
＜はじめに＞

第一次世界大戦の終わった 1918年は、明治維新から数えて半世紀たった 51年目の記念すべき年

だった。その年は欧米諸国と同様に、いやそれ以上の衝撃をもって、日本を揺るがした。日本帝国

軍隊が国民に鉄砲を向けて鎮圧した米騒動、米国の不信とロシア国民の憤怒を買ったシベリア出兵、

そして新聞が政府の鉄槌を受けた「白虹事件」。同事件はその後の新聞を萎縮させ、政府と軍隊の

提灯持ちに成り下がる発端となった。この年は日本と新聞の歴史にとって、まさにターニング・ポ

イントだった。本稿は事件を再考するなかで、ときの主役ともいうべき後の首相、田中義一に焦点

を当てて物語風にまとめた。

第一話　原敬と田中義一の奇妙な二人三脚

1．二人を引き寄せた軍拡計画

人と人のつながりは、不思議なものである。およそ氏育ちも違うし、肌合いも合うとは思われな

いのに、世間がいぶかるほどに親密になる場合がある。お互いに腹にいちもつ持ちながら近しくな

ったとしても、である。そしてその縁が元で、大きく歴史を狂わすことも。原敬と田中義一がその

一例である。

日本の政党政治を開花させ、大正デモクラシーの象徴ともされる“平民宰相”原敬。国家総動員

体制の礎を築き、中国侵略の泥沼に日本を引きずり込んだ長州軍閥の田中義一。二人はともに幕末

に生を受けたが、まったくの別世界で生まれ育ち、政治信条も水と油ほどに異なっている。共通し

ているのは若いころ、ともに苦学生であったということくらいだ。

原は 1856年生まれで東北は南部藩の家老格の次男坊、田中は 1864年生まれで長州は萩藩主の駕

籠かきを職とする小倅である。原は黒羽二重の紋付袴に白足袋を履き若様としてはぐくまれ、田中

は近所のガキ大将として農夫の子同然に育った。封建社会であったなら、二人には格段の身分差が

あった。

しかし南部藩が維新政府に抗して賊軍となったことで、原は苦しい人生を歩むことになる。フラ

ンス人宣教師の下僕などをして、やっと司法省法学校に入学するが、校内騒動で退学処分を受ける。
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新聞記者をしてさまざまな人とのつながりができたことから官界に職を得て、やがて民党の政治家

としての道を歩むのである。

苦労人だったという点では田中も同じである。長州出身とはいえ父はいわゆる力夫の軽輩で、田

中に目をかけてくれる者など誰もいなかった。立身出世を望むなら軍人になる道しかなく、苦学し

て陸軍教導団砲兵科からなんとか士官学校に入り、一歩一歩階段を上っていく。軍閥にどっぷりつ

かることが出世の唯一の術だった。

だから社会的地位を得てからの二人の政治的立場は、ものの考え方も内外政策も、ほとんど交わ

ることのないほどにへだたっていた。にもかかわらず原は自前の内閣を持ったとき陸相に田中を求

め、また田中は周囲が驚くほど原によく仕えた。そもそもこの二人を結びつけたのは、二人が厳し

く対立した増師問題だった。

日露戦争は 10年前の日清戦争と比べものにならないおびただしい将兵の死傷者を出し、軍首脳

は兵力動員の限界をいやというほど味わった。戦争がもっと長引いていたなら、将兵や武器弾薬の

補給が続かず、日本は負けたかもしれない。この辛勝を肝に銘じた陸軍の総帥・山県有朋はロシア

の報復をしきりに喧伝して師団の大増設を図った。田中らに命じて「帝国国防方針」を作り、なん

と戦時 50師団、平時 25師団の大増員計画を立てたのである。

17師団をすでに擁していたので、陸軍は増師計画を４師団ずつの２期に分けて、１期分として

まず 1907年に２個師団を、さらに２年後、２個師団増設を緊急の課題として政府に要求した。

しかし日本は日露戦争を戦い抜くために莫大な借金を英米諸国に仰ぎ、大量の外債を発行してい

た。政府の懐は火の車で、法外な外債の元利支払いに苦しめられていた。増税が重くのしかかる経

済界も国民も軍拡に絶対反対で、首相にあった陸軍大将の桂太郎でさえ増師計画を抑制せざるを得

なかった。

そこで陸軍は 1910年の日韓併合の機を捉え、朝鮮に２個師団を常置する必要があるとすり替え

て執拗に政府に迫った。この増師計画案を練った軍人こそ当時、参謀本部軍事課長に抜擢され、将

来を嘱望されていた田中だった。

２個師団増設計画は第二次桂内閣では日の目を見ず、次の第二次西園寺公望内閣に引き継がれた。

もともと西園寺は行財政整理を国民に約束していたので増師計画には消極的だった。これに不満を

持つ部下から突き上げられて、陸相・上原勇作は単独で天皇に辞表を提出する。いわゆる“帷幄上

奏事件”である。西園寺内閣は山県の拒否で後任の陸相を得られず、あえなくつぶれてしまう。こ

のとき、政府批判の強硬論は吐いて上原の尻を叩いたのが、参謀本部軍務局長に出世していた田中

だった。原が田中に最初に会ったのは、このときだった。

当時内閣の副総理格で内相の地位にあった原は元老のひとり、井上馨がしきりに勧めるので田中

と会うことにした。井上は政友会創設の影の人で、初代総裁の伊藤博文を物心両面で支えた。それ

に原は不遇のころ井上に世話になったので、いやとはいえなかった。

もともと井上は財界に顔が広く、またその支持を得ていたから増師には批判的だった。
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「いまカネは帝国の産業育成に投ずべきで、増師などとんでもない」と政府に意見具申さえしてい

た。ところが田中はどう説得したのか井上を増師派に転換させてしまった。

「政府は行財政整理をいいながら、海軍にはたっぷり予算をつけています。たとえ２個師団を増設

しても陸軍の諸経費を削るので財政には負担をかけません。それに帝国産業の発展のためにも朝鮮

を固める必要があります」――などと語ったのであろう。老人キラーの田中はすっかり井上を取り

込んだ。井上はご丁寧にも渋沢栄一や三井、三菱の財閥幹部を自宅に呼んで田中に引き合わせ、さ

らには原への橋渡しまでしたのである。

1912年 11月９日、田中は和服姿で首相官邸に乗り込んだ。軍服の田中を想定して接見した原は

「おやっ？」という顔つきをした。

「原は表情を表さぬ男だ」と聞いていたので田中は内心、ほくそ笑んだ。そして露骨な増師の主張

を避け、次のようにこもごも語った。

「世情、いろいろいわれていますが、増師は軍備拡充というより実質的には兵力の自然減の補充

に過ぎません。陸軍としても諸経費をできる限り削減して自己捻出するつもりです」

田中の長広舌は１時間に及んだが、原は井上のようには折伏されなかった。

「こと新しいことは何もなし」と、原は日記に書いている。

軍務局長とはいえ一少将にすぎない田中と、政府の中枢にいて、政局を切り回す原とは格が違っ

ていた。以降、田中が原に接触する機会はなく、二人が再会するのはそれから約２年後だった。

2．原に急接近する田中の狙い

ときに原は西園寺の後を継いで政友会の第３代総裁に就いていた。西園寺を引きずり下ろして長

州閥の桂が３度目の組閣したことに政党も国民も激高した。護憲運動の嵐の中で、第三次桂内閣は

３ヶ月と持たなかった。代わって薩摩出身の海軍長老、山本権兵衛内閣が誕生した。政友会は同内

閣に全面協力し、原は再び内相に就いた。しかし、海軍汚職のシーメンス事件で山本内閣も１年足

らずで倒れ、政権は政界でほとんど忘れかけていた 77歳の老政治家、大隈重信の手に渡っていた。

政友会は議会で絶対多数を誇っていたものの、首相を指名して天皇に推薦する権限を元老会議が

握っていた。井上は最近の政友会が自分の意見をないがしろにするのが気に食わなかったし、大元

老の山県にいたっては原の組閣を警戒していた。なぜなら原が山県閥の巣食う官界に手を突っ込み、

山県の影響力を少しずつそいでいたからである。

それに山県はそもそも「民意」なるものをまったく信用していなかった。政党政治は天皇統治の

日本の国体にそぐわないと固く信じていた。だから伊藤が政友会を立ち上げようとしたときに大反

対し、桂が同志会を結成したときも不満だった。この山県の政党嫌いは終生変わらなかった。

大隈は組閣に当たって、山県の要求する増師案の成立を二つ返事で確約した。また内務省出身で

山県の懐刀、大浦兼武を農商相に迎え、議会を解散に追い込んで政友会に打撃を与えることも

「私の長年の念願である」と山県に迎合した。
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一方、田中はといえば、増師に失敗した責任を取って軍務局長を退き、第２旅団長に異動してい

た。それでも陸軍のドン、山県の覚えはめでたく、陸軍本流への復帰は時間の問題とされていた。

原と田中の二人を引き寄せたのは、やはり増師問題だった。

というのは、陸軍としてはなんとしても２個師団増設を成し遂げたい。が、原が首を縦に振らな

い限り議会を通らない。原としては大隈の手で解散をされては政友会が少数野党に転落する懸念が

ある。増師と解散回避の思惑が微妙に絡んで二人は丁々発止の腹芸を繰り広げるのだ。もちろん田

中の後ろには、大ダヌキの山県がいて、田中を操っていた。

原と田中が長時間話し込んだのは 1914年 10月９日のこと。田中を引き合わせたのは政友会の策

士として頭角を現しはじめた小泉策太郎である。

原は２年前に田中にあったことは覚えていたが、田中を評価していたわけではない。小泉がしき

りに田中を持ち上げるし、山県とのパイプ役くらいにはなるだろうと会ってみることにした。会談

は東京・四谷本村町の小泉邸で秘密裏に行われた。

案の定、田中は増師に対する原の腹を探りに来た。しかし、田中は増師失敗の挫折を味わった後、

しばらく欧米諸国に遊んでいたこともあって２年前よりは視野が広がっていた。原が

「故人の悪口をいうのもなんだが、桂はけしからん。増師問題を自分の内閣でさえ解決できなかっ

たのに、これを利用して西園寺内閣をつぶし、そしてまた首相に返り咲くなんて」

と憤ると、田中は

「まったくその通りです」

と相槌を打った。田中は西園寺内閣の後継に寺内正毅朝鮮総督を就任させようと運動していたので、

桂の返り咲きは意外だった。そこで原は今後の世界情勢について持論を展開した。

「今回の世界大戦で欧州諸国の均衡が破れ、東洋もその影響を受けざるを得ない。今後は米国が世

界のカナメになるだろう」

「私も今回米国を訪問して要人と会談し、そう思いました。それに」と田中は言葉を継いだ。

「はっきり申し上げて政府が中国の膠州湾を攻撃したのは有害無益です。ドイツはいずれこれを放

棄せざるを得ないのですから」と大隈内閣の対中国政策を批判した。そして

「これからの国防は国民の理解が必要です。政治家と軍人が刷り合わせをして、一致を見るよう努

力しなければなりません」と田中は原の気持ちをくすぐった。

「軍と政治家、また陸軍と海軍の間に軋轢があるのは国民にとって不幸なことだ」

と原も気持ちよく応えた。原が少し胸襟を開いたところで田中はずばり聞いた。

「２個師団増設はどうしてもだめなのでしょうか」

「そうともいえないよ」

「でも陸軍は政友会が反対するので増師はできないと見ています」

「それは関係ないな。先日も、この件に関して政友会は白紙だと公表したばかりだ」

原は山県を意識して昨今は増師問題への言及に注意を払うようになっていた。田中は深追いせず、
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原から直接「白紙発言」を聞き出したことに満足した。原が去った後も田中は小泉を相手に１時間

もしゃべりまくり、原を誉めそやした。原も田中を「役に立つ軍人」と見直し、二人の交流は深ま

っていくのである。

3．山県と原、田中の三つ巴戦

オーストリア皇太子夫妻がセルビアの一青年に暗殺されたことをきっかけに、欧州はすべての列

強を巻き込んでいつ果てるともない大戦争に突入していた。

原はもちろん軍拡論者ではないが、欧州の大戦が国を挙げての総力戦となるのを目の当たりにし

て、日本の陸海軍も充実させなければならないと考えた。しかし、人件費のかさむ師団増設には賛

同しかねていた。そうはいっても陸軍、というよりその背後にいる山県との正面衝突は自分の将来

のために避けなければならない。山県がゴリゴリの政党嫌いであるからにはなおさらである。

これに対して田中も総力戦の時代の到来したことを感得していた。今後は航空機を中心とする軍

の近代化に予算を投ずべきだとして、師団増設一辺倒では時局に合わないと考えていた。それに山

県はすでに 70歳半ばの高齢で、その庇護にいつまでも頼れるものではない。ここは原を通して政

界に足場を作っておくのも悪くないと計算した。そこで山県と原の間をうまく泳いでいこうと、連

絡役を買って出たのである。

ところで山県は自分が後押ししたにもかかわらず、大隈内閣に大いなる不満を持っていた。大隈

からすれば、維新政府に入った先輩として「山県なにするもの」との自負がある。外相の加藤高明

にいたっては外交の秘密保持を口実に山県たち元老に情報を上げるのを渋っていた。山県はこうし

た大隈内閣の態度に激怒して、２個師団増設さえ成立したならば、大隈を辞めさせようと腹を固め

ていた。そのことを原も仄聞していた。

同年 12月に第 35議会が開かれることになり、政府は予算案に２個師団増設を盛り込む方針と伝

えられた。政友会が予算案に反対するなら大隈は直ちに解散して総選挙に持ち込む計画だった。選

挙になれば地方官僚や地元警察を動員して政友会を打ちのめす。警察官僚で２度も警視総監を務め

た大浦農商相は、親分の山県と気脈を通じながら周到な準備を進めていた。

危機感をつのらせた原は、田中が山県も原に会いたがっているというので山県に電話で面会を求

め、直接取引に出た。11月４日のことである。

山県は誰に対してもそうだが、面会するときはいつも羽織袴をつけ、きちんと居住まいを正して

耳を傾ける。ただし、ほとんど自分のほうからは口を開かない。原に対しても黙って端然と聞くの

みで、言葉少なだった。そこで原がいう。

「どうも大隈内閣の外交政策は困ったものです。こんなに中国の排日空気を高まらせてどうするつ

もりなのでしょう」

「まあ、大隈もそう長くは持たんだろう」

「大隈首相は得意絶頂のようで、やめる気は毛頭ないように見受けられます。やめるならば加藤外
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相を後任に推挙する考えのようです」

