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徴兵検査における抽籤制度の一考察

秋　山　博　志
〔抄　録〕

徴兵検査（主に「身体検査」）については、関係機関が各種手引書を発行し受検者の

懐古談も比較的に残存していることから、先行研究においても、その実態はほぼ明らか

にされている。しかしながら、徴兵検査に引き続き執行される抽籤については、単なる

「クジ引き」と看做されていたためか、徴兵制度の一部として概論的に触れたものはあ

るが、抽籤制度そのものについて詳細に論じた研究は管見の限り存在していない。

よって、執行者の視点からは、連隊区司令部及び市町村の兵事関係資料を、受検者の

視点からは、当事者の書簡、軍事小説等を用いて考察した。

最後に、定説となっている昭和14年の兵役法改正による抽籤事務の廃止については、

根拠法令及び兵事資料を精査することにより、廃止は４年後の昭和18年であることを明

らかにした。

キーワード　抽籤、籤外者（せんがいしゃ）、籤逃（のが）れ

はじめに

一ノ瀬俊也が『皇軍兵士の日常生活』の中で「軍隊の定員の関係上、徴兵検査と抽籤によって

選抜された一部の者のみを軍隊に入れて三年間の厳格な訓練を施し、除隊後も戦争が起これば召

集して軍隊に呼び戻す。その一方で選に漏れた者たちは軍隊とあまり関係を持つことがないとい

う、ある意味では不公平な状態が明治・大正期を通じて永く続いた（1）」と述べているように、兵

役に服することから生じる不公平な状態への分岐は、抽籤、いわゆる「クジ引き」により決定さ

れていた。このように、壮丁及びその家族の人生を左右しかねない大きな行政行為にも拘わらず、

単なる「クジ引き」と看做されていたためか、徴兵制度の一部として概論的に触れたものはある

が、抽籤制度そのものについて詳細に論じた研究は管見の限り存在していない。

よって、どの機関が抽籤事務を執行したのか、籤札とはどのようなもので、誰が抽籤の対象に

なり、誰が対象とならないのか。また、誰が籤を抽き、どのような手順で執行されたのか。抽籤

結果を壮丁及びその周辺がどのように受けとめ、どのような行動を行ったのか。昭和14年（1939）

の兵役法改正により抽籤事務が廃止されたとするのが通説であるが、それが果たして正しいのか

について、それぞれ検証・考察した。
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第一節　抽籤の執行

抽籖とは　抽籤は徴兵（身体）検査に合格した徴募区（2）内の同兵種（3）同体格等位の者に対し、

徴集上の公平を期することを目的として、徴集すべき順序を決定するために行われた。抽籖は、

甲及び第一乙種、第二乙種の区分毎に壮丁に番号を付して、徴集順序を決定する行為であり、籖

札に「当・落」の表示があるわけではなく、また、宝くじのように当選番号を抽出するわけでも

ない。つまりは、抽籤によって壮丁に番号が付与され、その番号が当該徴募区に配賦（4）された

兵員数の範囲内であるか否かで徴集の有無が決定するのである。

さて、抽籤を執行することによって、何がどのように決定されるのか。それを表したのが図１

である。

仮に、ある徴募区に行われた歩兵の配賦が現役45人、第一補充兵役75人であったとする。甲種

籤外５名及び甲種歩兵１番から40番までは現役、同41番から45番（いわゆる「（甲種合格）クジ

逃れ」に該当）及び第一乙種籤外10名、第一乙種１番から60番までは第一補充兵役、第一乙種61

番以降は、第二補充兵役に服することとなる。

抽籖執行機関　抽籖を執行する機関は「徴兵署」であり、徴募区毎に設置される。「徴兵署」

は、昭和２年兵役法の施行により、身体検査を執行する「徴兵署」及び抽籖を執行する「抽籖徴

兵署」に区分され、さらに昭和14年５月１日兵役法施行規則の改正により「抽籖徴兵署」は「整

理徴兵署」へと改称される。なおこれらの業務を執行する建物は常設のものではなく、「徴兵署」

は公会堂・学校等の既存施設を、「抽籖徴兵署」又は「整理徴兵署」は、原則として連隊区内道

府県庁に開設するものと規定されていた。抽籤会場の配置は、建物の構造にも左右されるが、基

本的には図２のとおりであり、抽籤を執行する要員は、連隊区徴兵官及び徴兵署事務員・同補助

員（5）である。

抽籖は、徴兵署において各徴募区の徴兵身体検査が終わり次第、抽籖徴兵署又は「整理徴兵署

においては８月31日までの間に行う必要があった。

籤札　籤札は、先行して行われた身体検査の結果に基づき、兵種及び体格等位毎に、府県庁、

支庁又は市役所において必要数が調製される。籤札は、徴兵令では厚紙を三又は四つ切りとし

図１
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ていたものが、大正８年９月15日改正の徴兵事務条例

