
はじめに

　日本国憲法第19条、20条及び21条が保障する思想･良心、信教、結社・表現

等の自由や第89条の解釈が論じられる際、我が国の「戦前の経験に対する反

省」に関する言及がなされることが少なくない。本年１月20日の砂川政教分離

訴訟最高裁大法廷判決において、藤田宙靖裁判官が補足意見の中で「憲法89条

が，過去の我が国における国家神道下で他宗教が弾圧された現実の体験に鑑

み，個々人の信教の自由の保障を全うするため政教分離を制度的に（制度とし

て）保障したとされる趣旨及び経緯を考えるとき」と述べたのはその一例であ

る１）。憲法学者の多くも同様の見解に立っている。例えば、長谷部恭男は「日

本国憲法が政教分離の規定を定めている背景には、戦前の日本において神道が

事実上国教としての扱いを受け、国民の信教の自由を抑圧した歴史への反省が

ある」２）と述べており、辻村みよ子も、「神社神道が事実上の国教（国家神道）

として、国から特権を受け優遇された。その反面、キリスト教や大本教など他

の宗教が弾圧されたり冷遇されたりした」３）としている。

　特別高等警察（特高警察）は、例えば、特高警察研究の大著『特高警察体制

史』を著した荻野富士夫が、「大本教やキリスト教などに対する宗教弾圧や自

由主義・民主主義思想に対する弾圧もよく知られている」と述べるように４）、

「国家神道下で他宗教を弾圧した」国家組織の筆頭に挙げられることが多い存

在である。特高警察が宗教のみならず自由主義や民主主義を弾圧したという認

識は、それなりに一般化していると考えられ、例えば、松尾洋『治安維持法と
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特高警察』の表紙には「自由と民主主義と平和への願いを踏みにじった悪法下

の暗黒史」５）という文句が掲げられている。

　ここで問われなければならないのは、特高警察は何を守るために宗教・自由

主義･民主主義思想を弾圧したのか、という点である。以前筆者は拙稿で、特

高警察の宗教取締が、国体に対する異端取締という視点のみでは説明すること

ができないことを論じ、また、特高警察の諸活動を考察する際には、「そもそ

も目的レベルで間違っていたのか、立法レベルで不適切であったのか、それと

も運用レベルで濫用があったのか」について、それぞれ別個に実証的な考察を

する必要がある旨を論じた６）。そこで本稿は、特高警察の活動の「目的レベ

ル」の正当性について考えるひとつの試みとして、戦前期に出版された、主と

して警察関係者を読者層と想定していた特高警察・思想警察に関する概説書・

解説書（いわゆる諸「特高教本」７））を事例に、特高警察が守ろうとしていた

ものは何であったのか、およびそれが特高警察の取締活動に対してどのような

影響を与えたのかについて考察を試みたい。

　なお、引用文中の旧漢字は必要に応じて現行のものに改めたことを断わって

おく。

１．先行研究の整理

　では、特高警察が何を守ることを目的としていたのかについて、特高警察や

治安維持法に関する先行研究はどのような指摘をしてきているであろうか。こ

こでは、特高警察研究として荻野富士夫、大日方純夫のものを、治安維持法研

究として奥平康弘のものを取り上げてみたい。結論を先取りして言うならば、

これらの諸研究は、特高警察が何を取締ったのか、それがどのように拡大・変

遷していったのかについては詳細に跡付けているものの、何を守るためにそれ

らの運動・思想を取締ったのかという点について、意外にも、具体的で端的な

説明をしてきていないのである。

　例えば荻野は、「戦前のすべての時期を通じて、量的にも質的にも社会運動

の抑圧に最も直接的で重大な役割を果たしたのは特高警察である。しかも特高
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警察は、一九三〇年代後半には国民生活や思想の抑圧と監視に乗りだした結

果、思想統制のための権力の末端機構として、治安の確保に不可欠な役割を

担っていくことになる。すなわち、まず社会運動に携わる一人一人と対峙し、

ついで国民一人一人の生活と思想を監視していくのが特高警察の日常的任務と

なった」と述べている８）。また、戦前の警察の最大の特質が「治安維持･社会

秩序維持機能の強力さ」にあったと述べ、「一八七五年三月公布の「行政警察

規則」は一九四五年まで存続するが、その「行政警察ノ趣意タル人民ノ兇害ヲ

予防シ安寧ヲ保全スルニアル」という条文は、後者の「安寧ヲ保全スル」に圧

倒的比重が置かれて運用されてきたのである。そのことは「警察」という組

織・機能上の普遍的な特質であり、いうまでもなく戦後においても貫かれてい

る。換言すれば、この本質的機能は反国家的・反政府的な運動や思想を常に抑

圧と監視の対象とすることにほかならない。それは戦前においては主に「特高

警察」において担われ」たとしている９）。

　荻野の研究もふまえ、近代日本警察の展開を地域史とからめながら通史的に

まとめた大日方は、発足当初の特高警察が、無政府主義者、共産主義者、社会

主義者、土地復権を唱える者など「国家の存在を否認する者」を監視したと述

べている10）。また、大日方は、1930年代半ばに特高警察の活動は転機を迎え、

「国家国体の衛護」と「社会の安寧秩序保持」という「国家・社会秩序の破壊

一般」へ、その役割が拡大し、さらには「国民の強制的な同質化（ファッショ

化）と戦争政策を推進する主要な担い手」となったと指摘している11）。

　憲法学者の奥平康弘は「明治国家の作りあげた治安体制の特質を、ひとこと

でいうとすれば、反体制活動―と政府が考えるところのもの―を行政警察

的な手段によって、即物的に鎮圧することをもって眼目とした、と表現しえよ

う」12）としたうえで、そうした「即物的な行政処分にたよる治安体制」13）の限

界・不十分さの自覚が刑事法としての治安維持法の誕生につながった、と述べ

ている14）。また、奥平は「昭和初期の日本では、治安維持法といえば一九二〇

年代後半から三〇年代前半にかけて「草木もなびく」絶大な効果があった。こ

れを使って支配層は、労働者を主要な担い手とする反体制運動＝社会主義・共

産主義運動を薙ぎ倒した。十五年戦争期に入るころには、この種の薙ぎ倒し作
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業はほぼ完了していた。支配層はこんどは、この法律にもとづいて、別な意味

