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 東京というところをよく知らないもので、

年に二、三回しかこないのです。それで、き

てもすぐ帰ってしまうのです。こんなに交通

渋滞する場所だということを知りませんで、

時間が遅れましてすみません。どこを車が走

っているのかよく関係位置がわからないと

いうのは、まことにくたびれる。いま現在は、

たしか帝国ホテルだと聞いているのですが、

帝国ホテルというのは、このように電気がい

っぱいついているのかと、非常に珍しい感じ

です。 

 いまのご紹介の中に、私の『坂の上の雲』

が引き合いに出されました。それでいま急に

思いついた話を、今日は聞いていただきたい

と思います。 

 結論に近いことを先に申しあげますと、日

本人というのは、良い悪いは別として、情報

というものに対しては、何か非常に向かない

面を持った民衆のように思えます。プレス・

クラブでこのようなことをいうのは変では

ありますが、新聞社の社員教育にしても、「観

察せよ」ということは教えない。ニュースの

大小の方程式のようなものしか教えないと

いうのが国がらです。そこがヨーロッパ人と

は非常に違う。このようにいうことは私の妄

説かもしれません。しかし、ここ十五年ほど、

そんなことを思っているものですから、この

ことについて聞いていただきたいと思いま

す。 

 

『坂の上の雲』は面倒くさい小説だった 

『坂の上の雲』は非常に面倒くさい小説で

した。書き終わったところでも、何か真実を

書いたという感じがしない。というのは、書

くときに、事実関係などを間違ったら何もな

らないので、こまかなことにたいへんな精力

が要ったのです。たとえば、第何旅団は何月

何日どこにいた、というのを間違ってしまい

ますと、もうそれで全部だめになってしまう

ので、それを間違わないようにすることが、

たいへんしんどかった。それに、海軍という

ものを私は知らないものですから、海軍のこ

とに非常に気をつかって、これを根こそぎ調

べてみる必要があった。 

 あるときは、海軍の将校が腕に金筋を巻い

ているのはどういうわけか、気になって調べ

だす。すると、英国海軍の帆船時代に甲板士

官がマストにのぼるために短いロープを巻

いていたのが起源だ、ということがわかる。

当時の甲板士官の職業的な服装が金筋に装

飾化されたようなものです。あるいは、軍医

は、将校の待遇なのに、当直すると当直士官

というのはなぜかが気になる。兵学校出の将

校は当直すると当直将校というのです。士官

と将校とは英語では同じはずなのに、どうし

て違っているのか。そこで軍医というものは

どういう発生なのか、ということを調べてい

く。物好きな人もいていろいろ手伝ってはく

れましたが、調べていくと、結局、本当か嘘

かわからないところにゆきつく。 

海賊時代の英国海軍でも、やはり軍医の確

保には困ったらしい。地中海のどこか、島民

全員が、外科手術のできる村があったようで

す。そういう島に、夜こっそり行ってにわか

に上陸し、村人を略奪したらしい。船の中で

はかれらをオフィサーとして非常に優遇す

るが、かれらはその船を、またイギリス王国

を代表することはない、というようなことが

わかる。 

 日本の陸軍にはなぜ一年志願兵－のちの

幹部候補生の将校－があるのか、といったこ

とも調べました。これは、ドイツのユンカー

からできあがったドイツ陸軍のまる写しだ

ったらしい。士官学校出でない、ふつうの市

民生活をしているユンカーの人達が、戦争に

なって兵隊さんに行くという場合、農民の指

揮を受けることはできないので、そういうユ

ンカーの人達に、一年間だけ将校教育を施し

ていた。一年間では不満足なのですが、ユン

カーだから、下にくる兵隊さんもいうことを

聞く。そういうわけで一年志願兵制度ができ

た。日本は、明治以前も多分にそうですが、

おれもおまえも同じだという社会であって、

明治以後、本当の意味のユンカーに値するよ

うな、あるいは西洋の貴族に値するような存

在はなかった。にもかかわらず、そういう制

度だけが取り入られたわけです。 

 このようなことをいろいろ調べているう

ちに、キャプテン・フォンブロアーというイ
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ギリスの帆船時代最後の提督の本を手に入

れました。それは、「パーキンソンの法則」

で有名なパーキンソンという人が書いた伝

記で、この人は帆船時代の海軍気狂いです。

フォンブロアー提督の少年時代からの手紙、

日記、その他の記録を中心にまとめられたも

ので、いわゆる想像はあまり入ってない。 

 

