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１．はじめに
ロンドン海軍軍縮条約締結は統帥権の干犯か否かとの問題を抱えていた昭和 5 年、浜口雄
幸首相は、この問題に関する美濃部達吉の見解を次のように評していた。
「美濃部博士は『軍令部は帷幄の中にあつて陛下の大権に参画するもので、軍令部の意
見はただ参考として重要視すればいゝので、何等の決定権はないものだ』といふ風に非
常に軽く言つてゐたのを、さう露骨に博士のやうに言ひきつてはかへつて感情上からも
あまり面白くないし、陸軍の関係もあることであらうから、たゞ軍部の意見を充分斟酌
したといふ風に言つて、雰囲気を硬化させないやうに努めたい」1。
浜口曰く、
軍部への対決姿勢が鮮明であった美濃部説は政軍関係をこじらせかねなかった。
しかし、早稲田大学教授・中野登美雄による昭和 5 年当時の統帥権論は、美濃部のそれ以
上に、軍部を刺激するものだった。中野のそれは、陸海軍大臣が国務大臣として統帥権の作
用全てに責を負うという、統帥権の独立それ自体を否定する極めて挑発的な理論だった。
まずは簡単に中野の経歴を述べておこう。明治 24 年、北海道で出生。大正 2 年、早稲田
大学大学部政治経済科政治学科入学、同 5 年卒業後、大学院で副島義一・中村進午の下で国
法学・国際法学の研究を始める。同 7 年以降の留学では、アメリカでウィロビー（W. W.
Willoughby）
、
ドイツでアンシュッツ（G. Anschütz）らの下で学ぶ。同 12 年に帰国、
同 15 年、
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教授。昭和期には新体制運動や大政翼賛会に期待を寄せた
（翼賛会では調査委員等を務めた）
。
同 19 年、早稲田大学総長。国法理論に関する研究も少なくないが、雑誌・新聞での戦意昂
揚の為の執筆記事も多い。戦後、公職追放 2。昭和 23 年、逝去。追放解除は彼の死から 4 年
後だった 3。
戦後の学説史研究で中野への言及は少なく、正面から彼を取り上げた論考は僅かである 4。
「統
「多少衒学的でキザ」5 な彼の文体のせいもあろう。ただ、宮沢俊義が昭和 9 年の書評で、
帥権に関する理論的乃至歴史的研究は従来わが国の公法学界においてはきはめて稀であつ
た。著者が周倒かつ綿密な研究によつてわが学界のこの缺陥を補充せられたことは高く評価
せらるべき」6 という好意的コメントを中野の著作に与えていた事もまた事実である。
中野の憲法学説は、満州事変や天皇機関説事件の影響だろうか、昭和 10 年頃を境として
違いが見受けられる。ただ、統帥権を巡る議論がロンドン条約問題によって活発化した昭和
5 年の彼の統帥権論は、日本憲法学において極めてユニークなものであった。即ちそれは、
自明視されていた統帥権の独立否定論であった。後年の大著『統帥権の独立』
（昭和 9 年）
ではその稀有なる否定論が修正されたが、そこでの論もまた、独特なものであった。
本稿では、昭和 5 年の中野の議論を検討し、同 9 年『統帥権の独立』へと目を転ずる。そ
れによって、統帥権の「独立」否定論から肯定論への変説の中に、≪国務と統帥の調和≫と
の目的が一貫して伏在していた事が明らかとなる。本稿は統帥権理論史研究であり、明治憲
法における国務と統帥の関係を考察する手掛かりとなるだろう。