で反体制的で、国策遂行上邪魔になる市民的・民衆的なあれやこれやのうごき

を「弾圧」することになる。このプロセスは要するに、治安維持法の怪し気な

拡大適用の途にほかならない」15）と述べている。

　以上紹介した三者の説明に共通しているのは、特高警察が「反国家」「反政

府」「反体制」運動を取締ったということと、昭和10年代に特高の取締活動が

拡大する画期があったということの二点である。

　まず前者―特高警察が「反国家」「反政府」「反体制」運動を取締った―

について検討するなら、先行研究の指摘は、要するに「国家や政府」を守るた

めに警察は運動や思想を弾圧したという概要説明にとどまっているのではない

かという疑問が生じる。考えてみれば、そもそも「国家」や「政府」、ないし

「体制」といっても、その意味するところは抽象的で一義的ではない。定義に

よっては「国家」と「政府」が必ずしも同質・並列的なものとは限らず、場合

によっては両者のそれぞれを守ることが矛盾することもありうる。

　もっとも、これらの先行研究がこの点について具体的に踏み込んだ検討をし

なかったのは、特高警察が守ろうとしたものが何であるのかはあまりに自明で

あると考えたからなのかもしれない。例えば、特高警察は、「天皇制国家」を

守ろうとしていたのだ、というような理解である。しかし、いうまでもなく

「天皇制国家」がいかなる国家体制であるのかは、やはり一義的に明確ではな

い。戦前の国家体制だけを考えても、大日本帝国憲法制定前の「有司専制」時

代もあれば、議会制を前提としつつ天皇が統治権を総攬する大日本帝国憲法時

代もあり、また大日本帝国憲法下においても、政党・議会から距離をとった超

然主義内閣の時代、大正デモクラシーで実現した政党内閣の時代、戦時体制下

の総動員体制の時代など様々な様相を示している。また定義によっては、明治

維新前のすべての国家体制も、天皇が日本国の象徴である体制（日本国憲法）

も、北一輝が構想したような天皇の下での国家社会主義体制16）も、「天皇制国

家」にすべて含みうる。むろん、天皇制（皇室制）や君主制一般を無条件に否

定すべき政治体制と考えるような、特定の政治思想の視点からは、天皇・君主
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の存在を前提とする国家体制を維持しようとしたことのみをもって特高警察活

動の目的に一定の評価を為し得ることになるのであろう。しかし、そうした視

点に立つのでない限り、特高警察活動の目的を評価するためには、特高警察が

守ろうとしていたものについて、より踏み込んだ具体的検討が必要になると考

えられる。

　さらに、荻野や大日方が「治安維持や社会秩序維持の機能」の強さを否定的

なニュアンスのみで捉えているような感を受けることにも若干の疑問がある。

以前筆者は、「国家がその体制の維持を意図すること、そしてそのための機構

を有すること自体は、普遍的・一般的なことである。政治体制の如何にかかわ

らず、古今東西あらゆる国家がそうした機構を有していたといっても過言では

なかろう」と述べたことがある17）。むろん、政府の治安維持や社会秩序維持機

能が過度に行き過ぎた場合に、国民の私的生活領域の自由が不当に侵害される

危険が生じることは自明である。しかし、考えてみれば、治安維持や社会秩序

維持とは、（その定義にもよるが）、政府や「権力者（層）」を守ることのみを

意味しない。「社会」・「国民」一般を守ることと密接に関連しているからであ

る。筆者はかつて、「信教自由の制限」や「宗教弾圧」に関する先行研究の多

くが、暗黙のうちに「国家（政府）―宗教（教団）」という二者関係構造を前

提にしていることを指摘し、「国家（政府）―宗教（教団）―社会」の三者関

係構造を前提として、特定の宗教（教団）に対して国家（政府）と社会の利害

が一致する場合も少なからずありうることを念頭に置いて問題を捉えなおす必

要があるのではないかと主張したことがある18）。特高警察の社会運動・宗教取

締活動についても、関連する先行研究は同様に「国家（政府・体制）―社会運

動（思想）」の二者関係構造を暗黙の前提としていると考えられ、やはりここ

でも「国家（政府・体制）―社会運動（思想）―一般社会」という三者関係構

造に着眼する必要があるように思われる。

　法の運用や立法レベルの問題はさておき、目的レベルにおいて考えるなら、

一般市民を被害に巻き込みかねない不法行為を行う者を国家権力が「弾圧」す

ることは、その不法行為がある種の思想に基づいてなされた場合であっても、

まったくの無条件ではないにせよ、基本的に正当化されうる。逆にいえば、仮



76

にその不法行為が、「劣悪な専制・独裁体制」等と目した政治体制を打倒する

「正当な目的」を有していたとしても、その「手段としての」不法行為がまっ

たくの無条件で正当化される訳ではない。劣悪な圧政体制に対する非合法の抵

抗活動が場合によっては正当化されうることは筆者も認めるところであるが、

いうまでもなく、打倒目標となった政治体制に対する抵抗活動当事者の主観的

評価が、その政治体制に対する客観的評価と一致するとは限らない。ブッシュ

政権のアメリカによるフセイン「独裁」イラク政権の打倒に関して、現在でも

賛否が分かれていことにも象徴されるように、ある政治体制に対する客観的評

価はしばしば困難であり、その評価を政治的判断に基づいてではなく、学術的

判断に基づいて行う場合には、慎重な検討を行う必要があろう。

　いずれにせよ、上記の先行研究は、特高の強権性・弾圧性・統制性と、その

権力拡大過程を強調するあまりか、特高警察が守ろうとしたものが何であった

のかという問題については、抽象的一般的説明をするに留まっており、必ずし

も具体的・端的には明確にしてこなかったと言っていいだろう。

　続いて先行研究が指摘する後者の点―昭和10年頃の取締の拡大―につい

てであるが、この点については、先行研究の見解に対して基本的に異論はな

い。筆者もかつて呪術迷信的宗教の取締という従来には存在しなかった新たな

取締方針が1936（昭和11）年に定められたことを指摘したことがある19）。

　先行研究はこの取締拡大の理由について、「社会運動の逼塞化により新たな

抑圧取締の目標を国民生活・思想にみいだした」20）とか（荻野）、日本共産党

を壊滅状態にした「国家権力は、こんどは一方では、日本共産党の周辺にあっ

て間接的に党の活動と関連のある外郭団体の弾圧へと転進し」21）、さらに「満

州事変から「ファシズム」期に近づくにつれて、世相の混迷、社会不安の増大

などを背景にして、民衆のあいだに宗教への要望と期待が高まり、それだけに

国家権力もこれに対しなんらかの統制をくわえる必要を感じ」て「類似宗教」

を取締った（奥平）22）、という説明に見られるように、共産党を摘発し主敵の

いなくなった特高警察がその存在意義の維持のために新たなる弾圧対象を模索

したとも解している。確かに、そうした側面もあったであろう。しかし、先行
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研究が同時に指摘している、日本社会や治安体制の「ファシズム化（ファッ

