不遇だった
大活 躍した明石元二郎 に匹敵 す る貢献をした男は戦後︑

司馬還太郎が描かなかった日露戦争
オ７ サー﹂
■つ一
人のインテリジエンス・
﹁
﹃
坂 の上の雲﹄が描 かれた当
時︑秋山兄弟をほとんど の日
ーナリ ストの手嶋龍 一氏 は︑

中 で記して いるが︑外一
基ンャ

のひと つは明石にある﹂と作

て の道を ひた走 って いた︒だ

果実を堪能 し︑経済大国と し

だ知 らな い日本 は高度成 長 の

だ った︒ オイ ルシ ョ ックをま

合わせて何事 かを成す ことが
できた時代を描 いて︑人 々に
つ︒しかし︑日清戦争 に出征
新鮮な感動を与えた のだ った︒ ヽ
した若き士官︑石光真清 は︑

ら の青春群像をぴたりと重ね
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本人が知らな か った︒司馬遼
司馬があえて登場さ せなか っ

北 の強国 ロシアの影 が極東 に

太郎はこのように無名 の人物

伸び て いることを敏感 に感じ
取 る︒彼 は１８９９年 に軍籍

この作品 には ロシ アの帝政

を援助し︑革命を助け て︑背
後から攪乱工作を行な った陸

を離れた形をとり︑ ロシア極

に不満を抱く革命分子に資金
たた め に︑人 々は国家 そ のも

軍大佐 ︒明石元 二郎 の姿が描

ン ス ク に留 学 す る ︒ こ こ に ︑

がそ の 一方 で︑帝 国 の指導者

の へ十全 な信 頼を寄 せ て いな

イ ン テ リ ジ エン ス ︒オ フ ィ サ

対露 工作の
たもうひとりの ﹁

か った︒そ のヽ
？え冷 た い戦争

かれて いる︒だが︑彼と同時
代を生き︑同じく ロシアで情

ー︑石光真清 が誕生 した︒

に焦点をあてることによ って

を戦う アメリヵは︑

報収集活動 の任 に当た った人

ブ ラゴ ベシチ ェンスクは︑

が正 し いと呼号 し て突き進 ん

自由主義 陣営 に極東

物は︑ ついに描かれることが

極束を呪む ロシア最大 の軍事

だ戦争 が惨 めな失 敗 に終 わ っ

の経済 大国を が っち

なか った のである︒この忘れ

主役﹂が いると いう︒
＊

りと組 み込 ん で︑ 日

られたイ ンテリジ ェンス ︒オ

た った︒

束 の戦略都市ブ ラゴ ベシチ ェ

本 に独自 の歩 みを許

日露戦争を描 いたが︑ほかに

工作を展開した明石元 二郎も

無名 の主役﹂たち
も多く の ﹁
を登場させて いる︒対露諜報
日露戦争 の勝因
そ のひとり︒﹁

坂 の上 の雲﹄
司馬遼太郎が ﹃
を新聞に連載した昭和 ３
４年 か
７年 は奇妙 に安定 した時代
ら４

﹂
ゝ
さな か った︒ ゝ
つし
た状 況下 では︑戦後
日本 の若者 たち は︑

石光真清 は︑明治維新 の年

拠点 でもあ った︒石光は菊池
フィサー の名 は︑石光真清︒
正三と名を変え︑現地 で ロシ
彼もまた︑若き明治国家 の命
運と自ら の青春を重ね合わせ︑ ア語を学び︑人 々と交わりな
身を国家 に捧げた青年だ った︒ がら︑ ロシ アの情報収集 に当
国家 に自 ら の命 運を
託す こと が できな か

に大きな転機をもたらす こと

そこでの体験が石光 の人生

に熊本 の士族 の子とし て生ま
れ︑陸軍幼年学校 に入学し︑

にな る︒義和団が北京を占拠

った︒
そう した時代 のさ

陸軍士官となる︒そ のまま陸

し︑西欧列強 の公使館を包囲
した北清事変に遭遇し︑満州

な か に颯爽 と現 われ

位が約束されて いたことだろ

坂 の上 の雲﹄ は︑ 軍 の要路を歩めば︑将官 の地
た ﹃
明治と いヽ
つ国家 に自
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た のである︒
満州から日本 に引
き揚げると︑石光 は