２．昭和 5 年の統帥権論
ロンドン海軍軍縮会議を機に、世上、統帥権問題が大々的に論じられた。それは、国防上
重要な問題である兵力量を実質的に左右する政府の該条約締結は統帥権の干犯であるのかと
の問題であり、即ち 11 条と 12 条の境目を巡る論争であった。政府は、東京帝大教授・美濃
部達吉による援護射撃を受けた。
美濃部説を簡単に整理すると、11 条は統帥機関の権限領域、12 条は政府の権限領域であ
るとし、ロンドン条約で問題となる軍の編制は国務大臣の輔弼を要する事項、即ち 12 条の
範疇とされる。ただし勿論、美濃部は同時代の多くの憲法学者と同様、統帥権の独立を認め
た 7。しかし中野は、美濃部の認める統帥権の独立の「慣行」を認めない。つまり、統帥権
が国法上独立しているというのは認められないとの極論的な議論であった 8。
以下、本項では中野の美濃部批判と独立否定論を追う。その際、それが如実に現れている
資料である①東京日日新聞連載「統帥権の独立と国務大臣の責任（一～七）
」
（昭和 5 年 5 月
3 日～ 11 日）、②第一線同盟編『ロンドン会議・統帥権問題』
（第一線同盟出版部・昭和 5 年）
所収の「憲法学上より観たる統帥権」を検討の素材とする 9。これらは、12 条を統帥機関の
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影響下に置くべきとする者を論敵とし、美濃部を含む既存学説への批判でもあった 10。
では、中野の議論を具体的に見ていこう。彼はまず、
「統帥権に関する憲法上の組織」に
ついて、
「一般憲法史並びに現行列国の法制上」2 種類のものが存在すると言う。ひとつは「狭
義の立憲的統帥組織」であり、もうひとつは「統帥権独立または分立の組織」である。前者
は「国家元首が憲法上与えられた統帥に関する権能を行ふに当つては、
必ず国務大臣の輔弼、
並びに或場合においてはその結果として副署を必要とせしむるもの」であり、後者は「統帥
に関する国家の作用は、国務大臣の権限から一般に除外せられ、元首に直属する帷幄の機関
の補佐のもとに、直接元首によつて行はれ、または元首の命のもとに帷幄の軍事機関によつ
て、主として行はるゝことを認むる組織」である。中野は後者の形態を「統帥に関する憲法
上の変型態」と評し、批判的である 11。
日本は後者の型を採っているとされるが、中野は、そもそもそれは帝国憲法上正しい理解
ではないと言う。
「明治七年に組織の萌芽を発し、十一年の参謀本部条例、さらに十八年の内閣官制及び
憲法発布を経て、引きつゞき今日に至つたわが統帥権の組織は、歴代の軍事当局者は勿
論、歴代の内閣および憲法学者の最大多数の信ずるやうに、決して憲法直接の規定にそ
の法律上の基礎を有するものではなく、むしろ憲法明文の規定に反して発生し、軍事当
局者の確信と、この確信に基づく根底において一貫した、極めて強固、執えうな行動、
ならびにこれを受忍した歴代内閣の方針によつて凝成され、後に既定の事実として憲法
学者によつて、法理論の仮面のもとに、政治論により、或は法学上の特異、固有の理論
によつて合理化され、是正せられ、合法化されるに至つたものに外ならない」12。
どのようにして憲法学者は「法理論の仮面のもとに、政治論により、或は法学上の特異、
固有の理論によつて」
統帥権の独立を認めてきたのか。中野はいくつかの学説を紹介するが、
ここでは美濃部のそれを批判する場面を特に取り上げよう。
まず、中野が「慣行」説と名付ける美濃部の論を確認する。美濃部は、明治 11 年の参謀
本部設置以来、
「一般の政務に関する大権と軍の統帥に関する大権とは、その輔弼の機関を
異にし」てきたと述べ、次のように言う。
「〔明治 22 年制定の〕憲法は敢て此の制度を変革したものと認むべき根拠なく、憲法実
施後にも尚その制度がそのまゝ引続き行はれて居るのであつて、自分は之をわが国法に
於ける『兵制分離主義』と謂はうと思ふ。憲法義解に『今上中興ノ初親征ノ詔ヲ発シ大
権ヲ総攬シ爾来兵制ヲ釐革シ積弊ヲ洗除シ帷幕ノ本部ヲ設ケ自ラ陸海軍ヲ総ヘタマフ而
シテ祖宗ノ耿光遺烈再ヒ其ノ旧ニ復スルコトヲ得タリ本条ハ兵馬ノ統一ハ至尊ノ大権ニ
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シテ専ラ帷幄ノ大令ニ属スルコトヲ示スナリ』と曰つて居るのも、同じ意味を示すもの
で、その『帷幄ノ大令』と曰つて居るのは、之を政府の権能と区別するの趣意である。
但しそれは固より憲法の明文を以て定められたものではなく、唯官制と慣習とに依つて
定まつて居るに過ぎぬのであるから〔……〕
」13。
彼は、他の箇所ではより端的に書く。
「統帥大権ガ其〔＝国務大臣の〕輔弼ノ外ニ在ルハ憲法ノ成文ニ基クニ非ズシテ、主ト
シテ事実上ノ慣習ト実際ノ必要トニ基クモノナリ」14。
統帥権の独立は、
「慣習に基く不文法」
・
「憲法的慣習法」15 によって正当化されている。
中野はこの美濃部説に対して、
「兵権の独立に関する我国に於ける学説中最も可能性の多き
もの」と認める。
しかし中野は更に問う。美濃部の説く「慣習」
「慣行」は本当に存在するのか。美濃部説
で「現行組織の法的基礎を説明し得べきが為には、前提として現行の実際に於いて、所謂統
帥事務と狭義の軍政事務との間に慣習上確定せる区別の標準の存在することを必要とする」
が、かような「慣習」があるのか。
「内容の不定なる『慣行』は慣行としての内容を缺如す
るもの」だから、
「慣行なき慣習法」を美濃部が認めてしまっているのではないか、と 16。
では、かような「慣習」
、即ち「所謂統帥事務と狭義の軍政事務との間に慣習上確定せる
区別の標準」が存するのかと言えば、中野曰く存在しない。諸々の軍命令を調べた上で、彼
は次のように結論付けている。
「何が軍令事項なるかに就て陸海軍間の実際は一致せず、相互に矛盾相反する処あるの
みならず、陸海軍各部自身の内部に於ても、実際は相反するものがあつて、同一事項も
時に依つて異なる法規上の取扱を受けて居るものが少なくない」17。
即ちこの事から、
「統帥事項と謂処『国務』の区別が、当局の慣行、慣例に依つて、客体
の性質上、実質的に定まつて居り、従つて、特定の事項を挙げて之を以て慣行上定まれる統
帥事項であるとなす事の不可能である事は」明らかだと中野は主張するのである 18。
以上、中野による美濃部説批判を確認してきた。では中野自身はこの昭和 5 年の時点でど
のように統帥権とその独立を考察していたのか。
大前提として中野は、明治憲法が統帥権の独立を認めているとの解釈を疑問視していた。
即ち憲法 55 条の大臣輔弼事項の例外として統帥権を把握する解釈は正当かという疑問を
持っていた。例外として認められないならば、統帥権は国務大臣の輔弼を要する。例外とし
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て認められるならば、まさしく独立である。中野はそれを如何に考えたか。
「元来、憲法法典は其全文七十六箇条中の如何なる箇所に於ても、積極的に統帥の独立
を認むるの規定を有しないのみならず、却つて問題の判断に唯一直接関係を有する規定
である憲法第五十五条は『国務大臣は天皇を輔弼し其責に任ず、凡て法律勅令其他に国
務に関する詔勅は国務大臣の副署を要す』と規定し、其意義に於て統帥の独立を否定し
て居る」19。
彼は、統帥権を憲法 55 条にある国務大臣の輔弼の対象であると強調する。即ち「憲法々
典の完き効力を承認する以上」
、統帥権の独立は否定されるはずである。
とは言え、慣行上成立しているとも言われる統帥権の独立を違憲としてただ片付けてしま
うだけでは、実際問題の解決には寄与しないだろう。中野は、
「憲法の法典自体から出発し
て言へば、統帥権の独立は当然否定されざるを得ない」が、それは「必ずしも問題に対する
唯一の可能なる解答形式ではない」と言う。
「統帥権の独立と憲法法典の規定とは相容れな
いのでありますが故に、統帥独立の実際を前提とし、之を法学的に説明し様とするがために
は、〔……〕其統一を可能ならしむる第三の法形式を発見しなければならない」20。
つまり、既に存在して永きに渡って是認されてきている統帥組織を法的に承認可能なもの
と「予定」し、その上で、憲法法典とどう調和させるか、その為の説明を試みようという事
である。当然、自分が批判した美濃部流の「慣行」説に頼る訳にはいかない。そこで中野が
行ったのは、
「統帥権」と「独立」の両概念の再検討であった。
まずは統帥権についてだが、中野は、統帥権を「形式概念」として理解せよと主張してい
る。では「形式概念」としての統帥権とは何か。
「茲に統帥権と謂ひますのは簡単に申せば、陸海軍々人を其適用範囲の人的標準とする
特別の権力関係であつて、極めて高度の――殆んど絶対的とも言ひ得る程の其範囲に於
ても亦其密度に於ても強大な――服従の義務を前提とする国法の作用を指す」21。
中野曰く、統帥権は陸海軍軍人を対象とする限定的な作用である点とその作用が「殆ど絶対
的とも言い得る程の」強い服従の義務を発生させる点とに特徴がある。加えて、統帥権を「軍
人の有する命令審査権の制限」がその法的基礎にあると観る事も可能だとする 22。これは、軍
人をその受命者とする限りでは「命令が如何なる内容の下に現はるゝにせよ」有効である 23 と
も表現できる 24。
統帥権を「形式概念」として把握すべしと中野が主張する時の批判の矛先は、
統帥権を「内
容」を以て語ろうとする既存学説に向けられている。
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「統帥権は形式的な概念であり、形式的にのみ正しく定められ、思惟さるべき概念たる
事に注意しなければならない。故に従来、我国に於てもれ無く行はれて来ました態度の
様に、統帥権の特質、其概念を定むるに当つて、重心を作用の内容――多くの場合に於
て法に内在しない技術的見地から見た内容――に置き、特定の事項を挙げて之を統帥権
の本体とし以て統帥権と他の作用とを区別し様とするのは、統帥権の概念を実質的に定
め得べしと信ずるものであつて、統帥権の概念が形式的な概念であり亦た、形式的にの
み正しく定め得べき概念たる事を気付かざるの過に由るものである」25。
統帥権とは、
「形式的にのみ正しく定められ、
