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まえがき 

 

●はじめに 

「徴兵制がある国は，今どれだけあるのだろう」−−−−この研究

は私自身のこんな疑問から始まりました。そのとき，私は徴兵制

について何も知りませんでした。現在日本には徴兵制はありませ

んし，戦争さえ「遠い国の話」と思っていたのです。しかし，そ

の答えを自分で調べていくうちに，徴兵制のことにどんどん興味

がわいてきました。そして，いろいろな〈発見〉もたくさん見え

てきました。それは，単純に「徴兵制に詳しくなった」というだ

けのものではありませんでした。調べていくうちに「徴兵制って，

そういうものだったの！？	 なんだか〈民主主義とはなにか〉と

考えてしまうなあ」と思えてきたのです。そしてさらには「軍隊

とはなんだろうか」「国家とはなんだろうか」という問いかけにま

でなっていきました。 

また，それは私だけの気持ちではありませんでした。周りの人

に「ねえねえ，こんなこと知ってる？	 どうだと思う？」と〈発

見〉を吹聴していくと，多くの人たちが私と同じように「興味深

い話題だね。もっと知りたい」とか「驚いた！	 それはどういう

ことなんだろう」と感想を教えてくれました。そのため「そうか，

これは多くの人にとって，学びがいがあることかもしれない。も

っと分かりやすくまとめよう」と思い，さらに研究を重ねること

となりました。そして，紆余曲折を経て「授業書案としてだいた
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いまとまったぞ。この研究も終わりかなあ」と思うようになりま

した。そして，その 後にこのようなガリ本にまとめてみること

にしたのです。 

 

●論文と授業書案について	 ー誰に対して，何を伝えたいかー 

	 このガリ本では，論文としての「徴兵制と民主主義」と授業書

案としての〈徴兵制と民主主義〉の２部に分かれています。授業

書案は，すでにいくつかのサークルや街角かがく倶楽部，また学

校での授業にかけていただきました。それらの結果はだいたい好

評で，授業書案自体は「だいたい，9 割方は完成だ」と思ってい

ます。もし，どこかで授業したいという方がいたら，ぜひ後半の

授業書案を授業してください。 

	 それでは，前半の論文はなにかというと，〈論文〉と言っても，

そう堅苦しいものではありません。社会の授業書には，『生類憐れ

みの令』や『差別と迷信』のように，授業書の前に論文が付いて

いるものがあります。これらは授業書よりも詳しく，ときに専門

的な内容です。しかし決して小難しいものではありません。私は

そのような「授業書案より詳しく，少し専門的なもの」を書いて

おきたかったのです。それは，以前から仮説社の竹内さんが「授

業書を作る人は，お話（授業書内のお話，研究物語としてのお話，読本

としてのお話）を書いてほしい」と言っていたからでもありました。

つまり，この論文は「研究物語としてのお話」に当たるのです。 
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	 私は，授業書案〈徴兵制と民主主義〉を多くの人に体験しても

らいたいと思っています。そのため「じゃあ，授業書案だけあれ

ばいいじゃないか」とも思いました。しかし，そう思いながらも

「〈なぜ私がこの研究をしようと思ったのか〉ということも，やっ

ぱり書き留めていきたい」とも思っていました。それは「研究の

発見自体がたのしいことであったから，その過程や感動ごとみん

なに伝えたい」ということでもありました。また「授業書案には

書ききれなかったけど，私はこのようなことを調べ，このような

文献にあたりました」ということでもありました。そして「私が

逆の立場なら，ぜひ研究者の気持ちを知りたい。〈授業書を作る動

機〉は，授業書自体をより深く知るための大きな手がかりとなる

のではないか」ということでもありました。 

しかし，それら以上に「この論文そのものが，私が伝えたいこ

とでもある」と思ったのです。授業書案を元に授業を受けていた

だくことがあれば，それもいいと思います。しかし，そういう環

境がなかったり，授業書案ではあまりにもコンパクトであるため

「もっと深く知りたい」という方には，ぜひこちらの論文を読ん

でいただきたいのです。この中には，私の研究をそのまま−−−−疑

問から，仮説実験するところまで−−−−まとめてあります。そのた

め，授業を受ける以上にその研究に触れていただけるのではない

かと考えています。 

書いている 中には，「専門家向けに感情をあまり出さない，〈い

かにも論文然としたもの〉を書いた方がいいか」という気持ちも
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なくはなかったのですが，「私はやはり〈私の研究物語〉のような

論文が書きたい。いつも話をしている研究仲間や友達にむけて書

きたい」と思い，多少個人的な気持ちも交えた文章になっていま

す。もしかしたらそれを煩わしく思う人もいるかもしれませんが，

その点はご容赦いただければと思っています。 

	 また，「研究をしながら，私が疑問に思ったこと」の中で，「と

くに一緒に考えてほしい」という部分は，問題として囲いを入れ

ました。ですから，授業書案を受けたことがない人も，それらの

問題を追うことで一緒に考えていただけると思っております（ただ，

誌面の関係上，問題のすぐ下に結果が書いてあることがあります。ご注意下

さい）。 

 

※ 論文中の引用文箇所の中には，文体が難しいものもいくつかありますが，

もし「難しいなあ」と思ったら，その部分は飛ばして読んでいただいても，

問題ないと思います。 

 

2010 年 7 月	 竹田かずき 
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「徴兵制と民主主義」１ 
 

徴兵制のある国・ない国 
 

 

 

 

●はじめに 

	 「あなたは，〈徴兵制〉というと，どんなことを思い浮かべます

か？」−−−−私がこんな質問をすると，多くの人が「今も，韓国に

は徴兵制がある」とか「むかし，日本にもあった」とか「赤紙が

くると，強制的に兵士にならなければいけなかった」など答えて

くださいます。私自身も，この研究を始める前はそれくらいの知

識でした。現在の日本には徴兵制がないためか，私にとっては「遠

い昔の話」「教科書の中の話」と思っていたのです。 

	 しかし，ひょんなキッカケで徴兵制のことを調べ始めたところ，

知らないことがたくさん見えてきました。そして〈徴兵制〉とい

う制度そのものだけでなく「民主主義とは一体なんだろう」「軍隊

とは一体なんだろう」「国家とは一体なんだろう」と考える場面が

多々ありました。これはそんな一連の研究をまとめたものです。

よければおつきあいください。 
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●キッカケは，「あなたは国のために戦いますか？」 

	 徴兵制に対して関心をもったのには，あるキッカケがありまし

た。それは 2006 年 8 月末のことでした。私は東京の仮説会館で

行われている「『たのしい授業』公開編集会議」に出席していまし

た。その席で，埼玉の吉村七郎さん（故人）が１つの問題を出しま

した。テレビ朝日の「スーパーモーニング」という番組で「あな

たは国のために戦いますか？」というアンケートを紹介していた

そうで，「そのアンケートの結果，〈はい〉と答えた割合は，国ご

とにどれくらいだったと思いますか」という問題でした。 

これは結果が気になります。そして，結果を知る前に予想をた

ててみたくなります。しかし，考え始めると「その国に徴兵制が

あるかどうか」が気になってきました。それらの国に徴兵制があ

るかないか，私が自信をもって答えられるのは日本のことだけで

す。 

そこで私は「この中で徴兵制のある国はどこですか？」と質問

しました。すると吉村さんの回答に引き続き，板倉聖宣さんがこ

んなことを言いました。 

「徴兵制のない国はほとんどないでしょう。徴兵制がないのは

日本だけではないかな。平和憲法があるっていうのは日本だけだ

からね。徴兵制じゃないと持たないよ，アメリカみたいな国じゃ

ないとね。どこの国でも国を守らなきゃいけないんだよ。日本は

平和憲法があるから違うんだよ。自衛隊ができちゃったことがお

かしいんだけどさ」（公開編集会議の記録より／荒川康夫さん編集） 
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	 そんなことを考えたこともなかった私は，この言葉にとても驚

いてしまいました。しかし同時に「そうかなあ。ない国ももっと

あるんじゃないかなあ？」などとも思いました。 

	 そこで，実際に〈どれくらいの国が徴兵制を行なっているか〉

を調べてみることにしました。そして，結果を知る前に予想をた

ててみることにもしました。よければ一緒に予想してみて下さい。 

【問題１】現在，世界の国ぐに（約 200 カ国）の中で，〈徴兵制の国〉

は，どれくらいあると思いますか。 

予想	

ア.〈徴兵制の国〉がほとんど。	

イ.どちらかというと〈徴兵制の国〉が多い。	

ウ.どちらかというと〈徴兵制の国〉が少ない。	

エ.〈徴兵制の国〉はあまりない。	

※〈徴兵制ではない国〉といっても，軍隊がないとは限りません。〈兵士を集

める手段〉には，主に徴兵制と志願制があります。志願制とは，希望者が軍

務につく制度です。そのような〈志願制による軍隊〉をもつ国もあります。 

 