も輝 いて いたと いえ よう ︒明
治 の時代 の坂 の上に自らも身

機を救 ったと いえ よう ︒彼 の
生涯 でも︑この満州時代が最

庫︶ の４部作を残して いる︒

﹃
城下 の人﹄﹃
蹟野 の花﹄﹃
望郷
の歌﹄ ﹃
誰 のために﹄ ︵
中公文

彼 は︑自ら の手記とし て︑

地を再度踏む︒石光
の脳裏 に浮かぶ のは︑ブ ラゴ

集される︒再び軍服
を身 に つけて満州 の

令部付副官として召

せて いく︒彼 は軍 の要請 で三
度満州 の地に戻 って いくが︑

がて日本 のそ の後も︑また石
光 のそ の後も︑大きく変質さ

だが日露戦争 の勝利は︑や

彼ら の宿命だ︒そこには︑膨
大な犠牲 の果 てに守 ったはず

密 は墓場ま でも って いく のが

引く こととなる︒

を置 いて いた のだ った︒

はな い︒まさしく命を賭して

ま ったこと への深 い絶望が読

諜報活動 の実績を買
われ︑軍に第 二軍司

では清国軍がブ ラゴ ベシチ ェ

そこにはもはや彼 の居場所は
なか った のであ る︒石光は失

﹃
坂 の上 の雲﹄ には石光真清

み取れる︒

の祖国が醜く変わり果 ててし

イ ンテリジ エンス ・オ フイサ
ーは情報源 の秘匿 のため︑秘

ンスクを砲撃した︒ ロシア軍
は直ちに反撃 に出 て︑ブ ラゴ

意 のなかで帰国︒三等郵便局
長となり︑市井 の人として静
かな暮らしを始 めて いる︒

の潜入 であり︑協力者たちが
ベシチ ェンスクで無惨 にも虐
次 々と命を落とすなか で︑か
殺 された清国人 の姿だ った︒
ろう じて生き抜 いた のだ った︒ 祖国 の人 々を同じ目に遭わせ
てはならな い︒

ベシチ ェンスクに在住し て い
た清国 の民間人約 ３０００名

兵力も兵器も格段 に優り︑

に ついて記述がな い︒司馬遼
太郎 が石光 の存在を知らなか

しかし︑ ロシ アにボ ルシ エ
ビキ革命が起き︑列強は赤色

石光 の人生 の核心がそ の後半

ロシア軍 の懐 へ入 り 込 み
金 と情 報 を 吸 い取 る

世界最強と謳われた ロシア陸
軍を相手 にし ては︑日本軍は

革命 の波及を恐れ てシベリ ア
に出兵︒ン
﹂
ゝ
つした情勢 のなか

生 にあ つたから でな いだろう
か︒

を虐殺し︑そ の遺体を アムー
ル河に流した のである︒この

肉弾戦を挑むよりほかなか つ

で︑またも や参謀本部は石光
に自 羽 の矢を立 て︑シベリ ア

三度目は︑軍籍を抜 いて︑
写真館 の経営者と いう 一民間
人 に身を や つして ハルビ ンに

慕 った恩人を失 い︑膨大な数

に送 って いる︒だが︑時代は
明治から大正に移り︑軍も巨

語 は︑明治維新から日露戦争
で強国 ロシ アを打ち破 るま で

玉源太郎をはじめ︑豊かなイ
ンテリジ エンス感覚を備えた

多く の義勇兵たちを失 い︑失

絆を深めるほど︑軍中央 の意
向とは背馳し て いく︒石光 は

のロシア人 や中国人と信頼 の

の理想を重ね合わせることが
かなわなくな って いた︒現地

シベリア ヘ出兵し て いく︒石
光 はもはや国家 の命運 と自ら

え司馬 は筆を執 る意欲を萎え
させてしま った のだろう︒

ほど に悲惨だ ったよう に︑荒
涼としたも のだ った︒それゆ

後が海軍関係者が口を絨す る

いた名参謀秋山真之 の日露戦

後も︑日本海海戦を勝利 に導

く明治 の時代を活写したも の
だ った︒だが︑石光 の日露戦

秋山兄弟を主人公とす る物

首脳がそ ろ って いた︒石光 の
もたらした貴重な ロシア軍情

意 のなかで諜報活動から身を

当時 の陸軍統帥部には︑児

符が打たれた︒

報が︑日露戦争 で日本を勝利
に導く 一助となり︑祖国 の危

ち破 った こと でよう やく終止

った のではな い︒にもかかわ
らず彼 を描かなか つた のは︑

亜争覇 の大仕掛けな血闘史が

入 る︒ ロシア軍将校から の信
頼を得 て︑軍当局と東清鉄道

の若 い勇士 の命を失 った︒ い
つ果 てるともわからな い死屍

大な官僚組織 に変質し始 めて

の坂 の上に位置して いる︒輝

惨劇を目 の当たりにした石光
は︑手記 で ﹁この日から大東
幕を切 って落とされたと言 っ
てよ い﹂と記して いる︒

の御用写真館とし ての地位を
築き︑ ロシア軍相手 の商売 で

いた︒列強 の動きに促されて

そ の資金を元手 に︑満州全土
に写真館 の支店を建設し︑対
露諜報網を構築し て い った の
である︒痛快と一
一
一
一
甲つほかな い
物語だ︒
石光は日露開戦 のそ の日ま
で︑満州各地 の軍事施設 や鉄
道 の路線図︑物資 の輸送能力
に関する写真及び情報を陸軍
参謀本部 へと刻 々と送り届け

た︒２年 にも及ぶ激し い戦闘
で︑石光 は親友を失 い︑兄と

アムール河沿岸 の清国都市
では清国人 の虐殺 が相次ぎ︑

多額 の利益を上げた︒石光は

累 々たる戦闘は︑連合艦隊が
ロシ アのバルチ ツク艦隊を打

ロシア軍は着 々と満州を窺 っ
てい った︒石光 は軍に呼び戻
され︑満州 ハルビ ン ヘの潜入
を命 じられ︑時代 の荒波 に身
を投じ て いく︒
ロシ ア軍 の満州侵攻と馬賊
狩り の騒乱 のなか︑馬賊 の頭
目と結び︑ 一度目は洗濯屋と
して ハルビ ンに潜 り込む︒石
光 の残した手記 によれば︑生
命 の危機 に瀕した のは 一再 で
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