フォンブロアー提督の少年時代の手紙 

 ネルソンが東郷平八郎に当たるとして、フ

ォンブロアー提督が誰に当たるのかはよく

わかりません。しかし、イギリス人は、ネル

ソンも愛するが、フォンブロアーのロビンフ

ッドのような才能、ロビンフッドのようなド

ラマチックな活躍のほうをより愛するよう

です。非常に軽い兵力を率いて敵を奇襲する、

才能のある非常に面白い提督だったようで

す。 

 帆船時代の将校教育というのは、新聞社で

いえば、全部給仕上がりをきたえるようなも

のだったらしい。ちょっといい少年を、どう

やってテストするのかよくわかりませんが、

将校当番のようにして船に乗せるだけが、当

時の兵学校です。その伝統は、ずっとのちま

で続くようですが、そうした少年のひとり、

フォンブロアーは、十四歳か十五歳のときに

帆船に乗せられて将校の当番をしたり、雑用

をしたりする。やがては少尉候補生になるの

ですが、そのあいだに水兵たちにいじめられ

たり、いろいろな経験をする。かれは地中海

の島々、港々の面白い景色を克明に書いて、

母親に手紙を出している。十四から十六歳く

らいまでのあいだの手紙です。かれの生まれ

た環境は貴族でも何でもない。流れ者の小商

人の子にすぎない。それほど教育のある家庭

だったとも思えない。ところが、そのかれの

文章が実にいいのです。 

 この港はこういう港で、こういう山があっ

て、島にはこんな感じの風物がある、という

ように、それこそ油絵と同じ遠近法があり、

アクセントがある。油絵に対角線を引くと、

どんな油絵でも、どのような名画でも、ぴた

り対角線は引ける。そのような造形性がぴち

っとしているのです。無教養な少年が、母親、

つまり、たったひとりの読者に手紙を出すの

に、社会性とか政治性というようなもの、単

なる地理性だけではないものまで盛り込ん

で手紙を出している。私どもが子どもで、も

し母親に手紙を出すとしても、自分の身の回

り程度のことしか書けないでしょう。ところ

が、かれは、確実に客観的な情報を送ってい

るわけです。情報を送るということが、イギ

リス人の民族性にまでなっているのだろう

かとさえ、考えさせられます。 

 考えてみると、いまでもロンドンは、ヨー

ロッパの情報の掻き集め場所というにふさ

わしい。新聞社も一番の重要な地点として人

間を配置しているようです。イギリスという

ところは、情報によって浮上しているような

感じがあります。 

 ところで、フォンブロアーに話を返すと、

イギリス人としてのこの情報能力のすごさ

というのは、訓練によって身につけられてい

るのです。しかも、その訓練というのは、プ

ロとしてのものではない。かれは新聞記者と

しての少年給仕ではなくて、海軍の生徒とし

ての少年給仕です。したがって、職業上そう

いう特別な訓練の義務はない。にもかかわら

ず、ただ単に、母親に元気だ、というだけの

ことをいう手紙が、すべてちゃんとした報告

となっているのです。 

 

遊牧では冬をどこで過ごすかが命がけ 

 私はそのとき、遊牧民のことを考えました。

ご存じのように、遊牧というのは、人類が発

明した集団の生き方としては、割り合い新し

いものです。紀元前１００年くらい前に発明

したものであって、農業よりもずっと新しい。

その当時でいえば、非常にモダンで、近代的

な生き方です。きっと、いろいろな集団が村

ごと参加して、あのような遊牧生活というも

のができたのだろうと思います。これは、南

ロシアにいたイラン系のスキタイという民

族が最初に発明した、といわれています。そ

して、いまだにアラビアとモンゴルには残っ

ている暮らし方です。 

 遊牧生活では、要するに、冬をどこで過ご

すかということが、命がけの問題になります。
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このことはヨーロッパ人は全部、自分達の祖

先の時代に経験したはずです。冬、草の青い

ところを探さないと、自分の一村の羊が全部

死滅しますから、気候とか、その他のことを

キャップは判断しなければならない。だから、

遊牧民族のキャップはすべて有能です。家柄

でなるというよりも、みな選挙で、あるいは

自然と選ばれて、ボスになる。そしてこのボ

スが偵察員を使うわけです。 

 どこに行けば草が多いか――。それは三百

里先であっても、千里先であってもよい。偵

察員を二十人も三十人も出すのだろうと思

います。偵察員は、むろんキャップが能力を

考え、セレクトして、誰それが行け、という

ことになっている。持って帰ってくる情報は、

キャップが予断していることとおよそ逆な

こともいっぱい含んでいると思います。普通、

日本人の場合ですと、自分の思ったとおりで

ないと、その情報に対して怒り出すものであ

りますが、そのようなことはまったく思いも

よらないほど、客観的な情報そのものが重々

しく扱われる。情報というものが命がけで尊

ばれ、一族の生存を賭けて重んじられている。

五種類ぐらいまで情報を絞って、最後は、キ

ャップが神様にでも祈って、ひとつだけ採用

する。そして、長々と旅を続けて、谷間の向

こうの青い草のある場所まで行くのだろう

と思います。行って、草が何かの事情で枯れ

てしまっていたとしたら、その一族は死滅す

るだけであります。 

 こういう風にしてできあがった文明、とい

うほど大げさではないかもしれませんが、考

え方の伝統は、ヨーロッパにも、中国にも、

たぶんそういう気（け）のあるところにはあ

る、と思うのです。日本の社会は、考古学者

が縄文式時代のことをいろいろいいますが、

縄文式時代がわれわれと接続している部分

は比較的少ない。われわれは圧倒的に弥生時

代の人間です。稲作が入ってきたときにわれ

われの社会ができ、われわれの意識ができあ

がったのだろうと思います。 

 