施行細則により、縦横２寸（約６㌢）、兵役法施行規

則では、強靭な紙質で縦５㌢と小型化していく。抽籤

にあたっては「四折ニナシ中分ヲ捻」り、体格等位及

び兵種毎に、当該事項を標記した袋に入れ封をする（6）。

留意すべきは、次に述べる「法第四十九条該当者」の

取り扱いで、兵役法施行規則においては、籤札の番号

の上に「籤外」と表記することとしており、抽籖名簿

の雛形にも番号が付されているが、図３の「籤札氏名

票（「籖外」及び「抽籖ニヨラサル者」と表示）」には

番号が付されていない。

これは両名ともに甲種であり、一般抽籤者の上位で

あるため、よほど籖外者の数が多数でもない限り、現

役徴集は必至である。このため番号を付与する必要が

図２　抽籖会場
抽籤会場例（『徴兵事務の大
意』第一師団司令部　大正
15年より）

図３　籤札氏名票
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なく、「法第四十九条該当者甲種何名」というように一括で処理していたものと考えられる。

法第49条対象者　抽籖の対象となることは、一種の権利（これを「抽籖権」という。）であ

り、法第49条対象者とは、「法第三十三条ニ規定スル抽籖ニ加ヘザルモノ」であり、抽籖権を放

棄した者及び剥奪された者（この両者を「籤外（せんがい）者」又は「先入兵」という。）を指

す。前者は「籤外現役志願者」と呼ばれ、現役入隊を希望しているため抽籤行為が不要な者であ

り、後者は、在学猶予又は徴兵忌避等の特別な事由により抽籤権を剥奪された者である。甲及び

第一・二乙種の籤札は作成されるが、抽籤を行うことなくそれぞれの区分毎の最上位に据えられ

る（7）。つまり抽籤の対象とならない者である。このため「籤外」を「籤外（くじはずれ）」と判

読すると、全く異なる意味となる。

なお、籤外者の徴集順序は、徴兵令では懲罰的な意味合いから、徴兵忌避者が上位に据えられ

ていたが、兵役法の施行（昭和２年）からは兵役は名誉であり、志願者の意思尊重の趣旨から、

順序が逆転し籤外現役志願者を筆頭とする。

籤外者の実例　この籤外者に関して『徴兵忌避の研究』に著者の体験として、次のような記述

がある（8）。

私は明治三十二年（一八九九）の生まれであるから本来大正八年（一九一九）年の徴兵検査

に応ずべき国民的義務を負っていた。しかし、当時徴兵猶予の特典をもっていた専門学校に

在籍していたことを奇貨として、実際には、受験を二年遅らせ大正十年（一九二一）の徴兵

検査に応じた。私は少年時代から強度の近視眼で、視力〇・〇八という超弱視であり、その

上、肺結核を患い（略）、検査の結果は、長い時間暗室につれこまれて、精密検査をやられ

たり、徴兵司令官から徴兵猶予に関する嫌みたっぷりの質問を浴びせられたりした後、珍し

い「籤なし第一乙」という判定を下され、危うく難を免れたことが忘れられない

この記述の中の「受験を二年遅らせ」とは、上級学校在学による徴兵検査受検の猶予（徴集の

猶予）であり、徴兵検査受検後の入隊の猶予は「徴集の延期」という。この制度は、大正７年３

月31日付徴兵令の改正により全廃されるが、法令の施行は大正８年12月１日であるため、著者は

徴集猶予の特典を獲得している。なお、「籤なし第一乙」という判定は、徴集猶予の特典を享受

しているため、抽籤権を剥奪され、籤外者として第一乙種の最上位に据えられたのであり、「危

うく難を免れた」というのは大きな誤解である。

抽籖総代人　籖を抽く行為は、当初は壮丁本人に行わせていたが、混雑を避けるため明治13年

以降は１ないし３名の代理人（これを「抽籖総代人」という。）が行うようになる。抽籖総代人は、

兵役法施行令において「抽籖徴兵署最寄ノ市町村ニ於ケル其ノ年身體検査ヲ受ケタル者ニ就キ當

該市町村長ヲシテ抽籖總代人ヲ選定セシム人員ハ適宜」と規定されていた。「人員ハ適宜」とは

いえ、徴集の順序を決定する代理人であり、その年の第一乙種以上の合格者中から選定する。本



佛教大学大学院紀要　文学研究科篇　第39号（2011年３月）

―  57  ―

郷連隊区の例では、青年学校卒業以上の動作敏捷言語明晰な者を選抜し、服装は和服を避け、動

作に便利なものを着用することとなっていた（9）。この服装については大正期の資料では、羽織袴

又は礼を失しない服装とされていた（10）。

抽籤手順　抽籤は、概ね次の手順で執行されるが、１人で二つの掛を兼ねる場合もある。

一　連隊区司令官が「只今より、抽籤を開始す」と宣言し、連隊区司令部事務員が、徴兵官の面

前に置かれた籤が入った袋を、甲種歩兵であれば「甲種歩兵」と標記を読み上げ開封する。

籤箱の中を確認した上で、袋の中身を籤箱に入れ充分に攪拌する。同時に袋の中に籤が残っ

ていないことを確認する（11）。

二　呼名掛が身長順に整理済の氏名票（郡市町村名及び氏名を記入した用紙で、予め壮丁名簿（12）

の左端に軽く貼付）に基づき、壮丁の氏名を「何村何某」と読み上げた上、氏名票及び壮丁

名簿を籤札貼付掛に手渡す。

三　抽籖総代人は、呼名掛の呼名が終わる毎に箱の中に手を入れ、籤札を一つ取りだす。捻って

ある籤を開き「何番」と声高に読み上げ、籤札貼付掛に渡す。