思惟さるべき概念」である。統帥権を「内容」
で規定しようとしてきた従来の議論、例えば、指揮権や軍内部での教育権等を以て統帥権と
解釈する類いの議論 26 は間違っている。端的に言えば、軍人が受命者であれば、ほぼ例外
なく統帥権作用となる。
「統帥権の作用は或は法規の制定として現はるゝ事あり得べく、又
反対に其自身に於ては法規の制定作用では無く、単に既に制定されたる一般的又は個別的な
規定の執行としての謂処、
事実上の作用たる事もあり得る」
。
軍令として公布される規定は
「法
規の制定」として現れるものだし、戦時・平時における軍隊艦隊の武器使用行為等は「事実
上の作用」である。更には、通説では統帥権の内容とされない「狭義の軍行政」も、軍人が
受命者である限り、統帥権作用である 27。
では、その統帥権の“独立”とは何か。これについても、中野が端的に述べた箇所を引用
しよう。
「統帥権の独立とは、陸海軍々隊所属軍人の服従義務に基いて行はるゝ国家の活用が、
国務大臣の有する輔弼副署の権限に独立し、其外に在つて有効に行はれ、執行され得る
事を意義する」28。
統帥権の独立とは、
「国務大臣の有する輔弼副署の権限に独立」して、軍人を相手に限っ
てその命令を執行させ得る事を意味する。当然、軍人以外に対しては、国務大臣の輔弼副署
を要する。何故、軍人をその受命者とする場合には国務大臣の輔弼副署を要しないのか。そ
れは、軍人が命令審査権を制限されているからである。
「副署無き行為が斯の如くに執行の効果を有し得ないのは、審査権に特別の制限無き主
体に対する関係に於てのみであつて、不文法上、命令審査権の極度に制限さるゝ軍人に
対する関係に於ては、其自身、行為の形式的要素に止る処の副署の有無は、行為の執行
に影響なく、従つて副署なき命令も其が軍隊従つて其所属の軍人に向けられ、受命者と
する限度に於ては、国務大臣の副署ある行為と同一の効力あるを避け難い」29。
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統帥権に基づく命令は、軍人の命令審査権が制限的であるが故に、大臣副署を欠いても軍
人に執行の義務を負わせ得る。この軍人特有の命令審査権の制限は「不文法的性質」を有す
ると述べられている 30。そして先に見た中野の定義による統帥権の独立もまた、軍人の命令
審査権制限と同じように、不文法的に認められているものと中野は解説する。
「統帥権の『国務』に対する独立も亦、其法的可能性を斯の如き〔＝軍人の命令審査権
制限と同じく〕不文の法規を有するものであつて、斯く思惟する事が恐らく最も満足な
問題に対する解答を得らるべきことと考へられる」31。
中野も認めるように、統帥権やその独立が不文法にその「根源」を有するとするならば、美
濃部らの言う「慣行」説も説得的である。しかし、その「慣行」説は先に見たように反駁され
るべき点が存するし、統帥権をその作用の「内容」で定めようとする点でも批判される 32。
なお付け加えるべき事は、中野が「国法」の下に統帥権が存する事に留意していた点であ
る。
「統帥権の独立は国法の統一性、又は別な用語で言へば、国家の人格を前提とし、其特
定の領域に於ける表現又は作用として、其自身従つて、其内部に於て認められた、比較
的に高き性質、比較的に普遍的なる性質を消極的に言ひ表したものにすぎない」33。
中野曰く、
統帥権の独立とは、
命令審査権を制限された軍人をその受命者とする場合に限っ
て認められる「比較的高き性質、
比較的に普遍的なる性質」を表現したものに過ぎない。「国
法」と並び立った二元的な法秩序が存在するのではない。統帥権もまた、
「国法の統一性」
の「内部」にある事が前提となっている 34。そして、統帥権に基づいた軍人への命令であれ
ば国務大臣が責任を負わずに済むのかと言えば、そうではない。
「統帥権は国家の一作用であり、主権其ものに非らずとすれば、統帥権の積極的限界〔＝
軍人〕外に在る主体、機関の権能、義務を制限し得ない事は明であつて、況んや、憲法
が国務大臣に課した責任の大則を制限するものに非らざる事は当然である」35。
では一体、国務大臣が責任を負う輔弼をどこに見出すか。勅令であれば問題なく国務大臣
の輔弼責任が認められる。では、明治 40 年軍令第 1 号によって認められた軍令については
どうか。軍令の中、公示するものは陸海軍大臣の副署を備えている。中野はこれを憲法上の
公式令とは別形式での法令公布（公
輔弼責任の存在を証明する副署と見る 36。軍令第 1 号は、
示）式を定めたに過ぎない。兵政分離主義を採らず、統帥権もまた「憲法が国務大臣に課し
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た責任の大原則を制限するものに非」ずと言う中野からすれば、公示軍令に附された副署は
憲法上の輔弼責任を公証する副署に他ならない。
では、公示されない軍令はどうか。中野は、以下のように説明してこれについても大臣責
任を認める。≪副署≫は≪輔弼≫の表示形式に過ぎない。そもそも国務大臣が責任を負うの
は、「副署をしたから」ではなく、
「輔弼をしたから」である。
「副署は輔弼の一表示形式」
であり、
「常に必ずしも公示さるゝものと限らない」37。輔弼によって大臣責任が生ずると言っ
た上で、公示されない軍令も国務大臣の輔弼が存すると中野は主張する。
「此種の軍令〔＝公示をしないので副署を欠く軍令〕も我国に於きましては、平時には、
常に主管の陸海軍大臣を通じて、海陸の軍隊に下命移達さるゝを要し亦、実際に於て軍
部の大臣を通じて下されて居るのであります。
〔略〕
故に以上に述べました限度に於ては、
軍令にして陸海軍大臣の管知せざるものは無いのであるから、我国に於ては軍令が、其
内部的、一時的効力と外部的、二次的効力を異にし、軍の内部に於ては完全なる効力を
有する行為も、此行為より生ずる事あるべき結果に関し軍の外部に於ては其効力を有す
る事なく、執行する能はざる様な事は、実際に於て無い」38。
「以上述べました処の当然の結果として、国務大臣は統帥権に就て理論上、完全なる責
任を有するものであつて、統帥権は独立するが故に統帥権の作用に関して、国務大臣は
責を負ふものに非らずと言ふは、統帥権独立の根本義を誤り、国家の特定の一作用とし
ての統帥権の謂処『絶対性』
『最高性』と誤つて称すせらるゝ比較的に高き性質、
従つて、
比較的に独立なるを文字通りに絶対化し、統帥権を以て、絶対に最高なるもの、従つて、
絶対に如何なる作用に対しても独立なるものと思惟するものである」39。
中野は、（平時においては）軍令であっても一度は陸海軍大臣を経由して各部隊へと「下
命移達」40 される点に陸海軍大臣の輔弼を見出す。当然、そこでは大臣責任が生じる。輔弼
と言われると、我々は「大臣が案を具して裁可を仰ぐ形式を想像する」が、特に統帥権に関
連する輔弼としては、
「承認」と「承行」という型をも認めなければならないと中野は言う。
前者は「既に特定の内容を持つて存する行為に同意を与ふる事に依つて該行為を輔弼する」
もので、後者は「執行を要する行為を大臣が自ら執行し又は部下の機関を執行せしめ又は執
行の手続きを取らしむるに依つて輔弼同意を与ふる」ものである 41。つまり、上の引用での
陸海軍大臣の輔弼は、
「承行」型の輔弼である。
「参謀総長又は軍令部長が、
陸軍大臣又は海軍大臣との協議に基き、
又は事前の協議なく、
単独に案を具して上奏、裁可を経た事項を主管の陸海軍大臣が自ら直接に又は部下の機
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関をして執行せしめ又は執行の手続又は伝達の手続をとらした場合に於ては、国務大臣
は法律上、自ら上奏裁可を経たと同様、憲法之に対して責任を負ふべく、従つて、陸海
軍大臣の副署を以て公布せらるゝ軍令に就ては勿論、一般に公布されない軍令に就ても
大臣は等しく、憲法上、
『絶対』の責任を有する」42。
こうして、公示されない軍令についても、陸海軍大臣が責任ある国務大臣として議会で追
及される途が開ける 43。平時の統帥権作用の全てにつき、陸海軍大臣はその責を負う。
昭和 5 年の中野の統帥権論は、大略、次の如くである。まずは統帥権それ自体につき、作
用の内容ではなく、形式に基く定義を与えた。命令審査権を制限された軍人をその受命者と
し、非常に強い服従義務を要求する国法上の作用を生むのが統帥権である。統帥権の独立と
は、軍人は命令審査権を制限されている為、国務大臣の輔弼副署を欠く場合も、統帥権に基
づく命令には服従せざるを得ない事を言う。軍人の命令審査権制限や統帥権の独立は、何れ
の国家においても不文法的に認められたものである。但し、統帥権の作用であっても一元的
な国法体系の下に存し、公布をせず副署を要しない軍令であっても実は陸海軍大臣が輔弼を
している。その結果、全ての統帥権作用について、国務大臣として責任を負う事となる。従
来の憲法学上の通説に修正を迫り、≪天皇の軍隊≫を≪議会の軍隊≫へと変化せしめる可能
性を孕む議論であったと言える。
軍人が命令を執行するか否かには無関係ではあるが、統帥権についても国務大臣が輔弼し
その責任を負うとする中野の論は、独立否定論である。しかし、昭和 5 年の中野の統帥権論
は、独立否定論のみをその内容としたものではなかった。次の一節からは、中野の思う課題
が統帥権の定義云々を越えたところにあった事が窺える。
「君主国における立憲政治は一般に狭義の立憲制から議会制に進んで来た。兵権独立の
組織はその性質上狭義の立憲君主国においてのみその機能を全うし得べきもので、議会
政治制の君主国においてはその存在の意義を有し得ない組織である。わが国はすでに議
会政治制の形式をとつてゐるのであつて、いはゆる統帥権独立の組織が目下のわが国に
おいて困難なる問題を惹起することは当然といはなければならない。私は一日も早くわ
が国における憲政の健全なる発達のために、組織の適当なる改正が行はれんことを切望
してやまない」44。
統帥権の独立について従来の説明方法を否定する中野の統帥権論は、欧米の制度の変遷を
参考にし、今後の日本の展望を含んだものだった。それは「いはゆる統帥権独立の組織」の
改廃を含意していた。
中野が統帥権の概念とその独立の概念とに対してかくも執着し、新たな理論化を試みた理