ショ化）」や「総動員体制」が、特高警察取締の拡大の背景にあるという指摘

が、より重要な意味を持っているように思われる。この点についての記述をさ

らに先行研究から引いてみるならば、「一九三七年七月の日中戦争全面化の事

態は、特高警察の活動領域を大きく広げた。（略）社会運動の抑圧取締は一段

と厳しく、広範になったし、「社会それ自体の監視」も一九三五年頃から一部

で始められていた。また、警察の役割は監視にとどまらず一般国民の物質的・

精神的動員にもおよぼそうとした」23）（荻野）、「一九三七（昭和一二）年の日

中全面戦争以後の戦時体制下において、警察が担う社会的機能はいよいよもっ

て肥大化していった。（略）警察力は戦時動員のための強制力としてフル稼働

することとなったのである」24）（大日方）、「一九三五年以降の治安維持法体制

は、ひとくちでいえば、その「ファシズム化」ということで特色づけられよ

う」25）（奥平）、等の説明が挙げられている。

　「ファシズム化（ファッショ化）」「総動員体制」を抑圧的統制的な体制への

移行であると前提し、それが特高警察の活動に影響を与えたとするこの指摘

は、きわめて妥当なものだと考えられる。しかし、ここで問われるべきは、

「ファシズム化（ファッショ化）」「総動員体制」と従来の国家体制との関係で

ある。すなわち、特高警察活動の拡大の意味を考察するためには、「ファシズ

ム化（ファッショ化）」「総動員体制」とはどのような体制がどのような体制に

変化したことを指すのか、またその変化が特高警察による取締の拡大とどのよ

うに関連しているのか、という点についての具体的な検討が必要となる。しか

し、上記の先行研究においては、すでに検討したように、従来の体制―特高

警察が当初守ろうとしたもの―がどのような体制であったのかについての十

全な説明がなされていないため、この点についての説明も必然的に欠けること

となる。

　以上の先行研究の整理と問題点の指摘を前提に、以下考察を進めていきた

い。
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２．特高警察が取締らなかったもの

　特高警察が何を守ろうとしていたのかについて検討する前提として、特高警

察が取締らなかったものについて、二点確認しておきたい。

　まず、基本的に特高警察は、時の政府・政権、特定の政党を守ることを目的

としていなかった。社会運動取締を専担する組織として特高警察が高等警察か

ら分離設立されたのは、1911（大正元）年における警視庁の機構改革をはじめ

とする。特高警察の設立は無政府主義・社会主義運動家による天皇に対するテ

ロ未遂事件（大逆事件）を契機としたものであった。特高警察の母体となった

高等警察は、選挙運動の不正行為の取締、すなわち「政治警察」をその任務の

一つとしていた。しかし、「政権の交代ごとに警保局長から警察部長まで更迭

が繰返され、警察の政党化の弊害」26）を生んだといわれるように、警察幹部が

所謂スポイルズシステムによって与党の意向のもとで任命されたため、選挙運

動の不正行為取締の名の下で高等警察が野党の選挙運動に干渉するという状況

が生じていた。

　一方、高等警察から分離設立された特高警察は、時の政権の利害にもとづい

て活動することを厳に戒められていた。例えば、戦前出版された「特高教本」

の一つである城南隠士『特高教科書』には、「特高警察は、社会運動の取締を

掌る警察である。正確に言ふならば、社会主義運動に依つて生ずる警察上の障

害を除去する為に行はるゝ行政作用であつて、従来の所謂政治警察の為にする

高等警察とは厳格に区別さるべきである」と述べている27）。この点については

荻野も、特高警察が高等警察の「二の舞を踏むことを自戒し、政党政派から超

絶して「国家の警察官」「陛下の警察官」という姿勢を貫き続けた」28）、「各府

県の特高・外事課長は知事や警察部長の容喙を認めない内務省警保局の「指定

課長」であったし、保安課長の人事も政権交代に左右される事は少なかっ

た」29）と指摘している。

　したがって、先行研究のいう、特高警察が「反政府」運動を取締ったという

指摘は、時の政府・政権を守るための取締活動を特高警察は基本的に行ってい

ないという歴史的事実を踏まえて限定的に解されなければならない。30）　　　
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　つづいて、特高警察は社会運動・思想のすべてを取締ることを目的としてい

たのではない、という事実も確認しておきたい。先に述べたように、特高警察

は社会運動の取締を目的として設立された部局であるが、特高警察は社会運動

一般の必然性・有用性を認めたうえで、一部の社会運動の非合法活動のみを取

締対象としていた。この点について、「特高教本」の記述を引くことで確認し

てみよう。

　まず、先にあげた1932（昭和７）年発行の『特高教科書』は以下のように述

べている。

特高警察の目的は、社会運動の取締である。しかし、此の社会運動の取締

は、社会運動其のものを阻止し、抑圧することを意味するものではない。

社会運動は、何れの社会にも必然に伴ふものであつて、之を阻止し抑制す

ることは不可能であると共に、却つて社会の進歩発達を阻害する場合があ

る。したがつて社会運動の取締と言つても社会運動それ自体を阻止し抑制

するのではなく、其の社会運動に依つて生ずる社
ヽ
会
ヽ
悪
ヽ
を除去する為に行は

るべきものである。後に述べるが如く現在の特高警察が共産主義運動の取

締に最も重きを置いてゐるのは、共産主義の運動が最も多く国家の存立を

危くし、社会の秩序を破壊する危険があるからである。故に、社会運動夫

れ自体が常に特高警察の目的物なるが如く考へることは誤りである。31）

　続いて、同じ年に発行された木下英一（内務省警保局）『特高法令の新研究』

にも、同様の記述がみられる。

現在的意味に於ける社会運動とは資本主義経済組織の欠陥に職由して生起

する諸問題を解決せんが為の自救的運動である。（略）社会主義運動、共

産主義運動、フアツシズム運動、国家社会主義運動、農本主義運動等々合

法非合法の諸運動を指称するのである。（略）特高警察の使命が非合法の

社会運動を否定排除し之が勦滅を期するにあるは言ふまでもない。合法運

動と雖も其の個々の場合にあつては（略）安寧秩序の保持上之が取締を要
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する場合も少くないが、全体としては之を弾圧すべき筋合のものではな

