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太平洋戦争と昭和史の里程標ともいうべき大きな事件をた︐

どってみるとき︑．そこには常に国政の主導権を﹁にぎり︑日﹂

ﾄも過言ではあるまい︒

本の進路をあやつっていた軍部特に陸軍の姿があったとい︐

り上げたのは︑上述のもろもろの事件の中でもきわ立った

．このような陸軍の動ぎの中で︑・特に三月事件をこ︐こでと

動乱のわが戦前昭和史において︑軍部の存在は非常に黒

張作森事件よりも深刻な意味をもつものであろう︒それ憶

本の輝かしい歴史を暗黒の方向に変針させた第︑一歩どして

細鱗樂総瑳鑑識軽鴨鍛賦

れほゼ大きな駈響を与えた宿墨はないと思われるからであ

特色をもちふ不発ではあったが︑以後の歴史ど事件志にこ

﹁つわる統帥権干犯問題︑三月事件︑満州事変︑十月事件︑
︐五・一五事件︑国体明徴運動︑二・二六事件︑日華事変︑

ってもよいであろう︒張作罧爆殺事件︑ロソドソ条約にま

は︑終戦までの日本の昭和史を語ることはできないという

いものであった︒乏いうよりは︑︑軍部の動きをぬぎにして︐

きだもので︑そ0歴史の流れに及ぼした影響はとてつもな

ノ

っ，

五以下の相次ぐ乱行の教科書を書ぎおろしたものであっ

軍人の政治干与と暴力直接行動のスタートを切り︑五一一

﹁歴史変貌の根幹は二・二六事件ではなく三月事件であ

た︒しと︒また中野雅夫氏は﹁橋本大佐の手記﹂の解説で︑

る︒それ以後の諸事件は三月事件のしいたレールの上を脱

︽事件の概要︾

三月事件とは一口にいえば︑陸軍の首脳者たちによるク

ーデターの陰謀で︑昭和六年三月二十日掛期して︑陸軍大

線しながら走っていっただけである︒﹂と述べている︒

った軍人達がそめ計画にかかわっていたのに何のとがも受

．たとえ未遂事件とはいえ︑陸軍省と参謀本部の要職にあ

昭和六年一月末︑第五十九回帝国議会の休会が明けると

1︑背景と登場人物

少しくわしく述べてみよう︒

として未遂に終った事件である︒今この概要についてもう

臣宇填一成を擁して政権を奪取し︑国内改革を断行しよう

けず︑︐またこれほど後世に大きな影響を与えた大事件が全
は重臣の間で知られていただけで︑馳国民の大部分は戦後に．

くやみからやみへ葬られ︑軍上層部︑政財界の一部あるい
なって︑極東国際軍事裁判やいろいろな著作物によってに
じめて真相を知ったという︒これは実に驚くべきごとであ
ほど有名でないのは︑やはり長い間秘匿されていたからで

る︒またこの事件が今回っで五・一五事件や二・二六事件

前年から問題となっていた望ソドツ海軍軍縮条約にからま

る浜口雄幸首相の統帥権干犯問題をめぐって︑議会は予算

はあるまいか︒しかし︑﹁すでに数多くの資料が一もちろ
んあいまいな点を残煮てはいるが﹁この事件を白昼︑にさ
︐らし︑昭和史上最も重要な事件の一つに数えているので︑

て︑・政友会の中島知久平が﹁前議会において首相も外相も

総会を中心に大混乱となった︒二月三日の予算総会におい

ロンドン条約はわが国防を危くするものではないと言明し

ここにその概要を述べて︑未知の人びと．にその全貌を知っ
てもらうとともに︑事件を扱ったさまざまな文献の︐中︑重

ているが︑・先日安保海相は海軍予算委員会で︑同条約どお︑
．りにすると︑．兵力不足のためわが海軍の作戦計画遂行上支

たい︒

要と思われるものいくつかをとり上げて紹介する．こととし

障をきたすと答弁している︒政府はこの不一致をいかにす

ーニ一

あった︒もっとも秘密といっても九段の階三社あたりで会．

合していたのであるからなかば公然たるものであったとい

桜会はその後︑会員が増加するにつれ︑急進派と穏健派

われている︒

本博中佐︑田中清大尉らであった︒とりわけ後に述べる陸．

とに分かれてゆべのであるが︑三月事件に登場するのは︑
︑急進派といわれた前記橋本と坂田のほか重藤千秋大佐︑根

ではないことば輿らかであります︒﹂︐と答えたから大変︑

をつくるのは橋本と重藤であった︒橋本は陸士二十三期︑

軍省︑参謀本部の将官連中や大川周明乏組んで事件の筋書︐

事件当時陸軍の枢要なポ・ス漆を占めていた軍人たちとは古︑

行地社の主幹などをつとめていた︒︐彼ぽ東大在学中アルバ・
・イトで参謀本部のギイツ語文献の翻訳をし︐ていた闘係で︑︐

当時満鉄の東亜経済調査局の理事長︑拓大教授h右翼団体

役割を果ナことになる︒大川は人も知る右翼の大物思想家
どいわれた人で︑不ソド植民史の研究で法学博士となり︑

分はもう少し後のことで︑この事件では大川だけが重要な

︐日本改造法案をひっさげて国家改造運動の表面に出てぐる．．

当時これら国家改造を夢みる軍人たちと接触のあったい
・わゆる民間右翼の代表は大川周明と北一輝であった︒北が

．駄叢叢ボ緬誰轍騨縫黒海纒卒業一一

陸大を大正九年に卒業︑当時参謀本部第二部ロシブ班長を
つとめており︑後に十月事件の主役をつとめることになる﹁ ︻

大混乱となった︒森恪を中心とする政友会の議員たちは︑

心に結成されていた︒盛会は昭和五年秋︑参謀本部の橋本
欣五郎中佐︑陸軍省の坂田義郎中佐︑東京警備可令部の樋︑
四季一郎中佐が発起人となり︑二十数名によって前記の目
的をもつで結成された陸軍部内における一種の秘密結社で