─ 93 ─

由はまた、国務と統帥の分立構造を修正すべきだという点にもあった。彼は言う。
「癌腫を治療するにはその疾病に対する明瞭な概念を必要とする。故に統帥権に関する
政治上、行政上、並に憲法上の有害無益な論争や政争を排除し、軍隊内部並びに一般国
民大衆の統帥権に対する信任を絶対的ならしむるがためにも、また軍務当局と内閣の協
和を確保し、天皇大権の発動をいよいよかたく、ゆるぎなきものたらしめ、以て天皇の
もとにおける憲政の、歴史の荒波に楽々と棹さし得べき健全なる発達を可能ならしむる
がためにも、その病源を明かにして根絶を期さなければならない」45。
中野は、「有害無益な論争や政争を排除し」
、
「軍務当局と内閣の協和を確保」する為にこ
そ統帥権の独立を否定したのである。その目的に向かって、
「統帥権の独立を認むる軍務当
局及び政府の見解ならびに学説が、
わが国の憲法の正しい認識とは相容れないものであつて、
従つて正しい憲法上の見解からすれば、国務大臣は当然、統帥権についても憲法上の責任を
免れないものであるといふ私の所見を忌憚なく披瀝」していたのが、昭和 5 年の中野登美雄
であった。

３．昭和 9 年の統帥権論
以上が昭和 5 年の中野の統帥権論である。それは、統帥組織の改正を眺望しつつ、軍令に
陸海軍大臣の輔弼の痕跡を見出してその責を負わす議論だった。しかし昭和 9 年の中野の統
帥権論ではいくつかの修正がある。ここからは中野の統帥権研究の集大成たる著作『統帥権
の独立』を検討しよう。なお、この浩瀚な書は「理論」と「実際」とが峻別されつつ書かれ
たであろう点にも、留意しなくてはならない。
修正点があるとは言え、昭和 5 年の論と変わっていない点もある。統帥権及びその独立の
定義は変わっていない。
統帥権は「国家に対し現実に服務の関係に在る軍人を其効力の人的範囲とする国権の作用
であつて、他の作用と比較して其内容に於て亦、作用の構成に必要なる形式的条件に於て最
も制限の少い作用」と、また言い換えれば、
「軍人を其効力の人的範囲とし、而して一般臣
民の国権に対する従属関係は勿論、他の如何なる特別の従属関係とも異なる極めて『高度』
の従属関係を内容とするに於て、其静態的特質を有する特別の権力、特別の法的支配に外な
らない」と説明される 46。特別権力関係を意識した点も含め、昭和 5 年と同じである。
次に、統帥権の独立とは「国務大臣の輔弼なく専ら天皇の親裁に依て行はるゝ国家意思創
定の形式を差す」とし、次のように端的に定義している。
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「統帥権の独立は亦、軍人を其妥当性の人的範囲とする特別の権能が、国務大臣の輔弼
なく、専ら天皇の親裁に依て行はるゝ国家意思創定の形式であると言ひ得る」47。
また、統帥権が国法上の一作用である点、即ち国法とは別次元に存する法体系を形成して
いるのではないという点も昭和 5 年と変わらない 48。統帥権及びその独立の定義、そして統
帥権も国法下に位置付けられている点に異同はないのだが、後述の通り、国法下での統帥権
の扱いが昭和 5 年と異なる事によって結論に違いが出る。
では、昭和 5 年からの変更点を追っていこう。その出発点は、統帥権の独立の法的基礎と
して、独立は成文法に基づくとされている箇所である。昭和 5 年には不文法的に承認されて
いると書いた。しかし同 9 年の中野は、参謀本部条例や軍令部条例などの統帥組織関係の諸
法令を挙げ、次の如く言う。
「虚心坦懐な客観的見地からすればわが国に於ける兵権の独立は仮令凡ての範囲に於て
とは言ひ得ざるにせよ、少なくとも種々重要なる点に於て成文法を基礎とするものと言
ふべく〔……〕
」49。
統帥権の独立は、
成文法に基づいている（中野曰く「兵権『独立』法」
「統帥権『独立』法」）。
、
この兵権独立法は、①天皇が諸々の軍事機関の補佐を受けつつも「天皇が国務大臣の輔弼な
く、専ら独立に統帥の大権を行はせ給ふ」大元帥主義、②国務大臣の輔弼を除外し、
「全く
憲法上の責任機関を缺」く不可侵主義、③統帥権行使の補佐機関は武官より任命される武官
補佐機関主義の 3 つをその構成要素としている 50。
しかし、
そもそもこの兵権独立法なるものは憲法法典（55 条）と整合的だろうか。加えて、
統帥権の独立が国法の一部である事にも留意しなくてはならない。
中野は、
「統帥権の『独立』は、――仮令、其範囲如何に就ては実際上明瞭ならざるにせ
よ――夫自体に於て既に否定すべからざる客観的な存在であり、形式的に其憲法法典に対す
る関係に於ては、憲法実施の当初から其根幹に於て一貫され来つた現象であつて、憲法第
五十五条は、兵権の『独立』に対する関係に於ては、憲法の実施以来曾て適用せらるゝ事な
かりし規定と看做さざるを得ない」51 として、事実上、統帥権については憲法 55 条が適用
外であったと指摘する。そして先に見たように統帥権独立が諸々の法令によって承認されて
いるとも言う。その上で彼は、法理論上、憲法法典と兵権独立法とを国法の統一という条件
下で並置されていると解するには、どのような理解が必要かを考えた。その答えは、両者の
共通の効力の「始祖」としての「天皇」と、憲法法典と兵権独立法とを包含する「憲法」と
に求められる。
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「蓋し帝国憲法が法として効力を有する所以は、夫が天皇の制定し給へるに依るもので
あると共に、他の一方に於ては兵権『独立』法の法たる所以も亦、天皇の実定し給へる
に依るものと看做し得べく、両者は天皇の御意思に於て其効力の共通の主観的基礎を有
し、憲法法典並に兵権独立の法が共に法として行はるゝは、天皇の御意思の客観的表現
と看做さるゝがために外ならないからである。之を法前提的、
形式的意義に於て言へば、
わが大日本帝国は天皇を以て法の最高の主観的淵源とし、而して天皇の御意思に基く命
令の実現――其事実上の効果性――を以て其妥当性の外部的、客観的認識標準とするに
依て構成せらるゝ共同体であり統治の団体であつて、此意義に於ける国家は、之を法前
提的、法形式的意義に於ける国家と謂ひ得るならば、天皇並に其命令実現に関与する国
民を其構成要素とする組織は、法形式的意義に於ける憲法と謂ひ得べく、斯の如き国家
従て其憲法を前提とするに依て可能ならしめられたる法規範の全体は国法であり、其内
容に現れたる統治組織の全体は、法内容的意義に於ける国家、而して其最高組織基本法
は、之を法内容的意義に於ける憲法と謂ひ得るであらう。憲法法典並に兵権独立法は、
共に此最後の意義に於ける憲法の一部に止まる」52。
かように中野は論じ、憲法法典と兵権独立法を並存させる。これは、政治と軍事の二元的
な法構造を中野が承認したという事である。この兵権独立法にカバーされる領域では、憲法
法典（55 条）は適用外で、国務大臣の輔弼責任は生じない。では、この兵権独立法にカバー
される作用とは、具体的には何か。中野は、兵権独立の具体例の列挙を、若干躊躇しつつ（
「主
体説」論者からすれば当然の躊躇である）
、
「今問題を具体的に明瞭ならしむるがため」に挙
げるならばと前置きした上で、典型的なものとして①「用兵」②「教育」③「内務及び懲戒
に関する規律」④「軍隊内部の組織」⑤「検閲」を挙げている 53。
昭和 5 年の中野は、非公示の軍令でさえも「承行」型の輔弼とそれによる責任をそこに見
出し、理論上、完全なる責任を統帥権にも認めていた。しかし同 9 年の彼は、兵権独立法の
存在を指摘する事によって、大臣責任の空白領域を認めた。法理論上はかくして、大臣無責
任領域が生じる事となる。兵権独立法の承認は、以前の統帥権論に変化を与え、統帥権を輔
弼責任から除外する事を弁証するに至った。