い。32）

　こうした、社会運動は社会の発展に必要なものであると前提したうえで、社

会運動を合法活動と非合法活動に二分し、特高警察は非合法運動だけを取締る

というスタンスは、支那事変（日中戦争）勃発後に出版された「特高教本」に

おいても、大東亜戦争（太平洋戦争）末期に出版された「特高教本」において

も維持されている。

　1938（昭和13）年に発行された、田中省吾（千葉県警察部長）「特高警察」

は次のように述べている。

社会問題、従つて社会運動の発生するといふことは、一面に於て社会の成

員たる人々が生々とした自覚に活き、進んで理想を実現せんとする気力あ

ることを示すものであつて、其の本質に於ては必ずしも悲しむべき現象で

はなく、寧ろ其の社会に進歩向上の可能性あるを示すものであると言はね

ばならぬ。（略）固より社会運動の本質は前に述べた如くであるから、国

家は徒らに干渉し、弾圧し、絶滅すべきものではない。けれども社会の改

発は現実に即して、現代人を教養しつゝ、合法的手段に依り、秩序統制あ

る進化の途を踏んで遂行されねばならぬ。（略）あまりに現実離れした夢

幻的な空想を逐ふ運動や、燥急過激な非合法運動は、社会の安寧秩序を紊

し且社会の健全なる進歩を妨げ、却つて社会自体を破滅せしめ、所謂角を

矯めんとして牛を殺す結果となるものである33）

　1939（昭和14）年発行の奈良県警察部『脈打つ特高』も、同様に「社会運動

そのものが直ちに罪悪だと言ふ事は出来ません。それどころが
ママ

政府すら衆庶の

康寧の為に現に諸種の社会施設を構じその進歩向上と万民福祉の途を構じつゝ

あるではありませんか。それでは何故に社会運助
ママ

を取締らねばならぬのであり

ませうか、第一の眼目は　国体の本義に立脚して絶対に容認できないもの（共

産主義）　第二には　非合法手段を用び
ママ

、或は矯激なる改革を企図する等運動
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それ自体が社会の秩序を著しく攪乱するもの」34）と述べている。また、1944

（昭和19）年発行の島村一『高等警察概要』にも、「社会運動と言つてもその範

囲は極めて広汎であつてその全部が特高警察の対象（客体）となる訳ではない　

特高警察はその運動によつて生ずる社会悪を除去する為に行はるべきものであ

る」35）とある。

　以上、本章では特高警察が、時の政府・政権を守ることを目的としていな

かったこと、社会運動のすべてを取締の対象とはしていなかったこと、の二点

を確認した。

３．特高警察が守ろうとしていたもの

　では、特高警察が何を守ることを目的としていたのかについて検討を進めて

いきたい。多くの「特高教本」の構成は、特高警察の取締対象である社会運動

についての解説―総論としての社会運動論と、各論としての各種社会運動の

理論や組織などについての具体的な紹介―が主となっている。この、取締対

象である各社会運動についての記述の中に、それらの各社会運動が取締対象と

なる理由が言及されており、そこから特高警察が何を守ろうとしていたのかを

知る手がかりを得ることができる。

　城南『特高教科書』（昭和７年）は、共産主義運動の危険性について、「共産

主義が特に危険なるものとされ、特高警察上重要視される所以は、其の方法論

の反国家性、反社会性にある。特に其のプロレタリア革命論は、共産党運動の

実践的論拠を為し、現在の法律乃至制度を徹底的に否認した非合法運動とな

る」36）と述べている。プロレタリア革命論が「現在の法律乃至制度を徹底的に

否認」することについては、さらに、「此のプロレタリア革命は非常に危険な

る思想であつて、国家権力の破壊は総ての国家組織乃至国家機関の破壊を意味

することになるのである。議会、裁判所、警察、軍隊、夫等は何れもプロレタ

リア革命に依つて破壊されんとするものであり、（略）旧権力を破壊して新権

力即ちプロレタリアートに依つて把握された支配、所謂プロレタリア独裁に依

つて共産主義社会の実現に近づくと言ふのが彼等の主張である」37）と敷衍して

いる。
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　このように城南は、プロレタリア革命が現在の議会・裁判所・警察・軍隊を

破壊することを意味し、それは即ちプロレタリア独裁につながると指摘した上

で、現実にプロレタリア革命が成功したソ連の現状を以下のように述べてい

る。

現に革命後既に十一年を経たるロシアの如き最近に至つて「支配」の形は

益々強力となつて現はれ、帝政に代ふるに横暴なる独裁政治が現はれた以

外に何等異なる所はないのである。而も、独裁政治の下に於ては、法律制

度の確立なく、国民は何等の権利と自由を認められず全く一部少数者の専

制に依つて左右され生存の安定すら保障され得ないのである。独裁政治の

下に国民の得る所のものは、不安と恐慌以外の何ものでもないのであるこ

とを知らねばならない。38）

　従来の議会や裁判所が破壊されたソ連のプロレタリア独裁政治においては

「国民は何等の権利と自由を認められず」「生存の安定すら保障され得ない」と

いう認識は、ソビエト連邦が崩壊しその内実も周知されるようになった21世紀

現在のわれわれから見れば、客観的にも相当の正確さを有する認識であるよう

にも思われるが39）、その点の是非はさておき、ここで確認したいのは、少なく

とも主観的には、またこの時点においては、特高警察は共産主義運動が議会・

裁判所・警察などを破壊し、国民の自由・権利・生命を脅かす独裁体制を目指

すがゆえに取締の対象としていたという点である。

　また、特高警察が私有財産制を守ろうとしていたことについては、治安維持

法第一条（改正治安維持法第十条）の文言からも明らかであるが、城南はなぜ

私有財産制を守る必要があるのかという点について、以下のように述べてい

る。

国家が法制に依つて所有権を保證する所のものは、独り各人の経済生活を

保證する為のみならず、又社会の発達進歩を助長せんが為である。所有権

の保證、即ち財産の私有を認むることは社会の経済的発展に最も重要なる
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事項であり、人類生活の進歩向上の上に欠くべからざる要件なのであ