●徴兵制のある国は，どれくらいある？ 

	 まずは，図書館で「徴兵制がある国は，実際にどれくらいなん

だろう」と調べてみることにしました。 

	 これを調べるために， 初に手にとったのは『世界国勢図会

2005/06』(矢野恒太記念会)でした。ドキドキとページをめくると，

そこにはこんな風にまとめてありました。 
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アメリカ 志願 エジプト 徴兵 

ロシア 徴兵・志願 インド 志願 

中国 徴兵 韓国 徴兵 

イギリス 志願 北朝鮮 徴兵 

フランス 志願 台湾 徴兵 

ドイツ 徴兵 タイ 徴兵 

イタリア 徴兵・志願 ベトナム 徴兵 

スイス 徴兵 イスラエル 徴兵 

スウェーデン 徴兵 

（「主要国・地域の兵役制度（2004 年現在）」『世界国勢図会 2005/06』矢野恒太記念会

512 ペ	 より（〈徴兵・志願〉とあるものは，志願制から徴兵制への移行期間の国））	

 

	 私は，「え〜！	 本当にこの〈徴兵〉と書かれている国ぐにには，

今も徴兵制があるんだ！」と驚きました。また「この国ぐにの若

者は，今も必ず徴兵されるのか」と思うと突然身近な話に思えて

きて〈今まで，そんなことを考えもしなかった自分〉にもショッ

クを感じました。 

	 しかし，また一方では，アメリカやイギリス・フランスなどは

志願制です。「思っていたよりも徴兵制の国は多いが，しかし板倉

さんが言うように〈ほとんどの国が徴兵制である〉とも言えない

のではないか？」とも思えてきました。 

そこで，「もっとたくさんの国ぐにの〈徴兵制の有無〉を調べら

れないか」と，他の本をいくつも当たってみました。 
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しばらくいろいろな文献を探してみたところ『 新	 世界各国

要覧 12 訂版』（東京書籍,2006 年）という本が見つかりました。こ

の本には，一国ごとに見開き２ページを使って，その国の情報を

簡潔にまとめてありました。その中に「兵役制度」の項目もあっ

たのです。私は大興奮して本をめくりました。そして，他の人に

も分かりやすくなるよう，世界地図を塗り分けてみることにしま

した。〈徴兵制の国〉〈志願制の国〉〈軍隊なしの国〉〈不明の国〉

と塗り分けた世界地図というわけです。 

次のページのグラフがその地図です。 

この地図は先ほどの『 新	世界各国要覧 12 訂版』と外務省の

WEB サイトを元に〈徴兵制の国=	 	〉，〈志願制の国=	 	 〉

に塗り分けたものです。	 		は軍隊がない国です。 	 は

その本にも外務省の WEB サイトにも表記がなかった国です。	

※ このときは 2006 年でしたので，そのときの 新情報を調べていましたが，

このガリ本を制作するにあたり， 新のものにするため『世界年鑑 2010』

（共同通信社，2010）も参考にしました）	

※ この本には〈徴兵制〉と〈選抜徴兵制〉が分けられていました。〈選抜徴

兵制〉とは，徴兵年齢にある人の中から，その一部を選んで徴兵する制度

のことです。ただ，「本人の意思によらず，軍務につかねばならない制度」

という意味ではどちらも同じため，今回は同じ色に塗り分けてみました。	

	

	 私は思わず時を忘れて地図を塗ってしまいました。いくつかの

国は知っていたものの「え〜！！	 この地域は徴兵制ばっかり

だ！」とか「志願制の国もいくつもある！」とか，いろいろな発

見が詰まっていたからです。 
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	 しかし，先ほどの問題は「徴兵制の国はどれだけあるか」とい

うことです。この地図を見ると「どちらも，そこそこありそうだ」

ということは分かりますが，この地図では〈国の面積によって，

印象が大きく左右してしまう〉ため，どちらが多いかは分かりに

くくなってしまいました。 

	 そこで，実際の国数を数えてみました。その結果は，徴兵制が

ある国は 82 カ国，志願制の国は 79 カ国，軍隊のない国が 25 カ国

でした。グラフにするとこのような感じになります。	

 

	 志願制の国と軍隊のない国を合わせると 104 カ国ですから，〈徴

兵制の国〉は，だいたい４割くらいです。	

※ ただ，「軍隊はない」としている国でも，実情はわかりません。日本も「軍

隊は持たない」という国ではありますが，実際は大量の軍事費（防衛費）

を使っています。	

 

	 私はこの結果に驚き，このグラフを周りの人に吹聴しました。

すると「じゃあ，人口グラフで見るとどうなるのかなあ？」と気

にする方が何人もいました。そこで，各国の人口を比例させた〈人

口世界地図〉を塗り分けてみることにしました。 

	 次のページがその地図です。 
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	 どうでしょうか。私は「人口が多い国でも少ない国でも〈徴兵

制の国〉だったり，〈志願制の国〉だったりするんだなあ。印象と

しては〈だいたい半々くらい〉かなあ」と，またもや〈発見〉し

た気分でした。	

	 『世界国勢図会』を見たときは，「こんなにたくさん，徴兵制の

国があるのか〜！」と思った私でしたが，今度は「だからといっ

て，徴兵制の国ばかりでもないのか。色んな国があるんだなあ」

と思いました。また，色を塗りながらも色んなことに驚くばかり

でした。とくに驚いたことはこんなことでした。	

・ イギリス連邦に属している国と，イギリスの植民地だった国

は，志願制ばかりだ（イギリス，カナダ，インド，パキスタン…）。	

・ 旧ソビエト連邦の国は，ほとんど徴兵制だ（ロシア，カザフス

タン，ウクライナ…）。	

・ 北欧の国も徴兵制だ（フィンランド，ノルウェー，デンマーク…）。	

	

	 また，それまで「グラフでも文章でも，伝わることは同じだろ

う」などと思っていた私でしたが，この地図を塗ることで「グラ

フを描くからこそ見えてくることがあるんだ！」「それに，グラフ

を元に吹聴すると，みんなにも分かりやすく伝えられる！」と，

そんなことにも感動してしまいました。	

	

●徴兵制のことを，もっと調べてみたい！	

	 私の当初の疑問であった〈徴兵制の国は，どれくらいあるのだ
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ろう〉ということは，これで明らかになりました。しかし，１つ

のことが分かると，他にも気になることがたくさん出てきました。	

	 「今は半分くらいだけど，もっと昔はどうなんだろう？」	

	 「そういえば，徴兵制っていつからあるんだろう？」	

	 「いや，そもそも，徴兵制ってどんな制度なんだろう？」など

など…	

	

	 それらのことは，単純に「知らないことを知りたい」という気

持ちでもありましたが，それだけではありませんでした。〈徴兵制

の国の数〉を調べて，ものの見方がグッと変わったように思えた

のです。私はそれまで「〈戦争〉とか〈徴兵〉というものは，遠い

世界の話だ」と無意識に思っていたのです。ですから，戦争のこ

とが話題になっているときでさえ「私には直接関係ないだろう」

という意識がぬぐい去れませんでした。「しかし，他の国の，私と

そんなに歳の変わらないような人が，今も〈徴兵制〉という制度

の元，戦争に賛成か反対かなど関係なく，兵士になっているのだ。

しかも，ごく少数の国の話ではないのだ」と分かったとき，世界

の見え方が，全く違ってきたのです。	

	 そして，それが「私だけの気持ちではなかった」ということも，

大きなことでした。これらのことを調べ，感動したとき，私はま

ず母に同じ問題を出してみました。実は，今回だけでなく，私は

何か見つけたことがあると母に問題を出すことにしています。そ

れは「たのしいこと・興味深いことを共有したい」ということで
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もありますが，もう１つ理由がありました。私は自分のことを〈専