「加藤なんかに総理が務まるものか」

初めて山県は感情を表して哄笑した。そして加藤の悪口を続けた。山県が話題を代えていう。

「ところで、政友会の中には同志会と一緒になって増師案に反対を企てている者がおるようじゃが」

「そういう者がいないではありません」

「政友会には増師案に賛成してほしいな。陸軍にはいろいろと運動せずに原総裁と話し合うように

といっているのじゃが」

「私もこの問題は何とか解決したいと考えています。ただ、政府はなにかとわが党を圧迫して解散

に持ち込もうとしています。解散になれば政友会としては増師反対を国民に訴えざるを得ません」

「予算案が通った後で不信任案を出したらどうかな。選挙になっても政府側が多数派になることは

あるまい」

「増師に賛成して、他の小さな問題で選挙を戦うことなど戦術上できません。どうしても増師をし

たいのなら、軍当局に私と直接交渉するようにいってくれませんか。大隈内閣は信用が置けません」

原の本気度を瀬踏みするように、山県はいった。

「そんなにいうのなら。そうだな、そのときには陸軍次官の大島健一にやらそう。大臣の岡市之助

は病気だからな」

「わかりました。ところで私は今日、国家のために閣下に腹蔵なく申し上げました。この話は絶対

に秘密にしてください」

「わかっている」

その３日後、田中が原に会いたいというので小泉邸であった。

「議会が開かれたら直ぐに不信任案を提出したらいかがですか。政府は解散しようとするでしょう

が、元老たちが解散できないように工作します。そうすれば大隈内閣は総辞職せざるを得なくなる」

「そんな風にうまくいくかな。解散の裁可は緊急を要する。天皇が元老にご諮問する余裕があるか

どうか」

原は田中の提案に気乗り薄だった。この案は山県の差し金だろうが、落とし穴があるようで原はう

かうかと乗れなかった。実際、山県は原と密談する一方で、大浦に政友会議員を買収する裏工作を

させていた。大浦は一部政友会を抱き込んで、増師案を成立させようと画策していたのである。

大浦の動きは原の耳にも入っていた。山県は結局、原が増師に反対するだろうと疑っていた。原

は小泉に

「議員買収などするのは、かえって政友会を増師反対に向かわせる。不都合だと田中に伝えてくれ」

と、田中を通じて山県の耳に届くようにした。原と山県は見えないところで駆け引きの火花を散ら

していた。

二人の間をなんとか取り持ちたい田中は山県に申し出た。

「政府が解散の相談に来たら、閣下が反対したらどうでしょう」
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「そのようなことを元老が口出ししたこともないし、そんなことをすれば世間の批判を浴びよう」

山県は相手にしなかった。そこで田中は

「では、議会が増師に反対しても他日成立する見込みがあるなら、陸相をして解散に反対させるこ

とにしてはどうでしょうか」

と妥協案を示した。解散を回避する代わりに、後日の増師案成立の約束を原から担保に取っておく

というものである。しばらく思案していた山県も

「岡陸相と相談してみよ」

とお墨付きを与えた。田中は早速、岡に根回しし、小泉を通じて原にも連絡した。原にとっては願

ってもない話である。原は

「田中は自分の将来のことを考えてのことかもしれないが、まるで政友会員のように働いてくれる」

と喜んだ。田中は岡との間に覚書を作り、手違いのないように気配りもした。しかし、ことはそう

うまくいかなかった。

4．田中は山県と原の“いい子“になった

山県は増師案を成立させるために原と大浦の二股をかけて工作していたが、やはり原には心を許

していなかった。大浦は自分の手足のように動いてくれるが、原の腹の中はどうもわからない。し

かも原は後藤新平とも語らって別途、解散回避の根回しをしている。山県は原と会談を重ねるにつ

け、原の容易ならざる人物を悟り、警戒心をいっそう高めた。

結局、山県は解散して政友会を沈黙させる以外にないと決断して、田中に陸相への働きかけを中

止せよと命じた。そして

「この件に関し、これ以上深入りするな」ともクギをさした。山県は田中の原との関係に疑念をも

ち始めていた。これはまずいと悟った田中は小泉にことの経緯を手紙に書き

「自分としては手を引かざるを得ない」

と告げた。事態が最悪の方向に行きかねないと心配した原はすぐに田中を呼んだ。

「いろいろ山県公を説得しましたが万策尽きました。力不足でまことに申しわけありません」

謝る田中を制して原は語気強く論難した。

「山県公に会った際に腹を割って説明し、その線に沿って最大限に努力してきたのにどうしたこと

か。しかも、面会を求めても公は私を避けておられる。こうなった以上、たとえ政府が増師案を通

しても、政友会は後々までこれに反対し続けるだろう」

「お怒りはごもっともです。誰か人を立てて、その旨を公にお伝えしたらいかがですか」

「公は元老で、私は政友会の総裁だ。政友会向けに二人が会うことに意味があるのだ。それができ

ないのなら仕方がない。国防が政争の具になるのは、国家にとってこれ以上不幸なことはないが」

田中は原の剣幕に驚き、山県に原と会うよう説得すると約束した。同時に次のように原に頼んだ。

「山県公は閣下と私が直接会っているのを快く思っていません。今後は、実際は別にして小泉氏を
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通じて私と接触しているように振舞ってください」

年の瀬も押し迫った 12月 19日、原と山県の再会談は小田原にある山県の別荘で行われた。風邪

気味で上京できないというので、原は小田原へ車を走らせた。実際は健康そのもので

「なに、帰京すると来客が多くて面倒なので、な」と、山県は釈明した。

余談だが、人間の夢というか欲望は、小さいときの渇望に依拠するものなのかもしれない。先に

述べたように、原は南部藩の家老格の出自で、山県の家は長州藩とはいえ足軽より下の中間組に過

ぎなかった。だからというわけでもないだろうが、原は家屋というものに恬淡としていて、役人時

代に東京は芝公園にわずかな土地を借りて小さな家を求め、首相となって死ぬまでここを終の棲家

とした。

これに対し、山県の大邸宅と造園作りは有名で、東京は目白に約２万坪の「椿山荘」と小石川に

「新々邸」を、京都には御所に次ぐ庭園と自慢した別邸「無隣庵」を持っていた。さらに 70歳の時

に小田原に別荘「古希庵」を新築した。相模湾の白波と伊豆の山々を借景に、箱根からは清水を引

いて築庭に苦心をこらした。山県は多分、小さいころから屋敷というものに一方ならぬ夢を抱いて

いたのかもしれぬ。山県は晩年、ここ「古希庵」で過ごすことが多かった。

さて、原は政情を説明して、こう畳み掛けた。

「解散をもって議員を威嚇すれば、彼らは増師反対で選挙を戦おうとするでしょう。そのほうが勝

算あるからです」

「わしも仲裁すべくいろいろ手を打ったが、なにしろ大隈内閣には大浦以外に話のできるものがお

らん。まあこの内閣もそう長続きはしないだろうよ」

弁解して逃げようとする山県に原は追い討ちをかけた。

「かくなるうえ選択は次の３つしかありません。増師を撤回するか、政府を取り替えるか、あるい

は増師案を他の問題に転換させるか」

「増師を撤回させるわけにはいかん。いま大隈を辞めさせることも難しかろう。いっそのこと政友

会が増師案に賛成したらどうかな」

「直ちにというのは無理です」

「直ちに」という言葉につられて、山県は原に聞き返した。

「増師案を他の問題に転換させるとはどんなことか」

原は膝を進めて、最後の切り札を出した。

「私が近く増師の１年延期を発表します。ですから政府の方で、予算案から増師分を削除してくだ

さい」

「来年には必ず繰り上げ成立させるのか」

「そのように努力します」

「ならば政友会のほうで、それとわかる決議文でも出してくれ」

「わかりました。陸軍のその筋にもよろしくお願いします」
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「うん、そうしよう」

会談は３時間に及び、原が「古希庵」を辞したころには日が落ちかけていた。これで筋を戻した

と確信した原は約束どおり政友会の幹部を集めて増師案の１年延期を決めた。その旨を文書にして

山県のところにも届けさせた。山県はその返事として

「打ち合わせに大島を政友会に行かせる」といってきた。

政友会はこの１年延期案を公表した。そして原は大島に電話して来訪を求めた。大島は

「明朝行きます」と返事した。しかし翌日、大島はとうとう政友会に現れなかった。原が聞いたと

ころによると、岡陸相が大島の政友会へ行くことを止めたからだという。

予算案は増師分を含んだまま議会に上程された。すべてが水泡に帰したと判断した原は原点に戻

って徹底的に戦う腹を固めた。

12月 25日、本会議が開かれ政友会は国民党とともに政府予算案から増師分を削除した。と、間

髪をいれず政府は議会を解散した。

後で山県は岡陸相の手違いだったと原にしきりにわびた。山県は

「岡のぼけナスが！」と怒鳴っていたと小泉から報告を受けた。田中からも山県が岡の行動に大い

に立腹して更迭も考えていると聞いた。しかし、そんな言い訳も原の煮えくり返った胸の内を癒す

ことにはならなかった。それでも原は怒りをかみ殺して田中にいった。

「貴君はよくやってくれた。今後とも陸軍ならびに山県公の誤解のないように意思の疎通を図って

ほしい」

翌年３月に行われた総選挙は政友会にとって惨憺たるものだった。農商相から内相に転じていた

大浦が大干渉をしたこともあるが、230議席の絶対多数を擁した政友会は半分の 108議席に減らし

て政府与党の同志会の後塵を拝した。

新しい議会が開かれ、大隈は増師案の追加予算を上程し、らくらくと成立させた。原は完全に山

県の背負い投げを食った形だった。原は山県の裏切りを深く根に持ち、今まで以上に山県を軽蔑し

た。山県も原をますます警戒するようになった。二人の交流はその後も続いたが、狸と狐のそれ以

上のばかし合いを演ずることになる。

この増師問題の過程で、おそらく一番得したのは田中だろう。懸案の増師案は無事成立したし、

自らは参謀次長に昇進することもできた。加えて原とのパイプも切れることなく、山県と原の双方

に“いい子”を演ずることができた。

もっともその後、田中の足は原から遠のいていく。対中国政策で、あるいはシベリア出兵で政府

を混乱させ、原の考えとはまったくの逆方向に突っ走るからである。

田中が原のところに再び足しげく通うようになるのは、米騒動で世の中が騒然としてきた 1918

年になってからである。
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第二話　シベリア出兵に翻弄された新聞

1．「読売新聞」に陸軍の手が伸びる

ストライキの連判状がひそかに「読売新聞」の編集局内を回っていた。呼掛け人は青野季吉、市

川正一ら社会部の若手記者である。

同編集局内は「国民新聞」前編集局長の伊達源一郎が主筆として乗り込んできてからギクシャク

していた。社論が 180度転換して読者を戸惑わせただけでなく、伊達が「国民新聞」から子飼いの

記者を次々連れてきて要職に据え、生え抜きの記者を窓際族に追いやった。

青野たち生え抜きは、かれら新入りが、あたかも占領地に乗り込むような得意さと横柄さとを平

気で振りまくのに辟易していた。なによりも伊達が「文芸に強い読売」の伝統的カラーを払拭して、

軍国主義的な“軍政新聞”に変えようとしているのが耐えられなかった。

青野は自らを伝統派、伊達たちを軍閥派と呼んで、編集方針を元に戻そうとストを企てた。伝統

派のほとんどが連判状に署名したところで名簿が伊達の手に落ち、スト計画は一瞬に潰された。内

部に裏切り者がいたためだった。

青野ら首謀者は懲戒免職を覚悟した。しかし前編集長の上司小剣のとりなしで青野らの首は皮一

枚残されて「閉門」の刑に減刑された。青野らは編集局への立ち入りを禁止され、３階の物置同然

の小部屋で外国新聞雑誌の翻訳に明け暮れる日々となった。

「相手の抜き身を素手で受けるくらい、バカなまねはありませんからねえ」

上司はしおれる青野を諭すともなく独り言をつぶやいた。

とはいえ上司は青野の気持ちをよく理解していた。彼自身が文人だったし、役職を追われ無役の

相談役に落した伊達を快く思っていなかった。ただ、伊達の背後にある軍部の力を考えると、抵抗

しても無駄と早々達観していた。

「来るところまで、とうとう来たか」

今度は青野に聞こえないように上司は口の中でつぶやいた。

ときは 1919年夏、東京銀座１丁目の京橋橋詰めに立つ読売新聞本社でのことである。同社屋は

10年前に石造りの２階建てから瀟洒な３階建て洋館に建て直された。洋館の上に聳え立つ時計台

はどこからでも目立ち、銀座のひとつの景観をなしていた。

そんな威容とは不釣り合いに「読売新聞」は経営難に苦しんでいた。もちろん、「読売新聞」だ

けではない。十指に余る有力紙がひしめく帝都東京の新聞界は乱戦模様で、一握りを除けば、どこ

の社も青息吐息だった。しかし、このところの「読売新聞」の不振は目にあまった。公称５万と称

していたが、実際の発行部数は３万台に落ちていた。青野はこう書いている。

「当時の月給はわずか 23円。妻帯者の自分にとって、かろうじてコメと塩を買える程度である。東

京のはずれにたった二間の貸家を借りて、１日 10時間の務めを終えて家に戻れば、貧しい夕食と
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頭脳的・肉体的の疲労があるばかりだった」