る。40）

　私有財産制＝個人の所有権の保障は、社会の経済的発展・人類生活の進歩向

上に必要不可欠であるという、経済的自由競争による社会進化を前提とした認

識が、ここに示されている。

　以上のような、共産主義運動は独裁を志向し、私有財産制の破壊及び議会制

の否定を目指すがゆえに取締の必要があるという城南の見解は、彼特有のもの

ではなく、基本的にほとんどの「特高教本」に共有されている見解である。

　そして、独裁を目指し、議会制・資本主義経済・個人の自由を否定するとい

うまさに同一の理由によって、共産主義運動同様、国家社会主義（ファシズ

ム）運動も取締の対象とされていた。この点について、尾形半（内務省警保

局）『特高警察読本』（昭和７年）は、「フアシズムはボルシエヴイズムと共に

世界大戦から生れた双生児である。だから両者共独裁主義を以て起ち、両者と

も労働者団体を体躯とし、両者ともマルクス主義に育まれた人物に率ひられて

ゐたのである」41）と共産主義運動とファシズム運動の同根性を指摘し、ファシ

ズムの理論を以下のように説明している。

第二　独裁主義である。之は議会主義に対する語であつて、共産主義と相

通ずる点である。デモクラシーに立脚する議会主義が、近来国民大衆に好

感を持たれないのは世界の大勢である。（略）

第六　フアシズムは反資本主義である。之はムツソリーニのみの主張に現

れたのではなく、特に後に述べる独逸及我国の国粋的社会主義団体の宣
ヽ
言
ヽ

に明示されたものである。アダム・スミスに確立された資本主義経済学は

理論に於ても実際に於ても全く行き詰つて了つた。自由競争程社会を幸福

ならしめるものはないとしたスミスの所論は、今に於ては全く見当違ひの

ものとなつて来た。そこで個人の自由を国家の為に制限し、経済組織を国

家の為に統制（統制経済）しなければならない、とフアスシストは云ふの



84

である。42）

　上記の諸「特高教本」においては、共産主義運動やファシズム運動を解説す

る記述の中に、それらが独裁を目指し、自由主義・議会制・資本主義を否定す

るが故に取締対象となる趣旨の文章が存在していた。これらの文章は、特高警

察が国民の自由・権利・生命を保障する議会・裁判所＝民主制・法治国家体制

を守ることを目的としていたという事実を、直接的にではないにしても、明ら

かに示している。

　1937（昭和12）年に出版された青木貞雄（福岡県特別高等警察課長）『特高

教程』においては、大日本帝国憲法体制＝特高警察が守ろうとしていた「体

制」がどのような「体制」であったのかが、より直接的具体的に語られてい

る。

現代社会思想乃至社会思想発生の根本的原因を求むるならば、何人と雖も

自由主義思想及個人主義思想に之を帰することに異論なからうと思ふので

ある。（略）この「人間にかへれ！」「自由を与へよ！」の叫びは、とりも

なほさず個人に至上価値を認める個人主義であり、個人主義なるが故に他

人の拘束を排除する自由主義なのである。近代の燦然たる文明は実に此の

個人主義の上に建設せられた。即ち宗教上に於けるプロテスタント主義、

政治上に於ける議会政治、経済上に於ける資本主義制度を初めとして、凡

百の制度文化彼此皆然らざるはない。（略）換言すれば現代社会はブルジ

ヨア個人主義自由主義社会であるとすれば、之等社会思想はプロレタリヤ

個人主義自由主義社会を実現せんとするものである。43）

立憲政治は一七八九年仏蘭西の人権宣言に「権利の保證なく権力の分立な

き邦は、憲法を有せざるものなり。」と謂へるが如く、少くも諸外国に於

ては個人主義自由主義を根本指導原理とするものである。而してこの政治

的自由を確保するため、権力の分立を期し、立法府に対しては人民の利益

を代表する民選議員を以て之に当らしむる議会制度を採用するものであ
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る。即ち今日の立憲政治の誕生は、個人の利益を擁護し、個人の自由を確

保する所に其の基調を置いたものであつて、国家全体の利益発達は之を第

二義的に考へられたものであることは容易に察知できるものである。

　此の制度は明治維新後、西洋文化の流入につれて我国に於ても採用せら

れ、遂に明治二十二年に帝国憲法の制定せらるゝに至つたものである。44）

　ここで極めて重要なのは、個人主義・自由主義を制度的に担保するために議

会制・私有財産制が存在している、という認識である。専制を制限する議会制

が自由を担保するというモンテスキュー的認識と同時に、財産権が自由を保障

するというＪ．ロック的認識がはっきりと示されている。青木によれば、大日

本帝国憲法体制とは、個人主義・自由主義を根本指導原理とし、それを担保す

るために立憲君主制・議会制・資本主義制度を採用した、近代西洋的（ブル

ジョア個人主義自由主義）体制なのである。こうした「体制」認識は、1939

（昭和14）年出版の奈良県警察部『脈打つ特高』においても同様に述べられて

いる。

我国は明治維新以来、西欧文化の摂取に努め、徳川三百年の余弊を一掃し

併せて物質文明の発達を計つて参りましたが、それは同時に個人主義（思

想）自由主義資本主義（経済的）民主々義（政治的）を採用する結果とな

りました。

　個人主義は人間各個人に絶対の価値を認め国家ば
ママ

個人の幸福を実現する

為に、便宜組織されたと見る思想であります。

　自由主義は個人主義思想に立脚し、各個人は自己の好む所に従つて自由

に放任せらるべきであり、国家と雖も之を束縛する事が出来ぬと考へる思

想であります。

　民主々義は【民衆による民衆の為の民衆の政治】をモツトーとしその方

法は民選による議会によつて一切を決定せんとする思想であります。

　資本主義は個人主義、自由主義の原理に立つて経済を運用せんとする主

義であります。
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　斯様にして民主々義、資本主義の制度が物質文明の飛躍的発展を促し僅

かに七十余年の間に今日の強靭な国力を築き上げるに至つた事は判然認め

ざるを得ません。45）

　なお、『特高教程』や『脈打つ特高』におけるこれらの記述は、社会運動発

生の原因に関する解説の中で述べられているものであり、それらの解説におい

ては個人主義・自由主義が少なからぬ弊害をも生み出したことも同時に指摘さ

れている。例えば『脈打つ特高』はその弊害として、「国民一般に物資偏重の

信念が生じ其の為に国家よりも又人格よりも『金』を重しとするが如き傾向を

現出した事」、「社会に貧富の懸隔が生じ労働者、資本家と言ふ様な階級的分裂

が生じた事」、「農村を犠牲として都市が繁栄した為両者の対立が生じた事」、

「大企業と中、小企業の対立が生じた事」、「財貨の生産及び経費が私人の自由

である為貴重なる国家的資源が浪費せられる事」を挙げている46）。個人主義・

自由主義が少なからぬ弊害を生み出したというこうした認識は、準戦時下・戦

時下という時局と結びついた時、国家体制の変容を帰結することになり、それ

が特高警察の取り締まりにも決定的な影響を及ぼしていく。この点について

は、次章で検討する。

　以上検討してきたように、「特高教本」によれば、少なくともある時期まで

は、個人主義・自由主義を理念とし、それを制度的に担保する議会制と私有財

産制を基礎とする「体制」「国家」を守ることが特高警察の目的であった。

　このような体制は大日本帝国憲法によって規定されたものであり、周知のご

とく、大日本帝国憲法第四条は万世一系の天皇による統治権の総攬を大前提と

していた。したがって、特高警察が守ろうとしていた「体制」には、議会制と

私有財産制に万世一系の天皇による統治件の総覧（狭義の「国体」＝君主制）

が加わる。特高警察は、君主制＋議会制＋私有財産制を基礎的内容とする「体

制」「国家」を守ることを目的とし、それらを否定する社会運動を取締ったの

である。

　ここで、一つの疑問が生ずるかもしれない。特高警察は「国体の変革」と
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「私有財産制の否認」を目的とした社会運動は取締の対象としたが、いわゆる