会といゲものが陸軍省︑参謀本部の佐官級の軍人たちを中

し︑かつ幣原協調外交の下では日本の発展はないとし︐て快
感を改造し︑軍部独裁政権を樹立することを目的とした桜

一方︑︐かねてからこのような政党散治の腐敗堕落を痛憤

った︒

党政治に対していや気がさすようになる大きな原罪をつく

の泥誹合の場という印象を与え︑国民世論が議会政治﹂政

の前に醜悪な場面を展開︑︐議会は政党間の政権争奪のため

行がとまり︑九日に幣原が失言を認めその発言を全部とり︐
消すまで約一週聞混乱がつづいた︒このように議会は国民

幣原の発言は天皇に責任を負わすものだと激高︑議事の進

になっていることをもってごの条約が国防を危くするもの

た︒また現にζの条約は御批准になっております︒．御批准

もって日本の国防を危くするものとは考えないと申しまし

い欠席の浜口にかわって首相臨時代理をつとめていた幣原
喜重郎外相が﹁前議会において浜口首相もロソドソ条約を

るや︒﹂と質開︒これに対し︑前年凶弾のために重傷を負

、

あったようだ︒参謀本部第一︐一部長・の建網美次少将︵陸士十

三期︑敵中横断三百里の主人公︽昭和十一年中将で予備

杉山は三羽烏の中でばこのクーデタL計画に最も消極的で

役︑後上ソ大使︶はこれら将官の中では最も橋本ら桜会急

卦顔なじみであった︒大川の軍との密着はこうしてできた
る彼にとってきわめて好都合であった︒大川は知己︑の多い

ものであるが︑それは兵力なくして革命は不可能だと考え・

男で左右両翼に顔がきいた︒三月事件のクーデター計画で

っての実力者で︑その威令まさ︐に飛ぶ鳥を落すほどであっ

宇垣は︑上原勇作すでに老い︵田中義．一なきあとの陸軍き

この計画が成功した暁に首相に擬せられていた時の陸相

進派の考えに近かったといわれてい惹︒

衆動員は社会民衆党の亀井貫一．郎や赤松克麿に︑撹乱の方

彼は大衆デモの動員と東京境乱を担当するのであるが︑大
は右翼団体大行社の清水行之助に依頼している︒またこれ
らの準備に必要な資金は異色の侯爵といわれた徳川義親か

た︒またその頃︑政党側にもこの時局をうまく乗り切って

清新な政治を行なう指導者がなく︑宇垣こそは時局を担当

ら出ていたのである︒

当時の陸軍は宇垣を頂点とするいわゆる宇垣閥の天下で

するホープだと考えられるよヶになった︒そして︑田中義

り特に民政党では党を二分しても宇垣をかっこうといヶ声

一についで宇垣も政党入りするのではないかという噂があ

あった︒参謀次長の二宮治重中将︵昭和九年予備役︑小磯
内閣の文部大臣︶︑陸軍次官の杉山元少将︵後の元帥︑陸

が起っていたという︒実力者であり︑政治的野心をもつ宇

相︑参謀総長︑噛教育総監を歴任︑戦後自決︶および陸軍省

軍務局長小磯国昭少将八面の大将︑首相︑A級戦犯で終身

垣らしい噂であった︒

三丹二十日を目標とするクーデター計画がつくられていっ

以上のような背景のもとに︑これらの人物たちが動いて

ご

刑︶の三人は︑士官学校の同期生︵十二期︶で宇垣の三羽．

できればその陸軍大臣になるつもりだったといわれてい

烏といわれていた︒特に二宮は宇垣と同郷で︑︑宇垣内閣が

たのである︒

昭和六年一月宇垣の意図を察したその腹心の二宮が橋本

2︑クーデターの計画

た︒橋本の率いる桜会に対し︑．﹁宇垣閣下もいよいよ出馬
する肚をきめられたので︑・政権奪取の計画およびその後の

政治形式等に回する一応の具体案をつくっておいてはどう
か﹂と示唆したと伝えられているりはこの二宮である︒ま
︑た大川とは同郷で︑彼を宇垣に引き合わせ︑大川をして宇
垣に脈ありと思わせる原因をつくったのは小磯であった︒
乞
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にとかかかったのがこの事件の発端だといわれているが︑

にいい︑橋本が喜び勇んで桜会の同志どともに計画の立案

をよんで︑宇垣が政権を奪取するための計画をつくるよう

のようなものであった︒

重藤案が基礎となったのではあるまいか︒その計画とは次

田中の協議によりつくられた具体的計画はおそらく大川︑

案をつくっていた︒二月七日重藤宅で橋本︑坂田︑根本︑

ω・近く無産三派︵社会民衆党︑労農党︑全国大衆党︶

橋本自身はその手記の中で三三は．国家改造を実行にうつそ︑

得︑翌日建川は二宮︑杉山︑小磯らに私の意見を紹介して
ら
協議し︑それを実行にうつすべく佐官級を交えてさらに協
．議を重ねた︒﹂と自分が事件の鼠火を切ったようにいって