門は美術，思考は文系〉と思っています。一方母は〈専門は物理，

思考は理系〉という人です。ですから，「私が感動したことは，他

の人，とりわけ専門が違う人にとっても感動的なのか」というこ

とが気になったとき，母の反応を見ることにしているのです。	

今回のことを話すと，母は大いに興味を持ってくれました。そ

れに手応えを感じた私は，他の人にも少しずつ吹聴するようにな

りました。そして母だけでなく多くの人が興味をもってもらえる

ことが分かり「そうか，この話題は私だけではなく，色んな人が

驚き，深く考えたくなるテーマかもしれない」と思うようになっ

たのです。そうして，私は〈徴兵制に関する他の疑問〉を少しず

つ調べていくことにしました。	
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○ はみだし研究１ 
「あなたは国のために戦い

ますか？」 

冒頭の吉村さんの質問「国ご

とに〈あなたは国のために戦い

ますか？〉というアンケートで，

〈はい〉と答えた割合は，どれ

くらいだったと思いますか」に

ついて，結果を紹介していませ

んでした。あなたはどんな結果

だったと思いますか。 
番組では，日本・中国・韓国

ベトナム・ドイツのみ紹介して

いたそうです。それぞれの国で  
 

ア. 〈はい〉と答えた人が 80%

以上	

イ. 50〜80％	

ウ. 20〜50％	

エ. 20％以下	
こんな選択肢で考えてみる

のはいかがでしょうか。 
結果は下グラフの通りです。 

 
※『たのしい授業』No.329 に私の研究

の一部を載せていただいたとき，編集部

の方がこんなグラフにまとめてくださ

いました。 
※この質問は，もともとはとてもたくさ

んの国で調査したもののようです。『世

界主要国	 価値観データブック』に載っ

ています。

 
電通総研／日本リサーチセンター編『世界 60 カ国価値観データブック』（同友館） 
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「徴兵制と民主主義」２ 
 

過去の〈徴兵制のある国・ない国〉は？ 
 

	

 

●過去の〈徴兵制のある国・ない国〉を調べてみよう 

	 現代の徴兵制について，驚きをもった私は，まずは「過去にお

いて，徴兵制のある国・ない国は，どれくらいあったのか」とい

うことを知りたくなりました。 

	 この 60 年ほど，日本は戦争をしていません。また，世界的に見

ても，1990 年に冷戦が終わり〈世界中を巻き込むような大きな戦

争〉は行われていません。しかし，ほんの 70 年前の 1939 年には

第二次世界大戦が勃発していますし，1914 年には第一次世界大戦

が勃発しました。日本だけ見ても，明治以降〈富国強兵〉という

スローガンのもと軍事力の強化を行い，日清戦争や日露戦争など

の戦争をしました。 

	 そんな過去の情勢を考えると「過去の世界地図を，先ほどのよ

うに塗り分けた場合，現在とはまったく違う地図になるのではな

いか」と思えてきたのです。 

	 しかし，そう思い立ったものの，これがなかなか簡単なことで

はありませんでした。１つ目の理由は，過去の資料が少ないこと
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です。そして２つの理由は，「私が歴史に疎く〈過去の世界の国ぐ

に〉がよく分からない」ということでした。「このときはどこが独

立していて，どこが植民地で…」ということを調べるだけで精一

杯だったのです。そのため「過去の〈徴兵制の世界地図〉は，私

には手に負えそうもない」と一時はあきらめかけていました。 

	 しかし「いくつかの国や時期をしぼれば，調べることができる

のではないか？」と気がつきました。そこで，〈明治維新のころの

日本が，お手本としようとした先進国〉として，イギリス，アメ

リカ，フランス，ドイツの４カ国を選びました。そして，そこに

日本を加えた５カ国を調べてみることにしました。 

	 また時期を〈明治維新のころ〉とすると，期間があいまいにな

りそうですし，〈明治一年〉とすると，日本の政治体制がまだ不安

定な時期かもしれません。そこで，明治維新から 10 年経った 1878

年（明治 11 年）を考えてみることにしました。 

【問題１】1878 年（明治 11 年）に日本，アメリカ，イギリス，フ

ランス，ドイツでは，徴兵制は行われていたと思いますか。 

予想	

・ 日本	 	 	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ イギリス	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ アメリカ	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ フランス	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ ドイツ	 	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

※ちなみに，この中で現在徴兵制がある国はドイツだけです。 
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	 調べてみると，以下の通りでした。 

日本	 	 	 …	 徴兵制 

イギリス	 …	 志願制（徴兵制ではない） 

アメリカ	 …	 志願制（徴兵制ではない） 

フランス	 …	 徴兵制 

ドイツ	 	 …	 徴兵制 

そのころイギリスとアメリカは，徴兵制は行っていませんでし

た。フランスとドイツは徴兵制を行っていました。日本は，明治

6 年（1873 年）に徴兵制を始めました。そしてその制度は，日本よ

りも早く徴兵制を始めていたフランスやドイツの制度をモデルに

しました。グラフにすると次のようになります。 

 

 
 

	 私はこの結果にとても驚いてしまいました。「昔はたくさん戦争

をしていたのだから，徴兵制の国ばかりだろう」と思っていたか

らです。まさかイギリスやアメリカが徴兵制ではないとは思いま

せんでした。 

 



 
25 

●戦争によって，徴兵制は実施されるのか 

しかし，1878 年だけたまたま〈徴兵制でなかった時期〉かもし

れません。そこで，私はこの５カ国をもう少し調べてみることに

しました。しかし，やみくもに１年ごと調べても大変です。そこ

で「軍事的に大きな出来事があったとき」を中心にすることにし

ました。 

【問題２】1914 年にヨーロッパ全土が戦場となった第一次世界大

戦（=欧州大戦）が始まりました。それでは，第一次世界大戦が始

まった年（1914 年）に，先ほどの５カ国で，徴兵制は行われてい

たと思いますか。 

予想	

・ 日本	 	 	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ イギリス	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ アメリカ	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ フランス	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ ドイツ	 	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

 

1914 年は，以下の通りでした。 

日本	 	 	 …	 徴兵制 

イギリス	 …	 志願制（徴兵制ではない） 

アメリカ	 …	 志願制（徴兵制ではない） 

フランス	 …	 徴兵制 

ドイツ	 	 …	 徴兵制 
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1878 年（明治 11 年）と変わっていませんでした。 

私は「戦争が始まるような年ならば，今度こそ全て徴兵制だろ

う」と思ったのですが，そうではありませんでした。しかし，も

う少しあとを調べてみると，イギリスとアメリカも戦争のさなか

に徴兵制を施行しました（イギリス…1916 年・アメリカ…1917 年）。 

 

【問題３】それでは，第一次大戦が終わってから第二次大戦が始

まる間はどうでしょう。その間には〈世界大恐慌〉が起こってい

るので，その年（1929 年）などはどうでしょうか。 

「そんなに細かく考える必要があるのか？」とも思いましたが，

〈大規模な戦争と戦争の間がどうなっているのか〉を考えたかっ

たので，この時期を入れてみました。 

先ほどの５カ国で，徴兵制は行われていたと思いますか。	

予想	

・ 日本	 	 	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ イギリス	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ アメリカ	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ フランス	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ ドイツ	 	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

 

1929 年は，以下の通りでした。 

日本	 	 	 …	 徴兵制 

イギリス	 …	 志願制（徴兵制ではない） 
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アメリカ	 …	 志願制（徴兵制ではない） 

フランス	 …	 徴兵制 

ドイツ	 	 …	 志願制（徴兵制ではない） 

 

イギリスもアメリカも，第一次世界大戦の終結とともに徴兵制

をやめていました。しかし，それよりも私が驚いたのはドイツで

す。ドイツはどうして徴兵制をやめたのでしょうか。実は，第一

次大戦のあと，連合国と敗戦国ドイツの間に結ばれた〈ヴェルサ

イユ条約〉に軍備制限の一環として「徴兵制の廃止」が盛り込ま

れていたのです。私は「そうか，敗戦すると，そういうことまで

制限されたりするのか」と，また新たな〈発見〉をした気分でし

た。 
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【問題４】1939 年に，今度はヨーロッパだけでなくアジアや太平

洋なども戦場となった〈第二次大戦〉が始まりました。それでは，

第二次世界大戦が始まった年（1939 年）に，先ほどの５カ国で，

徴兵制は行われていたと思いますか。 

予想	

・ 日本	 	 	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ イギリス	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ アメリカ	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ フランス	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

・ ドイツ	 	 （徴兵制・徴兵制ではない）	

 