「読売新聞」はそのわずかな社員の給与も滞りがちだった。

ときの社長は秋月左都夫である。同紙は 1874年に子安峻が本野盛亨らと東京で発刊したもので、

滑り出しは順調で、すぐに発行部数日本一にのし上がった。しかし本野盛亨が小安から社長を引き

継いだころには競争紙の追い上げを受け、日本一どころか東京一の座からも滑り落ちていた。

それでも盛亨ががんばっている間は坪内逍遥や幸田露伴、尾崎紅葉ら文人が「読売新聞」に集ま

って「文壇の梁山泊」を成し、強固な愛読者が同社を支えていた。変調をきたすのは新館のなった

翌年に盛亨が死去し、そのあとを長男、一郎が襲ってからである。

本野一郎の本職は外交官である。駐ベルギー、フランス公使を務め、「読売新聞」を引き継いだ

ころにはロシア公使の要職にあった。とても社長は務まらないので、自分は名目上の社主になり、

やがて社長職は弟の英吉郎に任せた。しかし英吉郎は温厚な性格で、生き馬の目を抜くような新聞

界には向いていなかった。

本野は 10年近くロシア公（大）使を務め、1916年の寺内正毅内閣発足で外相に抜擢された。本

野はこれを機に社主を英吉郎に譲り、外務省の同僚として親しかった秋月を社長に迎えた。

秋月は 1858年の宮崎県生まれ。司法省法学校を卒業して外務省に入り、駐ベルギー大使を最後

に宮内庁御用係になっていた。本野の頼みで社長を引き受けたが「自分は経済に弱いから」と社の

経営は理事の石黒景文にまかせ、もっぱら論壇に立てこもって社説に精を出した。とくに外交問題

では長年の外務省務めを生かして情報を集め、その社説は玄人筋の注目を集めていた。しかし、社

運はますます傾く一方で、本野は私財を投じて埋め合わせをしなければならなかった。

本野が外相に就任してまもなくロシアで革命が起こり、二月革命、十月革命と進展する中でロシ

ア皇帝ニコライ２世はやがて家族もろとも処刑される。本野は書記官時代を含めると 10年以上も

ロシアに勤務したこともあって、大のロシア帝国ひいきだった。だから皇帝を倒したロシア革命に

は激しい嫌悪感を抱いていた。

ロシア帝国は解体したものの革命内部で争いが続き、反革命勢力もあちこちで蜂起してロシアは

混乱の極にあった。こうしたロシアの内乱に乗じて、シベリアをロシアから簒奪しようとする動き

が軍部の中に急速に膨らんだ。最も積極的だったのが陸軍参謀本部次長の田中義一だった。

若かりしころ日露戦争に従軍した田中はロシアとはいずれ一戦を交えねばなるまいと考えていた。

ロシアの混迷は東部シベリアをロシアから切り離して親日的な政権を樹立する絶好の機会とみた。

そうすれば北満州にまで進出を目論む日本との緩衝地帯になる。合わせて東支・シベリア鉄道の管

理権を掌握して、シベリアの天然資源をいただこうという算段だった。

田中はカネに糸目をつけずに機密費をつぎ込んで、あらゆる工作を同地域に展開させた。そして

反革命勢力を支援するために、シベリアに派兵するよう政府に働きかけた。

本野は田中の主張に共鳴して、閣議でもしきりに出兵論を提唱した。当時、寺内首相自身は出兵

に慎重で、陸軍の大御所で大元老の山県有朋も田中の突出に眉をひそめていた。最大政党の政友会
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総裁、原敬は日本に猜疑心を抱く米国を考慮して、出兵には反対だった。こうした空気を反映して、

新聞も「国民新聞」や「やまと新聞」を除くと全般に関心が薄く、その論調は比較的低調だった。

本野はせめて「読売新聞」にはもっと援護射撃してもらおうと、秋月にたびたび電話をかけた。

しかし秋月は外務省の出兵派は松岡洋右ら若手官僚のみで、本野が政府の中でも浮き上がった存在

であることを知っていた。秋月は本野の懇請を無視して

「なぜ出兵問題のために喧しいのか、吾輩はこれを解するに苦しむ」（1917年 12月 21日）

とシベリア出兵反対の論陣を張った。

田中は世論を味方に抱き込もうと新聞工作にも乗り出し、軍事機密費を新聞界に注ぎ込んでいた。

苦境にあえぐ「読売新聞」は格好の標的だった。田中は親しい、というより自分の子分同然の伊達

を雇う条件で、同社の建て直しを本野に申し出た。本野もその誘いに乗り 1918年５月、伊達を

「読売新聞」主筆に迎えた。

伊達源一郎は島根県の生まれで、当年 44歳の働き盛りである。同志社を卒業したあと、同校先

輩の徳富蘇峰を頼って 1900年に上京、「国民新聞」に入った。蘇峰の薫陶を受けただけでなく、桂

太郎に連なるその人脈にも食い込んだ。田中義一と知り合ったのもその流れで、田中が提唱する青

年団の全国組織化に協力し、機関紙｢帝国青年｣の主幹を務めた。

伊達は蘇峰の信頼厚く、1912年には編集局長に抜擢されたが、３年後に「国民新聞」を辞めた。

同紙もご他聞にもれず経営難で、蘇峰は経営者として新聞の採算性を社内に求め、編集局の人員削

減を強く要請した。伊達は「報道活動と収支適合は相容れない」と蘇峰に抵抗し、社を去った。そ

の後、国際通信社の報道部長になったが、田中の後押しで「読売新聞」に乗り込んできたのである。

伊達が主筆に座ると、「読売新聞」の社説は一変した。そのころ秋月も本野の立場を慮って、明

確な出兵反対論を控えるようになっていたが、伊達は強引に社論を転換させた。まず５月 31日の

社説「世界と日本」で寺内内閣にシベリア出兵の決断を求めた。６月９日の「出兵」では

「ああだ、こうだといわずに早く決めよ」と迫り、７月に入ると連日のように出兵論を展開させた。

「読売新聞」の社論の一転は誰の目にも明らかで、社内からも不満が噴出した。しかも伊達は

「読売新聞が文学新聞のように世間で思われているのが面白くない」

と「読売新聞」の明治以来の特色であった文芸ムードを薄めようと“社内掃除”を始めた。

これが引き金となって伝統派と軍閥派の対立が内向し、社内の活気は一気に失われた。社長の秋

月も嫌気をさして社に出てこなくなった。社主の英吉郎は心労のあまり、腎臓病を悪化させ７月、

55歳の若さで他界した。

社主は大学生だった一郎の長男、盛一が継いだが、「読売新聞」の斜陽はとどまるところを知ら

ない。９月には一郎も胃がんで亡くなり 1919年 10月、本野家はとうとう「読売新聞」を手放なし

た。買い取ったのは「白虹事件」の混乱で「東京朝日新聞」編集局長を辞めた松本忠二郎だった。

すでにシベリア出兵は順調に進んでいたので、陸軍にとって「読売新聞」は御用済みで、さっさ

と手を引いてしまった。結局、本野家は田中に振り回されたようなものだった。

66 鈴　木　健　二



2．出兵問題をめぐる田中義一の“豹変”

シベリア出兵は 1918年８月に始まり、ほぼ撤兵が完了するのは 1922年 10月である。ピーク時

には７万余が出兵し、延べ 11師団がシベリアの荒野に展開された。3000人を超える戦病死者を出

し、10億円に届かんとする戦費を費やしながら、得たものはロシア人の日本に対する激しい憎悪

と米国の決定的な対日不信だった。

一方で大儀のない戦いに倦んで皇軍の軍紀が退廃し、将校の腐敗がはびこった。しかし軍部は誰

一人責任を取らなかったばかりか、検証と反省すらしないで敗北を封印してしまった。

なかでも不可解だったのは出兵の最大最強の推進者だった田中義一の“豹変”である。参謀本部

次長時代はがむしゃらに出兵を強行しながら、陸相になると主張をくるくる変えて撤兵論者に転じ

た。田中自身が変身したのか、内外の諸情勢の変化に田中が合わせたのか。それはともかくとして、

田中の出兵をめぐる舵取りは生死の境にさらされた一線の将兵を混乱に陥れた。

シベリア出兵の環境そのものが猫の目のようにめまぐるしく変転したのも事実である。革命で実

権を握ったボリシェビキ党は 1917年 11月にソビエト政府を樹立、直ちにドイツと休戦して連合軍

の戦線から撤退した。ロシアとイギリス・フランスとの二正面作戦が解消したドイツとオーストリ

アは西部戦線だけに兵力を集中できるようになった。

連合軍側はロシアの戦線離脱を認めず、ロシア内部の反革命勢力にてこ入れした。とくにイギリ

スとフランスはソビエト政府を圧迫すべく日本に出兵を求めた。日本の野心を懸念していた米国も

兵員数を限定して、ウラジオストックだけの出兵を提案してきた。

当時、オーストリア帝国の支配下にあったチェコスロバキアの将兵は独立を求めて帝国にそむき、

ロシアと一緒にドイツ・オーストリアと戦っていた。しかし休戦の成立でチェコ軍の立場は微妙に

なり、ウラジオストックからの脱出を目指して東へ東へと移動していた。米国は「人道的立場」か

らこれを助けるべく日米共同出兵を提案してきたのである。これで連国軍の出兵の足並みがそろっ

たが、事態に乗じて日本は米国の意に沿うふりをして、次々と大軍をシベリアに送り込んだ。

日本軍の目的は東部シベリアをロシアから切り取って、満州との緩衝地帯にすることである。と

ころが西部シベリアのオムスクに反革命軍の臨時政府が作られ、これが有力視されると日本政府は

いち早く承認してさらなる出兵を連合軍に働きかけた。このときの首相はシベリア出兵に反対し続

けた原敬である。だから変わったのは田中だけではない。原自身もぐらついていた。

しかしオムスク臨時政府も革命軍によって簡単に潰され、日本は面目を失う。前後して第一次世

界大戦がドイツの敗北で終わると、イギリスもフランスも対ロシア干渉の関心を急速に失った。形

ばかりの将兵をウラジオストックに送り込んでいたイギリス・フランス軍はさっさと引き揚げ、米

国も 1920年４月に撤兵した。

孤立した日本も完全撤収を模索していた矢先、発生したのが「尼港（ニコライエフスク）事件」

である。黒竜江がオホーツク海に注ぐこの漁港には、日本の将兵だけでなく漁業などに従事する民

間日本人も居住していた。革命軍の包囲で一度は降伏した日本軍が突然に反撃に転じて戦闘となり、
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大半が戦死して残る 140名が降伏投獄された。日本本国から救援に向かう直前に一部革命軍が俘虜

を虐殺、市街を焼き払ったため多くの民間人が命を落とした。

日本の新聞は事件を大々的に報じて報復を叫び、撤兵に抵抗していた陸軍はこれを口実に北サハ

リンを占領した。しかしこの占領もなすことなく結局、北サハリンの駐留を解いて完全に撤兵した

のは 1925年５月のことだった。

こうしたシベリア出兵をめぐる国際環境の変化とともに、日本の国内情勢も大きく変わった。な

によりも出兵を断行した寺内内閣は米騒動を引き起こして退陣した。後を引き継いだのは原敬だっ

た。原は陸相に田中を据えて、米国の不信を解消すべくシベリア出兵の段階的縮小に努力する。田

中は手のひらを返したように原に協力して参謀本部を抑えて縮小を進める。しかしオムスク臨時政

府の出現で原内閣そのものが迷走したことはすでに述べた。

その原も暗殺され、その後は高橋是清、加藤友三郎、山本権兵衛、加藤高明と政権がくるくる変

わってシベリア出兵も翻弄され続けるのだ。

それにしても田中の“豹変”を謎解くのは難事業だ。田中はそのいきさつの記録も残していない

ので、状況の変化から推測する以外にない。

まず第１は、派兵計画の手詰まりが考えられる。反革命勢力はまとまりが悪く、しかも足の引っ

張り合いで不祥事が続いた。つぎ込んだ機密費は食い物にされたのも同然だった。広大なシベリア

に兵を出したものの点と線を維持しただけで意味なく、やがては革命軍のゲリラ戦術で消耗するだ

けだった。

第２は、出兵の不評であろう。将兵たちが歓呼に送られて出陣したのは最初だけで、あとは国民

から無関心の冷たい目で見られた。米騒動で軍隊の出動が求められ、国民に銃を向けたことが白眼

視される発端だった。熱くなっていた新聞もやがて醒めていく。

第３は、その米騒動による民衆エネルギーのすさまじい威力がある。もはや官僚政治で国民をコ

ントロールするのは不可能と、田中は悟ったのかもしれない。やがては巨大な軍事費を消費する陸

軍に非難の矢が飛んでくるかもしれない。そのためにも政党を利用しようと、原敬に接近したであ

ろうことは十分に考えられる。

「利用する」という点では、原敬も同じである。田中を陸相に持ってくることで山県有朋とのパ

イプをつなぐ。合わせて田中には参謀本部の突出を抑制してもらう。船出したばかりの原内閣にと

って、山県率いる官僚と対立するのは危険であり、軍部との正面衝突はなんとしても避けたかった

のである。

かくて原・田中の奇妙な二人三脚が生まれ、日本を混迷のなかに引きずって行く。

3．寺内内閣と対決する「大阪朝日新聞」

出兵問題で反省・検証しなかったのは陸軍だけではない。新聞の報道も、右に左に揺れ続けた。

シベリア出兵は長引けば長引くほど国民の不満を買い、新聞も政府の無為無策を非難した。しか
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し、出兵前から一貫して反対した主な新聞は「大阪朝日新聞」くらいだった。軍部の尻馬に乗って