切・第五十洗山勘国議ム耳における労働法案上堤の日︵三

モを行なって︑決行の際の偵察を行なう︒︵二月十八日

の連合による内閣糾弾演説会を日比谷で開き︑議会にデ

いる︒いずれが正しいかはっきりしないが︑要するに昭和

③当日日比谷で拳闘大会を開き︵多数の同志浪人を入

月二十日ごろ︶︐にクーデターを実施する︒

うと決心し︑︑坂冊や根本とともに寺町少将と会つで快諾を

六年一月当時︑陸相周辺の将官連中︑大川らの民間グルL

場させ︑大会終了後警視庁を襲撃させる︒また大川は無

．に実行され︑橋本は私服で実況を視察した︒︶辱

プ︑橋本ら桜会の急進派の三つのグループがあり︑．泉川と馳

橋本がチャンネルとなって宇垣を首班どする国家改造計画

同時に第一師団をもって議会を障囲し︑

・馳産党を中心とする大衆約一万人を動員し︑議会に向って

予め将校︵桜会会員﹀を各道路に配置して議会を外部か

デモを行なう︒

のため﹁の連携プレ﹂が行なわれたのであろう︒しかし火つ

け役はやはり血の気の多い橋本と大川で︑ごの二人が︑彼

ら遮断する︒

プ．

るいはそのおだてに乗って口火を切り︑事を運んだので僚．

④建川少将は将校若干人を率いて議場に入り︑今や国

らが爺さん連中どよんでいた将官グル︸プをかたらい︑あ
あるまいか︒︑
︑ ︑
橋本からクーデター計画の立案を要請された桜会の理論

て幣原首相代理以下の辞表を提出させる︒

宇垣大将に大命が降下するよう予め工作する︒．︵閑

パなお︑議会デモめためめ大衆動員は︑社会民衆党の亀井
貫一郎と政友会の森恪が︑また拳闘大会億清水賢之助がそ

七宮および西園寺公へ使者を出．す︒︶

⑤

．民は宇垣内閣を首班とする内閣のみを信頼する老宣言し

家︑田中清は破壊計画だけをつくること︵建設計画は上級

重藤は大川とはかり︑無産党を抱きこんだ破壊計画の具体

者がつくるといわれた︶は暴挙だと思い︑層かつ上級者の真
意の未確認︑資料の不足︑期日の切迫などに悩んでいた︒
・そうこうしているうちに橋本とならんで急進派といわれた
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れそれ準備することになつ．ていた︒当日︑市内各所に混乱

めに生命を投げ出すのは軍人の本懐である︒﹂と胸を張っ

す意志があるかと大川が遠まわしにただすと︑﹁御国のた

てみせたという︒また彼は﹁政党からかつがれて政界入り

をひき起すため爆発させる擬砲弾﹁︵直径五センチほどの球
形・のもの四発一連で四門の大砲が連続発射されるのとほと

て︑希望的観測とい5か宇垣にクーデターによる国家改造

する気は毛頭ない︒﹂ともいっている︒大川はこれをきい

計画で生れた政権を担当する決心があるものと確信するよ

んど同じ音響を発し︑煙塵を上げるものであるが殺傷力は

夕食をともにし︑大川に話したのと同様なことをいったど

ない︒︶三百個は建川の紹介で橋本が千葉の歩兵学校から
手に入れ︑清水に手渡してあった︒この計画の資金は参謀

もいわれている︒大回はさらに宇垣の本格曲な出馬をうな

うになつ九︒数日後︑宇垣は杉山︑・小磯︑︑二宮︑思川らと

︑

きつく戒めたということであるゆ・

は︑﹁この混乱した現在の日本を救うものはあなた以外に

がすべく︑三月六日に宇垣あてに書簡を送った︒その内容

陸軍省や参謀本部の将校連の中にも馬また桜会の内部で竜

一 六一

∴本部の機密費︵実際は出なかった︶と大川らの運動に同情
的であった徳川義親からの二十万円で︑徳川は人の殺傷は

このように計画は︑建設案ももたないまことにずざんな

ない︒だからどうしても奮起していただきだい︒政党から

はない︒このままでは日本はどこまで落ちてゆくかわから

ものであったが︑橋本と重藤は︑作成の翌日これを建川少
将に示し︑今やその決行を穿つのみと意気盛なものであっ．
〜たという︒しかし桜会でも坂田や田中は︑その計画は全般

という意味のものであった︒

も出馬を願うだろうが腐敗した政党などにかつがれるな︒﹂

﹂︑

のようた人物と共同する点︑また建設計画との連けいがな

的な見通しにおいて重大な欠陥があり︑かつ軍部外の大冊．

この計画がつくられ︑進められている最中に︑大川はそ

この計画に反対するものがあちわれてきた︒そのため︑大

その頃︑すでにクーデターの噂は陸軍部内にひろまり︑︐

の真意をたしかめるべく宇垣に会っている︒その時期は一

川と小磯は一応この計画はやめたことにし︑ごく一部の人

い点を指摘し︑懐疑的であった︒

月説あり︑一︑一月下旬説あり︑また二度会ったともいわれて

とした︒そのよヶな状勢︐のうちに三月も深まっていった︒

達︵小磯︑大川︑橋本および重藤︶の間で事を進めること

㌧

おり︑大川が二宮や小磯からたのまれて会ったとも︑大川
が無理に小磯を通じて宇垣に面会を求めたともいわれてい
る︒しかしとにかくこの時期に二人が会談したことは宇垣
もみどめている事実であるコ宇垣は︑︑国家の大事にのり出

、

3︑挫折
クーデター計画がつくられてがら︑橋本︑重藤︑次川ら
はすでに事が成つだかのように連日待合で気焔をあげてい
たという︒しかし前にも述べたように陸軍部内の将校の中
にもこの計画の実行に反対するものが出てぎた︒陸軍省の
永田鉄山軍事課長︑岡村寧次補任課長︑鈴木貞一中佐らは
この計画の具体的な内容が判明するにつれてほっきり反対