ありがたい稲作文化のマイナス面 

 稲作が入ってきたのは、ご存じのように紀

元前、そのちょっと前らしい。どこから入っ

てきたかというと、揚子江の南の方からきた

らしい。揚子江の南には越人がいたわけで、

これは漢民族ではない。北方の黄河の地域で

発生した民族が漢民族だとすれば、揚子江以

南の人間は、少なくとも漢の高祖が項羽を滅

ぼすまでは異民族だった、というべきでしょ

う。その後もかれらは長いあいだ異民族とい

われていましたが、われわれと似た顔をし、

背も小さくて、とにかく日本人とよく似てい

ます。その連中は、いまのインドシナ半島あ

たり、あるいはインドの北のあたりで発見さ

れたらしい稲作の技術を持って、揚子江以南

まではびこっていったようです。五月のころ

にメコンデルタ、あるいは揚子江付近が長雨

で泥になってしまう。そこへ、ぽんぽんと稲

を植えておけば、それで実るわけです。やが

ては畦を作り、水を張って、人工的に泥を作

って田植えをする。メコンデルタの泥状況を

作れば、それで稲作はできあがる。 

 こんなに便利なものはない。誰が発見して

くれたのかわかりませんが、こんなにたくさ

んの人間が食べていける食べ方はほかにな

い。話は飛びますが、ずいぶん昔に見たので

いつのことだったか忘れましたが、こういう

統計を見たことがある。日本の源平合戦があ

ったころの人口密度は意外に高かった。八百

万人から九百万人いたらしい。日本列島の二

割がその当時の耕地面積だとすると、そこで

八百万人が暮らせるというのは、ヨーロッパ

では奇跡らしい。人間が一町歩当たりどのく

らい暮らせるかというと、稲作なら五人が暮

らせるのに対して、半農半牧のヨーロッパ式

の暮らしでは、一人でも食ってゆけないとい

うようなことであります。これに比べれば、

稲の適地である日本は、弥生式以来、本当に

ありがたい思いをしているわけであります。 

 ところが、これが情報の問題に移ると、あ

りがたいとばかりはいってはおれなくなる。

たとえば、庄屋がいて、となりの村が攻めて

くるかもしれない、あるいは二十里向こうの

村が攻めてくるかもしれない、という情報を

誰か番頭でも聞いたとする。庄屋に伝えて、

「警戒して防御しましょう」というと、庄屋

は血相を変えて、「おまえ、それは誰にもい
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うな。いうと、村内の秩序にかかわるから、

そんなことは嘘だ。たとえ本当であったとし

ても、誰にもいうな」というようなことにな

る。 

 そうなるのももっともでして、稲というも

のは、そのような情報とは関係なしに育つわ

けです。われわれは、何も情報とは関係なし

に稲の育つ生産社会に二千年生きてきて、そ

れによって宗教も、信仰も、習慣も、社会生

活もでき、そして慣習法的なものもできた。

われわれの血肉にまでなっているのが稲作

百姓の感覚であります。われわれがいま、い

かに工業社会であるといっても、感覚として

は稲作百姓の伝統を、おそらく、あと何百年

も続けていくのだろうと思います。 

 そういう社会では、情報というものは、非

常に軽いものとして扱われるか、あるいはあ

る種の政治的目的によって、容易に、また勝

手に改造され、宣伝されるものとなりやすい。

とにかく、三角定規は三角であり、水は流れ

るものであり、鉄は重いものだ、という普通

のリアリズムが、われわれの感覚における情

報では、なかなかすなおには受け入れられな

い。何か味付けされてしまうか、それとも庄

屋さんのところでのように握り潰されてし

まうかする。明治以降、西洋文化が入ってき

てからは、情報というものは大事らしいぞと

か、情報を日々採集して発表しているのが新

聞だぞとかいうことになっておりますが、果

たして情報にそれだけ峻厳な重みを感じた

ことが、先祖以来のわれわれの歴史にあった

のだろうかと思ってみますが、やはりそれは

ないのではないかと思うのです。 

 