政府の尻を叩いたのは「やまと新聞」だけでなく、「国民新聞」「報知新聞」「萬朝報」「時事新報」

など、ほとんどの有力紙は政府に出兵を迫った。

戸水寛人、添田寿一ら“９博士”なるものが講演で、あるいは雑誌などで、ありもしない「ドイ

ツ東漸」危機説を唱えて即時出兵を絶叫すると、大手新聞もオウム返しにこれを掲載して国民を戦

争へとあおった。それをいいことに博士らの主張は

「東部シベリアを占領して日本の領土とせよ。米国が反対するならこれに一撃を与えよ」（戸水）

「戦費調達のため国民は昼食を全廃せよ」（添田）

などなど、激烈になる一方だった。

ところで「大阪朝日新聞」は確かに当初からシベリア出兵に反対した。が、同紙がロシア革命を

評価していたかというと、必ずしもそうではない。レーニンの率いるボリシェビキ党の十月革命に

ついては、むしろ批判的だった。もちろん｢革命｣そのものが衝撃的で、世界中が動転したのでやむ

をえない面もある。しかし、事実だけをいえば「朝日新聞」も他紙と同様、ボリシェビキ党を「過

激派」と呼び、レーニンをドイツの手先だとして

「万一過激派が政権をとり、国を売り、ドイツの天下ともならば、バイカル以東は何らかの処置を

要するかもしれぬ」（1917年 11月 10日夕刊）

と書いていた。意味するところは「出兵」に他ならない。

極端に言えば、「大阪朝日新聞」の矛先は、寺内内閣そのものにあった。同紙は寺内のすること

なすこと、すべてに反対だったといっていい。寺内と「大阪朝日新聞」の対立は、実は根の深い背

景があった。

寺内と「朝日新聞」は、というより寺内と同紙編集局長の鳥居素川は相性が悪かった。発端は寺

内の朝鮮総督府時代にさかのぼる。

寺内は長州閥の寵児で陸軍の大御所・山県有朋の覚えめでたく、とんとん拍子に出世して大将に

まで上り詰めた。第１次桂内閣の陸相を務め、続く西園寺内閣、そして第２次桂内閣と陸相を続投

した。1910年５月、病気の曾禰荒助に代わって陸相のまま第３代朝鮮統監に就任。日本が同年８

月に韓国を併合すると、初代朝鮮総督に横滑りした。

寺内総督というと「武断統治」が連想されるほどに、朝鮮での強権政治が今でも語り草になって

いる。寺内はまず、総督府の警務総長に憲兵司令官をあて、地方の警務部長も憲兵隊長の兼任とす

るなど、警察と憲兵を一体化させた。朝鮮人の結社・政治的集会を徹底的に取り締まり、これまで

あった朝鮮文字の新聞を次々廃刊に追い込んで、朝鮮人の言論を封殺した。

朝鮮の新聞だけではない。不都合な記事があると内地の新聞でも半島内での発売を禁止した。た

とえば「大阪朝日新聞」である。同紙は 1911年４月から「寺内総督論」を 10回にわたり連載し

「その統治は全くの民政を装った軍政に過ぎない」

「彼（寺内）の言動は、一警察署長のごとし」



などと、寺内総督を厳しくいさめた。いうまでもなく同紙の半島持込が禁止され、記事を書いた駐

在員の岡野養之助の朝鮮追放が３度も検討され、あわやというところまで追い込まれた。怒った岡

野が総督府に抗議すると　

「総督府に対する批評は、その当否にかかわらず人心を動揺させる。だから禁止するのだ」

ど、木で鼻をくくったようにはねつけた。

「大阪朝日新聞」だけでなく、「大阪毎日新聞」でも「時事新報」でも、寺内の朝鮮統治を論評

する記事を掲載した新聞はすべて陸揚げされる釜山で押収された。鳥居が寺内と最初に衝突したの

も、その総督時代である。

鳥居は 1867年に細川藩士の三男として熊本市に生まれた。兄は西南戦争で池辺吉十郎の率いる

西郷軍熊本隊に入って戦死した。池辺吉十郎は「朝日の三山か三山の朝日か」といわれた池辺三山

の父で、これが縁で鳥居は三山の知遇を得る。鳥居は 1990年に新聞「日本」に入り、７年後に三

山の推薦で「大阪朝日新聞」に移った。

優れた文才で頭角を現し、1914年には編集局長になった。鳥居が筆をとると新聞が売れたので、

社長の村山龍平は編集の一切を鳥居に任せた。しかし強烈な個性の持ち主で、社内外に敵が少なく

なかった。鳥居の部下だった記者の山田大介ですら

「偏狭な性格で人の好き嫌いが多い人だった」と回顧している。

鳥居は 1916年に中国を旅行した帰途に京城を訪れ、寺内に面会を求めた。新聞記者を蛇蝎のご

とく嫌っていた寺内は、朝鮮の駐在記者にどんなに会見を求められても拒否してきた。しかし、総

督府としては遠来の、しかも「大阪朝日新聞」編集局長の申し出を無碍にすることはできない。し

かたなく寺内は「表敬」として鳥居と会うことを許した。

当日、鳥居が総督府に寺内を訪ねると、総督室の次の間に通され、がらんとした部屋中央のいす

に座るよう促された。やがて副官が総督室から出てきて、

「ただいまから総督がお会いになります」

と告げ、総督室との敷居をするすると開けた。鳥居は立って部屋に入ろうとすると、あわてた副官

が

「そのいすに座ったままご質問ください」と押しとどめた。

「俺は拝謁に来たのではない！」と鳥居は副官を怒鳴りつけると、轟然と構える寺内の机の前にず

るずるといすを引きずっていった。寺内は苦虫を噛み潰したような顔をしていたが、さすがにつま

み出せともいえず、口髭をひねりながら鳥居をにらみつけた。

鳥居は朝鮮統治や中国政策などについて、次々と質問した。特に鳥居は皇帝になろうとする袁世

凱の野心を指摘して口を極めて攻撃した。寺内が袁世凱を後ろから操っているとにらんだからであ

る。寺内は

「君の言辞は中国への内政干渉である。少しは言葉を慎め」と咎めた。

「これは異なことを申される。ここ朝鮮はもともと他国でしょう。あなたはそのいすに座って、朝
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鮮の内政に干渉しているではありませんか」鳥居は逆襲した。顔面蒼白となった寺内は

「君の論には服しかねる。君も僕の論に納得できないのなら、これ以上議論しても無駄だ」

と、プイと顔をそむけた。ただならぬ空気に副官が飛び込んできて、無理やり鳥居を部屋から連れ

出した。こんな過去があったから、寺内が大隈重信の後を襲って内閣を組閣すると、鳥居はこれを

「妖怪の出現」と形容して徹底的に攻撃した。

4．政府に絡め捕られた鳥居素川

もともと寺内内閣は、誕生当初から評判が芳しくなかった。大隈は憲政会総裁の加藤高明に政権

を譲るべく辞表を天皇に申し出た。ところが、加藤を嫌っていた山県有朋は急いで元老会議を招集

して、自分の子飼いの寺内を後継として天皇に上申し、大隈の動きを封じた。

そのころ米国から輸入された玩具にピリケン人形というのがあった。頭の先がとがっていてちょ

うど寺内に似ていた。寺内の首相になる過程があまりに非立憲的だとして新聞は寺内内閣を「非立

憲（ピリケン）内閣」と命名し、批判の砲列を揃えた。「大阪朝日新聞」がその先陣に立ったのは

いうまでもない。

鳥居はまず、寺内の外交政策を攻めた。中国の軍閥に肩入れして、不透明な巨額の資金援助して

いると激しく批判した。続いて内閣の強引に進めるシベリア出兵に反対した。この出兵準備のため

政府がコメを買い集めたので、すでに高騰しつつあった米価がさらに暴騰した。これが引き金にな

って、米騒動が起こる。

米騒動は富山県の一寒村で７月末に自然発生した。米価の急騰に音を上げた漁民の主婦たちがコ

メの県外持ち出しを業者に陳情したことに始まる。この種の陳情は富山県でしばしば行われ、必ず

しもは珍しいものではなかった。しかし、今回のコメの高騰が尋常でないうえに、大は商社から小

は街のコメ屋まで買占め・売り惜しみをしたため、コメ屋の店頭からコメが消えた。陳情は険悪な

様相を深め、新聞の過激な連日の報道もあって全国に飛び火した。そして低賃金にあえぐ工場労働

者のストライキと相乗して、日本中が大騒動に巻き込まれていく。

記録によれば、１道３府 40県の約 500ヶ所で騒動があり、100万の庶民が加わった。コメ買占

めの元凶とされた新興財閥の鈴木商店本店などが焼き討ちにあい、一部庶民が暴徒化していった。

水野錬太郎内相は「事実をありのまま報じても、事実そのものが治安の妨害になる」といって、米

騒動の報道を禁止した。さらに軍隊の出動を要請して、騒動を武力で鎮圧した。延べ 10万の将兵

が 22府県 120ヶ所で動員され、撃たれたり銃剣に刺されたりして大勢の死傷者を出した。

「軍の正義が根こそぎに覆った」と、「報知新聞」記者として米騒動を取材していた鈴木茂三郎は、

そのときの自身と国民感情の動揺を記している。

鳥居はここぞとばかりに寺内批判の矢を次々と放った。ほかの人がどんな論文を書いても、鳥居

が「これは寺内の責任だ」と勝手に加筆するので、執筆者が弱ることがしばしばあった。鳥居の寺

内弾劾は激する一方だった。
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鳥居が鳥居なら、寺内内閣も鳥居率いる「大阪朝日新聞」に異常な敵愾心を燃やした。なかでも

副首相格として内相から外相に横滑りしていた後藤新平は、個人的にも「大阪朝日新聞」を嫌って

いた。内相時代の選挙干渉をこっぴどく槍玉に挙げたのは「大阪朝日新聞」だったし、後藤の腹心

の滋賀県警察部長を辞職に追い込んだのも同紙だった。さらには後藤と鈴木商店との濃密な関係も、

同紙にさんざんに書きたてられた。

海千山千の後藤は、はじめは懐柔策に出た。鳥居と同郷の林市蔵を山口県知事から大阪府知事に

大抜擢したのも、その慰撫工作のひとつだったといわれている。確かに鳥居と林は熊本の小学校で

机を並べ、林が府知事になってからも大いに痛飲する仲ではあったが、そんな手に乗る鳥居ではな

かった。林とて鳥居の身の上を心配しつつも、その性格を知っていたから露骨な行動に出ることは

しなかった。

後藤はまた大阪控訴院検事長の小林芳郎に頼んで鳥居の説得を試みた。小林は池辺三山を通じて

鳥居と昵懇だった。が、小林も下手にいえば燃え上がるばかりの鳥居の性格をよく知っている。そ

こで村山龍平をひそかに検事局の官舎に招いて忠告した。しかし村山とて編集方針を鳥居に任せて

いるし、鳥居の原稿が少々過激でも寺内内閣の政治そのものに根本的原因があると考えていた。村

山は「ご忠告はありがたく賜っておきます」と、やんわり断わり、小林の説得も空振りに終わった。

「談合」が不可能と悟った後藤は「もはや朝日がつぶれるまで戦うのみ」

と徹底的な反撃に出た。まず取材面で絞り上げようと、後藤は大阪に来ても、同紙の記者だけは会

見を拒否した。さらに右翼を使って「大阪朝日新聞」の妨害に出た。

『新時代』という雑誌が 1917年 10月に創刊され、「大阪朝日新聞」の攻撃キャンペーンを展開

していたが、雑誌のスポンサーは後藤だった。『新時代』はスパイを放って、大阪朝日新聞社ばか

りでなく、幹部の自宅の紙くずまであさって同紙の弱点を探しているとのうわさまであった。

かくて寺内内閣と「大阪朝日新聞」の対決はエスカレートし、後藤の意を受けた内務省は鵜の目

鷹の目で同紙を監視した。そこに起こったのが「白虹事件」である。ささいな記事をめぐる当局の

でっちあげにも等しい事件だったが、政府はきりきりと「大阪朝日新聞」を締め上げ、ついに白旗

を上げさせた。

同事件は「大阪朝日新聞」に深い傷跡を残しただけでなく、その後の新聞界全体に暗い影を落と

し、政府・軍部の言論統制を許す発端となっていく。

（「白虹事件」とその後の「朝日新聞社お家騒動」および「米騒動」については、季刊誌『現代

の理論』第 26、27、29巻に発表した拙稿を参照してください）
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第三話　国家総動員体制の先鞭をつけた田中義一

1．兵器工廠の労働組合をつぶせ

８月も終わりだというのに、東京はうだるような暑さが続いた。したたり落ちる汗をぬぐいなが

ら、小石川労働会会長の芳川哲は仲間と三宅坂を登っていた。陸軍省で田中義一大臣と会見するた

めだった。1919年８月 30日のことである。

「話し合いはうまくいくだろうか」

同志の清水信一が心配そうに芳川に言葉を掛けた。前を歩いていた蔵原惟郭が振り向くと、急いで

言葉を引き取った。

「大丈夫だよ。なにしろ警視総監サマじきじきの調停だからな」

蔵原は労働争議によく首を突っ込む元代議士で、今回も仲介役を買って出ていた。

芳川は無言だった。もし話がつかなければ、職場が大混乱になるばかりか血の雨も降りかねない。

実際、すでに職工と憲兵の乱闘騒ぎが起こっていた。

「ここは最後の踏ん張りどきだ」

芳川は自らに言い聞かせた。

小石川労働会は東京砲兵工廠とその周辺の火薬製造所などで働く労働者有志が集まって、ほんの

１ヶ月前に産声を上げたばかりだった。東京砲兵工廠は現在の東京ドーム敷地に立つ日本最大の陸

軍兵器工場である。軍刀・馬具・砲弾から機関銃・大砲、精密機器、さらには自動車まで生産して

いた。

会長に推された芳川自身も砲兵工廠の旋盤工だったが、７月末の賃上げ闘争で解雇処分をくらっ

た。これらの兵器工廠には当時、ざっと２万５千の労働者が働いていたが、労働会の発会式に集ま

ったのはほんの 700人に過ぎなかった。しかし、この小さな組合が、わずか２週間足らずで世間の

耳目を集める大争議を引き起こす。

小石川労働会の要求は極めてささやかなものだった。その綱領は「皇室の尊奉」と「国家中心主

義」をうたっていたし、ただひたすら「労働者生活の安定」を求めていただけだった。

米騒動をきっかけにあちこちの鉱山や工場でストライキが起こり、日本中が大混乱に陥ったのは

つい１年前のことである。その反省から時の原敬内閣は労使協調路線をとっていた。田中陸相も腹

の太いところを見せたかったのだろう、陳情の申し出を受け入れて８月 18日に芳川らに会うとい

ってきた。

ところが前夜、東京憲兵隊が突然、芳川宅を訪れ同行を求めた。芳川が拒否すると 18日午前９

時、前夜よりも大勢の憲兵隊員が押しかけ、今度は有無を言わせずに同行を強要した。

「陸相との会見が終わるまで待ってほしい」

と芳川は懇願したが、憲兵隊は聞き入れず、無理やり詰め所に引っ張っていった。
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陸相との会見は午前 10時にセットされていたので、残った労働会幹部９人は仕方なく自分たち

だけで陸軍省を訪れた。そして散々待たされたあげく、やっと午後２時に３人だけ陸相に会うこと

ができた。芳川を欠いては十分に意を尽くすことができない。

「諸君の心情はよくわかる。すぐに調査して、諸君の意に沿うよう取り計ろう」

陸相の巧みな弁舌に翻弄されて、一同は引き下がるほかなかった。

一方、憲兵隊に引っ立てられた芳川は分隊長の岩佐少佐から

「君たちも騒ぎを起こすな。静かに話し合おう」

と諭されて夕方、帰宅を許された。芳川はすぐに仲間を集め、対策を練った。そしてとりあえず賃

上げ闘争で解雇された者の復職を求めた嘆願書を岩佐分隊長に提出した。しかし憲兵隊では埒が明

かなかった。結局、芳川たちは陸相に再陳情することにした。

ところが今度はそう簡単にいかなかった。陸相はおろか次官さえ会ってくれない。やっと兵器局

長の筑紫熊七中将が面会してくれたが

「答弁の限りでない」とにべもない。それどころか陸相に面会した３人を含む幹部５人が次々と馘

首された。さらには会員が一人ひとり工廠事務所に呼ばれて、労働会から脱会するよう迫られた。

陸軍省は労働会のつぶしにかかったのである。

「こうなったからには同盟罷業で戦うほかない」

田中陸相に翻弄されたと悟った労働会は悲壮な決心を固めた。

22日朝７時前、労働会の主だった者は砲兵工廠の門前で待ち構え、通勤する従業員にストライ

キを呼びかけた。ところが通報を受けた憲兵隊は現場に急行し、呼びかけ人をあっという間に拘束

した。抵抗する労働会幹部と怒号を上げる憲兵隊との間で乱闘が始まり、数に勝る憲兵隊はたちま

ち 22人全員を逮捕してしまった。小突き回して同僚を引っ張っていく憲兵隊の荒々しい行動に労

働会に無関心の職工まで反発し、ストに参加する者も現れた。

翌 23日午前４時半。まだ日も昇らぬというのに爆音を立ててトラックや自動車が 10数台、砲兵

工廠に集まった。と、ぱらぱらと憲兵隊員や警察官が降り立ち、工廠の各門に散らばって固めた。

やがてぽつぽつと労働者が出勤してくると

「貴様はどこで働く誰か」

と一人ひとり誰何した。労働会に関係ある者とにらむと、工廠内への立ち入りを拒み追い返した。

門前は仕事に急ぐ労働者と憲兵・警察官で押し合いへし合いとなり、見物人も押しかけて騒然と

した空気に包まれた。この結果、嫌気をさしてきびすを返す労働者も増え、砲兵工廠だけでなく十

条兵器製造所や板橋、王子、目黒の火薬製造所などの従業員 6000人がストに参加するという異常

事態に発展した。

あわてふためいた工廠責任者は陸軍省に駆けつけた。田中陸相と鳩首会議して、とりあえず前日

に拘束した労働会幹部を釈放した。争議は連日の新聞をにぎわし、「憲兵隊の出動、警察の擁護の

下での出勤では陸軍の威信にかかわろう」（「読売新聞」1919年８月 24日）と指弾もされた。
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しかし、ストは 24日の日曜をはさんで 25日も 26日も同調する労働者が増え続けた。当局側は