／

するようになり︑後に皇道派といわれるようになった真崎﹁
二課長︶︑︐小畑敏四郎大佐︵陸大教官︶らは宇垣閥に対す

甚三郎中将︵第ご帥団長︶︑山岡重厚大佐︵三悪総監部第
る反発からか馬．この計画には絶対反対を唱えていた︒ま売

桜会でも︑坂田や田中はもともと建設計画もない破壊だけ

の革命にぽ反対だった上﹂二月に無産三派が行なったデモ
の動員が予想よりはるか忙小規模だったことなどにより︑

大川のいう﹈万人デモの実現の見込みが少ないことが判明
計画の中止 を 主 張 す る よ う に な っ た ︒ ﹂ ．

計画の実行期月の近づいた三且中旬になって︑︐先に大川

したので︑

から書簡をもらい不安となった宇垣は杉山や小磯らをよん
で報告させたところ︑軍隊を使うクーデターだとわかって
急ぎょ停止を命じたといわれているが︑これには異説があ

たともいわれる︒ともかべこの時点で中止命令が宇垣から

り︑．永田軍事課長ら反対派の忠言により宇垣が中止を命じ

大回は中止命令はうけたが踊すでに相当の準備をしてお

小磯を通じて大川に伝えられだ︒

り・決行の決意さえすれば事を挙げうる状態にまで進んで・

いたし︑参謀本部側の豊川や橋本らにもともにやろうと卜

う気持があったので︑ひそかに三月二十洞を期して決行し

ようとしていた︒しかし断念にふみ切ったのは︑小磯の依

頼で河本大作︵張作図事件当時の関東軍高級参謀︑事件の﹁

スポソサレであヴ︑彼らの尊敬する徳川義親を口説き︑徳

主謀者と七ての責任で停職︑昭和五年予備役︶が大川らの

川から大川ζ中止を勧めたからであヴた︒徳川は大川が断

念しなけれぽ自分も一しょ忙決行に加わろうといった︒大

おぼつかなく︑その処分も免れまい︒・名門徳川家をまぎ添・

川は徳川の切な惹勧告をきき︽陸軍と手が切れて億成功も

の実行を中止することに決した︒最後まで中止をしぶった

えにするのはしのびないと考え︑．三月十八口遂にこの計画

大川と清奈徳川の声涙竃に下る説得に応じをき．三

人相回して泣いたと戦後清水が語っている︒
岨止洗定後問題となったの億歩兵学校から入手した例の

擬砲弾の処置であった︒︑保管七ていた清水は小磯ちの返却
依頼に応ぜず︑翌昭和七年三月︑荒木陸相時代に小磯の依

頼を受げか徳川侯の説得でようやべ当時参謀本部に残って

一七一

いた唯一の事件関係者根本中佐に返却してこの事件の一切
が終った︒なお徳川が提供した資金二十万円は戦争直後に
清水が 徳 川 に 返 却 し た と い う ︒ 噛

こ．れだけの計画をなぜ宇垣が急に中止させたのか︒それ

は宇垣が変心したからだとも︑またはじめから宇垣はのり
気でなかったのに事がとんとんと進んだのであわててやめ

わよぐばという気にもなるのであろうか︒

4︑影響

出なかったが︑その影響はすこぶる大ぎなものであった︒
主要なものをあげると︑

事件は未遂に終り︑外部に秘匿されて︑直後に処分者も

をみているとクーデターなどやらなくとも政権が宇垣にこ

参画し︑あるいば知っていて黙認七た以上︑彼らにも周

．ω

させたのだともいわれている︒︑宇垣変心説は︑政界の状勢

ろがり込んでくる可能性が出てきた︒すなわち隔政党の腐．

きたので︑危険なクーデターをやる必要がなくなって中止

宇垣を首班とする内閣の出現が望ましいという声が起って︑

ければならないという下剋上の風潮をつくり出した

でぎず︑これからは下級者が上層部をひきずってゆかな

．らざるを得まいという確信を下級将校に与えたこと︒

・家改造の意があり∴今後この種の陰謀を企でても寛容な

この事件は陸軍大臣はじめ陸軍中央部の将官連中が

敗堕落により宇垣が出馬しなけれぽ政局の収拾ができない

させたというものである︒また宇垣消極説ば︑二宮︑三川
らが宇垣の真意を確かめずに推測して事を進めハ宇垣も部

と︒

事件直後に関係者︐の処罰が全く行なわれなかったこ

こ

将官連中には国家改造の意はあっても︑決行は期待

・下が何やら策謀してい．るのはうすうす知ってはいたが︑ま噛

③

存在と思われるのはこの影響めためである︒

以上の影響は︑同年九月の満州事変や十月事件をはじめ・
とするさまざまな軍部の陰謀の発生を容易ならしめること
になる︒三月事件が以後の昭和史にどつてぎわめて大きな

観念をうえつけたこと︒

とから︑今後同様な事件を企てても処罰ざれまいと︑いう

②

で計画を知って驚いて中止させたというものである︒

さか軍隊を出動喜汐志ア字とまで・は考捲かっため．
いずれにぜよへ本人はそういっているが︑宇垣が全然知
らなかったはずはなく︑うすうすでも知っていたのである
から︑はじめからはっきり断るなり︑叱るなりして部下の
策謀を断乎中止させるべきで︑あいまいな態度でずるずる
事が進展するようにさせた責任は重い︒十月事件の荒木と
いい︑二D二六事件の真崎といい︑首班にかつがれるとあ・

