て防諜教育が実施されていたと考えられる。また海軍の秘密保護の考え方は、艦艇を中心

としたものであり、艦長に秘密保護の責任と強い権限が与えられていた。このことから、

兵士に対する教育は、各級指揮官が艦艇毎に必要の都度行っていたと考えられる９３。

イ 学校における教育

海軍の学校教育の中で、防諜という教育課目は見当たらなかった。しかし１９２９（昭和４）

年８月、海軍大学校において軍令部の伊藤中佐が、「諜報手段と其の防衛法」９４という題目

で講演を行っている。講演内容には、①間諜に依る諜報手段、②間諜に対する防衛法、③

無線傍受に依る諜報手段、④無線傍受に対する防衛法、⑤将来の諜報手段、⑥欧州大戦に

於ける諜報戦の６項目が含まれていた。これらのことから、第１次世界大戦で明らかになっ

た欧米各国の諜報機関の動向とその影響について、当時の軍令部が強い関心を持っていた

ことが理解できるとともに、海軍大学校としても、教育課目外ではあるが、将来の海軍の

中核要員となる学生に対して、この種教育を実施する必要性を認めていたものと考えられる。

また海軍の兵器には、その性能等が軍機に指定されたものが数多く存在していたことか

ら、軍機兵器の教育にあたっては、１９０８（明治４１）年に制定された「軍機兵器取扱規則」

に基づき、すべて口述で行い、一切の筆記を禁止することが規定されていた９５。また、学

校教育において取り扱うべき兵器も、「海軍各学校に於て教授すべき軍機兵器の種類及其

の程度」（内令第１５３号）に基づき指定されていた９６。例えば海軍大学校においては、甲種

９２ 岡村中佐「憲兵に関する報告書」（昭和２１年３月）防衛研究所史料室所蔵。
９３ １９１９（大正８）年に制定された「艦船職員服務規程」は、艦長の秘密保護に関する監督責任を明ら
かにするとともに、軍機保護目的に限定した陸上等との交通及び私信の発送の禁止の権限を付与した
ほか、「艦長は其の艦遭難に際し（中略）重要な書類物件等を保護して最後に退艦すべし殊に機密書
類及軍機兵器の類は主管者に其の処分を命じ又は自ら之を保護し已むを得ざるときは適宜他見を防止
すべき処置を施すべし此の場合には直に之を海軍大臣及所属長官に報告すべし」と非常時の軍機関連
図書等の破棄手続きとその責任を明示していることから明らかである。

９４『昭和四年八月 諜報手段ト其ノ防衛法 軍令部伊藤中佐』防衛研究所史料室所蔵
９５「軍機兵器取扱規則」（内令第１０９号。明治４１年６月６日）『明治百年史叢書 海軍制度沿革海軍省編

巻十一（２）』（原書房、昭和４７年）
９６「海軍各學校ニ於テ教授スヘキ軍機兵器ノ種類及其ノ程度」（内令第一五三号。明治四十一年八月二
十四日）
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学生９７に対しては軍機兵器の全てが教育されたが、海軍兵学校においては指定された軍機