理論上では、中野は上述の結論を得た。では、実際上はどうなのか。実際上は理論上の結
論とやや異なる。
統帥権独立の実際は、理論上より広い。その基準として、①武力による防衛の調査立案等
を示す「国防」と、②軍の一般的、基本的な指揮命令を目的とする作用である「用兵」が挙
げられている 54。しかし、省部権限に関する慣行や内規 55 に従えば、次の諸点では軍政機関
との関係を考えなくてはならない。即ち①「渉外事項」②「軍令の公布及施行」③「予算に
影響する事項」④「人事事項」に該当する場合には、
「国防」
「用兵」であっても軍令機関の
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権限は制限され、軍令機関と軍政機関の調整が求められる。その結果、①参謀総長・軍令部
総長が独立して担う「純軍務事項」
、②陸海軍大臣が独立して担う「純軍政事項」
、③それら
の中間にあって両者の協議等を要する「協議事項」56 が存する事となる 57。
以上の事を踏まえ、実際における統帥権独立に対する中野の論を検討しよう。彼は、統帥
権独立の実際が理論上よりも広範に渡っている事から、かような意味で統帥権を「兵権」と
呼称するべきとし、
「以上の意義に於ける統帥権の独立は、必ずしも一般に信ぜらるゝが如
くに『統帥権』――即ち以上述べた意義に於ての兵権――に対する国務大臣の無責任を意味
するものに非」ずと言う。即ち学者らは「軍令に対する陸海軍大臣の副署は憲法上の意義に
於ける副署ではない」と解するが、
「然し乍らわが国法の実際は必ずしも一般の学者の説く
が如くに然く無責任ではな」い。中野曰く、陸海軍大臣はその関与する部分で憲法上の責任
を負っている。
「統帥権に関する大臣責任の有無は、其参与し得べき権限の有無に依て定まる問題であ
つて、而してわが国法上、大臣はいはゆる統帥権に関しては種々なる範囲に於て独立の
権限を以て参与するを認めらるゝ事は既に述べた如くであるから、此限度に於ては其責
に任ずるものと言はなければならぬ。其責に任じ得ないのは、国務大臣が全く参与し輔
弼するを許されない事項にのみ限られる。故に例へば国防用兵は一般に参謀総長、軍令
部総長等の機関の補佐事項に属するが、其協議事項に関する限度に於ては軍部の大臣も
之に参与するの職責を有するものであつて、
従て其同意を与へたる事項の範囲に於ては、
いはゆる『絶対』の責任を有するを免れない。されば之を実際に就て見るも、軍部の大
臣は統帥の『何』に就ては権能を有せず従て其責に任ずるを得ないが、其『如何』に就
ては一般に参与の権能を有するが故に、此限度に於ては議会に対して其責に任ずるもの
である事は従来、軍部大臣が屡々議会に於て明言した所である。故に国務大臣が責を有
しないのは、唯いはゆる統帥権独立の一部に就てのみである」58。
中野の解した統帥に関する「国法の実際」において問うべき点は、陸海軍大臣の「参与」
「輔
弼」の有無である。
「純軍政事項」は大臣の輔弼が認められる。では「純軍務事項」はどうか。
統帥の具体的中身（＝「何」
）については責任を負わないが、その施行（＝「如何」
）につい
て参謀総長・軍令部総長より協議を受け、大臣の名で施行される。
「純軍務事項」だが、陸
海軍大臣の参与が存する。
「軍令は凡て総長の発議発案に属し、平時に於ては大臣と之が施
行の協議をなし、総長に於て単独に署名捺印し上裁を仰ぎ之を大臣に移し、大臣は其名に於
て施行する」59。先の引用の通り、その施行については「参与の権能」を有する。それ故、
陸海軍大臣を以て「此限度に於ては議会に対して其責に任ずる」
。
「協議事項」はどうか。そこでは、発議権が参謀総長・軍令部総長にあるものでも、
「原案
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「其協議
の確定」に際して「大臣の同意」を要する 60。であればこそ、先に引用した通り、
事項に関する限度に於ては軍部の大臣も之に参与するの職責を有するものであつて、従て其
同意を与へたる事項の範囲に於ては、いはゆる『絶対』の責任を有するを免れない」
。
こうして整理すると、
「純軍務事項」の一部分のみ、陸海軍大臣の「参与」も「輔弼」も
ない事が分かる。そこが大臣無責任領域である。従って、昭和 9 年の中野の統帥権論は、理
論上のものでも実際上のものでも統帥権独立肯定論に傾いている。
本稿が検討してきた中野の統帥権論の変化は、恐らくは直接的には満州事変がその原因で
あろう。昭和 6 年 9 月の柳条湖での満鉄爆破を出発点とする満州事変それ自体や、当時の若
槻礼次郎首相の追認的姿勢はよく知られている 61。その後、民政党・政友会の連立内閣構想
たる「協力内閣」論が閣内からも出たものの、
「政党が協力して軍の進出を押さえるという
大義名分はあったが、
〔……〕軍を押さえるにしても、もう少し軍に歩み寄った線でないと
難しいと多くの政治家は考えた」62。中野も恐らく同じ考えを持った。昭和 5 年の彼の統帥
権論を「もう少し軍に歩み寄った線」に修正したと見れば、
同 9 年の変説も故ある事である。
もうひとつ考えられる事は、
議会不信である。昭和 10 年前後は議会主義凋落の時代であり、
美濃部でさえも議会否定論を唱え始めた 63。若槻内閣の後継は、斎藤実内閣という議会に成
立根拠を持たぬ内閣であった。国務大臣への議会コントロールという責任政治原理をひとつ
の軸とする統帥権の独立否定論を昭和 5 年に打ち出した中野は、議会不信時代を迎え、その
修正を決意したと思われる。更には、その後の天皇機関説事件によって山場を迎える憲法学
説への「外圧」も考慮すべきである。迎合とも適応とも言える中野の「転向」は、憲法学説
が時代転換期の政治現実に規定された一事例であったのではあるまいか 64。
ここまで昭和 5 年当時と昭和 9 年当時の中野の統帥権論を分析した。それらは異なった結
論を示していた。しかし両議論が全く違った視点からなされていたのかと問われるなら、あ
る共通点を指摘できる。即ち、≪国務と統帥の調和≫が中野の最終的な目標となっていたの
は同じであった 65。
昭和 5 年時点での中野の統帥権の独立否定が「政治上、行政上、並に憲法上の有害無益な
論争や政争を排除」や「軍務当局と内閣の協和を確保」に寄与する事を目的としていた点 66
は、先に指摘した。国務と統帥の調和という中野の目標は、昭和 9 年『統帥権の独立』にお
いても「統帥権独立の将来」なる最終節で語られている。即ち、統帥権の独立の範囲につい
ては「従来しばしば批判の加へらるゝを免れなかつた所」とし、その理由を次のように述べ
る。
「兵権の独立が最高国策に対する輿論の自然的且つ合理的な統一を妨げ、国策に対する
国民の不安と疑惑を招き、国民をして軍部が恰も政府内に於ける政府であり、国家内に
於ける国家たるが如き感を抱かしめ、
一方に於ては軍部と他の一方に於ては政府及議会、
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武官と文官、軍人と一般国民との対立観を助長するものとして識者に依て憂慮されたの
も、畢竟するに制度が其運用に於て往々妙を得ざりしに由るものに外ならない。されば
独立の実際をして適当なる限界を守らしむる事は、制度の将来のために缺く可らざる条
件と言はざるを得ないのであつて、而して此条件が果して充たさるゝや否やは、専ら一
方に於ては軍部の側に於ける自重と節制と、他の一方に於ては政府当局の手腕並びに議
会側の国防に対する理解ある態度に挙げて繋るものであると言はなければならぬ」67。
昭和 5 年時点とは違って非常に迂遠な表現だが、
一方で「軍部の側に自重と節制」を求め、
他方で「政府当局の手腕並びに議会側の国防に対する理解ある態度」を求めた。中野は、自
説の修正をしてもなお、≪国務と統帥の調和≫を目的としていた。