警察官とともに職工宅を戸別訪問して出勤を促し、軍用トラックで兵器工廠に送り込んだ。しかし

焼け石に水で、兵器工廠はほとんど休業状態に追い込まれた。

事態の深刻化に驚愕した当局は 28日、次の命令書を門前や構内に張り出して各工員を恫喝した。

一、 本日無届欠勤の職工は速やかに欠勤の理由を届けなければならない。31日まで届出がな

ければ同日付で解雇する。

二、 29日以降に欠勤を欲する職工は、その都度欠勤理由を届けなければならない。そうしな

い者は翌々日に解雇する。

しかし、脅しにも労働者はひるまなかった。ストは 29日も続き、新聞が面白おかしく書くので

今度は内務省があわてた。米騒動の悪夢再現を心配した同省は警視総監の岡喜七郎に調停を命じた。

岡は芳川を呼び出して説得した。

「このままストが続くと、当局としても関与せざるを得ない。いまのうちに解決したほうがよい」

ムチをちらつかせながらの斡旋だったが、芳川は岡の調停に乗った。芳川の出した条件は３点。

解雇職工の復職、10時間労働を１時間短縮、手当ての上乗せ――だった。蔵原らが仲介役を買っ

て出たこともあって話し合いは急速に進展し、冒頭に述べた 30日の田中陸相との再会談となった

のである。

会談で田中は芳川らに言明した。

「賃上げは閣議に提出して目下進行中である。解雇職工も全員を復職させる。労働時間の件は私だ

けの権限では即答できないが、できる限り君らの要求を入れよう」

会談後、芳川は同志と蔵原の私邸で事後策を相談した。前回、煮え湯を飲まされたので、田中の

口約束を懸念する声が強かった。が、拒否すれば当局が強硬策に出るだろう。堂々巡りで埒が明か

ないので、芳川がスト収束を決断した。全員が泣きながら今後の交渉を蔵原に任せる委任状に署名

した。

９月１日、全労働者は職場に戻った。しかし、当局側の約束は守られなかった。それどころか４

日から労働会幹部が次々拘留され、16日には芳川も収監された。そして芳川ら 22人が治安警察法

違反などで起訴された。陸軍の完全な裏切りだった。

この裏切りに田中がどれだけかかわっていたか、わからない。ただ、田中が労働運動そのものを

胡散臭い目で見ていたことは間違いない。少なくともデモだとかストだとか、労使対決的な労働運

動は日本の古来の“美風”である主従的労使関係を破壊するものとして徹底的に忌避した。

田中は大正になって活発化した労働運動の防波堤として、在郷軍人会の職域分会を工場や鉱山に

つくり、労働者の「思想の善導」に全身全霊をかけてきた。だから陸軍のお膝もとの兵器工廠から

同盟罷業が起こることなど、とても許せることではなかったに違いない。田中の頭の中では労働運

動なるものは、自身の信ずる自己犠牲的な忠君愛国とは相容れない反国家的思想だったのである。
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2．デモクラシーに抗する「在郷軍人会」

在郷軍人会とは退役した予備役兵士でつくる団体のことである。やがてその会員が 300万に膨ら

み、国民の言動にさまざまな影響を与え、国内の隅々まで軍国的気運を盛り上げていく。この在郷

軍人会の育ての親こそ、田中義一だった。

徴兵期間を終えて故郷に戻った兵士たちの地域団体が、これまでなかったわけではない。戦友同

士の親睦組織として、あるいは兵歴を誇る尚武団体として各地で自発的につくられてきた。しかし、

彼らの一部は戦地で覚えた「呑む、打つ、買う」の悪い風習を地元に持ち込み、“兵隊あがり”と

世間の鼻つまみになる者もいた。

退役兵士が増えるにつれ、この風評は陸軍にとって頭の痛い問題になった。若き日の田中は

「良き兵士はすなわち良き国民となる」

との「良兵即良民」を唱えて、在郷軍人の再教育と組織化に情熱を込めて奮闘する。

田中が退役兵士たちの全国組織化に思い立ったのは、ロシア駐在武官時代の見聞と日露戦争の出

征経験に基づく。日露戦争で日本が辛くも勝つことができたのは、ロシア軍の中心を占めた予備役

師団のまとまりが悪く脆弱だったからと考えた。それにロシア兵士の多くは将校との身分差が厳し

く、国を守る意識に欠け、軍隊としての一体感も欠如していた。

もし日本がもう一度ロシアと戦うとなれば、人口的にも財政的にも、とても十分な常設師団はつ

くれない。となれば国民の中にしっかりと根を張った「強い予備役」を準備しておく必要がある。

これが田中の在郷軍人の再教育と組織化に取り組む狙いだった。

田中はこの構想を長州の先輩で陸軍のドン、山県有朋やその後継者の桂太郎、寺内正毅らに機会

があるごとに進言していた。たまたま田中が陸軍省の軍事課長になったとき寺内が陸相の地位にあ

り、これを好機として一気に推進したのだった。

1910年 11月、帝国在郷軍人会は陸相の寺内大将を会長に全国組織として発足した。同会は、軍

人精神を鍛錬し、軍事能力を増進することをモットーとする。いざというときの応召準備に疎漏の

ないよう、あわせてまだ入営していない若者に軍事教育を施す――などが規約に盛り込まれた。

しかし、田中は在郷軍人会の全国化で満足したわけではなかった。在郷軍人は国民の模範でなけ

ればならぬ。民本主義だとか民主主義といったふわふわした大正の空気を引き締めて、質実剛健な

「大和魂」を守らなければならぬ。在郷軍人会は若者の「思想の善導、風教の改善」を努める機関

でなければならぬ。彼にとって在郷軍人会は、世に蔓延しつつあるデモクラシーの風潮の対抗団体

でもあった。

田中は在郷軍人会に自己の欲する魂を入れるために、それこそ東奔西走して全国を行脚した。

「国民の熱き同情があり、熱烈なる後援のある軍隊ほど強いものはない。それをつくるのは在郷軍

人だ。君たちは地方の青年の中堅であり模範であり、指導者だ」

「社会主義を抑えて国家の秩序を保つのは、どこの国をみても在郷軍人である」

田中は在郷軍人会のために、なんと千回を越える講演を重ね、300本以上の論文を在郷軍人会の
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機関誌『戦友』などに発表している。田中は軍事課長、軍務局長、参謀次長、陸相と出世階段を上

りながら、その激職の傍らで常に軍人会の発展に心を砕いた。「軍人会の田中か」「田中の軍人会か」

といわれたゆえんである。

田中は在郷軍人会が「武士道」の昇華であり、「大和魂」の守護神であることを期待した。それ

を農村部に植えつけるだけでなく、都市部でも構築することに情熱を注いだ。工場や鉱山、会社の

中に在郷軍人会の分会を作ることがそれだった。

田中は企業では温情的労使関係が大切で、労使の対立から出発する労働運動を心底から毛嫌いし

た。それは田中にとって反社会的、反国家的行為だった。その「悪の思想」の防波堤として在郷軍

人会の職域分会を思い立ったのである。

モデルはドイツだった。ドイツは軍隊が組織・資質面で優れているだけでなく、その工業力でも

西欧列強の中で群を抜いていた。ドイツ企業の秩序や生産能力の高い原因のひとつが在郷軍人会の

職域分会にあると知ったとき、田中は是非に日本でもまねたいと思った。

田中は参謀次長のとき、まず陸軍の兵器工廠の中に在郷軍人会の分会をつくらせた。これをモデ

ルにして、私企業にも分会をつくるよう積極的に推進した。この分会はしばしば労働組合のスト破

りなどで活躍することになる。たとえば官営八幡製鉄所の場合。

1920年２月、同製鉄所では職工１万３千人が参加する大ストライキが発生した。1901年に点火

されて以来、19年間燃え続けた溶鉱炉の火が消えるという大事件だった。しかし、指導者は一網

打尽に検挙され、ストは３日間で終わった。当局に手を貸したのは製鉄所内に作られた在郷軍人会

分会だった。

「八幡製鉄所で同盟罷業が起こったとき、溶鉱炉の安全を保持できたのは在郷軍人会分会のおか

げである。製鉄所長官から感謝状をいただいた」

というのが田中の終生の自慢だった。

そもそも常備軍の補完的役割から出発した在郷軍人会は、やがて「国民の軍隊化」の強力な推進

役となる。田中は自ら信ずる軍人精神の国民一般化、すなわち軍隊教育の国民教育への注入を目指

してこの仕事にまい進した。田中はいわば日本の国家総動員体制の先導役を務めた。

3．「良兵即良民」主義の功罪

「良兵即良民」を実現するために、田中はいくつものアイデアを出した。そのひとつが過酷で無

味乾燥な兵営生活を家庭的にすることだった。田中が大佐になる直前の 1907年５月に、参謀本部

付から第１師団の歩兵第３連隊長に転任したときだった。

当時、参謀本部詰め将校は天保銭組と呼ばれ、将校の中でもエリート意識が強かった。彼らの多

くは参謀本部と陸軍省を往復して昇進していくか、在外武官となって経歴を飾って戻ってくるかの

いずれかの道を歩んだ。だから参謀肩章をはずして前線の兵隊を指揮する隊付将校になるのは極め

て異例で、なにかよっぽどの失敗か不祥事を起こした場合に限られた。
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しかし、軍首脳は組織が大きくなるにつれ人事が硬直化し、参謀将校と隊付将校を交流させる必

要に迫られた。参謀将校のなかに隊付将校を見下ろす風潮が生まれ、両将校の間に抜きがたい不信

感が生まれたからでもある。しかもとかく参謀将校は図上作戦に長けていても実戦の用兵には疎く、

その無能ぶりは日露戦争のときにも露呈して問題視されていた。

長州の先輩である第２旅団長の長岡外史中将から

「自分の所属配下の第３連隊長にならないか」

と打診されたとき、田中は二つ返事で引き受けた。田中自身も参謀将校の隊付蔑視の風潮を苦々し

く思っていたからでもあるが

「軍隊教育と兵営生活の画期的な改善を進めたい」

と、かねがね考えていたからである。

出世コースを驀進していた田中の隊付転出は同僚たちから

「田中のやつ、なにをしでかしたのか」

と好奇の目で見られた。が、田中は風評に逆らうかのように、ことさら転勤を誇示した。小石川後

楽園で盛大な連隊長就任のお披露目園遊会を開いたのもその一例である。田中は大勢の先輩・同

僚・後輩を前に

「名誉ある第３連隊長に就任して下士兵卒と起居をともにできるのは光栄の至りである」

とあいさつして、転出が栄転であるとの観念を世間に植えつけた。多分、軍首脳がカネを出して田

中に示威行動をさせたのだろう。田中とほぼ同じ時期に、やはり将来を嘱望されていた宇都宮太郎

が第１連隊長に就任した。以降、陸軍は部隊勤務を経験しない者は昇進できないという不文律を確

立した。

連隊は通常３大隊からなり、１大隊は４中隊で構成される。大隊長は中佐、中隊長は大尉クラス

である。田中は連隊長になると、まず連隊、大隊、中隊の将校間の風通しをよくすることに腐心し

た。個室になっていた連隊長室を大隊長との大部屋に移し、中隊長とも積極的に接触した。

ロシアの駐在武官時代に、貴族階級の将校と農奴同然の兵士との間がまったく断絶しているのを

見聞してきた田中は、それが日露戦争でロシアが破れた遠因のひとつとみていた。

「中隊長は父であり、下士官は母である。内務班の上等兵は兄である。だから部下への鉄拳制裁は

無用である」

と兵卒を大事にするよう口をすっぱくして将校たちに訓示した。

「兵士の楽しみはまず食事にある」

として、予算の許す限り食膳を豊かにし、パン釜を購入して農村出身者には珍しいパンを食卓に出

すなどした。さらにメンコと称された殺風景な食器を改めさせもした。

娯楽場を作って、日曜日には浪花節語りや講談師を呼ぶなどして外出しなくても楽しめるように

した。だからといって外出を制限することはせず、夜学で勉強したい者がいればそれを許した。さ

らには農業や水産業の講師を呼んで、除隊後の仕事の知識を習得させるようにもした。つまり兵営

78 鈴　木　健　二



の生活を

「苦痛でなく楽しく有意義なもの」

と兵士や世間に印象づけようとしたのである。

田中の兵営改革はたちまち評判になった。他の連隊からは

「第３連隊は弱兵を養成している」

と攻撃された。第１師団長の閑院宮殿下はかまびすしい他の連隊の苦情に音をあげて

「あまり無理をしないで自重したらどうか」

と田中に忠告さえした。しかし、田中は一向に意に介しなかった。

「兵役を苦役にするのではなく、よき鍛錬のときと思わせなければならない。そうすれば彼らは除

隊後に必ずや軍隊の大切さを国民のなかに広げていくはずである」

と上司に自説を開陳してはばからなかった。

実際、田中の方針は軍首脳の理解を得るところとなり、1908年に「軍隊内務書改正委員会」が

立ち上がったとき、田中はその委員に選ばれ、改定の実質的推進者となった。

軍隊内務書は軍隊内の運営方針を取り決めたもの。明治初年の初版以来改正を加えられてきたが、

急激な軍隊の膨張で時代にそぐわなくなり大幅な改定が求められていた。新しい軍隊内務書では全

軍の画一化が推進され

「兵営は苦楽をともにし、死生を同じくする軍人の家庭である。和気あいあいのうち軍隊家庭の実

をあげることが大切である」

ことが盛り込まれた。田中の考えが全面的に採用されたのである。

もっともこの理念がその後の軍隊で、実現されたかかどうかは疑わしい。なぜなら鉄拳制裁はあ

いかわらず続いたし、むしろ田中の掲げた「精神主義」のみが強調されて、軍組織の硬直化を招い

たからである。温情主義はかえって徹底的な服従を兵士に強制した。

しかし、田中個人に限っていえば、彼なりの努力をし、それなりの成果を挙げたことを認めなけ

ればならない。田中が兵士たちからいかに慕われたかは 1907年 12月、志願兵として第３連隊第１

中隊に入隊したプロレタリア作家の白柳秀湖が証言している。

白柳は早稲田大学哲学科に在籍していたころから社会改良を目指す堺利彦に心酔し、堺や幸徳秋

水の主催する平民社にも出入していた。日露戦争を徹底的に反対した平民社は戦後

「蛇蝎のごとく嫌われた」

時代である。白柳は大学卒業後、出版社「隆文館」で編集記者をして糊口をしのぎながら、社会主

義文学にのめりこんでいた。プロレタリア文学の草分けともいうべき『駅夫日記』は入隊の少し前

に発表したものである。

白柳自身はマルキストでも無政府主義者でもなく、本人がいうように貧富の差を憂える単なる社

会改良主義者に過ぎなかった。しかし、社会改良主義も無政府主義も、当時の世間では一緒だった。

白柳も四六時中刑事がつきまとう“要注意人物”にされ、生活にも支障をきたすほどだった。
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白柳が志願してきたとき、連隊幹部は白柳がなんらかの魂胆をもって入隊してきたのではないか