︿ ﹂

フ

一八一

事件に関係したことが原因となって陸軍を退かされるはめ
︑になるという個人的な影響をうけるものも出てくるが︑特

このような後世に与えた一般的な影響のほか︑後にこの

佐による永田軍務局長斬殺事件の原因となる︒﹁永田の前

の統制を乱すもの乏いう証拠書類に使われ︑遂には相沢中

って山岡軍務局長の手に入り噛皇道派によって永田こそ軍

まま永田憾忘れて転任した︒これが後に荒木陸相時代にな

ししダ ド ヘ レ

○田中清﹁所謂十月事件二関メル手記﹂﹁︵現代史資料遵．﹁

1︑手記・日記﹂自伝

︽文献の紹介︾

もしれないρ

・っての逸材永田鉄山こそ三月事件最大の犠牲者とい︑鴨るか

に永田なく︑︐永田の後に永田なし﹂といわれた昭和陸軍ぎ

た甚大な影響というか被害をうけた二人の軍人にふれてお
こう︒一人は宇垣陸相であり︑他は永田軍事課長である︒
︐宇垣の変心によってグーデターが中止されたと考判る橋本

ら桜会の将校たちは宇垣をすてて荒木貞夫を擁立するよう
になる︒宇垣はこの事件を契機として軍の上下から信頼を
失い︑かつ・ての陸軍随一といわれた実力者の地位を去る結

果となった︒すなわち︑事件三一ヵ月余︑次の若槻内閣で
ヒ

三次郎に陸相の地位をゆずり︑予備役は入って朝鮮総督に
なった︒．その年末犬養内閣が生れ︑反宇垣の荒木が陸相に

なると︑その反宇垣人事で宇垣閥は完全に四散してしま
う︒三月事件における宇垣に対する悪感情はさらに尾をび

昭和三十八年．卜︒一〇も一

国家主義運動1

みすず書房

る︒しかし宇垣がこのような目に会っても︑それはやや自

き︑昭和十二年0宇垣内閣流産の大きな原因となるのであ

件のクーデターを暴露した唯一の資料といわれていたもの

Ob︒㊤に収録Y
︑後述の﹁橋本手記﹂が発表されるまで三月事件︑十月事

つた︒しかも上司の小磯軍務局長から革命動員計画の立案

業自得という面もあるが︑気の毒なのは永田であった︒
前にも述べたように永田ばこのクーデターには反対であ．
をたのまれたとき︑正面切って反対し︑やめるように強︐く

で︑事件の翌年の一月︑桜会に属しハ︑事件にも関係した田
中大尉が︑かつての上司石丸志都歴退役少将に頼まれて書︐
いたものである︒石丸は当時皇道派乏いわれた真崎大将の
支持者だったので︑同派の持永東京憲兵隊長の手に渡って

諌めている︒しかし︑なおも参考のたあだといわれて﹁小
説でも書くつもりで﹂書いた計画案が後に永田の命とりに唱
なるのである︒計画が中止となり︑その案を金庫に収めた

一九一

Ψ

一部改ざんされ︑極秘扱いの憲兵情報としてガリ版で配布
された︒さらにこれを入手した村中孝次︑磯部浅一がその
一部を改め○○少佐の手記として有名な﹁粛軍に関する意︐

見書﹂の付録として印刷配布したので︑軍内部の大問題と

みすず書房．昭和三十八

つた橋本欣五郎大佐が﹁昭和史の源泉﹂と題して書いた手
︑記に中野氏が解説をつけたものである︒橋本は同手記を五

本書は曜和十年︑当時三島の野戦重砲兵第ご連隊長であ

鳴動ρ①一類N刈①Zげ

○中野雅夫﹁橋本大佐の手記﹂

・

本と全く阿じではない︒

4﹂に収録されているのはこれであって︑田中が書いた原︑

れていた︒ところが︑昭和三十六年になって︑事件の資料

し︑彼自身が一部を保存したが︑全部消滅したもりと思わ

佐︑小原重孝大尉︑田中弥大尉︑天野勇中尉の四名に手交

部つくり︑桜会の同志で︑かつて生死をともにした長勇少

しかし戦後田中自身︑この手記は一部改ざんされてはい

となウていた内田絹子・︵現姓富米野︶宅から一部が発見さ

調査をしていた中野氏の努力により︑橋本らの秘密アジト︑

・なった︒戦後いろいろな文献資料にのせられたり︑極東国
際軍事裁判の参考資料となったり︑またこの﹁現代史資料

の訂正と注記は﹁所謂十月事件に関する手記について﹂．と

るが大綱は歪曲されていないといっている︒．そして彼官身

内田は︑橋本が少尉時代の久留米における下宿先の娘︑

れた︒

り﹂といっている本人である︒橋本は手記を脱稿した際︑

みすず書房︑

彼女にも提示し︵一時同家に保管を依頼したが︑そのとき

国家主義運動2

昭和三九年﹂に収録されている︒この訂正︑・注記が発表さ

題して︑﹁現代史資料5

後にアメゾカのライ︐ス大学を卒業した歯科医で︑橋本が手

手記は十月事件と題してばいるが︽桜会の成立から三月

記の中で﹁吾人同志の為︑内助的援助をなしたる女丈夫な

れたことにより手記の資料価値はざらに高まった︐といえ

事件をぺて十月事件までを詳細に叙述したものである︒三

おいたもので︑︑橋本の花押もあり︑前記小原重孝も戦後こ

彼女が全文を筆写し︑戦中︑戦後同家の庭に埋蔵秘匿して

る︒・

月事件については︑独立の項且で四ページ半にわたり︑昭

彼の目かちみた昭和五年頃の日本の国情から筆を起し︑彼

幹をなぜるものなり︒﹂と橋本が冒頭で述べているように︑

手記の内容は︑﹁本歴史は昭和盛大の歴史の発端源泉根

れを確認しているというつ

和六年一且は℃めから日付を追って事件の経過をくわしく
述べるとともに︑︑最後に橋本ら急進派に対する批判と桜会
の今後の行き方に言及している︒三月置十月両事件に関し
て後に発表された研究や資料のほとんどがこの手記にもと
づいているといわれている︒︐