四　籤札貼付掛は、氏名票の上部に籤札を貼り、捺印掛に手渡す。

五　捺印掛は、徴兵署の割印（13）を捺した後に、籤札点検総代人に渡す。

六　籤札点検総代人は、これを点検の上、壮丁名簿掛に差し出す。なお、氏名票に籤札を貼り、

徴兵署の割印を捺したものを「籤札氏名票」という。

七　壮丁名簿掛は、籤札氏名票と壮丁名簿を照合し、壮丁名簿に兵種及び番号を記入し整理掛へ

手渡す。（第一師団司令部編『徴兵事務の大意』では、「抽籖名簿が完成したら、これを原簿

として、壮丁名簿の兵種抽籖番号欄の所要の事項を記入する」としている。）

八　整理掛は、籤札氏名票を壮丁名簿から切り離し、抽籖名簿掛に手渡す。壮丁名簿は、整理掛

において適宜に整理しておく。

九　抽籖名簿掛は、籤札氏名票に基づき、抽籖名簿の当該番号の下に町村名及び氏名を書き込む。

この行為を、兵種毎に甲、第一、第二乙種の順序で繰り返していく。抽籖名簿の作成が完了

したら仮綴じにして、籤札氏名票と共に呼名掛に手渡す。

十　徴兵官は、壮丁名簿に記入された体格等位兵種抽籖番号、籤札氏名票及び抽籖名簿を照合の

上、異常ないことを確認したのち、籤札氏名票を市町村長に交付する。

抽籖名簿には、「府県郡市何兵抽籖名簿」と表題し、兵種毎に「法第四十九条該当者　甲一番

何町　氏名、甲二番　何町　氏名、一般抽籤者　甲一番　何村　氏名、甲二番　何町　氏名、法

第四十九条該当者　一乙一番　何村　氏名、一乙二番　何町　氏名、一般抽籤者　一乙一番　何

村　氏名、一乙二番　何町　氏名」の順序で記載し、冊尾に徴兵官が署名捺印する。抽籖名簿は

２通作成し、１通は連隊区司令官が受領して連隊区司令部に、残り１通は兵事官、支庁長又は市

長が受領し、当該官公署に備え置く。この時点の抽籖名簿は、壮丁に単なる籤番号を付しただけ

であり、配賦人員に応じて区分及び番号の上位から「現役」、「補充兵役」に整理していく。
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第二節　抽籤結果を壮丁及びその周辺がどのように受けとめたのか

抽籤業務の公開　身体検査を執行する「徴兵署」に比べて、抽籤が執行される「抽籖（整理）

徴兵署」については、あまり史料が残されていない。それは、前者が不慣れな多数の壮丁を対象

に身体検査の円滑な進行を図るため、各種パンフレット等を配布して、検査会場の様子、検査の

詳細を事前に周知しているのに対し、後者は、連隊区司令部及び市町村の関係者等の一部の関係

者が定型的な事務処理を行うため、各種徴兵関係の手引書にも抽籤業務に言及したものはほとん

どない。その数少ない史料である岡山連隊区司令部編『兵事研究會報』では「兵役法改正ニ依リ

徴集法カ變更シ身長順ニ徴集順序ヲ決定スルモ兵種及徴集順序ハ抽籤當日抽籤要領ニ準シ公開シ

一部ノ者ニアリテハ従来通リノ抽籤法ニ依リ徴集順序ヲ定ムルモノナルニ付抽籤當日ハ従来ノ通

リ町村長及各位ニアリテハ努メテ御立會アランコトヲ希望ス（14）」と公開していたことが覗える。

さらに、抽籤会場の様子に言及した史料としては、図４『徴兵抽籤参観ノ義ニ付郡民ニ告ク（大

正５年６月付長野県諏訪郡長名）』がある。

その一部を次に抜粋する。

抽籤ノ事務タルヤ公開的ニ一般参観ヲ許シ公正ニ執行セラルルヲ以テ、勿論當日ノ参観ハ各

人ノ随意ナリト雖モ之レヲ縣下ノ例ニ聞クニ通常参観人トシテハ僅ニ壮丁數十人ノ入場ヲ見

ルニ過キストイフ、更ニ本郡ノ例ニ徴セバ果シテ奈何ン或ハ壮丁ノ父兄ニ母姉ニ或ハ親戚ニ

図４　大正５年６月付「徴兵抽
籤参観ノ義ニ付郡民ニ告ク」
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故舊ニ参観ト称シ先ヲ争フテ入場スルニ其ノ數實ニ數百名ニ及ヒ殆ト場外ニ溢レントスルノ

状況ヲ見ル　‥‥　去レハ本官熟思再考之ヲ町村長諸氏ニ諮リ本年ヨリハ従来ノ如キ錯綜ヲ

避ケ秩序ヲ保持センカ為メ参観人ノ數ヲ甲種合格者ノ三割ニ限定ス　‥　‥右ニ付参観希望

者ハ抽籤前日町村役場ニ就キ入場券ヲ受ケ持参セラルヘク入場券ナキモノハ當日入場スルコ

トヲ得サル義ト承知セラレタシ

この文言から、抽籤は公正を期すために、公開して一般参観を認めているが、壮丁の参加は数

十人であるのに対し、その家族及び親戚は数百人に及んでいる。この錯綜を避けるために、参観

人の数を甲種合格者の三割に限定して、入場券を抽籤前日に町村役場で配布したことが分かる。

一刻も早く結果が知りたいがため、家族及び親戚が抽籤会場へ押し掛けるという状況が生まれて

いたことが分かる。　

籤札の交付　抽籤終了後、「籤札氏名票」は市町村長を経て、本人へ交付される。市町村によっ

ては、市町村長名の送付状を付して、封筒に封入した上で交付した例も見受けられる。図５「昭

和二年六月三日入間郡ニ於ケル抽籤実施人員表」は、同郡における兵種毎の甲種・第一乙種・第

二乙種の抽籤実施人員数及び本籍地市町村（本文書の場合では、入間郡川角村（現埼玉県入間郡

図５　昭和二年六月三日入間郡ニ於ケル抽籤実施人員表
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毛呂山町））における抽籤結果が記載された表で、籤札と一緒に交付されている。様式はまちま