ノモンハンと恐ソ病 

 私は、兵隊さんに一時とられていました。

ノモンハン事件の当時は、まだそうではあり

ませんでしたが、この事件は、私がいた兵隊

さんのグループの中でも非常に深刻なもの

として受けとめられていたものですから、一

生に一度はノモンハンのことを書きたいと

思って、昔から調べてはいます。だんだん関

係の人がなくなっていくので、いろいろな人

に会いに行かなければいけないと、あわてて

思いながらも、何人にも会えずにあせってい

ます。 

 そこで、日本がどういうスパイ活動、どう

いう情報活動をしていたかが興味深い。つま

り、ノモンハンの戦場でふたをあけてみると、

敵側にたいへんな近代陸軍がいるのに対し

て、こちら側は元亀天正のままの陸軍にほか

ならなかったのが実情だった。そのことが、

前もってはわからなかったのです。 

 私どもの子どものときには「兵隊さんが戦

争を起こしたんだし、兵隊さんはプロなのだ

から、負けることはない。兵隊さんはいろい

ろなことを知っているはずだ」と信じていた

ものです。しかし、これは大いに間違ってい

た。兵隊さんでありプロであるという人に、

私はお目にかかったことがないのです。兵隊

さんが軍事学のプロだというようなことは

まったくないのであって、あれは単なる役人

なのです。自分の発言が、自分の昇進にどう

響くかということだけを気にしている人た

ちであって、それ以外の人たちはいなかった

のではないかという感じだけが強いのです。 

 ノモンハンを引き起こしたのは、陸軍大学

の卒業生だということです。そこで、その卒

業生ばかりを訪ねてみました。それだけでは

なく、そもそも陸軍大学はどのような学校で、

どんなことを教えていたのかも調べてみた。

また、陸軍大学の卒業生が参謀本部に入りま

すので、参謀本部は昼ごはんをどこで食って

いたのか、というようなことを聞いてみまし

た。すると、上野の精養軒から運んできた弁

当を食っていたというのです。その値段はた

しか十銭でしたが、実質は七十銭ぐらいの食

事が入っている。精養軒の犠牲なのです。精

養軒は名誉だと思っていたのでしょう。おか

もちで持ってきたとかいいます。そのほか、

その人たちの人事感覚なども聞いてみる。こ

れでは、なかなかノモンハンにまでは至らな

いですな――。 

 しかし、どう聞いてみても、ノモンハンで

どうしてあんなことになったのかがわから

ない。ソ連のことがどうしてわからなかった

か。モスクワには駐在武官もいた。昔から東

京の陸軍幼年学校ではロシア語を教えます

から、ロシア語専攻の将校が駐在武官として
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行くのであれば、言葉の不自由もない。そう

いう連中がソ連陸軍の現状が往年の日露戦

争のロシアにあらずと、逐一報告してきてい

るはずじゃないですか、と聞いてみる。する

と、やはり報告はしているのです。また、任

期が終わって東京に帰ってきたりする武官

が、ソ連の現状について仲間には話をしてい

るのです。しかし、「ソ連は往年のロシアで

はない。あれはこわいぞ。これだけの機械化

をしている」といったら、そういった人は没

落した、というのです。恐ソ病というレッテ

ルを貼られて、中将になれるところが少将ど

まりになってしまうのだそうです。どうも、

そうなることに例外はなかったような感じ

であります。 

 ノモンハンを担当したのは、たまたまその

現場に居合わせた安ものの師団であって、寄

せ集めの、嫁さんとか子どものいる年寄りを

応召で集めてきた、新編成の師団であったら

しい。その中将はかつてモスクワ駐在員だっ

た。この人は自分がちゃんとした報告をしな

かったがために、結果として自分でひどい目

にあっているわけでありますから、いい気味

であります。つまり、ソ連の陸軍の実情をま

ったく報告していない。また、報告しても、

その受け手、つまりデスクが握り潰すのです。

恐ソ病というレッテルを貼られると、もうま

ったく浮かばれなくなるからです。 

 あの作戦は、辻政信がやったといってもい

い。この三十四、五歳の自信過剰の異常人が

強引にやったもののようです。ところが負け

た責任は全部現場の連隊長にとらせている。

自決させているわけです。日本陸軍の形式主

義というのはそういうものであって、陸大出

の将校が敵の捕虜になりかねない羽目にな

っても自決はさせられませんが、士官学校出

は自決させられることになっている。これは

不文律で、部外には漏れないようになってい

る。単に自発的に自決した、ということにな

る。ところが実情は、非常な抵抗をして、ノ

モンハン後方の天幕の中で、みんなピストル

で死んだのです。 

 私が訪ねていった歩兵連隊長は、ひとりだ

け自決を免れたのですが、クビになり、予備

軍に編入された。この人も陸軍大学校出てい

るのですから、普通は怠けていても少将にま

で行けるのですが、大佐でクビになった。こ

の人の日本陸軍に対する憎悪というのは異

様なのですが、そうかといって、広がりがな

い。軍人というのは出世欲の固まりですから、

自分の出世を止められたということだけの

憎悪なのです。 

 この人は、ノモンハンでにわかに連隊長を

やるというような悲劇にあったのです。しか

し、その前は特務機関長でした。特務機関長

のような、一種生ぬるい、兵隊の指揮をしな

い職の人が、いきなり兵隊の指揮をさせられ

ることになったのも気の毒だとは思います。

かれは、東北地方、昔、満州といったところ

の北の方、黒竜江のそばの黒河（現・アイフ

ェ）という町で特務機関長をしていた。黒河

の特務機関長というのは、安ものの特務機関

で、ハルピンに置かれている本家の特務機関

に対するブランチのひとつであります。ブラ

ンチには特務機関長、それに正規の軍人がい

ることもある。これは、雇っているのは別と

して、本当の参謀本部員であります。本来な

ら東京で縄のついた服を着ている人間が現

地にいる。そういう形になっている。 

 