1939 年は，以下の通りでした。 

日本	 	 	 …	 徴兵制 

イギリス	 …	 徴兵制 

アメリカ	 …	 志願（徴兵制ではない） 

フランス	 …	 徴兵制 

ドイツ	 	 …	 徴兵制 

1939 年には，アメリカ以外のすべての国が徴兵制を行うように

なりました。しかし，第二次大戦が始まったとはいえ，このとき

アメリカはまだ参戦していませんでした。アメリカが参戦したの

は 1941 年のことです。そしてその前の 1940 年に徴兵制を施行し

ました（イギリスも第一次大戦とは違い，戦争に参加する前から徴兵制を施

行しています）。 
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一方，ドイツは，ヒトラー内閣が発足した 1933 年から 2 年後

（1935 年）に再び〈一般兵役義務制度〉を導入しています。 

	 私はこれを調べて「第二次世界大戦というのは，本当に〈世界

中の人びとが戦った戦争〉だったのだなあ」などと思いました。 

 

●第二次世界大戦後の徴兵制 

	 それでは，第二次世界大戦以後はどうなったのでしょうか。 

	 日本は戦争に負け，徴兵制は廃止されました。第一次大戦後の

ドイツと同じく，敗戦したことで徴兵制がなくなったのです。 

日本と同じく戦争に負けたドイツも，またもや徴兵制を廃止さ

せられました。しかし，西ドイツは 1956 年に再軍備の一環とし

て徴兵制が施行され，1962 年に東ドイツも徴兵制を施行しました。 
イギリス・アメリカ両国は，第一次大戦が終わったときに徴兵

制はやめたましたが，第二次大戦が終わったときは徴兵制をやめ

ませんでした（アメリカの徴兵制は 1947 年に一度期限が切れたものの，

1948 年には復活しました）。その後，イギリスは 1960 年に，アメリ

カは 1973 年に徴兵制を廃止しました。 

フランスは，第二次世界大戦後も長く徴兵制を続けていました。

しかし 1990 年代後半から段階的に志願制に移行し，2001 年に徴

兵制を廃止しました。 

これらをグラフにまとめると，次のページのようになります。 

	 私は「徴兵制がある国ではずっと徴兵制のままで，徴兵制がな

い国ではずっとないままだろう。このような制度はそうそう変わ
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らないのではないか」と思っていました。しかし，この５カ国を

調べただけでも実に多彩な変遷がありました。私が思っていた以

上に〈徴兵制は時代を反映する制度〉なのかもしれません。 
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○はみだし研究２ 
「役」「現役」という言葉 

	『たのしい授業』NO.329 に，

板倉さんがこのような原稿を

寄せてくださっていましたの

で，紹介いたします。 

（前略）ところで，竹田かずき

さんの徴兵制の話には，「兵役」

という言葉が出てきます。この

「兵の〈役〉」とはどういう意

味なのでしょうか。ずっと前の

本誌でも，「役」という漢字の

意味を問題にしたことがあり

ますが，この際，改めてその意

味を調べてみました。 

	 いま，その後出版された白川

静『常用字解』（平凡社,2003）

で「役」の字を引くと， 

「武器をとって遠く辺境に

出かけて守備につくことを

役といい，〈いくさ，兵役（軍

務に服すること）の意味とな

る〉」 

とあります。 

	 〈役〉という字は，〈役所／

役人／役目〉などといろいろな

ところにも使われますが，〈役〉

という漢字のもともとの意味

は〈兵役=軍務〉につくことだ

ったので，兵役という言葉が元

の意味にもっとも近い使用法

だったことになります。（後略） 

板倉聖宣「兵役の「役」の字の意味」

『たのしい授業』NO.329	 92 ぺ 

	  

	 私は，「役」という言葉自体

にそんな意味があったとは知

らず，とても驚きました。しか

し，そう考えると他にも思い当

たるところがありした。それは

〈現役〉という言葉です。 

	 徴兵制には兵役期間が決ま

っており，それを〈現役３年，

予備役３年〉などと表します。

〈現役〉とは，「部隊に配属さ

れて軍務についていること」で

す。〈予備役〉とは，「現役を終

えた人が一定期間服する兵役」
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です。また他に〈後備役〉など

もあります。 

	 しかし，そのような軍隊用語

でなくとも〈現役受験生〉です

とか〈生涯現役〉などと使うこ

とがあります。そんなことが気

になり，もう一度「現役」とい

う言葉の意味を調べてみるこ

とにしました。すると『大辞林』

（三省堂）には，このように書

かれていました。 

(1)旧軍隊の常備兵役の一。現

在ある部隊に配属されて軍務

についていること。また，その

軍人。 

(2)肩書だけではなく，実際に

仕事をもち活動していること。

また，その人。 

(3)（浪人に対して）高校三年で

大学を受験する者。また，その

試験に合格した者。 

（『大辞林』第二版	 三省堂） 

とありました。 

調べてみて驚いてしまいま

した。「現役」という言葉は，

今でも日常でよく使用される

言葉です。しかし辞書には軍隊

用語が１番はじめに書かれて

いたのです。しかし，先ほど紹

介した「役」という漢字の意味

を考えてみると，現在使われて

いる「現役」のもともとの意味

が軍隊用語であってもおかし

くないのでしょう。
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「徴兵制と民主主義」３ 
 

日本の徴兵制度 
 

 

 

 

●徴兵制とはどのような制度か 

	 各国の徴兵制の歴史をたどると，意外なほどに多様なものでし

た。そして，そうやって調べていくと「そもそも，徴兵制とはど

のような制度なのか」ということも曖昧であることに気づきまし

た。そこで，徴兵制の一例として，今度は〈日本の徴兵制〉につ

いて見てみることにします。 

	 日本は，明治 6 年（1873 年）に徴兵制を始めました。明治維新

後，比較的早い時期に徴兵令が発布され，徴兵制を始めたのです。 

	 明治時代〜戦前の日本の男性は〈20 歳になると徴兵検査を受け

ること〉が義務づけられていました。この検査は体格や健康状態

などを調べるものでした。この検査に合格すると兵士になるため

に軍事訓練を受けたり，戦争に行ったりしました。	

	 しかし，私は以前「学生は徴兵制を免除された」という話を聞

いたことがありました。それは本当でしょうか。義務であったの

に〈その義務から免除される人〉もいたのでしょうか。	
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【問題１】明治６年の徴兵令で，〈その義務から免除（除外）され

る人〉はいたと思いますか。 

予想	

ア. 免除される人はいなかった。	

イ. 免除される人もいた。	

その場合はどんな人だと思いますか。	

1. 体が丈夫でない人	

2. 貴族（華族）など，特権階級の人	

3. 家の跡取りとなる人	

4. 学生	

5. お金をたくさん払った人	

6. 犯罪歴のある人	

7. そのほか	

 

●義務を免除された人びと 

	 明治６年の徴兵令では，「第三章	 常備兵免役概則」として，〈兵

役の義務〉を免除が規定されていました。それはこのようなもの

でした。 

第一条 
	 身丈５尺１寸(曲尺)未満者 
第二条 
	 羸弱

るいじゃく

にして宿痾及び不具等にて兵役に堪ざる者 
第三条 
	 官省府県に奉職の者	 但等外も比例に准ず 
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第四条 
	 海陸軍の生徒となり、兵学寮に在る者 
第五条 
	 文部工部開拓其他の公塾に学びたる専門生徒、及び洋行修行の

者（筆者中/海外留学生のこと）、竝に医術馬医術を学ぶ者	 但教官の

証書竝に何等科目の免状書アル者(科目の等未定) 
第六条 
	 一家の主人たる者 
第七条 
	 嗣子竝に承祖の孫 
第八条 
	 独子独孫 
第九条 
	 罪科ある者	 但徒（筆者中/懲役刑のこと）以上の刑を蒙りたる者 
第十条 
	 父兄存在すれ共、病気若くは事故ありて父兄に代わり家を治る

者 
第十一条 
	 養子	 但約束のみにて未だ実家に在る者は比例にあらず 
第十二条 
	 徴兵在役中の兄弟たる者 
	 また，その規定とは別に，こんな項目もありました。 

第六章	 徴兵雑則並扱方 
第十五条 
	 本年徴兵に当り、自己の便宜に由り代人料金２７０円上納願出

る者は、常備後備両軍共之を免ず 
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	 免役上納金は区長へ差出し、府県庁に纏め、５月中に陸軍省へ