４．おわりに
本稿では、中野登美雄の統帥権論に関する昭和 5 年と同 9 年の著作を素材として検討した
結果、両時点での統帥権の独立に対する結論の相違と、両時点ともに≪国務と統帥の調和≫
が目的であったと指摘した。
中野は、この目的の為に昭和 9 年以降も関連の研究を続け、総合雑誌等でも筆を走らせた。
更に後年、
≪国務と統帥の調和≫の実現を近衛新体制にて夢見るに至った。国家諸機関の「勢
力均衡」を批判し、強力な政治力を求める中野の姿は 68、例えば、この時代を彩った代表的
な法政理論であった「国防国家」論（黒田覚）69 に重なりもする。新体制との関係で言えば、
例えば次に掲げる中野による一節からは、
「自由主義」及び「全体主義」と如何に向き合う
かという当時の時代転換期的な空気が感じられる。
「近代国家の謎とみなされる政治と統帥の調和統一は全体主義的体制の下に於て初めて
思想的並に機構的にも確保され得べきであり、基本的に二元的であり孤立と抽象に終始
する自由主義のヤヌス的な構想や体制を清算し、世界及び国家の正しい存在解決に即し
た政治と統帥の国防国家的体系化によつて初めて可能であると謂ふべきである」70。
「自由主義」は「清算」しなくてはならず、
「全体主義的体制」の下でこそ≪国務と統帥の
調和≫ 71 は達成可能である――中野が近衛新体制に一時期大きく期待した理由は、この点
に存したのではないか 72。先の議会不信もまた、この自由主義か全体主義かとの議論と関係
していただろう。
また更に、伊藤隆に倣って新体制運動の特徴のひとつを自由主義や資本主義という旧体制
「新体制」的主潮へ合流可能な法理論のひとつに中野
からの変革運動であったとすれば 73、

─ 99 ─

の統帥権論をかぞえ得るのである。
─────────────────────────────────────────
１

原田熊雄『西園寺公と政局』第 1 巻（岩波書店・昭和 25 年）、42 頁。以下、引用に際しては
旧漢字仮名遣いの一部を改めた。また、〔〕内は筆者の附した註記である。

２ 「大日本言論報国会理事」としての追放だった。長浜功監修『復刻資料公職追放Ⅱ『公職追放
に関する覚書該当者名簿』』（明石書店・昭和 63 年）、1048 頁。
３

以上、
清水望「中野登美雄」
『早稲田大学史紀要』16 号（昭和 58 年）及び『早稲田大学百年史』
第 4 巻（平成 4 年）を主に参照した。追放解除は、読売新聞、昭和 27 年 3 月 27 日、夕刊 2 面。
なお関西大学図書館編『日本文学報国会

大日本言論報国会

設立関係書類（上）』（関西大

学出版部・平成 12 年）、277 頁に昭和 17 年に書かれた中野の履歴書がある。
４

数少ない研究として、佐藤立夫「中野登美雄」吉村正編集代表『近代日本の社会科学と早稲
田大学』
（早稲田大学社会科学研究所・昭和 32 年）、大田肇「中野登美雄の統帥権に関する研
究――その初期（大正 14 年～昭和 5 年）」『津山高専紀要』38 号（平成 8 年）。

５

読売新聞、昭和 3 年 3 月 15 日、朝刊 2 面、「学界展望」。

６

宮沢「中野登美雄著、統帥権の独立」『法学協会雑誌』52 巻 5 号（昭和 9 年）、158 頁。

７

美濃部『憲法講話』（有斐閣書房・明治 45 年）、86-87 頁。

８

但し美濃部説と中野説は、途中までは全く同じ筋道を辿り、統帥権の独立を「慣行」として
承認するか否かを岐路として異なった結論に至る。美濃部は、「憲法ニハ軍ノ統帥ニ付テモ、
之ヲ一般国務上ノ大権ト区別スルコトナク、大権ノ他ノ作用ト並ベテ規定シ、而シテ広ク国
務大臣ハ天皇ヲ輔弼スト曰ヘルヲ以テ、単ニ憲法ノ成文ヨリ曰ヘバ軍ノ統帥モ亦国務大臣ノ
輔弼スル所ニ属スベキガ如シ」（美濃部『憲法撮要』訂正 4 版（有斐閣・昭和元年）、224 頁）
とした上で、
「慣行」を理由として統帥権を憲法 55 条の輔弼事項より除外する。引用部分では、
統帥権作用も例外なく輔弼を要すると「単ニ憲法ノ成文ヨリ曰ヘバ」考えられるとしている
事が分かる。

９

以下、両資料からの引用に際しては、①「日日」、掲載月日②「憲法学上より観たる統帥権」、
頁数のみを記す。

10

美濃部の統帥権論に対する同時代の批判者としては吉野作造がいる。吉野は、美濃部説に対
して「斯う之〔云〕ふ憲法論が相当通用して居る我国の事だから、僕等は、此種の問題をば
憲法論といふ形で取扱ひたくないと常々考へてゐる」と言い、「冷静に考へて見て、国防用兵
の事は勿論の事、統帥の事だからとて、之を普通の政務から離すといふは、国権の統一的運
用を著しく妨ぐるものたるや疑はない」とした。吉野「帷幄上奏論」『吉野作造博士民主主義
論集第 3 巻

日本政治の民主的改革』2 版（昭和 55 年・新紀元社）、19 頁。

11 「日日」
、5 月 3 日。
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12

同上。

13

美濃部『憲法精義』（有斐閣・昭和 2 年）、254-255 頁。

14

美濃部前掲『憲法撮要』、224 頁。なお中野は、この「事実上ノ慣習ト実際ノ必要」という美
濃部の論について、「事実の規範性を以て法効力の基礎を説明せんとするエリネツクの心理学
的国法学説を認むる論者〔＝美濃部〕の思想」からすれば、美濃部が統帥権の独立を「慣習
に基く法である」と考えていると判断して誤りではないであろう、と述べている（「憲法学上
より観たる統帥権」、237 頁）。この点、美濃部は「法ノ成立スル直接ノ淵源」のひとつに「事
実上ノ慣習」を列挙しており、それが法としての効力を有する理由を「慣習ガ人心ヲ支配シ
遂ニ社会ヲシテ其規律力ヲ意識セシムルガ為ナリ」とする。「社会ノ一般人ノ心理ヲ支配スル
社会力ヲ社会心意ト謂フ」が、その「社会心意」に適合的でないならば、たとえ制定法であっ
ても「或ハ初ヨリ法タル効力ヲ有スルコトヲ得ザルカ、久シカラズシテ自ラ法タル力ヲ失フ
ニ至ルベシ」とする（美濃部前掲『憲法撮要』、4-5 頁）。つまり美濃部によれば、慣習には制
定法の改廃力がある。また、イエリネック（G. Jellinek）の「心理学的国法学説」という中野
の指摘は恐らくは次の点を指している。即ちイエリネックは、法の「効力（Gültigkeit）」とは
我々が遵守の義務を負っているのだという「確信（Überzeugung）」に由来しているとし、法
や法秩序を「主観的な要素」や「心理的な諸要素」に関連付けながら論じている点である。
Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., 1966, S. 333f.