ちであるが、同様の例が他の市町村においても散見される。

筆者蔵の「大正四年　兵事に関スル書類　愛知県寶飯郡國府町（現豊川市）」にも、上部に抽籤

結果が朱書された「國府壮丁人名書」及びこれを元に、その内容をガリ版印刷した表が綴り込ま

れており、受検者に情報を提供することにより、透明性・公平性の確保を図ったものと思われる。

配賦人員の問い合わせ　抽籖はあくまで壮丁各人の番号を決定するのみであり、籤札の交付を

受けても、当該徴募区の配賦人員が分からないと、その番号からだけでは、現役又は補充兵役に

服するものか判断することは困難である。

このため、壮丁からの依頼を受けたものか、次のように町村役場から連隊区司令部へ、問い合

わせている事例がある（15）。

さて、徴兵検査の結果として、甲・乙・丙・丁に区別され、このうち甲と第一乙種合格者の

なかから何人かが抽選の結果として入営することとなる。このため、いわゆる籤のがれが期

待され、合格者に割り振られた番号が大きいほど抽選からはずれるというような話もあった

が（久山村兵事関係者談話）、実際にはそうした噂話を残された資料で確認することはむず

かしい。ただ、ある程度は入営者がわかるという状況であったようである。というのも郡役

所が大正15年（1926）に廃止される際、10月20日に福岡県主催の町村兵事主任者会議が主催

された。この席上で連隊区司令官は、町村当局より「配賦人員を問い合わせ来る向」もあっ

たと発言している。本来人員は「秘密に属するもの」であるにもかかわらず、「何兵は何番

まで徴集せられるや或いは其予定なりや」などの「照会」がなされていたのである

照会がなされたとのみ記載され、回答の有無については不明であるが、配賦人員が分かっている

のであれば、抽籤結果により、おおよその当否は推定できる。はっきりした人数が不明であって

も、平時の同一徴募区の徴集人員に大きな変動はないものと考えられ、何番が当落ラインであろ

うことは、毎年の入営状況から大まかな推測が可能である。

図６は、徴兵検査を受検した差出人から兄へ抽籤の結果について照会した書簡（大正10年５月

４差出、５月５日消印）である。

５月３日には抽籤が行われているが、多忙のため郡役所へ問い合わせをする暇がない。差出人

は、（宇治）山田市へ寄留しているため、兄へ抽籤結果の通知があり次第に一報をもらうことを

依頼する内容である。書簡の中の「くじに當れは御兄様へ何とか御通知有之」という文言から、

差出人は「当籤」した場合にのみ役場から、何らかの通知があると考えていたようである。

当籤者の嘆き　籤に当った者は、大濱徹也『天皇の軍隊』の表現を借りれば「まさに徴兵さ

れた若者は、籤当たりの身の不運に涙し、葬列にある思いで兵営への途についた（16）」のである。

それらの若者の生の声を今に伝える史料は乏しいが、明治期の兵営を題材にした小説からそれら
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の声を引用する。『三年の夢』では、幼い時に父親を亡くし、老母と二人暮らしの青年の苦悩の

心情を次のように書き表している（17）。

躰格検査の時には落第と思ひし余は、甲種

砲兵の朱印を検査證に捺印せられたのであ

る。余は實に豫想外に驚いて、是から先は

唯だ抽籤に漏れるという僥倖を冀ふより外

は手段がなくなった。併しながら是は眞の

僥倖で、一寸先は闇の夜、若し不幸にして

其籤に當ったら、取返しの附かない事と

思ったから、茲に大急で猶豫願を差出す事

に決心した。（略）兎角する内に抽籤日も

経過して或日の事区役所から召喚状が来た

から、今日こう我運命の如何を決する日と、

片唾を飲んで吏員の達書を受取ると、南無

三！現役の七番で、十二月一日入隊すべし

との令状

文中の「検査証」とは、「壮丁名簿」のことで、

身体検査結果等を記入する用紙である（図７）。こ

の小説の時代設定に近い、明治43年10月27日改正

徴兵事務条例施行細則に定める壮丁名簿である。

図６　抽籤結果通知を依頼する書簡（大正10年５月４日付）

図７　壮丁名簿
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「召喚状」及び「達書」とは、「現役兵証書」のことで、表面には、連隊区司令官名で「現役兵