【 δ 一

．三月事件のことが出てくる︒編者の事件についての解説の
あとに著者の附記としてコニ月事件の真相﹂なるものがの

σ関与した桜会の成立︑三月事件︑満州事変および十月事
件の経過を記したものである︒本人が︑﹁記憶を辿って記
ふに落ちぬ点もあ︐り︑

せられているが︑これは戦後この日記公刊のために宇垣が

︑保し難し︒﹂といっているように内

六年単射十七日のどころに︑﹁この項戦後記入﹂として︑

後書は︑．宇垣の日記の全文といわれているもので︑昭和

補筆したものである︒

述せるものなれば或は時日の点において多少の過ち無きを
またその性格からぐる感情的かつ大言壮語的言辞と思われ

﹁所謂三月事件に余が関係せりどの世説ありしが︑当時の．

記録を見ても余の心境其辺に浮動せし電影だになし︒余の

るふしもあるが︑9事件の主謀者でなければ・わからない問題
．にふれている異色のかつ貴重な資料といえる︒また十月事

件思わずか四年後に書かれたせいか︑昌その主張をあくまで

そのあとに参考として原田日記からとったH原田熊雄への

記憶の間違ぴなきを証明せり

．これら宇垣の補筆ひ附記ば戦後弁解的に挿入したものに
ずぎず︑したがってこの事件厳ついての宇垣日記の資料的

明書翰﹂を掲載している︒

談話﹂と﹁小山松吉法相への談話﹂．および﹁宇垣宛大川周

︒﹂とある︒そして編者が

貫いている点︑戦後出た他の手記や日記のような暴露もの
︐なお︑中野氏は︑この手記が皇道派の手に入り︑相沢中

・や自己弁護とは一味違うようである︒

佐がそれを読んでいたら︑永田を三月事件の主謀者と誤信
とい．りておヴ︑また橋本手記が極東国際軍事裁判の法廷で

価値なしとするものが多いσまた．﹁原田熊雄への談話﹂︐は

することもなぐ︑したがって永田も殺されずにすんだろヶ
使われていたら︑橋本は絞首刑を免れなかったのではある

に落ちたものだといわれている︒

宇垣の事件との無関係を強調しよヶとして︑かえって語る︑

一九五〇年〜一九五六年・ω一ト︒﹂レ缶b︒旨ω

・も0で︑．西園寺良らが訂正を加えた部分や友人里見諄が整

公望の私設秘書として見聞した政局裏面の︐動きを口述した

本書は高原田日記﹂︑ともよばれ︑原田熊雄が元老西園寺．

店

○原図熊雄述﹁西園寺公と政局﹂

全八巻・別巻 岩波書

まいかと述べでいる︒

ωH卜︒．μld窃O蕊．︑

みす

○宇垣一晩﹁宇垣日記﹂ ﹂朝日新聞社﹁昭和二十九年層
ω旨●Hld＆⑩氏
昭和四十三年

○宇垣一成﹁宇垣一成目記﹂．全三巻角田順校訂
ず書房

︑前書は宇垣の日証・の一部を抄本として公刊したもので︑︐

その﹁朝鮮総督時代﹂め章の昭和六年十一月二日のあとに．

【 二 一

上・下巻

なった有各な木戸の日記で︑昭和五年一月一日から二十年

しその一部が極東国際軍事裁判の重要な証拠物件の蕊つと︐

東京大学

ある︒内容は原田が元老の政治的秘書としての地位を利し

十二月十五日までを収録している︒木戸はこの間︑内大臣

一九六六年醇O晶i囚昌b︒G︒パ

てはのめズらさ煎た情報網を通じてキャッチした政局のさ

秘書官長︑厚相︑文相︑内大臣など政治的に重要な官職に

出版会

○木戸日記研究会﹁木戸幸一日記﹂

まざまな動きをきわめて詳細に語ったもので︑昭和初期十︐

かぢ十五年十一月二十一日に至る四百数十回に及ぶもので

豪して加筆修正した箇所もある︒口述は昭和五年三月六日

年余の日本政治史のなまなましい記録としてユ三ークな価

あり︑その日記は当時の重臣・元老の動きや政界上層部の

︐三月事件については︑昭和六年八月七日および十二日の

情報を伝えている︒一︑

項に︑原田熊雄︑井上三郎からきいた情報をもとに︑九且

三月事件について︑本文では第二巻の第三篇﹁満州事変

値をもつものである︒

︵三月事件︶﹂・等の見出し

と政党内閣の終焉﹂のあちこちに記述がみられる︒﹂第一章
では︑﹁宇垣クーデター︑の計画

・九日の項には有馬頼寧伯の情報にもとつかて概要が述べら．
れているが︑原田日記と内容に大差はない︒また昭和七年

で︑当時陸軍省整備局の動員課長で侯爵の井上三郎大佐か
らきいた之乏を中心に之の事件について断片的にふれでい

両事件σ説明をうけている︒・内容に目新しいものはないが

三月九日︑近衛公らとどもに永田軍事課長から三月︑十月

永田の重臣たちと．の接触を物語ゐ話である︒

る︒﹂第三章には馬グーデダーに関する宇垣の原田に対ナる
法相談としてのせられて︐いる︒︑

弁明が︑第六章には︑司法大臣小山松吉への宇垣の弁明が

昭和三

○小磯国昭﹁葛山鴻爪﹂

判で終身禁固刑の判決をうけた後︑獄中でインドのパ︑︸ル
判事の無罪意見書の裏に鉛筆がきで残した自叙伝である￠．
数十年に及ぶわが国運の消長に関係した自らの経験を書き
つづったもので︑生涯を獄中で送る覚悟をきめた後だけに