と疑った。たまたま白柳が入って３ヶ月もたたずに、麻布の第１連隊で兵士 37人が

「訓練が厳しすぎる」

として兵営から脱走した。第３連隊と第１連隊は目と鼻の先だったので、この脱営事件は白柳が関

係しているのではと疑われた。宇都宮第１連隊長は

「軍隊に社会主義者を侵入させるとは由々しき大事である。根本的に断処しなければ軍隊の基礎に

動揺をきたす」

といきまいた。当時の新聞はあることないこと書きまくって白柳を首謀者に仕立て上げていた。

事件の数日後、白柳は特務曹長の取調べを受け、中隊長や大隊長の尋問も受けた。そして最後に、

田中は白柳を将校集会所に呼んだ。

「とうとうきたか。いくらいっても、もうだめだな」

と覚悟して白柳は集会所に重い足を運んだ。

田中は白柳をむかえると、緊張して敬礼する白柳を制して

「まあ、座れ」

と椅子を勧めた。２等兵が連隊長と膝詰めで話すことなど想像もしていなかった白柳はすっかり

面食らった。

「君、しばらく軍服を捨てよ。私もまた一私人として君と話したい」

田中は白柳の前に座ると、柔らかな口調で話しかけた。

「世間ではいろいろいわれ新聞が書き立てているが、君も迷惑千番のことだろう。しかし誓ってい

う、私は君を信じている。政府がなんといおうと、新聞が何を書こうと、ここにいる限り私が君を

守る。もし、何かいいたいことがあれば腹蔵なく話してみよ」

白柳が田中の接し方にいかに愕き、感激したかはつぎの白柳の言葉に尽くされている。

「昔日、社会にあるとき、私は警察の厳しい監視のもとで不安と危懼にさいなまれて、いつもびく

びくしていた。しかし、軍隊に入って本当に愉快な１年を過ごすことができた。除隊して、久しぶ

りに私服に着替えて寓居に戻った。と、すぐに警察署の刑事がやってきて私の身辺を探り始めた。

ああ、なんたることか。私は心底から田中大佐が警視総監だったらよいのにと思った」

4．学童から壮丁までの一貫した軍事教育

何度も繰り返すことになるが、田中の「良兵即良民」政策は、その後の国家総動員体制へのさき

がけとなった。なかでも在郷軍人会の全国的組織化は名実ともに「兵営国家」に向けた田中の“偉

業”といえる。

しかし、田中はそれだけでは満足しなかった。もっともっと軍隊を強くしなければならぬ。その

ためには義務教育の学童から在郷軍人の壮丁まで、一貫した流れで国民を軍組織の中に組み込まね

ばならぬ。そのためにはどうすべきか。
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田中が注視したのは徴兵前の青年の組織化だった。そのヒントを田中に与えたのは乃木希典だっ

た。

日露戦争で第３軍司令官を務めた乃木は旅順攻城で多大の犠牲者を出し、指揮官として“無能”

ともささやかれていた。しかし明治天皇は愚直な乃木をことのほか愛し、華族の教育機関である学

習院の院長に抜擢した。陸軍大将にして軍事参議官のままである。

院長時代の 1911年６月、乃木はジョージ５世の戴冠式に天皇の名代として参列した東伏見宮親

王に随行して渡英した。そのとき戴冠式で交通整理や雑務にてきぱきと働く少年斥候隊（ボーイス

カウト）の活動にひどく感銘を受けた。乃木はその資料を求めて持ち帰り、これを田中に渡してい

った。

「在郷軍人会もいいが、若い者の教育も大事だぞ」

当時、軍務局長だった田中は２個師団増設問題に忙殺されて、とてもそんな余力はなかった。し

かし、職を退いた後、半年ほど欧米視察をする機会を与えられた。田中は乃木の忠告を思い出して

各国の青年教育の現況を、ことのほか熱心に視察した。なかでも田中の琴線に触れたのは、ドイツ

青年団の整然とした組織と訓練だった。田中は帰国後、乃木の言葉を反芻しながら『社会的国民教

育』という小冊子を著して

「国家百年の長計を思うなら、まず国家の運命を背負って立つべき青年の教育に力を注がねばなら

ぬ」

と書いた。この小冊子は 150ページ足らずのものだったが、その頒布実数は 70万部に達した。も

ちろん田中が全国行脚するなかで、師団・連隊や在郷軍人会などに購読を勧めたからであるが。

田中の青年団構想はこうだ。まず年齢は義務教育を終えてから徴兵検査までの 20歳以下とする。

その目的は心身の鍛錬と思想統一を目指す修養団体でなければならない。そして兵役義務が終われ

ばすべて在郷軍人会に入る。

つまり田中は義務教育――青年団――兵役義務――在郷軍人会と、切れ目ない太い一本の線で

「良兵」をつくりあげていく量産方式を考えたのである。

しかし、田中のこの考えはすんなりと世間に受け入れられなかった。あまりに軍中心主義で、他

の官庁からも不満の声があがった。

そもそも若者の集団は昔からあり、庶民生活の中で自然発生的に存在していた。農村では消防団

として、あるいは自警団として半公共的役割を担っていたし、祭になれば中心的な役割を果たした。

明治になってからも内務省や文部省が積極的に動いて、自治組織あるいは事業団体として「青年

会」の育成を図ってきた。だから田中の主張はこれら既存の組織を軍がのっとろうとするものとし

て、内務省などから警戒された。

田中の青年団構想で、とくに反発を受けたのは団員の年齢を 20歳以下に限定したことである。

従来の青年集団は年齢の上限はゆるやかで、おおむね妻帯と同時に脱会するのが通例だった。無理

やり 20歳で線引きすることは長い間の慣習に挑戦するものだった。
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だが田中は 20歳の年齢制限にこだわった。なぜならここが崩れては田中の描く国民の軍隊化一

貫構想が成立しなくなる。

田中は年齢制限を青年団の必須条件としたが、反発が大きいのでとりあえずは矛を収めた。無理

強いすると組織化そのものが頓挫するので、当初は内務・文部両省との協調路線をとった。青年団

を全国的な確固たるものにするのが先決と考えたからである。

1915年９月、「青年団の設置に関する標準」が公布され、内相と文相の連名で全国の地方長官に

組織化の細則が通達された。連名からはあえて陸相の名をはずした。軍の影を薄め、両省の顔を立

てるためだった。

これによって全国の青年団の組織と性格が統一された。設置区域が市町村単位であること、その

目的が修養団体であること、指導者は学校職員、警察官、在郷軍人など団員以外から選ぶこと、な

どが規定された。そして設置標準の中に組織参加者の年齢は「最高年齢は 20歳を常例とする」と

の文言が盛り込まれた。田中の構想は最終的に貫徹された。

翌 1916年 11月、青年団の全国組織「中央報徳会青年部」が「青年団中央部」に名を改め、名実

ともに青年団の中央機関となった。田中はその常務理事として指導運営に努めた。

田中は在郷軍人会と同様に、青年団においても

「思想の善導が肝心である」

と強調し

「社会の悪習に染まらないように彼らを絶え間なく指導して、未来の良兵として、また良民にしな

ければならない」

と力説してはばからなかった。

田中は市町村長に対し、兵士の入営前にその兵士の「身上明細書」をつくるよう執拗に求めた。

その内容もおざなりのものでなく、兵士の家庭環境、近所の評判、病歴・性癖など、微にいり細に

いり掲載することを要求した。

「軍隊教育を個人個人にあったものにするため」

と田中は説明していたが、兵士の徹底管理を意図するものであることはいうまでもない。田中はこ

の「身上明細書」に青年団員時代の成績も記録するよう指示した。青年団を「国民の軍隊化」の中

にしっかりと組み込もうとしたのである。

かくて田中はすべての教育を軍に従属させ、学童から壮丁までよき軍の理解者であること、よき

軍人であること、そしてよき軍の宣伝者となることを期待した。やがてこの青年団組織は官製運動

から自主的運動へと展開していくが、代わって精神動員の準備施設として青年訓練所が作られ、さ

らに学校教練が導入される。

田中のまいた種は、やがてしゃにむに国民を破滅的戦争へと駆り立てる軍国ファシズムへと開花

していく。
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第四話　軍部におもねて言論を放棄した政党の堕落

1．他殺か過失か、次席検事の怪死

「はい、大森警察署！」

帰宅の準備に取り掛かろうとしていた夜勤明けの巡査が、不機嫌そうに電話を取った。

「なにっ。よく聞こえない。もっと大きな声で。シビト（死人）……だと。おい、本当か。場所は

どこだ！」

何事もなく夜が明けて、のんびりムードにあった警視庁大森署内がたちまち蜂の巣を突っついた

ような喧騒に包まれた。当直主任が現場近くの池上駐在所を電話でたたき起こすとともに、とりあ

えず泊まりこんでいた刑事と鑑識係員を車で急行させた。

1926年 10月 30日早朝のことである。

電話をかけてきたのは東海道線・大森駅の保線係、小峰友三郎だった。小峰はその朝５時から、

いつもどおりに蒲田駅と大森駅の安全確認のため線路を歩いていた。

と、大森駅から蒲田駅に向かって約２キロ離れた通称、池上町堤防踏切そばの鉄橋にさしかかっ

たときだ。鉄橋下に流れる浅い小川に、なにか浮いているのが見えた。鉄橋といっても長さ６メー

トルくらいのもので、小峰が線路から下を覗くと黒い洋傘とその柄を握り締めている人間の腕のよ

うなものが水上に突き出ていた。

「列車にはねられたのか？！」

小峰はあわてて土手を駆け下りた。

それは半分ほど水中に浸った 40代半ばとみられる男の死体だった。水面に仰向けに浮かんだ顔

は面長で、八の字の立派なひげを蓄えていた。黒いらくだのコートに身を包み、三つ揃えの背広を

きちっと着ていて、一目で地元民でない立派な紳士とわかった。小峰は走って駅に戻り、大森警察

署に通報した。

現場に到着した刑事たちは、長靴を履いて軍手をはめ、何か落ちていないか慎重に周囲を見回し

ながら土手を降りていった。とりあえず浅瀬から死体を引きずり上げて、注意深く外傷を調べた。

頭を強く打ったらしく、頬に血を流した跡があった。池上駐在所の老警察官が自転車でやっと到着

した。

刑事は身元確認のため、すばやく背広のうちポケットを探った。財布と一緒に名刺入れが出てき

た。名刺を一瞥した刑事は

「あっ」

と小さな叫び声をあげた。「東京地方裁判所検事局次席検事　石田基」とあったからである。

刑事は捜査一筋のたたき上げで、政治にはまったくといっていいほど関心を持っていなかったが、

石田の名は政界醜聞の捜査検事として新聞にしばしば登場していたので覚えていた。

「おい、大変だぞ。300万円事件の主任検事だ」
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刑事は鑑識係員に耳打ちすると、死体に毛布をかけ駐在所員に絶対に人を近づけないように厳命し

て、あたふたと署に駆け戻った。

「ドン、ドン、ドン」

玄関を叩く音に、永松浅造は無理やり起こされた。

「畜生！こんな朝早く誰だ」

永松は二日酔いの頭を持ち上げて叫んだ。玄関を叩く音はそれでも止まない。

「この野郎、ぶん殴ってやる」

永松は勢いよく玄関を開けた。見慣れた車夫の顔がそこにあった。

「永松さん、大変だ。池上で死人があったらしい」

永松は「東京日日新聞」の社会部記者だった。大森に住んでいたので、駅北口に常駐するこの男

の人力車をよく利用していた。車夫はこれまでもしばしば火事や事故を通報してくれた。

「おう、ありがとうよ。車も持ってきてくれたか。直ぐ行くから、ちょっと待ってくれ」

永松は部屋に戻ってよれよれの上着を引っ掛けると、人力車に飛び乗った。

「まだどこの社も知らないだろう。特ダネだったらはずむぜ」

永松は車夫に声をかけて、さらに急がせた。

実際、現場につくと、新聞記者は誰もいない。それだけではない、鈴木刑事部長など大勢の警察

官に混じって大森署長の姿まであるではないか。永松は武者震いした。

「これはただ事ではないな」

永松は転げるようにして土手を駆け下りた。

「誰だっ！こっちへ来てはだめだ」

土手下で立ち番していた警官が怒鳴った。

「おう、永松ちゃんか。どうしてここがわかった。ずいぶん早いな。でも、あんまり側に行っては

いかんぞ」

警官は顔見知りの駐在所員だった。片目をつぶって背を向けた。

永松は署長たちに気づかれないように草むらをかき分け、首を伸ばして一同の動きを凝視した。

しきりに周辺で物を探しているらしい。そのうちに一人の刑事が水中から中折れ帽子を、死体から

３メートルほど離れた草むらから片一方の靴を探し出した。持ち物は洋傘以外見つからず、凶器ら

しいものも発見できなかった。

そうこうしているうちに、何台もの車が到着して、数人の男たちが急ぎ足で降りてきた。永松は

その顔ぶれを見て愕然とした。東京検事局の吉益検事正の顔がある。司法省の立石刑事局長の顔が

ある。警視庁でよく会う吉川鑑識係長、出口強力犯係長、それに恒岡警部の顔もある。後はわから

ないが、いずれも司法省、警視庁のお偉いさんらしい。

「きっと署長が連絡したのだな。ということは、仏さんはいったい誰なのか。これは大事件だぞ」
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永松は土手下に戻って、先の警官に両手を合わせて死体の身元を尋ねた。彼は黙って吉益検事正の