15

美濃部前掲『憲法精義』、33-35 頁参照。

16 「憲法学上より観たる統帥権」、237-238 頁。
17

同上、264 頁。

18

同上、265-266 頁。

19

同上、228-229 頁。

20

同上、243-244 頁。

21

同上、245 頁。

22

同上、246 頁。統帥権の国法上の作用は「殆んど絶対的」ではあるが、「性質上、国家作用た
るを通常得ない作用」は除かれる。例えば、「婦人に対して接吻を命じ、幼兒の銃殺を命ずる
が如き」ものは範囲外である（同 247-248 頁）。

23

同上、251 頁。

24

当時のドイツにおいて、軍令と軍政について、「受命者」と両命令の副署の関係を理論的に考
察したのは、マーシャル（Fritz Freiherrn Marschall von Biberstein）であった。1911 年に発
表された彼の理論がドイツの有力な国法学者らの支持を得た点について等、三浦裕史「解題」
藤田嗣雄『明治軍制』（信山社・平成 4 年）、433-435 頁及び Ernst Rudolf Huber, Heer und
Staat in der deutschen Geschichte, 2. erweiterte Aufl., 1943, S. 293. マーシャルは、この問題
に取り組み始めた経緯として、ハイデルベルク大学時代のアンシュッツの助言があったと述べ
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ている。Marschall, Verantwortlichkeit und Gegenzeichnung bei Anordnungen des Obesten
Kriegsherrn, 1911, S. V（Vorwort）. マーシャルの説いた「受命者」を以て大臣副署・責任を
区別する説（中野曰く「主体説」）に依拠して中野が統帥権を説明するのは、アンシュッツの
下へ留学していた経験にもよるのであろう。
25

同上、250-251 頁。

26

美濃部前掲『憲法精義』、258 頁では、「陸海軍統帥の大権は、内閣の責任に属せず、随つて議
会は之に干与することを得ない」とした上で、「その範囲には必ず一定の限界が守られねばな
らぬ」と言う。そして「統帥権の正当なる範囲」は①「指揮権」②「内部的編制権」③「教
育権」④「紀律権」に限られるとする。

27 「憲法学上より観たる統帥権」、251-252 頁。作用の「内容」を以て統帥権を規定しようと試み
てきた通説への批判は、当然、ロンドン海軍条約問題当時の政府批判でもある。曰く「今日、
通説が、武器の使用、戦闘を目的とする作用、軍隊に対する作用、軍隊に対する個別的、処
分的性質を有する作用、其他類似の、特定の対象又は作用を挙げて之を統帥とし従つて之に
対立せしむる、狭義の軍行政、『命令』又は『国務』等を以て凡て統帥権の範囲より除せんと
する事の誤りであり徒労なる事は以上に依つて明であると信ずる。故に亦、今回、ロンドン
軍縮条約に関連して、政府並に一般評論家が軍の編成は統帥権に非らずと主張した事は、其
自身に於ては是正――勿論、法学的に――せられ得るものにせよ、其主張が通説を基礎とし、
統帥権の実質的概念に出発する限度に於ては矛盾であつて、何故に編成は統帥権に属し能は
ざるかの理由は、説明され得ないものと言はざるを得ない」（同上、252-253 頁）。
28

同上、257 頁。

29 「憲法学上より観たる統帥権」、258 頁。
30

同上、249 頁。軍人の命令審査権の制限やそれに起因する統帥権の「絶対的性質」は、「成文
法上の反対規定」等もなく、「何れの国家に於ても見出し得べき実証法上の一般的現象」と説
明されている。他の箇所では（他の全てよりも強度な）
「特別の権力関係」と述べられている。
同上、267 頁、「日日」、5 月 10 日。

31

同上、257 頁。

32

同上、259-260 頁。「従来の慣行説は問題解決の根本である方法、法的問題の学的見方に於て
基本的なる缺陥を免れないのであって〔……〕」。

33

同上、260-261 頁。

34 「独立」概念そのものについて、中野は、「独立なる概念に相対するものは非独立であつて、
従属である。従属は全部を予想し或る対象を以て従属すと云はば、其対象が或る全部の一部
なることを意味する」と書いた事があった。中野「主権の概念」
『学苑』1 巻 6 号（大正 15 年）、
30 頁。これは主権概念を主題とした論文の一節だが、本稿で扱っている中野の統帥権論でも
同じ用語法であると思われる。かような前提に立てば、国法という「全部」が存在し、その「一
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部」として統帥権が存するという構図となる。即ち「独立」しているとは言えない、
「非独立」
・
「従属」なる性質を有するのが統帥権であると言える。
むしろ、統帥権が絶対的に「独立」した概念であるとするならば、「その論理的結果が国家
の分裂を来し、国権の分割を招致すべきことはきはめて明か」で、「統帥権の独立といふ場合
における独立は、絶対的意義においてゞはなくして相対的意義においていふものである」と
中野は言う。「日日」、5 月 10 日。
35 「憲法学上より観たる統帥権」、271-272 頁。
36

明治 40 年軍令第 1 号第 2 条。軍令に副署を附して公示する式は「少なくとも表面からすれば
毫も憲法第五十五条の規定に反するものでなく、単に多くとも其自身勅令に過ぎない公式令
の規定と異なる規定を軍令に関する限度に於て認めたものに過ぎない」。対して美濃部は、兵
政分離主義の立場から統帥権は国務大臣輔弼の対象外と述べていた点を先に見たが、そこか
ら当然に次のような公示軍令の副署の性質を解説している。即ち「是は国務大臣としての副
署ではなく、帷幄の機関として奉行の任に当ることを証明する行為たるに止まるものと見る
べきである」。美濃部前掲『憲法精義』、260-261 頁。

37

同上、268 頁。

38

同上、269-270 頁。

39

同上、270-271 頁。

40

全ての軍令に対しても国務大臣の責任を認めようとする中野の議論とは異なるも、陸海軍大
臣からの「下行」を理由として軍政と軍令とにまたがる混合的事項については陸海軍大臣に
よる憲法上のチェックとその責を負わせようとする者として、明治期の国法学者・有賀長雄
がいる。拙稿「有賀長雄と軍令・軍政」
『東洋大学大学院紀要（法学研究科）』47 集（2011 年）、
参照。

41 「憲法学上より観たる統帥権」、273-274 頁。
42

同上、274 頁。

43

同上、275 頁。これに対して軍の考えとして、統帥権干犯問題を経て作成された『統帥参考』
（昭
和 8 年）では、「陸海軍に対する統治はすなわち統帥にして、一般国務上の大権が国務大臣の
輔弼する所なるに反し、統帥権はその輔弼の範囲外に独立す。従って統帥権の行使及びその
結果に関しては議会において責任を負わず、議会は軍の統帥指揮並びに之が結果に関し質問
を提起し、弁明を求め、又はこれを批評し、論難するの権利を有せず」とある。防衛教育研
究会編『統帥綱領・統帥参考』（田中書店・昭和 57 年）、71 頁。

44 「日日」、5 月 11 日。なお、中野を名指しで批判する軍部側の論説として、山脇正隆「統帥権
に就て」
『偕行社記事』671 号（昭和 5 年）がある。稲葉正夫他編集解説『現代史資料 11』
（み
すず書房・昭和 40 年）はその「記事原稿」を収載しており、そこには「昭和五年七月九日」
の日付がある。山脇のまとめた中野の論旨から判断しても、東京日日連載の「統帥権の独立
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と国務大臣の責任」への駁撃論文だろう。山脇は当時陸軍大佐。昭和 13 年陸軍次官。この山
脇論文に対して、当時第 4 師団長であった林弥三吉は山脇に賛意を表した書簡中、「所謂博士
連中テモ皆憲法ノ字義ノ解釈又ハ政党大臣ノ党略ニ立脚シタル解ヲ引用シテ論スルモノ多ク
見ルニ忍ヒス」と書いている。参照、
「JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. C08052002600
昭和 5 年

ロンドン会議関係統帥権に関する書類綴（防衛省防衛研究所）」。

45 「日日」
、5 月 8 日。
46

中野『統帥権の独立』（原書房・昭和 48 年、昭和 11 年刊の復刻）、635-636 頁。

47

同上、671 頁。

48

同上、653 頁以下。

49

同上、605 頁。不文法に基づく統帥権独立との立場からの修正は、次の箇所からも明らかであ
る。中野は、統帥権独立の法理的基礎の考察部分中、独立を不文法的に肯定するものとして「不
文法権原説」を挙げ、「之れ著者が曾て採つた見解であるが、現在に於ては満足して居ない」
と述べている。即ち同説は「何が故に国務大臣の副署なき軍令が全く無効ではなく、尚、執
行せられ得べきかの問題は之を説明し得べきにせよ、〔……〕国務大臣が統帥権に関して天皇
を輔弼し奉ることなきの事態其ものは説明し基礎づけ得べきではなく、問題の見解〔＝不文
法権原説〕は寧ろ反対に軍令に於ける副署缺除の法的瑕疵性、従て亦、兵権『独立』の瑕疵
性を前提とするものであり、其無瑕疵性、
『独立』其ものを法的に説明するに足りない」。同上、
601-602 頁。