兵器のうちの一部の兵器の性能の概要及び取扱法のみが教育された。また砲術学校・水雷

学校等においてもその所掌する軍機兵器の一部のみが教育されるなど、対象とする学生に

応じて教育すべき軍機兵器の種類、内容が指定されていた。

上記内令第１５３号は、１９１５（大正４）年及び１９２０（大正９）年にそれぞれ改正されてい

るが、その趣旨が大きく変わることはなかった。

ウ 一般部隊における教育

次に一般部隊における防諜教育であるが、新兵の教育で使用された「新兵教育用参考書

（班長執務参考）」の中には、「軍機保護法の説明を行うと共に軍事上の機密保持の重要性

を知らしむ」ことが記述されている。そして、「信書、面会人等に漏洩せしめざる様注意

す」、「上陸外出等公衆の耳のある所にて声高に友人と機密事項を話し又は見知らぬ人の話

に乗ぜられて機密事項を漏洩する等の事なからしむ。特に旅行中汽車電車内における言動

は厳に慎しましむ」、また部外者との対談においては、「軍隊の機密保持と軍隊の面目とに

関し常に念頭に置かしむ」と記述されるなど、機密保持についての注意事項を新兵に対す

る躾事項として徹底して教育するよう指示されていた９８。

また、准士官学生が勤務するうえでの総括的な準拠となる「准士官学生参考書 一般勤

務参考、公文書取扱法、兵備品取扱法、造修手続、保存整備、帝国海軍制度組織」には、

かなり詳細にわたって秘密保全に関わる解説や取扱要領が記述されていた９９。

しかし、このような教育にもかかわらず、海軍においては、ガダルカナル島における

１９４３（昭和１８）年１月２９日の伊１号潜水艦の擱座事故に際しての暗号書未処分事案、同じ

く４３年の青島へ輸送中の暗号書無断開函事案、トラックからラバウルへの輸送機からの暗

号書を含む搭載物件の海中投棄事案、サラモア揚陸中の急速潜行による暗号書の流出事案、

大湊への暗号図書貨車輸送中の鍵紛失事案、４４（昭和１９）年５月のビアク島守備隊におけ

る交戦中の暗号書行方不明事案等の暗号に関する事故を起こしている。

またミッドウェー海戦や山本連合艦隊司令長官戦死の海軍甲事件等、日本側の暗号が米

国に解読されたと思われる事案があったにもかかわらず対処が不十分なままであった。さ

９７ 海軍大学の甲種学生は、海軍兵学校出身の海軍士官であり、海軍大学にはこの他機関科学生、選科
学生等の課程を有していた。

９８「新兵教育用参考書（班長執務参考）」（海軍省教導第一一八四號、昭和十四年五月二十五日）防衛
研究所史料室所蔵。

９９「准士官学生参考書 一般勤務参考、公文書取扱法、兵備品取扱法、造修手続、保存整備、帝国海
軍制度組織 海軍省教育局」（海軍省教導第一一三八號、昭和十九年六月三十日）防衛研究所史料室
所蔵。
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らに１９４４（昭和１９）年には、連合艦隊参謀長が遭難した際、作戦計画、暗号書等を紛失し

た事案が発生した海軍乙事件も発生している。

元軍令部通信課長が、「暗号書は、開戦初期には交換期限を見越して早目早目に配布し

ていたが、要地の失陥、艦船航空機の喪失に伴う暗号事故の生起又はその懸念などによっ

て、不時に交換を必要とすることが多くなり、広範な作戦区域に散在する部隊、艦船に対

し隈なく配布することが不如意となり、殊に輸送手段の確保が困難になってからはいっそ

うその度が強くなって、通信の機密保持に不安を覚えることもしばしばという状態となっ

ていった」と回想しており１００、海軍における軍機保護についても必ずしも十分とは言えな

かったようである。

おわりに

改正軍機保護法案が審議される前年の１９３６（昭和１１）年７月、『偕行社特報』に陸軍憲

兵少佐長濱彰が投稿した「軍機保護と軍人の行動」という記事がある。このなかで長濱は、

「欧州大戦に参加したとはいえ、東洋に遍在した関係上、列国のごとく閃光相打つ諜報戦

の活舞台に登場する機会に遭遇せず、苦悩な経験を経なかったのと、国民性の然らしむる

ため、極めて放漫怠惰の感がある」と述べているように、日本の情報戦に対する対応は遅

れた１０１。これも日本が第１次世界大戦で本格的な情報戦に参加する機会がなかったことや、

四面環海という日本の地理的優位性からくる国民性などが、その遠因として指摘された。

既述のように、日本の防諜組織が整え始められるのは日中戦争勃発前後のことであった

が、これも「満州事変によって大陸に進出した陸軍部隊が、ソ連の諜報謀略網の真っ只中

に殆ど無警戒の状態で飛び込み、散々にスパイされた苦い経験から生まれた言わば必要に

迫られ後手に回って案出された」ものであったと、元軍事資料部の川村愛三陸軍大佐は指

摘している１０２。

しかしその防諜組織も一元的に統一されることはなく、憲兵と警察、あるいは軍の防諜

機関はバラバラに行動していたという。確かに当時、陸軍省兵務局防衛課や憲兵司令部、

内務省警保局の三者防諜会同が常続的に開催され、軍事防諜や一般防諜に関する指導機関

としての役割を呈しつつあったが、それはあくまでも連絡機関であって、各々の防諜組織

１００ 鮫島素直「元軍令部通信課長の回想―日本海軍通信、電波関係活躍の跡―」防衛研究所史料室所
蔵。

１０１ 陸軍憲兵少佐長濱彰「軍機保護と軍事の行動」『偕行社特報』（昭和十一年七月第十三號）防衛研
究所史料室所蔵。

１０２ 河村愛三回想『陸軍憲兵大佐河村愛三回想録―防諜』防衛研究所史料室所蔵。

研究ノート 陸海軍の防諜

109



に触れることはなかったのである。また、防諜活動における科学技術の導入も不十分で、

科学的偵諜が行われるようになったのは、太平洋戦争開戦以降のことであった１０３。

また陸海軍における防諜教育は、主として現地指揮官による機会教育及び点検等を通じ

て行われていた。従って、その徹底は現場指揮官の秘密保護に対する認識によるところが

大きく、部隊によって教育内容に精粗があったことは容易に推測できる。このこともあっ

て、陸海軍における秘密漏洩あるいは暗号書紛失等の事案は、戦線の拡大あるいは戦況の

悪化に伴い増加していったことは既述のとおりである。さらには、秘密保護責任者が暗号

書紛失等の事案に対してその処理を誤ったが、そのまま何の対策も採らなかったか、ある

いは不問に付したという事例もあった。このことは、秘密保護に対する認識が上級部隊か

ら現場まで必ずしも徹底していなかったことを示している。このように、陸海軍の防諜教

育は、その成果を十分にあげることが出来なかったようである。

（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）

１０３ 大谷『昭和憲兵史』３７９～３８０頁。
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