ニ徴募シ砲兵第○連隊ニ入営ヲ命ス」との文言が記載されている。「現役の七番」とは、籤札は

「甲種砲兵　第七番」であり、これを基に現役に服することになったという意味である。同じく

『兵営夢物語』も、病身の父親及び妊娠中の妻を持つ青年という設定で次のように記述している（18）。

其内には検査日も来る。検査を受くれば彼れの豫期とは大違いにて甲種の歩兵に編入せられ

否應なしの合格に、親子今更の如く驚けど最早過ぎし事は及ばず、唯だ困った困ったと言い

つつ日を暮らすのである。其れでも未だ抽籤があるからと、僅に一縷の望を繋いで居たれど、

宛事と越中褌は向から脱れるの譬えで、籤も第三番でマンマと当り、忠一郎には泣面へ蜂だ。

こちらも残していく家族のことを考えると、いかにも困惑を隠せない表現である。

これらの家庭の状況を考慮しない抽籤制度に対しては「一體全體徴集方法が誤って居る。世間

には子供が澤山有る奴等の倅が、却って補充だの籤逸れだのに成って、それで大手柄でも為たよ

うに得意がって居やがる。金持だの紳士だのと言はれる奴等こそ、國民の模範と成らなけりや

ならないのだから、籤も何も要るものか、どしどしと徴集して遣るべしだ（19）。」との意見もある。

ただし、その著者本人は一年志願兵として入隊している。

甲種合格クジ逃れ　甲種に合格しながらも、抽籖により補充兵役に編入される場合があり、こ

の場合を一般に「甲種合格クジ逃れ」と称していた。抽籖により直接「当落」を決定するわけで

はないので「クジはずれ」と言わずに「クジ逃れ」という表現は当を得た表現といえる。甲種合

格の者は「徴兵検査を甲種で合格し、入営（団）を覚悟したが、幸いにも抽籤の結果により、徴

集を逃れることが出来た（軍隊に行かずに済んで良かった）。」という思いが、この言葉に込めら

れている。このため、第一及び第二乙種の判定を受けた者も「抽籤」が行われるが、第一乙種の

一部を除けば、一般に補充兵役に服するため、徴集の対象とならなかった場合においては、通常

「クジ逃れ」という表現は当てはまらない。

短寸甲種　これも甲種合格者にまつわる俗語である。甲種に合格し、身長が 155 cm（昭和12

年２月18日勅令24号により 150 cmと改正）上で、後述する「定寸」又は「繰下身長」未満の者

たちについては、当時、これらの該当者は俗に「短寸（短尺）甲種」という表現をした。体格等

位は甲種で現役に適するが、身長が「定寸」又は「繰下身長」に満たないという意味である。あ

まり聞きなれない言葉であるが、このことに言及したものとしては、次のような証言がある（20）。

―検査はどうでしたか。

　　 うちらはなぁ、タンシュンコウシュ（短身甲種）て。あの、五尺三寸より上なきゃ合格

にならなんだ。体格はええけど、寸が、あのその、やっぱり規定があったんじゃろうよ、

寸がそれ以下だったから。のちに召集が来たです。昭和十九年七月に召集されて、一年
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行きました。海軍に。

　　　　（略）

―短身甲種といわれたときはどんな気持ちでしたか。

　　 まぁ、甲種合格だけいうて、あとのもん（それ以外の者は）いけなんだ（だめだ）とい

うことで。甲種合格は最高ですけにな。軍医がほめえですわ（褒める）。ええ体してる

とほめえですわ。短身甲種で、腹の内はまあよかった、よかったて。

これらの該当者は、抽籖の対象とはならず、身体検査の結果、直ちに第二補充兵役に編入される。

神仏への祈願　抽籤制度は、おそらく陸軍制度の参考としたフランス軍制の模倣と考えられる

が（21）、抽籤そのものを我が国の民俗（学）の視点から見れば「籤　偶然性を利用し、多数の中

から一つを特定する方法。主として神意を占うために行われた方法（22）」である。徴兵検査を受

けた青年又はその家族にとっては、抽籤結果を左右するものが神意なのであれば、当籤の回避に

ついて神仏に祈願することは、まさに当然の行為である。『徴兵制』では、このことについて次

のように説明している（23）。

徴兵検査の合格者が現役徴集をまぬかれるためには、抽せんにはずれる以外になくなった。

くじはずれは運であり、運は人力でどうにかできるものでなく、神仏に祈るしかなかった。

徴兵よけの神仏が生まれ、民衆の信仰を集めることとなった。

クジ逃れを神仏に祈願する者の心証については、『徴兵・戦争と民衆』に鳥取県八頭村Ｄ村　

忠氏（1915年生まれ）からの昭和10（1935）年徴兵検査受検時の聞き取り調査として次のような

内容が掲げられている（24）。

自分は第一乙種だった。のちに第一補充に編入するという通知を役場を通して受け取った。

場合によっては徴兵くじの対象になるという話を聞いていたので、それからはくじ逃れを

願って、梶並神社、菩提寺に参拝した。津山の石山寺に祀られるマルシテン（摩利支天）が

くじ逃れに御利益があるとの評判で、そこには汽車で参った。岡山県落合の木山神社でも徴

兵逃れの祈願がさかんに行われていたと聞くが、自分では参ったことがない。自分一人で鳥

取県の倉田八幡宮にも参拝した。「補充伍番」という通知を受け取ったときに、「もう（兵隊

に）行かんでもええな」と思った

以上の証言を時系列に整理すると、徴兵（身体）検査の結果、第一乙種の判定を受け、後日、

連隊区司令部から役場を通じて「第一補充兵証書」の送達を受けたことになる。抽籤は、甲種か

ら第二乙種までの合格者で一定身長の者を対象としているため、「場合によっては徴兵くじの対
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象になる」というのは誤解である。「第一補充兵証書」の送達の前に、すでに抽籤は終了してい