50

同上、672-676 頁。

51

同上、598 頁。

52

同上、609-610 頁。中野はまた、「統帥権『独立』法」が憲法変遷を生じさせたとする。彼は
憲法変遷の原因を①「習慣」②「解釈」③「一般的な成文規範の制定」に類型化し、「統帥権
の独立は今日一般に承認されて居るが而も之れ帝国憲法の規定に基くものでない事は勿論、
亦た必ずしも単なる慣行または解釈にのみ基くものでもなく、其重要なる部分に於ては憲法
実施前から存し、実施後天皇の官制大権に基いて屡々改められた帷幄機関の官制に基く」と
する。中野「憲法の変化及改正」『早稲田政治経済学雑誌』34 号（昭和 9 年）、38-41 頁参照。
また、中野前掲『統帥権の独立』、610-612 頁。

53

同上、685-688 頁。

54

同上、691-698 頁。

55

当時確認可能であった内規としては、陸軍では明治 11 年 12 月 4 日「本省ト本部ト権限ノ大略」
『法規分類大全』46 巻（原書房・昭和 52 年、明治 23 年刊の復刻）、425-426 頁及び明治 19 年
3 月 26 日「省部権限ノ大略」同上、445-446 頁が挙げられる。なお後年の内規として、「陸軍
省参謀本部関係業務担任規定」『明治軍事史（下）』（原書房・昭和 41 年）、1650-1651 頁がある。

56

同書では「協議事項」「混合事務」「所謂混成事務」といったいくつかの表現が用いられてい
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るが、全て同義である。「協議事項」に関して中野は、協議は「発議機関」たる「主務機関」
による「諮問行為」に過ぎず、あくまで決定権は「発議機関」に属するとの説と、「輔弼意思
の決定」は「発議機関」と「協議機関」の「合成行為」であるから、その決定権は「合議機関」
に属するとの説があるとする。ロンドン軍縮条約当時、前者は政府が採用した説であり（ま
た美濃部説でもある）、後者は軍令部側が採った説である。中野はこの点、「文字通りに統帥
権独立の問題なりとすれば」、兵力量を例とすれば前者の説を以て妥当と言う。しかし、「問
題は最早単なる統帥権の独立ではなく」、国法の実際上、より広範に解されている「兵権」の
独立とも評すべきものが問題となっていると彼は述べる。確言はされていないが、決定権を「合
議機関」に属すると解する後者の説を以て問題解決に当たらざるを得ないというのが、この
時の中野の結論であろう。同上、704 頁以下。
57

同上、702 頁。なお、この三分類方法は、中野が註で掲げているように、明治期に有賀長雄が
先鞭をつけた区別に倣ったものである。

58

同上、724-725 頁。

59

同上、703 頁。

60

同上、703-704 頁。

61

小林道彦『政党内閣の崩壊と満州事変』（ミネルヴァ書房・平成 22 年）、173 頁以下。

62

北岡伸一『政党から軍部へ』（中央公論新社・平成 11 年）、163 頁。

63

坂野潤治『日本近代史』（ちくま新書・平成 24 年）、399-401 頁。坂野は、美濃部の「円卓巨
頭会議」構想（昭和 8 年）を以て議会否定論と解している。

64

満州事変から五・一五事件を経て齊藤内閣成立に至る経緯を見て、蠟山正道は次の如く言う。
即ち、「現代の資本主義経済の必然的に逢着する内面的危機の金融的通貨的表現を中心とする
内政上の混乱であり、経済上の内乱が見られた」中で、大陸でも満州事変が起こった。「無連絡」
ながらも「同時的」に推移した二つの「国民的大事件」を皆が見守る中で、五・一五事件が
生じ、斎藤内閣が成立する。「この時期から『非常時』の意識は濃厚となり、人心を拘束する
に至つた。社会現象の把握と政治現象の認識は漸く従来の政治的常識を以て律し得られない
ことが識者によつて自覚され始めた」、と（蠟山『議会・政党・選挙』（日本評論社・昭和 10 年）、
序文 1-3 頁）。中野もまた、「非常時」の風を満身に受けていた「識者」だった。

65

憲法法典と兵権独立法の並存的構造を承認しつつも、両者の接合と調和を追求しなくてはな
らないという中野の思想は、明治憲法体制が持つ多元性の解消を念頭に置いたものであった
と言えるだろう。

66 「日日」、5 月 8 日。
67

中野前掲『統帥権の独立』、728-729 頁。

68

例えば、「新体制の前路を語る（座談会）」『日本評論』15 巻 12 号（昭和 15 年）、109 頁での
中野の発言参照。
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69

黒田の示す「国防国家」理論は、≪国務と統帥の調和≫論をも含有したものだろう。黒田曰く、
革新政治とは次の事を求める。即ち、「国内政治はその都度の国内的諸勢力の妥協による安定
化に重点が置かれるのでなく、一切の諸勢力が明確に規定された国防目的のために総動員さ
れ一元的に統合化されることが要請されるのである。したがつてまたここでは個々の人々や
特定集団の権利・自由の保護や伸長に重点が置かれるのでなく、これらのものをあげて全体
的利益に奉仕せしめることが要求されるのである。更にまたこれらの目的のために政治機構
そのものが、諸機構相互間の対立的関係による勢力の均衡状態に価値の重点を置く構造から、
一元化統合化された強力的機構に移行することが要求される」。そして、この革新政治とは「国
防国家化を意味する」（黒田『国防国家の理論』（弘文堂書房・昭和 16 年）、94-95 頁）。
黒田の見立てでは、国防国家化の為には、「政治の多元性」を克服すべきで（130 頁以下）、
逼迫した国際情勢の混迷からしてもまた、「自由主義的国家に本質的な権力分立主義的構造」
を改めるべきだった（244 頁以下）。黒田の国防国家論もまた、底流には自由主義や資本主義
への対決姿勢がある。黒田他、新体制運動期における知識人の自由主義克服論は、源川真希『近
衛新体制の思想と政治』（有志舎・平成 21 年）参照。

70

中野「新政治体制と軍部」『改造』昭和 15 年 9 月号（昭和 15 年）、14 頁。中野は、この反自
由主義を基礎とした≪国務と統帥の調和≫論を終戦まで主張した。例えば、「我が綜合国防体
制の原理と構造」文部省教学局編纂『日本諸学講演集

第五輯

法学篇』（内閣印刷局・昭和

18 年）等も同旨である。
71

≪国務と統帥の調和≫についてナチス・ドイツでは、アドルフ・ヒトラーという 1 人の人物
への両権力の統合によって、国家指導と軍指導との一致を見出していた。Otto Meissner, Georg
Kaisenberg, Staats- und Verwaltungsrecht im Dritten Reich, 1935, S. 125. 著者のひとりマイ
スナーは、ライヒ大統領官房長としてヒトラーに仕えた人物で、その宣伝的要素への考慮を
要するが、当事者的観察として注目に値する。本稿で見た中野の論も、両指導の調和を見出
すべきとの問題意識ではこれに符合している。

72

昭和 10 年代の反自由主義的・親全体主義的な近衛（及びその周辺）の言明を確認できる資料
は多いが、差し当たり、「国策についての上奏文」（昭和 15 年 7 月）近衛文麿関係文書（国会
図書館憲政資料室蔵）R1、「大政翼賛会発会式の宣言文案」（昭和 15 年 10 月）今井清・伊藤
隆編『現代史資料 44』（みすず書房・昭和 49 年）等が目につく。

73

伊藤『近衛新体制』（中公新書・昭和 58 年）、216-217 頁。
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Tomio NAKANO's theory of supreme command
ARAKUNI, Keisuke
This article focuses on Tomio NAKANO's theory of supreme command（1930 and
1934）. In 1930, he insisted that the ministerial responsibility covered supreme command.
But his theory of 1930 was modified in 1934. I attempt to explain the change of
NAKANO's theory in detail.
Additionally, I would like to point that his theory of 1930 and 1934 had character to
initiate the New System Movement（Shin-Taisei Undo）around 1940.
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