「政体」＝議会制の変革を目的とした社会運動については取締の対象としな

かったのではないか、という疑問である。治安維持法制定過程（第50回議会、

1925（大正14）年）において、法案第一条の「国体若ハ政体ヲ変革シ又ハ私有

財産制度ヲ否認」云々という条文から、「若ハ政体」が削除されたという立法

史上の事実が存在するからである47）。

　しかしこれは、特高警察の活動について考える際、治安維持法を過度に中心

視することに基づく誤解である。社会運動の取締法規としては、結社罪の処罰

を規定した治安維持法以外にも、刑法・治安警察法・警察犯処罰令・暴力行為

等処罰に関する件・出版法・新聞紙法など、複数の法規が存在する。先に引い

た木下『特高法令の新研究』（昭和７年）は、特高警察が「政体の変更」＝議

会制度の廃止を目的とした運動をも取締対象としていたことについて、以下の

ように述べている。

国体変革と朝憲紊乱　両法条の比較に当つて、先づ第一に考察すべきは国

体の変革と朝憲紊乱との関係である。刑法が朝憲紊乱の適例として、引用

した政府の転覆は統治権の破壊であるから当然国体の変革となる。（略）

朝憲紊乱は云ふまでもなく、単に国体の変革のみを意味するものでなく、

政体の変更等も当然これに包含せられ、其の他立憲政体の要素たる議会制

度の廃止、兵役制度の破壊等総て法に依つて定められた国家組織の大綱を

紊乱せしめる事は総て朝憲紊乱に該る。48）

　「両法条」とは、治安維持法第一条と刑法第七十八条のことである。ここで

は、暴動実行・予備罪の処罰を規定した刑法第七十八条（内乱罪）にある「朝

憲紊乱」には、立憲政体の要素である議会制度の廃止が含まれていると解され

ている。同様の解釈は、日本警察社編『思想警察通論』（昭和13年）にも見出

すことができる。同書は「何が反理想的思想・行動で人生目的を破壊する思想

行動―であるかを見出さんとする当面の具体的標準」として、「イ　国体を

破壊せんとする一切の思想･行動は先づ第一に絶対に拒まれる」に続いて、「ロ　
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国家存立の根本組織大網を不法に変革せんとする行為―朝憲紊乱行為―も

亦拒まれる」49）を挙げ、「国体」以外の「国家存立の根本組織」を変革しよう

とする「朝憲紊乱行為」が取締対象であることを示している。すなわち、特高

警察は議会制の廃止を意図する運動についても、運動のどの段階で取締まるか

という法規定上の差異はあれども、「国体」や私有財産制を変革・否認する運

動同様、取締対象としていたのである。　　　　　　　　　

　さて、これまで、特高警察は、個人主義・自由主義を制度的に担保する議会

制と私有財産制を基礎とする立憲君主制の「体制」「国家」を守ることを目的

とし、それらを否定する共産主義やファシズム（全体主義）に代表される社会

運動の取締活動を行ってきたことを確認してきたわけであるが、なぜこのよう

な特高警察の活動が、先に紹介した先行研究等において「自由主義・民主主義

思想を弾圧した」と評されるのかという問題について考えておこう。その原因

は、主として二つあると思われる。

　一つは、言葉・概念の用いられ方という形式的な側面に起因するものであ

り、「自由主義」「民主主義」が多義的に使用されるという点にある。共産主義

運動などにおいては、しばしば「真の自由主義」・「真の民主主義」とはすなわ

ち共産主義・社会主義・無政府主義である等の修辞法が用いられる。例えば、

共産主義国家の国名に「民主主義」が冠されることは珍しくない。「ブルジョ

ア個人主義・自由主義」に対する「プロレタリア個人主義・自由主義」なども

こうした修辞法の一つであろう。こうした修辞法を前提とすれば、（「ブルジョ

ア」的）自由主義・民主主義を守ろうとした特高警察の活動が（「プロレタリ

ア」的）「自由主義」・「民主主義」を弾圧したと評されうることになる50）。

　もう一つは、先行研究を整理した際に述べておいた、昭和10年代中頃以降顕

著になっていく特高警察の取締活動の拡大という実質的な側面に起因するもの

である。この時期以降の特高警察の取締活動が、字義通りの自由主義・民主主

義的な国民活動をも弾圧するようなものに変質した可能性があるという問題

は、当該時期の「ファシズム化（ファッショ化）」や「総動員体制」がそれ以

前の「体制」からどのように変化したのかという第一章の最後で述べた論点に
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直結する問題である。

４．議会制・資本主義及び全体主義の位置づけの変化

　議会制と私有財産制（資本主義）を制限・否定する全体主義運動は、特高警

察の“敵”であり、弾圧すべき取締対象であった。これまで紹介してきた「特

高教本」の記述を前提にする限り、特高警察は、少なくとも主観的には、また

1935（昭和10）年前後の時期までは、反議会制・反私有財産制・反君主制を掲

げる社会運動から、近代西洋的個人主義・自由主義理念とそれを制度的に担保

する議会制＋私有財産制（資本主義）を基礎とする立憲君主制の「体制」「国

家」を守る任に当たっていたのである。

　しかし昭和10年代において、この従来の“守るべきものと取締られるものの

関係性”に変化が生じる。前章でも触れておいたが、従来の「体制」が前提と

していた個人主義・自由主義が、少なからぬ弊害をも同時に生み出したという

認識が、準戦時下・戦時下という時局への対応の必要性と結びついて、「体制」

の変容を帰結する。準戦時下・戦時下において合理性効率性が強く求められ、

「体制」が徐々に反資本主義・反民主主義に転じていったのである。

　1938（昭和13）年に成立した国家総動員法は、総力戦体制の基本法であり、

戦時法として広汎な統制経済と委任立法を規定した、反資本主義的・反民主主

義的内容の法律であった。また、新体制運動の盛り上がりの中、1940（昭和

15）年には大政翼賛会が結成され、内実はともあれ、形式的には「一国一党体

制」が確立する。こうして、全体主義の位置は「体制」を守るため取締対象か

ら、「体制」そのものへと移行したのである。

　「体制」の自由主義から全体主義への移行について、「特高教本」とは異なる

が、「総動員体制」の解説書のひとつである岩田新（民法学者・拓殖大学）『大

東亜建設の理念と構造』（昭和17年）は、「明治立法の特色はその平和維持の法

であり、個人の利益増進の法であり、私権の自由拡充の法であつたのである。

（略）然るに、満州事変以来新時代に目醒めてきたわが国の法律学は徐々に従

来の無限軌道に乗つた自由主義的法律解釈から離脱して、その解釈の基調をな

してゐた個人主義の素地も次第に共同体主義の架橋を渡つて全体主義の生地に
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移つていつた。そして支那事変勃発と共にこの傾向は急速度に強化され、ナチ