るので、この時点で神仏に祈願しても、すでに手遅れである。

第三節　抽籤制度の廃止

昭和14年の兵役法改正　抽籤制度については「日中戦争期の一九三九（昭和十四）年11月の第

三乙種を新設して、抽籤を廃止（25）」、「兵役法では、補充兵役の五年延長、徴集順序決定にあたっ

ての抽せん方式の廃止、短期現役制の廃止、在学者の徴集延期期間の短縮（上限二六歳）などの

改正がおこわれた（26）」、「この抽籤制度は、日中戦争により徴集人員が急増した結果、一九三九

年三月（昭和十四）の兵役法改正で廃止された（27）」と、昭和14年３月９日公布の兵役法改正に

より抽籤制度が廃止されたとするのが定説である。

しかしながら、この折の改正は、従来「抽籤ノ法ニ依リ徴集順序ヲ定ム」と定められていたも

のが、「特ニ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ抽籤ノ法ニ依リ其ノ徴集順序ヲ定ムルコトヲ

得」と、抽籤は特に必要ある時に執行されるように改正されたのであり、「体格良好の者から兵

員としていくために、徴集順序の決定にあたって抽籖の方法をとることに限定をつけた（28）」と

いうのが、正確な表現である。

ただ、当時の刊行物にも「今春「兵役法」に大改正が行はれ、抽籤事務も廃されることになっ

た。従って、以前の様な抽籤免れなどは、絶対にないことになった（29）」と、抽籤が廃止された

かの様な表現をしていることから、国民もそのように理解していたものと考えられる。付け加え

れば、昭和14年４月15日付兵役法施行規則の改正に伴い、「籤札（せんさつ）」は「徴集順序票」

と改称される。

特に抽籤が必要な場合　「兵役法改正要綱（30）」では、抽籤に関する改正理由を、次のように述

べている。

五　徴集順序ノ決定ニ方リ抽籤ノ方法ニ依ルハ身長一．六〇米以上ノ者ヲ以テ現役配賦要員

ヲ充足シ得ル場合及身長一．六〇米以上ノ第一補充兵相互ノ徴集順序ヲ定ムル場合ニ限定シ

其ノ他ノ場合ニ在リテハ抽籤ノ方法ニ依ラズ體格等位及身長ノ高低ニ依リ之ヲ決定スルコト

トナス（第三十三條）

このことに対しては、大阪市役所編『兵事事務』は、次のように説明している（31）。

徴集順序は原則としては抽籤の方法によらないことになっているが、身長一．六〇米以上の

者で要員を充し得るときは其の該當者全部を徴集豫定者として抽籤の方法で決定し徴集者を

定めるのである（令七四）。蓋し之は一．六〇米以上の者は理想身長の者で、いづれも同價
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値の兵員たるべきものであるから抽籤の方法で定むることになっているのであろう。‥身長