方をあごでしゃくった。

「えっ。ということは検事か。そういえば石田次席がいないな。そうか、石田検事だな」

警官はまた何も言わずに「もういけ」と永松を手振りで促した。事件を聞きつけて、記者たちが

続々と集まってきたからである。永松はそっと抜け出して、電話のありそうな近くの民家に走った。

それから数時間後、大森署は大勢の記者たちであふれていた。

「署長！夕刊に間に合わないぞ。早くしてくれ」

記者たちは署長室の前に集まり大声で叫んだ。検事局、警視庁の幹部が部屋にこもったまま、もう

２時間も誰も出てこない。昼前、やっと署長が記者たちの前に現れ、概要を発表した。

「検死結果を発表する。頭蓋骨と顎骨が挫傷し、左肋骨２枚が挫折。致命傷は下顎の５センチほど

の裂傷とみられる。死亡時刻は本日午前３時から４時ごろ。なお、所持品は財布、時計、その他、

家族によると紛失したものはない。以上」

立ち去ろうとする署長に記者団が取り囲んで質問を浴びせた。

「ちょっと待ってくださいよ、署長。原因は何ですか」

「過失である」

「どんな過失ですか。電車から振り落とされたのですか。線路を歩いていてはねられたのですか」

「いずれの可能性もある」

「おかしいじゃないですか。振り落とされて線路を２車線もまたぎ、あんな遠くまで飛ぶか。突き

落とされたのではないですか」

「いや、過失である」

「線路を歩いていたとするなら、なぜですか」

「わからない」

「だって、石田検事の自宅は新宿の牛込でしょう。なぜ反対の方向の東海道線にいたのですか」

「大森に親戚の家があると聞いている。そこへ寄ろうとしたのではないか」

「そんな夜遅くにですか。でも死人は大森駅で降りなかった。なぜですか」

「わからない。もういいだろう」

署長は記者たちを振り切って、足早に署長室に消えた。

「なんで、なんでい。ちっともわからんじゃないか」

記者たちは不満を漏らしながらも、「これは他殺に違いない」と確信した。ここから先は記者個人

の取材力にかかっている。とりあえず夕刊に一報を入れようと記者たちも散っていった。

翌日の朝刊は各新聞社とも一様に警察発表に疑問符をつけていた。たとえば「読売新聞」は社会

面に「石田検事の横死に解きえぬ謎」の２段見出しを立て、「過失か他に原因があるのか種々疑わ

しい点がある」と書いている。
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2．政界スキャンダルを捜査中だった石田検事

石田検事は剛腕の“鬼検事”として知られていた。その徹底した厳しい取調べは被告や弁護士泣

かせで、逆恨みの脅迫は枚挙の暇もないほどだった。

「きさまの取調べはペテンや誘導尋問で強引だ。月夜のない夜だってあるのだぞ。きさまだけでな

く家族の命もないと思え」

もちろん石田はそんな脅しを歯牙にもかけなかった。

石田は 1883年、仙台市の旧藩士の家に生まれた。東京帝国大学法科を卒業すると司法界に進み

判事から検事に転身して今年、東京検事局の次席検事に抜擢された。異例のスピード出世で、それ

だけに同僚からねたまれることもあった。

石田はこのとき、政界を揺るがす２つの大事件を担当していた。ひとつは松島遊郭事件、いまひ

とつは 300万円事件である。

松島遊郭事件というのは大阪市内の松島遊郭の移転先をめぐる贈収賄事件で、土地会社が自分の

所有地に遊郭を移してもらおうと大阪選出の代議士に党派を問わずカネをばらまいた。とくに収賄

容疑に問われた政府与党の憲政会重鎮、箕浦勝人については、首相の若槻礼次郎が箕浦に不利な証

言をしたとして箕浦を怒らせ、偽証罪の告訴にまで発展した。

300万円事件というのは当時、次期首相に目されている政友会総裁、田中義一にまつわる疑惑事

件である。田中が陸軍大将から政友会総裁に転ずる際、莫大な政治資金を手土産に持参したといわ

れ、その出所が軍機密費ではと疑われた。帝国議会で取り上げられただけでなく、陸軍省大臣官房

の元出納係が田中を機密費横領で告訴したため、連日のように新聞をにぎわせていた。

両事件とも二大党首の命取りになりかねない事件だったため、各方面からもみ消し工作が行われ

た。しかし石田は頑としてこれを無視し、舞い込む脅迫状も即座に破り捨てた。新聞が石田の横死

を疑ったのも、当然だった。

第一報で他社を抜いた「東日」記者の永松も、抜いて抜きまくろうと駆けずり回っていた。

親しい検事から検事局や警視庁のトップが事件を過失死に落着させようと無理していると聞き出

した。警視庁の加藤医務官が検視したが、解剖はなぜかしなかった。検事の中からは

「死因に疑念を生じることがあってはいけませんので、念のため解剖しませんか」

との声もあったが、加藤は「その必要はない」と拒み、居並ぶ幹部も異議を挟まなかった。大森署

は早々に納棺し、遺体を新宿・牛込の自宅に送り届けてしまった。

さらに永松は、石田が前日の 29日夜、日比谷の料亭「ひさご」で同僚と呑んでいたことを知っ

た。同日は大阪、名古屋など地方検事局の検事正が集まる打ち合わせ会議があり、そのあとの懇親

会に石田も出ていた。９時半ごろだろうか、仲居が来て

「石田さんというお方に、自宅から電話です」

と告げた。「おかしいな」と首をかしげながら、石田は立ち上がった。「今夜は宴会で遅くなる」と

妻の花枝にいってあったので、何か変わったことでもあったのか、と心配もした。
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数分して石田は戻ってきた。何事もなかったように石田はあいかわらず豪快に笑いながら杯を重

ねた。20分ぐらいして懐中時計を覗いた石田は

「ちょっと用ができたので、お先に失礼します」

と席を立った。石田は酒豪で、同僚の話によると「呑んではいたが酔っ払うほどではなかった」と

いう。石田が「ひさご」を後にしたのは午後 10時少し前だった。

永松は牛込の石田宅に飛んで行き、花枝夫人に電話の件を尋ねた。夫人はびっくりした面持ちで

「電話など、私はかけていません」

と言下に否定した。「それに」と言葉を継いだ。

「新聞には主人が大森の親戚宅へ行ったとありましたが、夜更けに行く用があるとは思えません。

大森には私の義兄の吉井桃麿が住んでいますが、義兄も主人は家に来ていないし、来る用事があろ

うとは思えないと申しています」

花枝は電話の件も親戚宅訪問も否定した。

「では、誰が電話をかけたのか」

永松は電話の主がカギを握るとみて、また「ひさご」へトンボ帰りした。仲居はなかなか口を開

かなかった。後でわかったのだが、電話の主は中年女性の声で、いかにも夫人らしい口ぶりだった

という。何者かが夫人を装って石田を電話口に呼び出し、何事かを告げて石田をおびき出したので

はないか、と永松は推測した。

永松は「よし、またスクープだ」と喜び勇んで本社に戻り、原稿を書いた。が、翌日の新聞はど

の社も他殺説を取っていて、永松と同じような取材をしていた。なかには石田を呼び出したあと某

所で暗殺し、自動車かリヤカーで死体を現場に運んだ。轢死に見せかけようとしたが、発覚の恐れ

があるので、電車から飛び降りたように思わせようと小川に放り込んだ――などともっともらしく

書いている新聞もあった。

新聞がいろいろと書き立てるので、警視庁は検事局と相談して再度動き出そうとした。11月２

日の「読売新聞」に「石田検事の死に依然たる疑い」「検察局、警視庁とともににわかに活動を始

める」との記事がみえる。しかし、検察局は動かなかった。

石田の上司の吉益検事正は記者を集めて、「当方が百方手を尽くして過失だと結論しているもの

を、君たちはどんな根拠があって他殺だと書くのか」と叱りつけた。以降、石田検事の怪死事件は

散発的に報道されたが、確証のないままに新聞から徐々に消えていった。

3．背任・横領で訴えられた政友会総裁

「検事怪死」も不可解な事件だったが、「300万円事件」そのものも、尻切れトンボで後味の悪

い事件だった。

田中義一らを告訴した男は２ヵ月後に「悪魔に魅入られてしまい、懺悔の念に耐えない」と謝罪

して寺院に身を隠してしまった。事件を帝国議会で追及した議員は「露探」の汚名を着せられてバ
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ッシングされた。どろどろした政治的汚臭の放つ怪事件だった。

事件は 1922年、陸軍省大臣官房付の三瓶俊治という二等主計（中尉）が東京憲兵隊麹町憲兵分

隊で取調べを受けたことに始まる。三瓶が陸軍省に納入する石炭購入で賄賂を溜め込んでいるとの

手紙が憲兵分隊に投げ込まれた。三瓶の派手な私生活を問題視するタレ込みも寄せられていたので、

憲兵分隊は余罪があるとにらんで三瓶を徹底的に絞り上げた。

気の弱い三瓶は厳しい査問に耐えかねて、大臣官房で保管している機密費の公債を持ち出して使

ってしまったと白状した。その額はなんと１万 3000円に上っていた。

思いがけない自白に、取り調べの憲兵隊員は言葉を失った。「機密費の私的流用」となると、陸

軍省幹部の管理責任が問われる。しかも、その額が尋常ではない。隊員は取るものもとりあえず分

隊長室に駆け込んだ。報告を聞いた稲本分隊長もびっくりした。「三瓶を個室の兵倉にぶち込んで

置け」と言い残して、陸軍省に急行し陸相の高級副官、松木直亮に上申した。

松木も周章狼狽した。直ぐに田中陸相と山梨半造次官に報告して対応を話し合った。とりあえず

内密にするよう分隊長に命じ、取調べは分隊長自らが行うことになった。

三瓶の自供によると、持ち出した公債は砲兵工学校同期ですでに退役の元中尉、川上親孝に渡し

た。川上から事業資金を貸してくれと頼まれたからだという。実は三瓶は川上に弱みを握られてい

た。かつて三瓶に女ができ、妊娠させてしまった。手切れ金をせがまれて、困っているときに川上

が後始末してくれた。二人はそれ以来の腐れ縁だったのである。

まもなく三瓶は憲兵分隊から釈放された。「公債については一切、口外しません」との一札をと

られて、この件は不問とされた。収賄の件も不起訴となったが、陸軍からは罷免された。軍首脳は

公債横領を隠蔽してしまったのである。

気の小さい三瓶は、誓約を守ってひっそりと生活していた。そんな彼に「悪魔のささやき」を吹

き込んだのは、川上だった。

「公債に化けた機密費はウン百万円だろう。お偉いさんたちはそれを湯水のように使っている。お

まえの持ち出したのはたったの１万円少々ではないか。あいつらは大悪人だよ」

川上はこの情報を売ればカネになると考えた。実際、政友会に 30万円で売り込もうとした。政

友会では相手にされなかったので、田中らに不満を持つ軍人グループ「恢弘会」に接近した。

「恢弘会」というのは、田中との権力闘争に敗れ、あるいは田中によって冷や飯を食わされた高

級軍人たちの集団である。これに宇垣一成陸相の軍縮整理で職を失った将校が加わり、反田中・反

宇垣の一大不満グループを形成していた。町田経宇、福田雅太郎、立花小一郎の各大将や石光真臣

中将らそうそうたる将軍が名を連ね、機会があれば田中や宇垣に仕返しをしようと狙っていた。

川上から話を聞いた同会の小山秋作予備役大佐は小躍りして喜んだ。尻込みする三瓶に

「おまえの安全と将来はわれわれが保障する。陸軍を堕落させたやつらに鉄槌を下そうではないか」

と、機密費問題の公開を迫った。

小山は恢弘会幹部と相談しながら、シナリオを練った。新聞に発表しただけではさほど効果が期
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待できない。

「そうだ。三瓶に告訴させよう。合わせて政友会の政敵、憲政会に情報を流して帝国議会に爆弾を

持ち込もう」

小山にあの手この手で口説かれた三瓶は、とうとう告訴に踏み切った。三瓶は田中と山梨を背

任・横領で告訴する告発状を 1926年３月４日朝、東京検察局宛で中央郵便局に投函した。同じ日、

憲政会の論客、中野正剛代議士が衆院本会議に登壇して、田中攻撃の火蓋を切った。

告訴状によると、三瓶は 1920年８月の異動で、遠藤豊三郎少佐とともに陸軍省大臣官房付とな

った。遠藤が主計正で、三瓶はその下で機密費の金庫番になった。

ある日、金庫の中を開けてみると、帳簿といくばくかの現金のほかに茶封筒があった。中から

17、８枚の定期預金証書が出てきた。証書は１口 20万円から 80万円で、名義人は当時の田中陸相、

山梨次官、菅野尚一軍務局長、松木高級副官の４人だった。総額にして 800万円を下らない。「い

ったい、なんのカネだろうか」と思いつつ、新参者なのでしばらく様子をみることにした。

同年末になると、松木の指示で預金証書は次々と無記名国債に変換された。もっぱら遠藤が日本

銀行などに出向いて遠藤個人の名で購入した。

翌年 10月のことだった。松木が主計室に顔を出し「遠藤はまだ休みか」と聞いた。遠藤は流感

にかかり数日前から欠勤していた。

「しかたがない。三瓶、君が遠藤の代わりに田中興業銀行でカネを下ろし、日本銀行に行って国債

を買ってきてくれ。ただし軍服では困るから、和服に着替えていってもらいたい」

と要請した。

松木の指示に従って三瓶はまず車で遠藤宅に行き、日銀から送られてきた国債購入の通知書を受

け取った。そして田中興業銀行で現金 38万円を引き出し、自宅で和服に着替え、日銀で額面１万

円の国債 38枚を無記名で購入した。三瓶は再び自宅に戻って軍服に着替え、陸軍省に持ち帰って

国債を高級副官室で松木に渡した。

こうして定期預金証書は次々と公債に変えられた。ただし、これら預金から公債への変換は正規

の出納帳簿には記載されず、その整理はすべて松木の持つ小さな手帳に残されただけだった。とき

どき松木から「公債をもってこい」と命じられ、金庫を開けて手渡したが、なにに使ったのかなん

の記録も残っていない。公債の総額はおよそ 400万円だったと、三瓶は告訴状に記述している。

三瓶はさらに告訴状にいう。「この預金証書や公債は田中や山梨の不正な蓄財ではないか。その

証拠に、山梨が大臣に昇格したとき、後任次官となった尾野実信中将には打ち明けていない。菅野

軍務局長後任の畑英太郎少将名義の預金証書もない。つまり、田中、山梨、菅野、松木の４人だけ

の秘密事項なのだ。加えて、松木は定期預金の利子を田中興業銀行の当座預金に個人名義で貯め、

勝手に使っていた。その額は４、５万円に達したときがあった」と。

そして告訴状は最後に次の言葉で結んでいる。

「（田中ら）被告人は将軍一般に比べて贅沢な家を購入し、豪奢な生活をしている。しかも最近、
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被告人の身辺に醜聞があいつぎ、軍人の士気が衰え、国民の軍人への目も冷ややかで、国家のため