ス流の全体主義の思想に刺激せられて、茲にわが国固有の皇道精神を体現する

意味においての全体主義が澎湃として法律の全野にみなぎるに至つたのであ

る」51）と述べている。岩田は、自由主義・個人主義から全体主義への変化を

「英米思想から皇道精神への百八十度の旋回をなしたのである。世界観がかは

つたのである」52）と表現している。

　同書において岩田は、皇道精神的な日本の「全体主義」と、ナチス流のそれ

とが異なることを繰り返し強調しているし、それは客観的にも妥当な認識であ

ろう。しかし「全体主義」の内実のニュアンスはともあれ、この時期に、国家

体制のドラスティックな変容が生じたという指摘は、岩田の主観的観測にとど

まるものではないだろう。例えば長尾龍一は、治安維持法が議会制・政党政

治・資本主義を保護しようとしていたのに対して、国家総動員法が「議会制、

市場制資本主義を断罪し、ソ連経済、ナチ経済、少なくともルーズヴェルトの

ニュー・ディール政策などを模範とする統制経済論」を背景にしていたことを

指摘している53）。他にも、Ｆ. Ａ. ハイエクが戦時体制日本を「全体主義」にカ

テゴライズしていたことはよく知られているし54）、三田村武夫や中川八洋はよ

り大胆に、当該時期の日本で目指されたのは、天皇を戴く「共産主義」であっ

たと主張している55）。総力戦体制における日本の「全体主義」がどのような

ディティールのものであったのかについての検討は本稿の目的を離れるためこ

れ以上立ち入らない。ここでは従来の近代西洋的個人主義・自由主義理念とそ

れを制度的に担保する議会制＋私有財産制（資本主義）を基礎とする立憲君主

制という「体制」が、「百八十度の旋回をなし」、統制経済を旨として議会制・

資本主義を制限する皇国流の「全体主義」の新「体制」へと変化したことが確

認できれば十分である。

　こうした「百八十度の旋回」は、特高警察の取締のあり方に必然的に決定的

な影響を及ぼす。取締・警戒の対象であった反議会制・反資本主義が守るべき

「体制」の要素に、守るべき「体制」の要素であった自由主義・資本主義・個

人主義が、統制されるべき対象の要素となったのであるから、その影響の大き

さは甚大である。
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　「体制」の変質が特高警察に与えた影響は、「特高教本」においても看取する

ことができる。例えば、前章で引いた青木『特高教程』（昭和12年）の第一章

「特高警察の意義」には、特高警察の特質として、「一　特高警察は現下非常時

に於て警察各般の事務中最も重要なる警察である」、「二　特高警察は反動警察

ではない」、「三　特高警察は予防警察を第一義とする」、「四　特高警察は単な

る政治警察ではない」の四点が挙げられている56）。しかし、1939（昭和14）年

に出版された同書改訂増補版では、特高警察の特質の二番目として新たに、

「特高警察の最高目的は皇道の宣布にある」という項目が挿入されている。

二　特高警察の最高目的は皇道の宣布にある。

　我が国家乃至国民の一切の活動は、究極に於て肇国の御精神に帰一すべ

きは今更言ふまでもない。（略）特高警察取締の標準も自らこゝに定まる

訳であつて、其の取締を通じて、肇国の御精神を宣布することが、其の最

高目的であらねばならない。57）

　なお、すでに1937（昭和12）年に出版された佐藤彰三（神奈川県特高課長）

『現下に於ける特高概観と随感随想』において、「国家総動員と特高警察」とい

う項目が設けられてはいるものの、その内容は「此の現下の問題を一言にして

申しますならば、特高警察官は特に深く現下の時局を認識し、そして此の国家

総動員の精神を我々の関係する職務の上に生かして行くと云ふ事が唯一つの目

標であり、此の目標に熱誠を以つて邁進しなければならないだらうと云ふ事で

あります」58）というもので、「皇道」に関する記述はみうけられず、国内の一

致団結を強調する論調にとどまっている。この例から見る限り、「特高教本」

における「皇道イデオロギー」の強調は、まさに国家総動員法が成立した1938

（昭和13）年以後に現出しているのである。その後昭和10年代中期以降に出版

された「特高教本」において、「皇道イデオロギー」はしばしばより強調され

るようになってゆく。

　その最も典型的な例が、1941（昭和16）年に出版された、村瀬武比古（政治

学者・明治大学）『特高警察大義』である。　　　
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皇道なるものは現に私達日本国民の魂として躍動してゐるのであるが、其

の明白なるイデオロギイ把握に至つては、未だ統一の相を呈してゐないの

である。（略）皇道イデオロギイの決定をなし、其の統一を求めんとする

には何としても是等四個の構成要素を念頭に置かなければならない。即ち

天照皇大神、神武天皇、一体を成し給ふ歴代天皇、国民意思等々である。

59）

　日本国家の建設は先ず以て『まつろはぬもの』を『まつろはす』事に始

まるので、（略）皇道は天地の理法を体現することに於て存在するのであ

るから、其の普遍化は全世界に延びて行かねばならぬ。60）

　「天照皇大神、神武天皇、一体を成し給ふ歴代天皇、国民意思」などを「皇

道イデオロギー」の構成要素として、これらに「まつろはぬものをまつろは

す」ことが主張されており、ここでの特高警察の任務はまさに「皇道イデオロ

ギー」に基づいた「統制」である。村瀬は同書で、ヒットラーのユダヤ人弾圧

について、「独逸の警察機関は天晴れ其の重責を完うしたのだ」61）と称賛して

いる。

　村瀬は私学の政治学者であり特高警察関係者ではないことから、同書はこれ

まで引用してきた「特高教本」とはやや性格を異にするものである。したがっ

て、村瀬のような見解が特高警察内でどの程度共有されていたのかについては

慎重に判断するべきであろう。しかし、同書には「著者が皇道イデオロギイの

統一を図り、日本精神真個の意味を提唱し、以て特高警察の大義を高揚したこ

とは治安の重責を果たすべき人々に必ずや多分に資するものあるを信じて止ま

ない」62）という貴族院議員の岡喜七郎の序文と、もうひとつ、高橋守雄の以下

の序文が寄せられている。

私は日本の神話といふものが偉大なる力を持つてをることを如実に痛感し

てゐる。（略）其の昔二柱の神は国土を産み給うた、即ち国が肇つたので

ある（略）之より発生せる家族的民族国家は天皇と臣民との親子的関係に

於いて組織されてゆくので、日本民族が天孫民族より出で給ふ皇室を中心
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として崇め奉り、能く統一の業を進めて来たことは寔に八紘一宇の精神を