相納むべし 
（ひらがなの箇所は，原文はカタカナ。前項も同じく） 

	 つまり，まとめるとこうなります。 

・ 背が低い，または体が弱いなどの肉体的な条件に欠くもの 

・ 官庁勤務者，海陸軍学校や官立専門学校の生徒，海外留学中

の者など 

・ 戸主やあととりなど（養子や戸主代理も含む） 

・ 懲役刑以上の犯罪者 

・ 代人料として 270 円（現在の金額で 700 万円くらい）を納入した

もの 

 

	 このような人たちは，兵役の義務が免除されていたのです。先

ほどの「イ」の選択肢の中では「2.貴族（華族）など，特権階級の

人」以外はすべて当てはまりました。 

	 体の弱い人が免除されたり，戸主や跡取りが免除されるのは「な

るほど，そのような人が兵士になるのは，本人も家族も大変だろ

う」と分かるような気がします。また「犯罪歴がある人が免除さ

れる」というのはちょっと意外でしたが，軍隊に入れば武器を持

つことになります。そう考えてみると「大きな犯罪を犯した人に

武器を持たせるのは，ちょっと怖い」と思えます。 

	 しかし， 後の〈代人料を納入したもの〉というのは，「お金を

たくさん払えば免除される」ということです。これにたいしては，
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なんとなく「ずるいなあ」という気がしてしまいます。〈特権階級

を免除する〉という規定はありませんでしたが，特権階級は平民

より裕福ですから，実際にはこの〈代人料〉が優遇措置として働

いたのでしょう。 

【問題２】それでは，このような免除規定は，ずっと続いたと思

いますか。 

予想	

ア. ずっと続いた。	

イ. 廃止された。	

ウ. 一部だけ廃止された。	

（廃止された規定は「	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 」だろう）	

 

●〈すべての国民に対する義務〉へ 

	 徴兵制の規定は「徴兵令」という法律によって定められていま

した。その法律は何度か改定されました（昭和 2 年には「兵役法」と

名前も改められました）。明治 12 年（1879 年）の徴兵令改定では，免

除規定の範囲が狭められました。そして，明治 16 年（1883 年）の

改定では〈肉体的な条件に欠くもの〉と〈犯罪者〉以外の免除は

なくなりました。〈家庭の事情によるもの〉や学生などは，免除で

はなく〈徴兵検査を受けることを猶予（延期）するだけ〉となりま

した。徴兵制は数度の改定を経て〈すべての国民に対する義務〉

となっていったのです。 
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●徴兵された人数を調べたい 

	 しかし，中には「なんとか徴兵を免れよう」とする人がいまし

た。「わざと体を痛めつけて一時的に病気のふりをする」とか「見

つからないところに逃げてしまう」というわけです。しかし，そ

のような行為には罰則があり，犯罪者とされました。それはどん

な罰則だったのでしょうか。私は「多少厳しい罰則でも〈罰則を

受けた方がまし〉というのなら，そうやって徴兵を拒否すること

ができるのではないか？」と思えたのです。 

	 徴兵令は何度か改定されましたが，とくに明治 22 年（1889 年）

改定の徴兵令には，そのことがこのように書かれました。 

第五章	 雑則 

第二十八条 

	 兵役を免れんが為め，身体を段傷し疾病を作為し，その他詐偽

の所為を用い，又は逃亡もしくは潜匿したる者，又は正当の事故

なく身体の検査を受けざる者は，抽籤の法に依らずしてこれを徴

集す。 

 

第六章	 罰則 

第三十条 

	 第二十五条（筆者注/本籍地に対して届け出ることを定めた条文）の届

出を為さざる者，及正当の事故なく身体の検査を受けざる者は，

三円以上三十円以下の罰金に処す。 

第 31 条 
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	 兵役を免れんが為め，逃亡し又は潜匿し，もしくは身体を殺傷

し疾病を作為しその他詐偽の所為を用いたる者は，一月以上一年

以下の重禁鋼に処し三円以上三十円以下の罰金を附加す。 

（ひらがなの箇所は，原文はカタカナ。そのほか筆者が句読点などをつけた） 

 

	 徴兵を受けず逃げ出したりわざと体を傷つけた者は，懲役の上，

罰金も払わなければいけませんでした。しかも，その上で改めて

徴兵されたというのです。「これでは，嘘をつく方が損だなあ」と

私には思えました。 

	 徴兵制の研究をしていると「徴兵忌避を実行する人」の話がし

ばしば目につきました。そのような文章やその事例を見ていくと

「そうかあ，徴兵忌避をする人が多かったんだなあ。みんな徴兵

されたくなかったんだなあ」などと思えます。しかし，もしかし

たらそれは「一部の特殊な人びとにスポットライトを当てただけ

で，全体からすればそう多くなかった」のかもしれません。しか

し，そのようなことはどうすれば見えてくるのでしょうか。 

私は「そうだ！〈実際に徴兵された人びとや，免除になった人，

忌避をして罰則を受けた人のグラフ〉を描いてみれば明らかにな

るのではないか」と思いつきました。そしてそれは「当時の日本

の軍事情勢をも反映するものではないか」とも思えました。 

実は，1939 年までの徴兵制には〈抽選制〉という制度がありま

した。徴兵検査の合格者は，抽選によって〈現役〉〈第一補充兵役〉

〈第二補充兵役〉に振り分けられたというのです。補充兵役にな
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ると〈現役には適するが入営せず〉とされ，必要に応じて召集さ

れました。そのため「とくに体格が優秀なものだけが兵役につい

た」というときもあれば，「体が弱いものなども，根こそぎ兵役に

ついた」というときもありました。「きっと，そのグラフを描けば，

これらのことも見えてくるに違いない」そう思えたのです。 

しかし，そう思って調べてみても，なかなかデータがそろいま

せんでした。徴兵制は明治初期から始まっているにもかかわらず，

大正以降のデータしかなかったり，１年ごとにタイトルの違う統

計表だったりするのです。このような状態なので，まだグラフ化

は出来ていません。しかし，いつか資料が手に入ったらグラフ化

したいと考えています。 

  

 

 

 
 

徴兵保険のパンフレッ

ト 

この〈徴兵保険〉に入

ると，徴兵検査に合格

し入営した場合，保険

金が支払われた。不合

格や抽選はずれの場合

は支払われなかった。 
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○ はみだし研究３ 
高村光雲と徴兵制 

	 ここで，実際に徴兵を免除さ

れた（免除されるようにした）人

物を１人紹介することにしま

す。 
	 その人は高村光雲です。彫刻

家や詩人として有名な高村光

太郎の父親で，光雲自身も有名

な彫刻家です。実は私も彫刻を

しており，一時高村光太郎のフ

ァンであったことから，この話

を聞いてとても興奮してしま

いました。 

	 高村光雲は 1852年生まれで

す。ですから徴兵令が発布され

た 1873 年には 21 歳だったの

ですが，その翌年になって「子

歳のもの（1852 年生まれ）も徴

兵対象になった」というのです。

しかし，光雲はすでに彫刻の修

行や仕事をしていたため「兵隊

に３年も入ると，今までの修行

も無駄になりかねない」と，師

匠や親と相談しました。そして

その結果，師匠の姉の養子には

入り，同時に戸主となったので

す。そうすれば〈戸主は兵役を

免除される〉という規定のもと

免役となったからです。光雲は，

それまで「中島幸吉」という名

前でしたが，養子に入ったこと

により高村姓になりました。 
	 それでは，光雲は徴兵制のこ

とをどう捉えていたのでしょ

うか。「イヤな制度だ。行かな

くて当然だ」と思っていたので

しょうか。それとも「行けずに

残念だ」と思っていたのでしょ

うか。 

	 高村光雲の回顧録には，こん

なことが書いてありました。 
毎年この徴兵令のことは打ち

続いて行われるのだそうで，国

家のため，さらに忌み嫌うべき

ことではないが，師匠の考えで

は，幸吉がこれから三年の兵役

を受けることになると，今が正
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に大事な所，これから一修業と