事件当時軍務局長であわた著者が︑戦後極東国際軍事裁

十八年b︒︒︒ρ目−囚σ紹①パ

小磯国昭自叙伝刊行会

r別巻σ附録資料は︑原田家に残された文書の中から︑本
文と密接な関係があり︑かっ学問的価値があると思われる・
．未刊の資料十六点を編者が選んだものであるが︑その中の
﹁大川凋明其他の策動資金関係調査報告鮒所謂三月事件顛
．つが三月事件にふれてい惹︒前者は検察当局の手になった．

末概要﹂と﹁青年将校を中心としたる国家主義運動﹂の二

．

もので︵後者は記述の態度から陸軍関係者が書いたものと
推定されている︒．

T三

大胆卒直︑真実味にあふれ︑その故に資料価値も高いとい
三月事件について鳳︑昭和六年二月下旬︑大川を宇垣に

われて い る ︒

会わせるところがら︑永田が計画書を書くに至った経緯ハ

るほど詳細に記述している︒ただ︑三月事件とは当時の政

計画の中止︑擬砲弾の回収までを︑小磯ならではと思わせ

せようとして宇垣に一蹴された事件であって︑r最初からこ︐︐

情に憤激した大川が非合法的処置により宇垣内閣な実現さ
の大川の計画に反対だっ・た臥分は大川の計画書を宇垣にと︐

雄松堂書店

昭︑

りついだだけで︑むしろ旱害を未然に防いだのは自分め努
力の結 果 だ と い い 切 ． っ て い る の は ど う か ︒

2︑証言・談話

和四十三年・ヒ箪−属

○﹁極東国際軍事裁判速記録﹂■全十巻

．この速記録の中で︑三月事件の名が出てくろのは︑大
川︑橋本︑小磯︑木戸および鈴木貞一関係の訊問において
であり︑︐その際の証言︑・供述書︑．書証などを速語録の蕃﹇号

順︵日付順︶にあげておく︒
ω 第二巻染十九号︵昭和二十一年六月二十六日︶
．イ 清水行之助の宣誓口供書および証言﹂

徳川義親の宣誓口供書および証言

第二三三二十一号︵昭和二十一年六月二十八日︶お

︐ロ
②

よび第二十二号︵昭和二十一年七月一日︶︐

宇垣一成の宣誓口供書および証言
③第四巻第一五五号︵昭和二十二年一月二十田︶．

昭和九年九月東京控訴院で行なわれた五・一五事件関

第六巻第二七四号く昭和二十二年九月十八日︶

係裁判における大川周明の証言︵検察側書証︶
ω

第七巻髪二九二号︵昭和二十二年十月十四日︶

橋本欣五郎の宣誓︑口供書および証言︐
．⑤

木戸幸一の宣誓口供書および証言・
⑥ 第七巻第三〇五号︵昭和二十二年十月三十一日Y

第八三三三三三号︵昭和二十二年十二月十二日︶

小磯国昭の宣誓口︐供書および証言

⑦

︑イ 一井上三郎の供述書︵弁護側文書︶

ロ 鈴木貞一の宣誓口供書および証言．
︐以上の証言や供述の内容は︑証人それぞれが享件につい

ので︑断片的なものが多い︒．しかし時期からみて︑︐これら

て直羨自分が関わったことやきいたことだけを述べている

の証言等によってはじめで一般の人びとが事件の全貌庖知
るようになったといえよう︒以後に刊行された事件閨係の

・文献にはこの裁判記録を参考にしたもの㌦が多い︒したがっ
て︑今となっては証言の内容に特に目新し・いものはない︒

一 三 一

学芸書林 ︐ 昭 和 四 十 九 年

○しdα目−卜︒α

○﹁新編私の昭和史21軍靴とどろく時﹂東京12チャソネ︑
社会教養部編
﹁新編私︑の昭和史﹂︵全四巻︶︑は︑﹁証言・私の昭和史﹂

︵全六巻︶が歴史や事件中心であったのに比べ︑多分に個

︑義運動1 みすず書房 昭和三十八年

司法省刑事局﹀忙極秘の

そのサブ・ダイトルにもかかわらず︑血盟団事件以前の

馳

・

︐

昭和四十七年．

．

︑﹇

b︒Hρ刈一O卜︒㊤に

件より二・二六事件まで一﹂・︵現代史資料4﹁国家主

これは︑・東京地方裁判所斎藤検事の︑昭和十三年度思想

収録︶

︵昭和十四年二月

取扱で収録されたものであるゆ本書は薗家主義運動︑右翼

．第五十三号﹂

特別研究員としての研究報告であり︑﹁思想研究資料特輯

運動0研究上必須の︑しかも入手困難な資料を多く収録し

てきた人びとをゲス︑トとして︑三国治朗氏をきき手に︑当

人そのものに重点をおき︑大正﹂昭和の激動期を生きぬい

ンネルで放映されたものの記録である︒

転換期に直面する日本の推進力をなす日本精神の発露であ

究は浅︐﹁俗に右翼事件とよばれる諸事件は︑現下の歴史的

でいることによって資料価値を高みている︒なお︑この研

ていることや著者が関係者に直接訊問して得た記録を含ん

時のかくされた裏面史を浮き彫りにする意図で東京12チャ
こ．の第二巻は︑サブ・タイトルが示すように昭和期の軍

隊と戦争をテーマにしたものを収録しているが︑その冒頭
︐に︐﹁クーデター成らず﹂という題で︑三月事件関係の数少
ない生存者の一人︑清水量之助が同事件についで語った記