人民が小さいままでの明治維新 

 情報の機関とされている特務機関という

ものは、なぜできたのでしょうか。日本では、

明治維新の時の非常な被害妄想からできあ

がったらしい。 

 毛沢東さんの言葉でいうと、“外圧”――

ヨーロッパから侵略を受けるかもしれない

ということが内部に影響して起こった革命

が明治維新です。しかし、自前の革命ですか

ら、当然、世界の大思想と関係するところが

少ない。中江兆民はたしか明治八年十二月に

東京の神田で塾を開き、そこで初めてルソー

の思想が日本に定着しはじめる。ルソーの思

想でも、スペンサーのでも何でもよい。マル

クスとまでいかなくとも、何でもいいから、

こうした世界の思想が、安政年間か嘉永以前、

あるいは天保年間に日本に入っていれば、幕

末における革命は単純なものでなくなり、非

常に面白いものになったと思う。われわれが
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世界把握をしやすい国内情勢になっただろ

う。つまり、人が中心であり、国家はその次

にきたものであって、国家は少し遠慮するべ

きだとか、あるいは国家は威張るところは威

張ってもよいが、何々はすべきではない、と

かいうような、きちっとしたものができたは

ずなのです。しかし、世界の普遍的な思想が

くることなしで革命をしたものですから、形

だけヨーロッパと同じように、方々を侵略し

て国を立てなければいけない、というような

ことだけになってしまった。人民というもの

はいなくて、国民があればいい、国民という

ものはとにかく国家に参加しているだけで

いいのだ、というようなことになってしまっ

た。昭和期に入ってからのような極端なもの

ではありませんが、それでも江戸期から続い

ている。人民が小さくなっているような感じ

の状態のまま、明治維新は起こったわけです。 

 人民と国家の関係は、日本ではとくに面白

い問題です。これはまったく余談ですが、日

本では大化改新のときに中国風の国家をと

り入れて、初めて国家ができる。ところが国

号の「日本」というのは中国語です。中国語

で国号を名乗るというのはおかしいのです。

とくに、中国に対して名乗っているだけなの

ですから。しかし、そこからやがて「われわ

れは日本であります」といい出すようになる。 

 中国は律令体制を、国家を作るのに便利だ

というので採用した。しかし中国では、律令

体制以前に、もともと住民がいた。そのあと

に山口組のようなものが出てきて国家を作

るわけです。しかし、初めから人民がいて田

畑があったということが大切です。 

 ところが、日本の大化改新のときは、ちょ

うど古墳時代の最後ぐらいです。古墳時代に

は少しは鉄器が入っていましたから、ある程

度は大きな農業もあったでしょう。しかし、

それもたかの知れたものであります。鉄器生

産は、六世紀から日本でもできるようになっ

た、といわれております。しかし、当時の鍬

はどんなものかというと、全部が鉄ではなく

て木の鍬に一部分だけ鉄を付けたものです。

昔はよく歯医者さんが、歯の先や回りだけ、

額縁みたいに金を入れてくれましたが、あの

ような鍬であります。それも、百姓がみなひ

とりずつ持っているというわけではない。豪

族が毎日、夜は蔵にしまっておき、朝になる

と出して、夕方まで百姓に貸すわけです。 

 その程度の農業生産で、そのあげくの果て

の大化改新の成立です。ここでは一応、大化

改新の成立という便宜上の言葉を使ってお

きます。そもそも大化改新とは、それがあっ

たとか、なかったとかいう議論まであるくら

のものです。そこで、讃岐の国ならそこの国

衙が鍬をもっておる。また、安房の国、武蔵

の国というように、国々の倉庫に入っていく

ようになり、さらに国衙から郡衙へと、しだ

いに鍬が普及していく。このように、土地開

発公団あるいは農地開発公団とでもいうべ

きなのが、日本の律令国家だった。人民は田

畑を貸してもらって田畑を耕すが、班田収授

の法ですから国家の店子みたいなものです。

これがわれわれの国家体系の最初のものな

のです。したがって、国家というのは、初め

から基本的に重いものであって、明治維新成

立のときにも、国家がたいへんな重量をもっ

て成立した点では変わらない。むしろ、徳川

政権よりもはるかに重い国家ができあがっ

たのです。 

 