いう矢先へ，剣付鉄砲を肩にし

て調練に三ヶ年の長の月日を

やられては，第一技術の進歩を

挫き，折角のこれまでの修業も

後戻りする。親の心配もさぞか

し。 
高村光雲著『幕末維新懐古談』岩波

文庫（1995 年）109 ペ 

（親本は『光雲懐古談』万里閣書房

1929 年（昭和 4 年）） 
	 また，こうもありました。 

私が高村姓を名乗るようにな

ったのは全く徴兵よけ
、、

のため

であったので，これで一切始末

が附いて，私は兵隊にならずに

終んだのでありました。今から

考えるとこれはあまり良い事

ではないようです。 
（同／110 ペ） 

どうやら「行けずに残念だ」

とまでは言わなくても「行かな

くて当然だ」というわけではな

さそうです。 

もっとも，この回顧録が書か

れたのは光雲が 77 歳のころで，

徴兵免除されたときからずい

ぶん時間が経っています。です

から，当時の気持ちはどうであ

ったかは，推測することしか出

来ません。また，光雲が成人し

たときは，徴兵制が出来たばか

りで，これらは〈まだ，徴兵制

が社会に浸透していない時期

の話である〉と註釈させていた

だきます。
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「徴兵制と民主主義」４ 
 

〈徴兵制〉のはじまり 
 

 

 

 

 

●徴兵制はどの国で生まれたのか 

	 今までいろいろと徴兵制のことを調べてきましたが，そうする

と根本的なことが気になってきました。それは「徴兵制は，いつ

どこで生まれたのだろうか」ということです。日本の徴兵制は，

明治初期の明治６年（1973 年）に始まりました。日本の近代化と

ともに始まったわけです。そこで，こんなことを考えてみました。 

【問題１】初めて徴兵制を行った国はどこだと思いますか。 

予想	

ア. イギリス	

イ. アメリカ	

ウ. フランス	

エ. ドイツ 

オ. そのほか（	 	 	 	 	 ） 
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●フランス大革命と徴兵制 

	 『山川	 世界史小辞典（改定新版）』（山川出版社，2004 年）で「徴

兵制」を調べてみると，こんなことが書いてありました。 

徴兵制 

国民に兵役を強制して必要な兵力を調達する徴兵制は絶対王政下

にも試みられたが，大規模に計画され制度的にも定着するのは革

命期である。フランス革命が危機を迎えた 1793 年 2 月には 30 万

人の徴兵が行われた。この徴兵を嫌い西部では反乱が生じている。

また同年８月には，戦争や内乱に対処すべく全フランス人を祖国

防衛のため動員する一種の国民総動員令が出された。（一部略）98

年には義務兵役制が定められている。 

（『山川	 世界史小辞典（改定新版）』山川出版社（2004 年）444 ペ） 

	 徴兵制は近代以前からもあったものの，制度的に定着したのは

フランスだというのです。私はなんとなく「徴兵制は軍国主義の

たまものなのかなあ」などと思っていたので，思いがけず〈フラ

ンス革命〉という言葉が出てきて，とても驚いてしまいました。

フランス革命といえば「それまでの絶対王政を倒し，国民が政治

の中心となった」という出来事です。それが徴兵の始まりだとい

うことにビックリしてしまったのです。 

 

●国民のものとなった戦争 

私がそのようなことを調べている頃，ちょうど板倉さんが〈ヒ

トラーと民主主義〉という研究をしていました。そしてその研究



 
45 

についてのお話の中で興味深い話をしていました。『たのしい授

業』NO.317 には，このようにまとめられています。 

欧州大戦=第一次世界大戦以前の大きな戦争というと，ナポレオ

ン戦争があります。その戦争の真っ 中に，英国の大化学者デー

ヴィー(1778〜1829)は，のちに大科学者となる弟子のファラデー

(1791〜1867)を連れて，フランスとその占領地を研究旅行しまし

た。私はそのことを『わたしもファラデー』（仮説社）という著書

の中で詳しく紹介しましたが，そのころまで，戦争というものは，

その国の領主が傭兵を使うなどして勝手にやるもので，一般の国

民には関係ないものと見なされていたのです。一般の人びとは，

自分たちの耕作している農地を荒されることだけを心配していれ

ばよかったのです。 

	 しかしその後，一般国民も選挙権を獲得して，主権者の一員と

なりました。そして，それまで〈領主のもの〉だった国土が〈国

民のもの〉と考えられるようになり，戦争も〈領主だけのもの〉

から〈一般国民のもの〉になってしまったのです。選挙権には〈選

ぶ権利〉だけでなく〈人びとが不用意に戦争に引きづり込まれな

いよう配慮する責任〉もあることを忘れることはできません。 

（板倉聖宣「ヒトラーと民主主義」『たのしい授業』NO.317	 82〜83 ペ） 

	 〈国が国民のものになり，戦争も国民のものになった〉……こ

のことに私は再度驚いてしまいました。「民主化というものは，戦

争までも〈自分たちのもの〉となるのか！」とあまりにも衝撃的

だったのです。 
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	 これを徴兵制のことと合わせて考えてみるとどうでしょう。「フ

ランス大革命が国を〈国民のもの〉にした。だから，戦争や軍隊

も〈国民のもの〉になった。だからこそ，国民１人１人に〈兵役

の義務〉がある徴兵制が生まれた」−−−−そう言い換えるととても

スッキリします。しかし，そう思いつつも，それまで私は「徴兵

制は〈イヤなもの〉〈非民主的な制度〉だなあ」と思っていたため，

理論的には納得しても，感情的には簡単に納得できませんでした。 

しばらくそのようなことをモヤモヤと考えていたとき，兄と会

う機会があり，一連のことを話してみました。すると兄に「じゃ

あ逆に，封建国家の軍隊は誰のものだと思うの？」と聞かれまし

た。少し考えてから私は「それは，国王とか，貴族のものだろう

ね」と答えました。兄は続けて「軍隊ってものは，為政者のもの

だよ。だから民主国家において，形式的であっても〈国民のもの〉

だというのは，不思議でもなんでもないよ」と言いました。 

私はその話を聞きながら「そうか〈軍隊が国民（=私たち）のも

の〉ということは，簡単に納得出来なかったけど〈じゃあ他の誰

かのものなのか？〉と考えると，〈他の誰のものであって欲しくな

い。やはり国民（=私たち）のものなのかあ〉と思うなあ」と，な

んとなく納得できました。そして，偶然調べ始めた〈徴兵制〉が，

〈国の在り方〉にまで関わる問題であったことに，驚いてしまい

ました。 

 

＊	 ＊	 ＊ 
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●政治体制が変わるとき，徴兵制はつづいたのか 

	 ここで話を，徴兵制が始まったころのフランスに戻すことにし

ます。	

フランスは，大革命のあと〈共和政（民主政）〉〈ナポレオンによ

る帝政〉〈王政の復活〉など，短期間で政治体制を大きく変えまし

た。簡単にまとめるとこのようになります。 

 
	 こうやってグラフにまとめてみると，大分スッキリしましたが，

それでもこうもころころと政治体制が変わっているに驚いてしま

います。そしてそんなことが分かると「政治体制が変わると，徴
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兵制はどうなったのかなあ」と気になってきました。今度はそれ

を辿ってみようと思います。 

【問題２】フランスは，大革命のあと〈共和政〉になりました。

そしてその後，1804 年にナポレオンが皇帝になり〈帝政〉となり

ました。 

	 それでは，帝政になっても，徴兵制は続いたと思いますか。	

予想	

ア. 帝政になっても，徴兵制は続いた。	

イ. 帝政になると，徴兵制は廃止された。	

 

●〈帝政〉とはどんなものか 

	 徴兵制は，共和政から帝政に変わっても続けられました。	

私はこれを知って「そうかあ，帝政になっても続いたんだ」と

思いつつも「そういえば，帝政ってなんなの？」と，そもそも〈帝

政〉のことが分かってないことに気づきました。	

〈帝政〉というと，「皇帝が治めていたのだから王政のようなも

のではないか」と思えます。しかし，ナポレオンはフランス大革

命のとき〈革命軍の将校〉として大活躍した人で，革命を支持し

ていた人物なのです。そう思うと〈革命以前の王政〉とはまた違

うようにも思えます。そこで，もう少しナポレオンと〈帝政〉の

ことを調べてみることにします。	

	 ナポレオンは皇帝になる前に，他の人たちと結託してクーデタ

ーを起こしています。「軍事力で無理矢理権力者になったのかあ」
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と私は思いました。しかし，ナポレオンはそのすぐあとに憲法改