一．五九九米以下の者については陸軍大臣の定むる所に基く。即ち身長順により、同身長の

者は生年月日の若き者よりの順に之を定むることになっている（令七四、規一五〇）

つまりは、身長 160 cm以上の甲種及び第一乙種の合格者数が、当該徴募区への配賦者数を上

回っていれば、それらの該当者全てを徴集予定者とし、抽籤で徴集順序を定める。しかし、身長 

160 cm以上の者のみでは配賦数を充当し得ない場合には、所要数を確保できるまで、定寸を繰

り下げていく（これを「繰下げ身長」という）。身長を繰下げた場合には、抽籤によることなく「身

長順により、同身長の者は生年月日の若き者よりの順に」徴集順序を定めるとしているのが、「兵

役法改正要綱」及び『兵事事務』による説明である。

ところが岡山連隊区司令部『兵事研究會報』では、次のように説明している（32）。

問題ハ此ノ繰リ下ゲ身長制ヲ採用スル場合ニ起ルコトアリ一例ヲ示セバ要員五名不足ノ為身

長ヲ一粍下ゲタル所十名新ニ加ハルコトトナレバ五名ヲ除カザルベカラズ此ノ五名ヲ即チ抽

籤ニ依リ選出セントスルモノナルモ現在ノ抽籤方法ニテハ全員ヲ抽籤ニ加ヘルコトトナリア

ルヲ以テ抽籤ノ結果ハ却テ一・六〇米以上ノ者ガ所謂「籤遁レ」トナルコトアリテ支障ヲ生

スル譯ナリ、乃チ右五名ノ選出ハ身長繰下ゲニ依テ新ニ加ハレル十名ノ範囲内ニテ行ハント

スルヲ今次改正ノ主旨トスル所ニシテ身長一・六〇米ノ者ヲ以テ所要要員ヲ充足シ得ル場合

ニ於テハ一・六〇米以上ノ者全部一團トナリテ抽籤ヲ行フコト従來ト變リナシ

要約すると、定寸以上の者のみで配賦人員を充当できない場合には、身長を繰り下げていく。

仮に５名の不足を生じたため身長を繰り下げ、定寸未満の徴集予定者が10名生じたとする。この

10名に定寸以上の者を加えて抽籤を執行すると、身長 160 cm以上の体格が良い者に「籤逃れ」

の弊害が生じる。そうではなく、身長を繰下げることにより生じた10名のみを対象に、抽籤を執

行しようとするのが今回の改正の趣旨であると説明している。昭和14年の抽籤の執行については、

連隊区により解釈に差異が生じているように思われる。

しかしながら、その差異は繰下げ身長を行った場合のみに生じるため、板垣征四郎陸軍大臣が

第74回帝国議会衆議院第一読会において提出した兵役法改正法律案理由である「現役兵徴集人員

モ増加ヲ見ルコトトナリマシタ結果、入營兵ノ體位低下ヲ極力阻止スルノ必要ヲ生ジ、是ガ為メ

兵員徴集法ニ付キマシテモ所要ノ改正ヲ致シタイト存ジマス（33）」という趣旨からは逸脱してい

ない。

実際には図８に示すように、身長 168.1 cm及び 154.9 cmの「徴集順氏名票及び生年月日身長

票」が存在し、定寸未満の者についても抽籤が行われていたことが判る。

ただし、翌15年には、「身長順序ニ現役兵ヲ徴集セラレ居ル現況ニシテ抽籖ノ法ニ依リ徴集順
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序ヲ決定スルガ如キハ当連隊区ノ実状ヨリ見テ

殆ナキ（34）」状況であり、さらに昭和15年以降

の「徴集順氏名票及び生年月日身長票」の存在

が確認できないことから、抽籖は、昭和14年を

最後にほとんど実施されなくなっていたと考え

られる。

抽選方法の廃止　昭和18年９月30日に公布さ

れた兵役法令規則の改正により、基本法であ

る兵役法には抽籖に係る条項を残したままで、

「徴集順序票」他の様式及び手続き方法が条文

から削除される。この改正により「抽籤による

徴集順序決定法は、現在殆どこれを適用する場

合が稀にも拘はらず存在し、他の事務を複雑に

している點が多いので、事務簡素化の趣旨から

癈止」され、「徴集順序決定の方法から抽籤の

方法が姿を消した」のである（35）。ただ、昭和

14年を境にほとんど抽籤が行われなくなってい

る状況で、昭和18年時点で抽籤による徴集順序

決定法が、どういった点で他の事務を複雑にし

ているかは具体的には不明である。

抽籤廃止に伴う事務の迅速化　実際に抽籤を執行した場合と身長及び生年月日に基づき徴集順

序を決定した場合について、本郷連隊区及び東京連隊区（36）を比較してみる。まず「昭和三年本

郷連隊区徴兵署開設日割表（検査人員は24,378名）」によれば、埼玉県に所在する徴募区の分は、

浦和町埼玉会館において８月20日から23日の４日間、東京府に所在する徴募区の分は、東京市浅

草市役所において８月28日から30日の３日間、合計７日間で行っている。そこで東京連隊区にお

ける「昭和十八年東京連隊区徴兵署開設日割表（検査人員は59,481名）」と比較すると、整理徴

兵署の開設は、立川市役所が８月20日及び21日、板橋区役所が８月28日、京橋区役署が８月30日

と、検査人員は約２倍に増加しているにかかわらず、開設期間は３日で済んでいる。このように

抽籤総代人による抽籤行為を行わない場合には、徴集順序の整理のみであり、約六の一の時間で

処理が終わっている。

まとめ

本稿では、一連の抽籤行為を明らかにするとともに、従来「くじはずれ」と誤解されてきた「籤

図８　徴集順氏名票及び生年月日身長票
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外者（せんがいしゃ）」について、実は抽籖権を放棄した者及び剥奪された者であることを明ら