参謀本部は天皇の幕僚 

 征韓論が現れたころ、西郷は自分の弟子二

人、三人を朝鮮半島、その他にスパイに出し

ている。 

 日清戦争のころには、もう日本の陸軍も整

理されており、参謀本部の半分以上は洗濯夫

に化けたり、農民に化けたりして現地に入っ

ております。日清戦争の前も同じです。『坂

の上の雲』では立証がむずかしいので書くの

はやめたのですが、実は、秋山好古も戦争の

前に、スパイになって現地に入っております。

予定戦場は遼東半島のこのへんなんだとい

う見当がついておりますから、地形を見るた

めに洗濯夫のようにして入っています。事柄

が事柄ですから、これまでは絶対に活字には

出なかったけれども、貴族の方、お年寄りな

どはご存じなのです。秋山真之も、海軍です

が、旅順港付近に、やはり洗濯夫で入ってい

る。 
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 参謀本部および海軍軍令部のスタッフた

ちが、戦争の前はスパイになって現地に行く

というもうひとつの習慣が、日清・日露戦争

を通じてできたわけです。それの定着したの

が特務機関なのでしょう。だから、特務機関

というものは、参謀本部直接のものであって、

たとえ旧満州にあったとしても、関東軍司令

部の支配を受けるわけではない。東京の参謀

本部下にある。というより、その出店――常

駐している支局なのであります。 

 そこで、この参謀本部は何だ、ということ

になる。ところが、こう考えてみると、ここ

から向こうは昭和史の魔法の森のようなと

ころに入ってしまう。 

 われわれはお互いに、たしかに昭和二十年

以前を生きてきたはずです。昭和二十年以前

にも日本国籍を持ち、そのへんを走り回って

いたはずです。ところが、ふり返りますと、

昭和元年から昭和二十年までのあいだは、魔

法の森のような感じがしてよくわからない。

自分が属していたくせに、あの時代は何だっ

たのだろう、と途方に暮れる。皆さんもそう

だと思いますが、後藤又兵衛などの活躍する

時代のほうが、ずっと親しく感じられる。そ

のほうが、隣のおじさんのように人情が通い、

理屈が通い、リアリズムが通ってくるわけで

あります。戦国時代のほうが、よほどいまの

隣りなのだ、という感じであります。昭和元

年から昭和二十年までが、日本の歴史の中で

いちばん変な時代だった。 

 私はこの魔法の森の謎を解くカギを持っ

ていないのです。ですから、これを小説にす

るのはきわめて困難です。ノモンハンのこと

を調べているといいながら、ただ調べている

だけで、書く能力はまだ持っていないわけで

あります。魔法の森の秘密は、むろん、左翼

や右翼の人がいう“絶対天皇制の何とか、か

んとか……”だけでは、普通に飯を食って生

きている人間としてのわれわれのリアリズ

ムが納得しない。よくわかるような方法はな

いものだろうかと、いまでも思う。しかし、

それはやはりむずかしい。 

 参謀本部のスタッフというものは、少将で

あろうが中佐、少佐であろうが、いちばん下

の大尉であろうが、平等に天皇の幕僚です。

天皇といっても、当時の大元帥という面での

天皇です。そして旧憲法の第十一条、統帥権

の保持者としての天皇です。具体的には天皇

はどこにいるのかわからない。しかし、参謀

本部のスタッフだけは明確に存在しており、

それが天皇の統帥権を握っている。 

統帥権の歴史は新しいものです。にわかに

勃興し、三権分立をもこわしてしまうことに

なる。この大きな権力を、陸軍省ではなく、

参謀本部が握ったわけです。なぜ参謀本部が

握ったかというと、かれらが天皇の幕僚だか

らなのです。陸軍省の何とか課長は、天皇の

幕僚ではなく単なる軍人であります。参謀本

部は、大尉の参謀でも、全部、天皇の幕僚で

す。その参謀本部が日清・日露戦争のときの

経験で、スパイを外地に送ったり、常駐させ

たりしてきた。それが特務機関であります。 

 もと黒河の特務機関長で、のちにノモンハ

ンに出て行った大佐と会ったときの話にも

どります。いくら昔のことであっても、会っ

てみれば、この人は特務機関長とかスパイと

かになれる人ではない、ということはわかり

ます。この人と、二日か三日ほどつき合いま

した。 

 ロシア語をやった人なら簡単に発音でき

るのですが、私にはうまく発音できないブラ

ゴベシチェンスクという名前の町が、黒竜江

を挟んで黒河と向かいあいにある。中国人た

ちは二つの町を行き来していて、ひとつ町だ

と思っている。ところが、ブラゴベシチェン

スクは、“ひとつ山越しゃ他国の星よ”とい

う流行歌どおりで、ソ連領です。満州国領事

館がその町にあるのであります。 

 その満州国領事館に、参謀本部の陸大出の

陸軍少佐が副領事として化けて行き、スパイ

をしていたそうです。スパイをするといって

も、そう目立っては活動できませんから、そ

のへんに駐屯しているソ連陸軍の連隊のお

祝い日などに招かれたりするのを利用する

程度です。兵隊さんのお祝いは閲兵式が多い。

したがって、たくさんの立派な兵器が出てく

る。その兵隊や兵器の数を頭で記憶しておき、

晩になると川を渡って向かいの黒河の特務

機関長のところに知らせる。ところが知らせ

たところで、どうということはないらしいの
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です。黒河の特務機関長はあわてて東京へ知