正を行い，その是非を国民投票で問いかけているのです。このこ

とを知って，私はとても驚きました。これは「〈クーデターで出来

た政府〉の承認を国民に得よう」という試みにほかならないでは

ないですか。王政のときは，そのような〈国民投票〉などはあり

ませんでした。いいえ，それどころか〈憲法〉などはなく，国王

が権力を握る〈絶対王政〉の時代だったのです。	

	 このナポレオンの行動は「絶対王政のころの国王」と同じもの

とは思えませんでした。しかし，もしかしたら国民投票をしたも

のの賛成を得られず，新たな道を探したかもしれません。果たし

て結果はどうだったのでしょうか。	

	 先ほどの国民投票は賛成多数となり，〈クーデターで出来た政

府〉は国民の支持を得ました。その後，ナポレオンは 1802 年に任

期無期限の終身統領になり，さらに 1804 年には皇帝になりました。

終身統領になったときも，皇帝になったときも，やはり国民投票

を行ない，多くの賛成を得ています。ナポレオンは国民投票によ

って皇帝になったのです。しかし「国民投票といったって，不正

があったのではないか」という疑問がないわけではありません。

しかし，「国民投票により自分の進退を問う」という点だけを見て

も，以前の絶対王政とはまるきり違ったものとは言えそうです。	

	 また，そもそもナポレオンが〈皇帝〉と名乗ったのは，古代ロ

ーマ帝国の皇帝を真似たからだというのです。ローマ帝国の皇帝

とは，もとは〈市民の第一人者〉とか〈尊厳者〉いう意味合いで
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す。ですからナポレオンは，〈皇帝〉と言っても君主ではなく，む

しろ現代の大統領に近いともいえるのです。	

	 私はずっと「帝政は王政のようなものだろう」と思っていたの

で「ナポレオンの帝政は，むしろ共和政に近いのだ。国民投票も

しているのだ」ということにとても驚いてしまいました。しかし，

そう考えると〈共和政で生まれた徴兵制が，帝政になってもその

まま続いた〉というのは，当然のようにも思えます。	

	

	 しかし，それを「当然」というのなら，〈帝政〉の次の〈復古王

政〉ではどうだったのでしょうか。 

	 ナポレオンは，1814 年に戦争に負け，皇帝の地位から追われま

した。そして今度は，〈革命で処刑された国王〉の弟が国王となり，

王政が復活しました。革命前の王家の人が国王となったのですか

ら，〈共和政〉や〈帝政〉とは違うものと言えそうです。それでは，

そのとき徴兵制は続いたのでしょうか。	

【問題３】1814 年に王政が復活しても，徴兵制は続いたと思いま

すか。 

予想	

ア. 王政が復活しても，徴兵制は続いた。	

イ. 王政が復活すると，徴兵制は廃止された。	

	

	 さあ，どうでしょうか。私は「うーん，王政が復活しても，徴

兵制は続いたかもしれないな。いったん生まれた制度は，簡単に
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なくならないんじゃないかなあ」と思いました。しかし「でも，

〈国は国民のものになり，軍隊は国民のものになった〉というの

ならば，王政になってふたたび〈国は国王のもの，軍隊も国王の

もの〉になったら，徴兵制は廃止されたのかもしれないなあ」と

も思いました。さて，一体どうだったのでしょうか。 

 

●〈王政の復活〉と徴兵制の廃止 

	 フランスの歴代憲法をまとめた中村義孝	編訳『フランス憲法史

集成』法律文化社（2003 年）という本を調べると，王政が復活した

あとの 1814 年の憲法には，このような記述がありました。 

（1814 年憲法憲章） 

第12条 	

徴兵（conscription）は廃止される。陸海軍の募兵の方法は法律

により定められる。	

（中村義孝編訳『フランス憲法史集成』法律文化社（2003 年）126 ペ） 

王政になって，徴兵制は廃止されたのです。	

私はこれを読んで「廃止されている〜！」とドキドキしてしま

いました。「もしかしたら，廃止されたかもしれない」とも思って

いたものの，こんなにハッキリと政治変遷に合致しているとは思

わなかったのです。	

しかし，よく考えてみればそれも道理です。革命が起こるまで

の軍隊は〈貴族と彼らがやとった傭兵〉によるものでした。軍隊

は特権階級のものだったのです。革命によって〈軍隊は国民のも
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の〉になったものの，国内外に「革命をつぶしたい」という勢力

がいました。旧王家もそのひとつです。彼らにとっては〈革命時

の軍隊〉は敵だったのです。ですから，ふたたび王政が復活した

とき〈革命時の軍隊〉をそのまま丸ごと引き継ぐわけにはいかな

かったのでしょう。だからと言って，こうも明確に「徴兵制を廃

止される」と書いてあるのは意外でしたが，それだけ徴兵制は軽

んじることのできない制度だったのではないでしょうか。	

	

それでは，ふたたび共和政になったときはどうなったのでしょ

うか。王政は復活したものの，1848 年に革命（２月革命）が起きて，

フランスは再度共和政になりました。そのときに徴兵制は行われ

たのでしょうか。 

 

【問題４】1848 年に革命が起きて，フランスがふたたび共和政に

なりました。そのとき，徴兵制が行われたと思いますか。 

予想	

ア. ふたたび共和政になると，また徴兵制が行われた。	

ア. ふたたび共和政になっても，徴兵制は廃止されたままだっ

た。	

 

●共和政と徴兵制の復活 

第二共和政となったあとの 1848 年の憲法にはこのような記述

がありました。 
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（1848 年憲法） 

第102条 	

法律により定められた例外を除いて，すべてのフランス人は，

兵役の義務および国民軍の義務を負う。個人的に兵役を免除され

る各市民についての資格は，徴兵に関する法律により定められる。	

（同／152 ペ） 

	 ふたたび共和政になると，また徴兵制が行われたのです。「共和

政になると復活している！」と私はまたもやドキドキして，もう

いてもたってもいられなくなりました。 

	 共和政のときに生まれた徴兵制が，〈共和政を引き継ぐ帝政〉の

ときには持続し，〈王政復古〉のときには廃止された。しかし，ま

た共和政になると復活した！	 −−−−これは，まさに〈民主政治が

徴兵制を生んだ〉と裏付けることと言えるのではないでしょうか。

そのことを〈発見〉した私は，もう叫びたいくらいの気持ちでし

た。歴史学者からしたら「何を今更」ということであるかもしれ

ません，しかし，歴史に疎い私は，フランス革命のところから「隣

へ，隣へ」と仮説を立てながら調べ，そして「徴兵制，いや，〈徴

兵制と民主主義に関する展望〉が見えた！」と思えたのです。 

 

	 その後，フランスはふたたび帝政になります。今度皇帝になっ

たのは，ナポレオンの甥ナポレオン 3 世（ルイ=ナポレオン）でした。

ナポレオン３世は，共和政になった年の 1848 年に大統領に選ばれ，

1851 年にクーデター起こし，その翌年には，伯父と同様に，皇帝
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になり，国民投票も行なっています。徴兵制は，２度目の帝政に

なっても続けられました。そして，1870 年にナポレオン３世がプ

ロイセンとの戦争に負け失脚し，３度目の共和政になったときも，

やはり徴兵制は続けられました。	

	

＊	 ＊	 ＊	

	

●〈復古王政〉の矛盾	

	 しかし，さらに深くフランス革命周辺の軍事事情を調べている

と，藤田嗣雄『欧米の軍制に関する研究』信山社出版（1991 年／論

文発表は昭和 9 年 11 月）という本に出会いました。そこにはこんな

風に書かれていました。 

	 1814 年のシャルト（憲法）第 12 条の規定に依り，徴兵制度を廃

止し陸海軍の徴募の方法は法律を以て之を定むと規定したり。ナ

ポレオンの治下に於ては，徴兵制度は，国内の治安を維持する為

めにするよりも，侵略戦争の為めに運用せられ，人民が此の制度

に依り受けたる苦痛大なりしを以て，其の弊害を除去すべく，之

を修正することなく，一挙に廃止したるものなり。 
	 1816 年 7 月 16 日の国民軍に関する勅令に関しては既に述べた

り。徴兵制度の廃止の結果，兵員の充足に付満足を得ざりしを以

て，陸軍大臣元帥 Gouvain Saint Cyr は兵制改革の任に当たり，

苦心の結果 1818 年 3 月 10 日の法律の制定を見たり。此の法律案

が議会に提出せらるるや右党は平時に於ける強制召集に反対し，

Chateaubriand が同年 3 月 2 日上院に於て発表したる意見は，右
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党の他の議員の夫れと全く同一にして，其の中に於て ” La 
conscription,reproduite sous le nom d' appels, est à la fais la 
mode naturel de recrutement du despotisme et de la 
démocratie, et ne peut appartenir, pour cette double raison, à 

la monarchie constitutionnelle.”等と述べたり。 
	 1818 年 3 月 10 日の法律第一条に於て” L'armée se recrute pur 
des engagemens volontaires et, en cas d'insuffisance, par des 
appels faits suivant les régles prescrits ci-aprés, titre Ⅱ.”即ち