に深憂せざるを得ない。私は一身をとして帝国陸軍のためにここに告発する」。

告発状は自らの経験を踏まえてなかなか迫力がある。が、田中が横領したとの確証はないし、ま

して政友会に持参したとされる 300万円との関連性はほとんど示されていない。そこで小山は三瓶

に告発状と一緒に、世情うわさされていた金塊問題も加えた「覚書」なるものを新聞に発表させた。

覚書は田中らの隠しガネの出所は日本がシベリアに出兵した当時の軍事機密費からくすねたもの

だという。シベリア出兵では反革命軍にてこ入れするために、1918年から 1922年の５年間に 2400

万円の機密費が使われたが、うち 1000万円が使途不明となっている。さらには反革命軍から預か

った 1000万ルーブルの金塊の行方もわからない。いずれも田中が陸相のころで、山梨もかかわっ

たと覚書はいうのだ。

覚書は三瓶の署名と印鑑が押されているが、一介の主計中尉がそんな詳報を知るわけもない。小

山が情報を集めて作文したと推測される。これでも足りないと思ったのか、小山は三瓶の上司だっ

た主計正の遠藤宛に公開状まで書かせている。ことは内密にするように何度も注意を受けながら破

ってしまったことを謝罪する一方で、遠藤に対しても国家のため、帝国陸軍のため証言してほしい

という内容である。

新聞がこれら告発状や覚書、公開状に飛びついたのはいうまでもない。田中の周辺はにわかにき

な臭くなっていった。

4．“田中金権政治”を追及する中野正剛

告訴に先立つ２月 20日、恢弘会の石光予備役中将は宇垣陸相に建白書を送った。石光は第１師

団長、憲兵司令官の要職にあり、大将昇格を目前にしていたが、政治介入の責任を問われて予備役

に回されていた。清浦圭吾内閣発足のとき、福田大将を陸相にしようと運動して、宇垣を推す田中

の反感を買ったためだった。

石光は建白書の中で、田中周辺の中傷によって地位を追われたことを縷々述べ、「田中大将こそ

現役時代に政治運動をしていたのは誰もが知るところ。山梨大将も政友会と政友本党の合同を画策

して議員買収の工作をしている。今回暴露された 300万円事件はそれを証明して余りある。陸軍に

おける長州閥はなお健在で、閥外の将校は常にその不遇に泣き、身上の不安は士気退廃の原因とな

っている。今回の事件に関し、公正なる措置を望む」とつづった。石光は軍事参事官たちにも田中

と山梨のスキャンダルの真相を究明するよう書簡を送った。

中野正剛はこの石光の建白書と三瓶の告発状の筆写を手にして３月４日、憲政会の万雷の拍手と

政友会のヤジを背に受けて颯爽と衆院本会議に登壇した。今回の田中弾劾演説にあたって中野は三

瓶にも接触し、石光とは前夜会って用意周到な準備をしていた。

中野は 1886年に福岡藩士の家に生まれた。「朝日新聞」記者を経て政界に転じ、その舌鋒は鋭く

名文家をもって知られ、政界でも注目の一匹狼的存在だった。太平洋戦争中に「戦時宰相論」を
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「朝日新聞」に投稿して時の首相、東条英機の逆鱗に触れ、憲兵隊に拘束されたあげく割腹自殺に

追い込まれた、その人である。

中野は田中問題を「シーメンス事件」以来の怪事件と位置づけ、シベリア出兵の機密費流用、金

塊の行方不明、莫大な預金証書の公債への変換などなどを言葉巧みに操って、政友会の腐乱だけで

なく、陸軍内部の腐敗をも攻撃した。そしていう。

「田中総裁が政友会に現れて以来、政界の動揺には常に金銭がある。金銭とともに壮士がある。金

を使い、壮士を使い、虚偽の宣伝を逞しくして政界を靡爛させているのは今日の政友会である。君

たちのやり方はすべて金銭本位といわれてもしかたがない」

当然に議場に怒号があふれ、騒然となる。しかし、中野ははたと議員たちをにらみつけながら言い

放つ。

「私は諸君がかくのごとく吠えるときに人間に吠えられているとは思わぬ。犬が吠えていると思う。

諸君のごとき漫罵を聞いても、私は毛頭恥じるところはない」

中野の暴露演説は翌日の新聞に大々的に取り上げられた。小山の作戦は図に当たったのである。

たとえば「朝日新聞」は「公金 400万円にからまる田中大将在職中の怪聞」「突如衆議院であばか

れた長州軍閥の醜状真相」の大見出しのもとに長文の記事を掲載。

「議場はもちろん政界に一大投石をなしたる観がある。しかし、ことここにいたれるいきさつは決

して一朝一夕ではなく、この裏面には軍閥の争闘、政党・官権・官僚の陰謀策謀が交錯しあって動

いてきたものが、ついに時の勢いに激発されて表面に現れた」と書いた。

しかし、中野が自らの演説に酔い、政府・与党が溜飲を下げたのもほんの一時だった。「朝日新

聞」が指摘したように、田中問題は政界を突き抜けて巨大な陸軍そのものを直撃していたからであ

る。もちろん、中野の指摘は正鵠を射ている。が、陸軍の反感を買ったことで、若槻内閣も憲政会

も腰砕けになってしまった。

激しい怒りをぶちまけたのが宇垣陸相である。本会議翌日の閣議の席で「憲政会幹部があのよう

な演説をさせたということは、党全体の陸軍に対する考えなのか。党の態度がそうならば、数十万

の軍人の先頭に立つ私としても考慮しなければならぬ」とすごんだ。

狼狽したのは若槻首相である。すぐに党幹部を呼んで協議、

「党内不統一の結果このような不始末となった。今後はこのようなことのないよう厳重に注意する」

と宇垣に陳謝した。中野も同僚議員を通じて

「恢弘会に乗せられて失態を演じてしまった」

と謝罪した。

陸軍の硬化を知って、ここは攻め時と政友会は欣喜雀躍した。同党幹部の秋田清は３月６日の予

算総会で宇垣に４日の中野演説について質問した。宇垣は石光の建白書は

「真偽未詳のことに自己の独断を加え、まるで事実であるかのようにいっているのだから、耳を

傾けることはできない」
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とし、三瓶の告発状を「荒唐無稽」と一刀のもとに切り捨てた。そして機密費問題について会計上

なんら不審のないことを強調して、中野演説を全面否定した。

秋田は次に若槻首相に質問の矢を向け

「陸相の発言をどう思うか」

と質した。首相が

「陸相の答弁には首相として責任を負う」

と答えたので、

「では、憲政会総裁として中野君の発言には責任を負うのか」

と秋田はたたみ掛けた。首相は

「党議として決定したものなら責任を負うが、中野発言は党議によらないものなので責任を負いか

ねる」

とかわした。中野演説は新聞をにぎわせただけで、議会では明確に否定されてしまったのである。

政友会は余勢を駆って３月８日、中野に自決を求める決議案を議会に提出して査問委員会を要請

した。

「神聖なる議場において荒唐無稽な言辞を弄して軍隊を中傷し、国民の疑惑をかもしだして国民

と軍隊の離間を企てた」

というのである。そして前年に中野がソ連を訪問したことを捉え、「ソ連から 10万円の宣伝費をも

らった」と中野に「露探」の汚名を着せようとした。

これこそ荒唐無稽のでっち上げで、査問委員会で否定されたが、軍部を批判するものはアカだと

する政友会の論理展開は、その後の議会に暗い影を投げた。議論を萎縮させ、軍部の横行を許す結

果になったからである。

議会で見苦しい泥仕合を繰り広げている間に、三瓶の告発を受けた東京地検は捜査に乗り出して

いた。政友会の壮士や憲兵の目を逃れるため、長野の湯田中温泉に身を隠していた三瓶は、大隈重

信の元秘書で雑誌『大観』編集長の相馬由也に付き添われて３月 16日、東京地検に出頭した。次

席検事の石田が事件を担当し、３日間にわたって三瓶から事情聴取した。

東京地検が動き出したと聞いて、川上も３月８日、田中、山梨に菅野軍務局長、松木高級副官を

加えた４将軍を告訴した。地検当局も関心を強く持ったようで、中島石雄と大河原重信の２検事を

石田の補佐につけて、徹底的に調べ始めた。

ところが、身を潜めて居場所を転々としていた三瓶の身柄が政友会の津雲国利に引き取られた。

そして

「悪魔に魅入られて自分の感情を政争の具にし、軍閥暗闘の傀儡となり、不逞の徒の私腹を肥やす

材料とさせられた」

との懺悔録を発表した。告発した内容はまったくのうそである、というのである。そして三瓶は池

上の本門寺に逃げ込んでしまった。
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事件はいったん、不起訴処分に傾いていったが、三瓶がまたまた転身して再告訴した。これを受

けて石田が精力的に再捜査している間に、怪死事件が起こったのである。そして年の瀬も押し迫っ

た 12月 28日、「証拠不十分にして不起訴」との処分が司法当局から公表された。

「石田怪死」事件とともに、「300万円事件」も全貌を明らかにされないまま封印された。

5．軍部を神聖化し、暴走を許した帝国議会

そもそも 300万円事件は、事実であれうわさであれ、いったいなぜ起こったのだろうか。300万

円といえば、現在の 30億円をはるかに超える大金である。田中が政友会総裁になるための持参金

としても、あまりに高額である。

300万円という数字には、実はいわく因縁がある。

清浦内閣時代に護憲３派が倒閣運動を進める中で、いっそのこと既成政党を解体して一大新党を

作ろうとする動きがあった。各派の策士が暗躍するうちに、田中がその新党党首のひとりに擬せら

れた。結党資金はなるべく大きいほうがよいとして、300万円のカラ景気がつけられた。結局、新

党は成らなかったが、このときの 300万円がいつの間にか一人歩きして、田中はすでに資金を調達

したとのうわさになって広がったらしい。

政治に莫大なカネがかかるようになったのは、政党政治が確立した大正時代になってからである。

政治ブローカーが暗躍して、ドブに捨てるとわかっていても政治家は選挙に勝つために保険をかけ

ねばならなかった。だから政党の指導者たるもの、子分を養うためにはそれなりの集金力が必要に

なる。政友会の原敬しかり、憲政会の加藤高明しかりである。

原のあとを継いで４代目政友会総裁になった高橋是清はカネ集めが苦手で結局、党首の座を追わ

れた。その後任に担ぎ出された田中は、当然に潤沢な資金を持っていると期待され、先の 300万円

のうわさに結びついた。

実際、田中は方々からカネを集めた。その大口の資金提供者が天下三大金貸しの一人、神戸の乾

新兵衛だった。政界雀は

「金貸しが担保なしにカネを貸すはずがない。田中は機密費の公債 300万円を担保にするためくす

ねた」

と想像たくましく仕立てあげた。後に乾は田中にカネを貸したことを認めている。しかし

「300万円なんて、そんな大きな金高ではおまへん」

と 300万円説を否定している。乾は「天下国家のため融通した」としているが、田中の政界引き出

しの黒幕、久原房之助が手形を切ったともいわれている。いずれにしろ公債の担保はなかったとみ

るのが順当だろう。そもそも公債を担保にするくらいならば、金貸しではなく三井、三菱の大銀行

で十分だからだ。

300万円事件を捜査した東京地検の最終意見なるものが『田中儀一伝記』に転載されている。

①陸軍省大臣官房に機密費と思われる預金通帳が多数あり、一時期は 200万円にも上った。しかし、
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田中義一の預金は一口もなく、三瓶が「ない」とした山梨次官の後任、尾野実信や軍務局長後任

の畑英太郎のものもある。彼らの異動の時期と照会すると、異動にともない継承されていること

がわかる。

② 1921年から 25年にかけて約 170万円の公債を購入しているが、畑の証言によれば、機密費とし

て必要なため公債に変換したもので、個人の使用に横領されたものはないという。また、金塊に

ついても風評の上に架空の憶測をたくましくしたに過ぎない。

③田中が乾新兵衛から百数十万円を借りたのは確かだが、公債を担保とした事実はない。

この意見書が本物かどうかは不明だが、取材にあたった元「朝日新聞」記者の熊川千代喜が小山検

事総長に確認したところ、「こういうものが部外に出るのは心外で、なんとも答えられない」と述

べたという。意見書の文言の詳細は別にして、少なくとも乾からの借財と機密費の関係については

「シロ」と判断せざるを得ない。

「300万円事件」が架空の創造物だったとしても、政治家の、とくに政党指導者の黒いうわさま

でが消えたわけではない。事件に触発されて新聞の話題をさらったように、熱いベールに包まれた

軍事機密費問題も、一度は解明しなければならない問題であった。

田中が政友会総裁に担がれるにあたって、相当のカネが動いたことはたくさんの傍証がある。政

友会が政権を奪取しようと、かつての仲間、政友本党に再統一を働きかけ、あるいは少数党を吸収

すべく莫大なカネがばらまいたことも事実である。

いったい、このカネはどこからどこへ流れていったのか。政治家が利権漁りに憂き身を費やして

いることは、しばしばスキャンダルとして新聞や雑誌に暴露され、議会でも取り上げられた。司法

当局の手も入ることもままあった。しかし、たいていはうやむやで終わり、本格的なメスが入らな

いままに現代まで続いている。

もうひとつの軍事機密費問題は、その後の国家予算を圧迫し、軍人を堕落させ、ひいては日本を

破滅に追いやった元凶であることを考えれば、「300万円事件」を機にもっともっと真剣に追及さ

れるべき問題であった。そういう機会がなかったわけではない。

たとえば翌年２月の決算委員会で、新政倶楽部の清瀬一郎が一軍曹の百数十円の使い込みをもと

にして、予算制度・会計制度の大局論から軍事機密費問題に切り込んだ。

清瀬は機密費が軍事秘密の裾野に隠れて浪費されているのに、議会が調査できないのは行政の立

法権の蹂躙だとする。とくにシベリア出兵にかかわる臨時軍事費の運用が極めて乱暴だったとして、

再び田中を攻撃した。しかし、清瀬は議場で政友会議員の暴行を受けたうえに、「非国民」呼ばわ

りされて追及は封じられてしまった。

結局帝国議会は自らの手足を縛ることで軍部を神聖化し、その横行を許し、そして日本を破滅に

導いていってしまった。その発端が「300万円事件」だった。

（参考文献は次回に掲載します）
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