体するものと謂つてよい。（略）勿論天皇に対する日本国民の忠は理論を

以て律するべきものに非ずして道義を以て律すべきものである。また国家

社会も道義を以て秩序づけられるものであつて、法制のみに依るべきもの

ではない。（略）今日皇国日本が益々発展しつゝあるのは只管日本国民の

皇室に対する全き信頼に依るので、此の信頼にして破れんか、日本国家は

滅亡するのだ。…………

　此の故に前掲の思想―国体観念に背反する思想は極力取締らねばなら

ない。63）

　岡と高橋は二人とも元警視総監である。このことからも、特高警察に「皇道

イデオロギー」強調の影響が、しだいに浸透していったであろう状況が推測で

きる。

　1944（昭和19）年という戦争末期に出版された「特高教本」である島村『高

等警察概要』では、「警察の根本理念」を、「征戦遂行途上に生ずる凡有障害の

予防排除に努め以て、肇国の御理想御達成！　八紘為宇の御顕現！　皇国の隆

昌に寄与するにある」とし64）、「皇国警察の信条」として、「日本臣民の踏まな

ければならない道は大日本帝国が万世一系の天皇陛下を大君と仰ぎ、父君と敬

ひ、万民その御前に平伏すといふ神ながらの国体から発してゐるごとく警察官

の踏むべき道も源を探ぬれば同じ国体から出てゐる事実を知る」65）としたうえ

で、「大日本帝国の警察官は一人残らず一天万乗の天皇陛下に帰一し奉らねば

ならぬ（帰一の心願）」66）として、以下のように述べる。

　

帰一の心願に付ては、

一、建武の忠臣北畠親房卿のその著、神皇正統記の冒頭に於て、大日本
おほやまと

は

神の国なり、と喝破された、然り此我一億の否、過去、現在、未来極りな

く一貫せる国民の不易の信念であり信仰である

即ち

　　古事記、日本書紀等によれば、
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大八洲国は国常立尊を初めとする神代七代の終りに成りませし、伊弉諾、

伊弉冉の二神によつて修理固成せられ而して此の天の下を御治め遊ばし給

ふ神、天照大神を生み給ふたのである

比類なき崇高にして尊厳なる国体は此処に肇つたのである　申すも畏きこ

とながら上御皇室に於かせられては朝夕皇祖天照大神様を齋き祭られ、天

照大神様の大御心を御心とせられ給ふ、即ち常に皇祖と御一体とならせ給

ひ我国を　大御宝を御しろしめし給ふのである

　故に之を「祭政一致」とは謂ふのである、此の事は天孫降臨の御神勅、

神鏡奉斎（同床共殿）の御神勅、天津神籬及び天津磐鏡の御神勅等によつ

て明である67）

　島村は同書で、上記のような国体神話は「大事実」であり、その学問的科学

的に真偽について、「即ち幽遠なる我国体を欧米流の分析的科学的立場に於て

判断すべきではないのである」68）として、その神秘性を強調している。

　繰り返し確認しておくべき重要な点は、国体神話など「皇道イデオロギー」

に関する記述が「特高教本」に現れたのは国家総動員法の制定時期以降のこと

であり、それ以前の「特高教本」の内容は、「社会運動論（総論・各論）」にほ

ぼ尽きていたことである。

おわりに

　以上本稿は、特高警察に関する先行研究においては、特高警察が守ろうとし

たものは何であるかについて必ずしも具体的・端的には明確にされてこなかっ

たことを指摘したうえで、「特高教本」を手がかりにする限り、特高警察が、

少なくとも主観的には、また1935（昭和10）年前後の時期までは、反議会制・

反私有財産制を掲げる社会運動から、近代西洋的個人主義・自由主義理念とそ

れを制度的に担保する議会制＋私有財産制（資本主義）を基礎とする立憲君主

制の「体制」「国家」を守る任に当たっていたことを明らかにしてきた。

　一方、1938（昭和13）年の国家総動員法成立の前後の時期を契機として、従

来の「体制」が、「百八十度の旋回をなし」、統制経済を旨として議会制・資本
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主義を制限する皇国流の「全体主義」の「体制」へと変化したことに伴い、

「特高教本」の内容も影響を受け、国体神話ないしは「皇道イデオロギー」に

基づく国内の「統制」が強調されるようになった。

　こうした「体制」の変化が「特高教本」の内容のみならず、宗教運動に対す

る取締を含む実際の特高警察の取締活動に少なからぬ影響を与えたことも事実

であり、その一部については拙稿において指摘したこともあるが69）、「特高教

本」を事例とする本稿の目的から、ここでその詳細には立ち入らないこととす

る。

　最後にひとつ述べておきたいのは、国体神話と国家権力による国民の自由侵

害の関係についてである。国体や皇統の起源に関する言説は水戸学など江戸期

以前より存在していた。大正デモクラシーの時期にも存在していた。にもかか

わらず、それがなぜ総力戦体制下において「皇道イデオロギー」という国民の

自由を侵害する形で強く立ちあらわれたのかという疑問である。

　Ｆ. Ａ. ハイエクは、「あらゆる経済活動を指導する機関は、単にわれわれの

生活のうちの下級のものにかかわっている部分のみを統制するのではない。

（略）経済統制はその他のものと区別することのできる人間の生活の一部分の

みの統制ではない。経済統制はあらゆるわれわれの目的のための手段の統制で

ある。そしてその手段を独占的に統制する者はだれでも、またどの目的を満た

し、どの価値をより高いと見なし、どの価値をより低いと見なすか、簡単にい

えば、人は何を信じ、何に対して努力を払うかを決定しなければならない」70）

と述べ、経済統制が価値観・信念の統制と必然的に連続することを指摘してい

る。

　はたして、「皇道イデオロギー」と「経済統制」、どちらが独立変数でどちら

が従属変数であったのだろうか。準戦時下・戦時下の国家権力による宗教統

制・思想統制の問題を考える時には、少なくとも、この両者を念頭に置いて考

察しなければならないだろう。この問題は「国家神道による宗教・思想の弾

圧」を考える際には看過できない重要性を有するように思われる。
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