軍隊は志願に依り之を徴募し，其の不足の場合に於ては召集の方

法に依り徴集すとの原則を定め，之を徴兵（conscription）とは為

さざりしも，一種の強制徴募の方法を認めたり。 
（藤田嗣雄『欧米の軍制に関する研究』信山社出版（1991 年）344〜346 ペ

（論文発表は昭和 9 年 11 月）） 

	 つまり，「復古王政の憲法で定めた通り〈徴兵の廃止〉は進めた

が，それによって兵士が不足してしまい，徴兵とは違うものだと

言いつつも，軍隊への強制徴募の法律も定めた」というのです。 

「えー！	 それじゃあ，やっぱり復古王政にも徴兵制はあった

の？」と，私はかなり混乱してしまいました。しかも，「憲法と矛

盾した法律が認められた」というのも，ますます混乱を深めまし

た。先に書いた通り，復古王政の憲法にはハッキリと「徴兵は廃

止する」と書いてあります。王政のさなかの 1830 年にふたたび

革命（7 月革命）が起こり，その後違う国王になったのですが，こ

の条文はそのときの憲法にも引き継がれています。王政の間の憲

法には，ずっと「徴兵は廃止する」と書かれていたのです。	
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しかし，一冊の本に書いてあるだけでは，もしかしたら〈その

筆者のミス〉ということも考えられます。そこで「この筆者とは，

違う系統で研究している人はいはないか」と再び探しつづけまし

た。すると，西願広望「国民軍の形成ーフランス革命・ナポレオ

ン帝政・復古王政の軍隊」『近代ヨーロッパの研究 12	 軍隊』ミネル

ヴァ書房（2009 年）という本にこんなことが書かれていました。	

さらにルイ 18 世が 1814 年，フランスに帰還する際，シャルト憲

章のなかで宣言した，徴兵制の廃止が実行に移された。兵員の徴

募は志願制で行うことになった。しかし志願兵はあまり集まらな

かった。1817 年，存在すべき兵力は 24 万であったのに，実際に

は 11 万 7000 しかいなかった。 
	 かくして，1817 年に陸軍大臣となったグヴィオン=サン=シー

ルによって，1818 年 3 月 10 日，徴兵制が再び制定された。毎年

4 万人（徴兵適齢者の 6 分の 1）が 6 年の軍務に就くことが定め

られた。20 歳の若者によるくじ引きで，出征者の選抜が行われる

こととなった。代理人制度は認められた。1824 年には，動員すべ

き新兵の数が 6 万人に，勤務期間が 8 年に改められた。 
（西願広望「国民軍の形成ーフランス革命・ナポレオン帝政・復古王政の軍

隊」『近代ヨーロッパの研究 12	 軍隊』ミネルヴァ書房（2009 年）237 ペ） 

	 ここでも，〈復古王政でも徴兵制があった〉と書かれています。

この本が「先の筆者とは違う系統での研究」かどうかは，わかり

ませんでした。しかし複数の本で書かれているとなると，簡単に

無視は出来ません。しかし，それが本当だとすると〈民主政治が

徴兵制を生んだ〉というのがそもそも違っていたのでしょうか。 
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●共和政に歩み寄った復古王政	

しかし，そのように考えているとそもそも「王政のときに〈憲

法〉があること」ということも不思議に思えてきました。憲法と

いうのは〈国のもっとも大切なきまり〉です。そして〈国王の権

限も制限するもの〉でもあるのです。フランス大革命の前まで，

フランスに憲法はありませんでした。	

「革命のあと，王政が復活した」というと，私は「革命は失敗

に終わったんだ。革命前の王政に逆戻りしたんだ」と思っていま

した。しかし復古王政は，以前までの〈国王が絶対的な権力をも

つ〉という絶対王政ではなく，議会があり，〈国王といえども，憲

法に従って政治をしなくてはならない〉という〈立憲王政〉とな

っていたのです。	

そう考えると「この王政は，ずいぶん共和政に歩み寄っている

なあ」と思えることが他にもいくつかあります。憲法を読むと，

制限選挙ではあるもの選挙の項目があります。また〈国民の法の

前の平等〉や〈個人の自由〉などが保障されています。これはま

さしく革命の成果です。復古王政は，〈王政〉とはいえ，以前のよ

うな〈絶対王政〉ではなく，このように共和政に歩み寄った〈民

主的な側面の多い立憲王政〉だったのです。	

そう考えると「憲法では徴兵を廃止する」とし，その反面「実

質的に徴兵制が認められた」ということは，むしろ〈王政であり

つつも憲法をもつ〉という立憲王政の２つの立場を反映している

ように思えるのですが，いかがでしょうか。	
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●〈代人制〉という矛盾	

また，その一方で，先ほどの二つ目の引用文には，「20 歳の若

者によるくじ引きで，出征者の選抜が行われることとなった。代

理人制度は認められた」という文章がありました。くじ引きは，

日本の徴兵制にもあった〈抽選制〉と同じようなものでしょう。

それでは，〈代人制度〉とはなんでしょうか。	

じつは，〈代人制〉とは〈代わりの人を頼めば，本人は兵役につ

かなくてもいい〉という制度です。日本の徴兵制の初期にも〈代

人料〉という〈お金を払い，兵役を免れる制度〉がありました。

しかし，その〈代人制〉は徴兵令の発布から 10 年後には姿を消し

ました。それでは，フランスの〈代人制度〉はいつからいつまで

続いていたのでしょうか。	

代人制度は，ナポレオン戦争のころから第二帝政が終わるまで

続いていました。私は「そのような制度があったら，代わりの人

を雇える人と雇えない人によって，不平等になってしまうではな

いか」とも思えました。しかし〈法の前に平等か〉という点を考

えれば「特権階級だけが特別というわけではなく，すべての国民

に利用できる制度である」とも言えます。この点が革命以前の〈身

分制社会の時代〉とは大きく違うのです。結局，この〈代人制度〉

は３度目の共和政になったあとの 1872 年には廃止されました。	

フランスは大革命以来，政治体制が何度も変わりましたが，こ

の３度目の共和政でようやく落ち着くことになります。徴兵制は，

そのように激しく揺れ動く時代に生まれました。そして，廃止や
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〈憲法との矛盾〉，〈代人制度〉などの様々な試みを経て，定着し

ていったのです。そして，そのような時代の変わり目には，〈一見

矛盾をした制度〉が行われることもあるのでしょう。	

※ フランス革命以来の徴兵制をもう一度まとめ直すと，次のグラフのように

なります。	

	

●他の国に広がる徴兵制 

	 ところで，他の国では徴兵制は行われたのでしょうか。 

フランス革命が起こったとき，フランスの周辺の国ぐには，革

命が波及することを恐れて，軍隊を出しました。しかし，フラン
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スの軍隊に負けてしまい，やがてヨーロッパの大部分がフランス

の支配下に置かれました。	

	 フランス革命のスローガンは〈自由・平等〉でした。皇帝とな

ったナポレオンも〈人身の自由〉〈法の前の平等〉〈私的所有権の

確立〉などをもりこんだ民法をつくりました。フランスの支配は，

そんな〈フランス革命の精神〉をヨーロッパ全域に広めることと

なったのです。	

それらの国の一つであるプロイセン王国では，上からの改革と

して〈農民の職業選択・移住・結婚・土地取引の自由〉〈将校職の

市民への解放〉〈土地所有権における貴族と市民の平等〉などが行

われました。これは，それまでにない民主的な制度でした。	

その後，フランスが戦争に負け，プロイセン王国を支配するこ

とはなくなりました。しかし，これらの改革は続行されました。

そのような状況の中，1814 年には徴兵制が行われました。プロイ

セン王国では王政を続けたまま〈上からの改革〉の１つとして徴

兵制を始めたのです。 

そういえば，日本で徴兵制が行われていたときも，天皇を中心

とした〈王政の国〉でした。しかし，それより前の時代（江戸時代）

に比べると，とても民主的な時代でした。〈職業選択の自由〉〈移

住の自由〉〈四民平等〉などは明治時代のはじめに認められたこと

です。そして，それらと同じころに徴兵制も始まりました。 

	 そのようにして，徴兵制は，近代化や民主化とともに世界に広

がっていったのです。 