かにした。また、抽籤結果を壮丁及びその周辺がどのように受け止めたのかという、身体検査の

結果に比べ、史料としてはなかなか後世に伝わりづらい点について、『徴兵抽籤参観ノ義ニ付郡

民ニ告ク（大正５年６月付長野県諏訪郡長名）』、「抽籤結果通知を依頼する書簡（大正10年５月

４日付）」及び兵営を舞台にした小説等を利用して、それらの解明を試みた。

最後に抽籤事務が昭和14年の兵役法改正により廃止されたとする通説に対して、『兵事研究會

報』や『週報』等から、昭和18年の兵役法令規則の改正によるものであることを明らかにした。

〔注〕

（１） 一ノ瀬俊也『皇軍兵士の日常生活』（講談社　2009年）14頁。

（２） ある軍隊と、兵員を徴集するための区域との関係を律するための一種の兵事行政区域として

「徴兵区」があり、その区域内で兵員徴募の事務を行うべき単位として置かれている区域である。

（３） 陸軍に在っては、歩兵、戦車兵、騎兵、野砲兵、山砲兵、野戦重砲兵、騎砲兵、重砲兵、高射

砲兵、工兵、鉄道兵、電信兵、飛行兵、気球兵、輜重兵、看護卒、磨工及補助看護卒を、海軍

に在っては、水兵、機関兵、船匠兵、看護兵及主計兵をいう。

（４） 配当賦課の意味であり、その要旨は兵員の地域的負担を均等にすることにある。毎年徴集する

現役兵及び第一補充兵の数は、陸軍大臣が上裁を経て、各師管に配賦する。師団長は師管に配

賦された員数を各連隊区に、連隊区司令官は、これを各徴募区に配賦する。

（５） 徴兵官とは、徴兵を掌る合議制の行政機関で、総理徴兵官、師管徴兵官、連隊区徴兵官の区分

がある。連隊区徴兵官は、連隊区内道府県毎に、連隊区司令官及び兵事官をもってこれに充て、

連隊区司令官を首座として徴兵事務を執行する。なお、兵事官は、兵事に関する事務を分掌す

る書記官又は地方事務官（場合により支庁長、市長、区長が充たる）をいう。

 　徴兵署事務員は、陸軍下士官又は同判任文官及び道府県市の官吏吏員を充て、庶務に従事さ

せる。地方長官（道府県知事）は、必要ある場合には、町村長に命じて当該町村の吏員を補助

員として、事務補助を行わせることができる。

（６） 麻布、本郷連隊区司令部編「昭和六年麻布、本郷連隊區管内徴兵事務協定事項」には「甲種歩

兵　籤外（一般）抽籤者籤数○本」と記載例が挙げられている。

（７） 同書の例示においても、単に「籤外」とのみ表示し、様式は「籤札氏名票」と同様であるが「籤

外者氏名票」という名称を用いて、一般抽籤者の物と区別している。

（８） 菊池邦作『徴兵忌避の研究』（立風書房、1977年）10頁。

（９） 第一師団司令部編『徴兵事務の大意』（1925年）93-94頁。

（10） 田部井進『徴兵検査受検者心得及び陸軍志願者案内』（修学社、1921年）31頁。

（11） 前掲『徴兵事務の大意』には、籤札を入れた袋を確認せず抽籤を執行し、執行後に袋に貼りつ

いままであった、又は抽籤の執行中に会場の窓を開け、籤が吹き込み風に飛ばされ、全て回収

したつもりが、机の脚の裏に落ちていた等々の事例が記載されている。籤札の残留の有無のた
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めか、前掲「本郷連隊區管内徴兵事務協定事項」では、袋の素材は、「なるべく薄紙」と指定

している。

（12） その年の徴兵適齢人員を調査し、戸籍とも照合した名簿で、徴兵（身体）検査の際に体格等位

を記入する用紙。時代により様式に変更が加えられる。

（13） 次の①から⑤の５種類の印章が割印として使用された。

 ① ② ③ ④ ⑤

 

 ①　明治６年徴兵令様式（H 3.7 cm×W 1.4 cm）

 ②　明治12年11月17日徴兵事務条例の施行に伴う明治13年１月４日陸達様式（H 3.9 cm×W 1.9 cm）

 ③　明治17年７月19日徴兵事務条例様式（H 3.9 cm×W 1.9 cm）

 ④　昭和２年11月30日兵役法施行令（勅330）に基づく様式

 ⑤　昭和14年３月24日兵役法施行令（勅75）に基づく様式

（14） 岡山連隊区司令部編『昭和十四年五月　兵事研究會會報（第参號）』31頁。

（15） 久山町誌編纂委員会編『久山町誌』下巻（久山町、1996年）210-211頁。

（16） 大濱徹也『天皇の軍隊』（教育社、1978年）68頁。

（17） 相澤富蔵『三年の夢―入営涙の夢―』（厚生堂、1899年）189-190頁。

（18） 相澤富蔵『兵営夢物語』（厚生堂、1902年）27-28頁。

（19） 池田極外『苦？楽？新兵時代』（興成館書店、1911年）８頁。

（20） 喜多村理子『徴兵・戦争と民衆』（吉川弘文館、1999年）102-103頁。

（21） 藤田嗣雄『欧米の軍制に関する研究』（有斐閣出版サービス、1991年）及び梅溪昇「わが国初

期徴兵令に対するフランスの影響」、『増補　明治前期政治史の研究』（未来社、1978年）により、

わが国の抽籤制度への影響が述べられている。

（22） 『日本民俗大辞典』上（吉川弘文館、1999年）525頁。

（23） 大江志乃夫『徴兵制』（岩波書店、1981年）118頁。

（24） 喜多村、前掲書　95頁。

（25） 一ノ瀬、前掲書　22頁。

（26） 大江、前掲書　142頁。

（27） 出分重信〔述〕／黒田俊雄編『村と戦争』（桂書房、1988年）202頁。

（28） 加藤陽子『徴兵制と近代日本』（吉川弘文館、1996年）215頁。

（29） 日本國防協會編「戦時下の入營心得　昭和十四年度版」（日本國防協會、1939年）２頁。
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（30） 第74回帝国議会政府提出予定法律案に関する件 JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.

C01001771600　陸軍省-大日記甲輯-S14-9-28

（31） 大阪市役所編『兵事事務』（大阪市役所、1939年）　39頁。

（32） 岡山連隊区司令部編、前掲書　７頁。

（33） 衆議院事務局『第七十四回帝國議會　衆議院議事摘要』（内閣印刷局1939年）287頁。

（34） 本郷連隊区司令部編『徴兵事務提要』（1939年）63頁。

（35） 情報局編輯「南洋群島・南方諸地域における在外徴集延期制度の撤癈等について」、『週報365

號（昭和十八年十月十三日號）』（内閣印刷局、1943年）８-９頁。

（36） 昭和16年陸軍管区表の制定に伴い、連隊区は原則一府県一連隊区となり、本郷連隊区は廃止さ

れ、東京府は東京連隊区の管轄となる。
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