らせる。しかしナシのつぶてだそうです。何

にも反応がないのだそうです。東京の参謀本

部のどこかのセンターがその情報を扱って

いたようですが、報告は単に埃をかぶってい

くだけのようです。 

 あるとき、その少佐のスパイがソ連の陸軍

画報を手に入れてきて、黒河の特務機関長に

渡した。「これはたいへんなものだ」と大喜

びです。こんな滑稽な話はないと思う。日本

にも戦前、少年にミリタリズムを普及するた

めにグラフがありました。『陸軍画報』とい

うのはその手のグラフです。陸軍少佐で、陸

軍大学を出た秀才が、わざわざ満州国副領事

に化けて対岸のシベリアに駐在しつづけた

あげく、やっと手に入れたものがその手のグ

ラフです。日本人というのは、なかなかスパ

イなどできないのです。 

 黒河の特務機関長がそれを参謀本部に届

けますと、東京の反応は実に冷淡で、「こん

なものは宣伝用ではないか。勝手に景気のい

いことばかり写真に写してあるだけで、日本

にだってあるものじゃないか」。しかし、そ

の中に出ている数の戦車が全部、翌年のノモ

ンハンの戦場に出てくる。そこに行った日本

の兵隊さんの七割五分を死傷させてしまう

わけであります。一戦場で七割五分の死傷者

が出たという損害は、そのまえにもあとにも

歴史にはないことではないでしょうか。ひと

つの戦場で三割死傷したら、上の指揮官の命

令を聞かずに現場の指揮官は退却すること

ができる、というのがヨーロッパではひとつ

の鉄則であります。三割もそのへんでバタバ

タ倒れると、みんな死んだような錯覚になる

ぐらいのたいへんな騒ぎになります。それが

七割五分にものぼる死傷者を出したのです。

ソ連の“陸軍画報”に載っていた戦車にやら

れたのです。 

 陸軍画報に対する反応、価値判断の甘さが、

あのような惨事を招いた。わが国の『陸軍画

報』のようなものだ、といって、ポンとごみ

箱に放り込んだのだそうです。その陸軍大佐

はたまたま出張のときに持っていったもの

ですから、その光景までありありと覚えてい

るわけです。 

驚くべきリアリズムの欠如 

 もうひとつ調べたことをお話しします。終

戦のとき陸軍少佐で、私が兵隊さんにとられ

たころはずっと上のほうにいた方と私はち

ょっとした知り合いなのです。あるときその

方に、「あなたはノモンハンに関係しました

か」と聞くと、「関係しました」ということ

です。この人は戦車隊におりました。士官学

校は歩兵科を出ましたが、それを出るころ、

戦車科ができ、「おまえ、歩兵を習ったけれ

ども、千葉の戦車学校に行って習い直せ」と

いうことで、少尉になってから戦車学校に行

って特別の訓練を何人かで受けた。所属は、

戦車第三連隊か四連隊です。吉丸戦車連隊に

所属していた。この戦車隊はノモンハンで全

滅した。ほとんど敵に損傷を与えることなく

全滅したわけです。 

 この千葉戦車学校に私の知人が行ってい

たときに、吉丸連隊全滅というような報道ま

では入らなかったようですが、ノモンハンで

戦争が起こったらしいということは伝わっ

た。「おまえ、すぐ行け」ということになる。

学生の身分なのですが、ハイラルからノモン

ハンへ行く。そしてたった数日前にやられた

ばかりの戦場に着いた。それは不思議なもの

だそうです。中隊長をやっていた大尉がこわ

れた戦車のところにどっかと放心状態で座

っている。兵隊は瞳孔が開いたままです。そ

こらへんはスクラップだらけです。その当時

はまだ、こちら側の鋼が悪いものですから、

敵の鉄砲の弾が砲塔をかすめただけで、その

こすれた跡は銀色に光ってしまって、鉄とい

うようなものではないわけです。 

 晩になると、学生だからすぐ千葉へ帰れ、

ということになる。朝令暮改のようなもので

す。千葉の戦車学校には将校集会所－明治以

後、ドイツ陸軍をまねた将校さんのクラブが

ある。将校さんは昼飯をそこで食うことにな

っている。私の知人が千葉に帰ると、ノモン

ハンを見てきたのだから将校集会所で話を

せよ、ということになった。そこで弱輩の少

尉が先輩たちの前で、ただ目撃者だという資

格で見てきたことを話した。「日本の戦車は

とてもダメだ」。こう伝えることは情報であ

って、ヨーロッパを成立せしめている精神、
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リアリズムであります。 

 ところが私はびっくりしてしまいました。

あまり驚いたのでその人の名前を聞き、よく

覚えています。その人には著書もあり、私は

それを買いました。岐阜県出身の、陸大を二

番で出てあとは大将になるだけという、当時

の東京の参謀本部、当時の大本営詰めの少佐

が、そこで話を聞いていたのです。戦車学校

の将校たちの横で聞いていましたが、少尉の

話が終わるやいなや、立ち上がると演壇にや

ってきて、「ただいま○○少尉がいったこと

は全部嘘である」とやった、というのです…

…。 

 その人はノモンハンの現場をふんだわけ

でも何でもない。その人は歩兵科の出身であ

り、戦車学校には何かの戦術教育をしにきて

いるだけで、戦車を知っているわけでもない。

ところが、「わが国の戦車はソ連の戦車に比

べて武装も装甲も優れている」。 

 これこそ全部嘘であります。数字を見れば

わかる。「ただ、吉丸戦車連隊長以下の戦術

が悪かったために、かれらは全滅した。かれ

らが悪いのであって、わが国の戦車が悪いの

ではない」。 

 戦車学校は、そののち日本が拡充しようと

している機甲師団の核を育成するところで

す。若い中堅の将校たちに幻滅感、絶望感を

与えないための話だったのでしょう。しかし、

それにしても、「嘘である」というのはどう

でしょうか。これは要するに庄屋の理屈であ

ります。以上は、昭和十四年、ノモンハンの

話であります。 

 さて、私は、中国問題についてはみなさん

と少しずつ意見が違うかもしれません。中国

人は、とにかく飯が食えればいい、それが一

番めでたい、と考えている。そういうたった

ひとつのことに基礎を置いている中国観を

持っております。中国では、何が起ころうと

も、飯が食えていればいい、ただ飯が食えな

くなる以前に戻るのはいけない、というだけ

であります。 

 それにしても、日本の新聞の北京からの報

道はよその国に劣る。フランスの通信社に劣

るとか、いろいろいわれております。が、も

っとも重要なことは、われわれが昔から情報

というものを送るのに慣れていないという

ことであります。そして情報を外報部次長が

受ける場合に、こんな変なことだとわが社の

方針にかかわるとか、今後の日中親善にひび

がいく、とかいって、これをボツにするとい

うこともあるでしょう。気にいらない情報こ

そ情報なのだというような精神は、二千年来、

弥生式稲作農法を営んできましたから、もと

もとないのであります。 

 このことは、何も新聞社についてだけいっ

ているわけではありません。われわれの基本

の精神、伝統の中にそれがあるわけでありま

す。これは今後やめなければいけない。とい

うより、だんだん改まっていかざるを得ない

だろうというだけの話を、きょうはしている

わけであります。工業社会になって、加工で

食っていく以外には、食いものもなければ、

鉱物資源もない国なのですからなおさらで

す。 

 稲作農法が人口をたくさん養うことがで

きたために、日本の人口はふえました。いま、

お米離れとか何とかいっておりますが、また、

だんだんお米戻りしていくにちがいないの

です。こんな狭い島でこれだけ人口がふえて

しまっているのはどうしようもない。しかも、

米というのはある程度完全食品です。これを

食っていれば、七十歳ぐらいまではピンピン

働ける。それぐらいのエネルギーをわれわれ

は持っている。そして社会を維持していくに

は、やはり加工工業を続けるしかしようがな

い。そうなると、米に頼るにしても、日本が

いちばん情報を必要とする社会になってし

まったことになる。情報面では稲作の庄屋さ

んの感覚ではどうしようもない。 

 そのくせ、その能力としては、二千年の開

きがヨーロッパ人とのあいだにある。フラン

ス人の記者には、どんなものを見ても、これ

は三角だ、これはマルだ、といいきり、これ

は送らなければいけない、と考えるようなも

のがある。イギリス人には、どんなものを描

写しても、遠近法によって凹凸を明らかにす

る立体感や対角線の引ける造形性がある。昔

の海軍の十四歳の給仕でさえ、いまなお読む

に足る、いま私が読んでもその状況を想い浮
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かべることができる手紙を、母親に書いて出

していた。名文ではありません。当人が一生、

文章家といわれたことはない人です。それで

も観察能力が身についていた。こうした能力

がいますぐわれわれの身につくでしょうか。

そうはいかないのではないでしょうか。 

 しかし、そうなるように徐々にでももって

いかないと、日本は壊れてしまうのではない

か、と恐れる。自民党のいまの状態のもとで

も、非常に営利的な週刊誌の中で、ちゃんと

した報道、非常にキラキラした報道の行われ

ていることがある。かえってそれは大新聞で

はむずかしい。諸価値をいろいろ考えなけれ

ばいけないのだという庄屋の論理がむろん

あるのですが、それにもまして、情報がいち

ばん大事なのだという精神の不足が大きい。

それがわれわれには伝統的にない。 

 

観察するに耐える知性と度胸 

 情報の前には観察することがあり、観察を

する前には、観察をするに耐える知性と度胸

のようなものを養う必要があります。たった

ひとつこの面を備えることだけが新聞記者

の能力として求められるのにもかかわらず、

新聞社の新人教育ではこういうことはあま

りいわれたことがない。やはり庄屋さんが自

分のところの手代を育てるように稲作庄屋

の伝統できた、というのが日本の新聞の本質

だろうと思うのであります。 

この本質は、日本の新聞だけではなくて、

参謀本部の本質でもあった。そのために太平

洋戦争を起こしたわけだし、おそらくこれか

らもわれわれは失敗していくだろう。そのた

めに、われわれは、新聞だけでなくて、銀行

も、商社も、大学も、そして他のところも全

部、失敗していくだろう。 

 観察ができない、リアリズムが確立してな

い、情報というものに対する神聖観がないと

いう、この三大欠点。この三つの欠点をひと

つにまとめた言葉があればいちばんいいの

ですが、それがわれわれには大きく欠落して

いる。いまさら急にこれをどうこうせよとい

うことは無理でしょう。われわれの次の世代

ぐらいからはだんだんとうまくなっていく

のだろうとは思うのです。また、そうなって

いかなければ壊れるだけです。壊れるだけと

いうのは、危機感でいっているのではない。

過去に何べんも壊れてきたわけで、また同じ

ように壊れるわけであります。しかし、われ

われの欠点はこういうものだということを

しっかり認識するだけでも、われわれは少し

は前進できるのではないでしょうか。 

 つまり、情報を重視し、観察を重視し、し

っかりした認識力をもつ態度がいま急に身

につかなくとも、そうした態度の弱いところ

が欠点だという認識を深めるだけでも、前進

することはできるのではないかと思って、き

ょうはそういう話を聞いていただいたわけ

であります。どうもありがとうございました。 

（文責・編集部） 
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