った︒﹂といヶ筆者自身のはしがきで．明らかなように右翼

桜会︑三月事件︑十月事件などについてもかなり詳細な記

国家主義運動に近い姿勢でなされている︒

判の証言とかわ軌ないが︑徳揖の説得により大川とどもに

にはすでにいろいろな資料で述べられている亡とや極東裁

録︵昭和四十八年三月十三田放映︶をのせている︒内容的

実行を思いとどまる場面は︑当事者の言だけになまなまし

述がみられる︒三月事件については︑第五章﹁陸軍部内に
︑於ける大陸問題と国内改造﹂の第二節で約四ページにわた

中手記﹂にもとづいている︒
O切㎝NHI戯N

○中野雅夫﹁昭和史の原点﹂

講談社

るが︑内容は桜会西十月事件乏ともに主として前記の﹁田

って︑概要︑計画︑挫折および影響にわげて述べられてい

い︒また清水は最後にこの計画を実行すれぽ成功したかと
・きかれ︑成功したと思うと答えている︒

3︑回般的な図書・論文等．

○斎藤三郎﹁右翼思想犯罪事件の総合的研究﹂血盟僧事

三 一

﹁橋本手記﹂の発掘者である著者が︑昭和激動の原点を
正確に復元しようとの意図のもとに︑同手記をもとに田中

︑であるかぢ若干読みづらい感はあるが︑異説を並列的に招

十月事件のためのものであるが︑その大部分は三月事件を

要なもの十五点についてのくわしい紹介がある︒もちろん

冒頭に百五十点に上る参考文献を列挙しYそのうちの重︐

介するなど客観性をきわめて重視した論文といえる︒

ち二十数名の証言と未公開の岡村日誌や橋本遺書などを参

清︑根本博︑徳川義親ら事件に直接間接の関係をもつ人た

照採用して︑三月事件の全貌をくわしく書いたものであ

昭和三

もカバーしており︑同事件を調べるものにとって︑秦氏の︑
︐﹁軍ファシズム運動史﹂巻末の参考文献とともに貴重なも
のといえよう︒

．○秦郁彦﹁軍ファシズム運動史﹂

十七年︐醇ρお一団ω匿σq

．河出書房新社

る︒事件の主役をつとめる人たちにスポットをあてながら
部分によっては読みもの風にかかれているたみか︑大変と
っつき や す い 資 料 で あ る ︒

なお︑この書は著者の﹁昭和史の原点﹂四回忌の最初の
もので︑・これにつづいて︑満州事変と十月事件︑五・一五

事件および二・二六事件をそれぞれ趨りたものが刊行され

巻第二号一二十三巻第一号Nb︒卜母Hに収録︶

○刈田徹﹁十月事件し ︵東京都立大学法学会雑誌 第十一

︑陸海軍首脳ら約三百名のヒヤリングをは℃め︑防衛庁戦史．

著者の前書﹁日中戦争史﹂の姉妹篇をなすものである︒旧

本書は三月事件から二︑・二六事件後に至る派閥抗争にか
．らまった軍アァシズム．運動0発展過程をたどったもので︑

著者が四回にわけてこの雑誌に発表した研究論文である

﹂室にある未刊資料森ゼをも駆使して書かれた本書は︑軍部
が指導権を掌握した戦前の昭和政治史研究の基本的な資料

ている︒

が︑タイトルが示すように十月事件が本命で︑桜会と三月

節を設けて論述している︒本書の巻末には附録として︑︐
︐﹁田中手記﹂をはじめとす甘いわゆる当時の怪文書や物議

の一つといわれているq
三月事件については︑第二章﹁桜会﹂の中に独立した一

いて︑構成メンバーの分析や橋本の履歴に至るまで︑また
ダ
三月事件については内発端から目的︑計画︑中止︑影響に

をかもした陸軍パンフレット等軍ファシズム研究に欠かせ
られない重要文献や年表︑陸海軍中央官衙の主要職員一︑覧

事件につ て臆十月事件の発生に至る過程としてとり上げ
られている︒しかし︑桜会についてばその組織と活動につ

至るまでを︑数多くの参考文献を駆使してきわめて詳細に
説明七てい︑る︒引用文献の該当ページを示しながぢの叙述

一＼

三 「

︑︵昭和二年一十二年︶︑関係主要陸海軍人の略歴等が付さ

れていて︑研究者に利便を提供している︒

昭和四十四年

を主役とした日本の近代史を独特の雄けいな文章で描いた．

ものである︒著者の姿勢は﹁軍閥その人を得て一小島国を

大国に導き︑その人を誤ってこれを失う﹂とあとがきで述

べているとおりで︑統制力のあった明治軍閥に比べ︑いた

ずら．に勢力をのばし︑しかもそれを統制する将星をもた

中央公論社

諺N①切目lHO

ず︑下剋上と派閥抗争にあけくれた昭和軍閥をするどく批

○高橋正衛﹁階和の軍閥﹂
この書は︑大正の末から昭和十一︑二年頃までの軍内部
で深刻．な対立抗争を展開する︑せまい意味の軍閥の姿を明

おり︑その影響として永田文書の残存と宇垣の失脚を重視

三聖事件については主として﹁田中手記﹂にもとづいて

判bている︒︑

している︒特に後者によって︑田中義一が形成し︑宇垣が

らかにしょうとする意図で書かれたもので︑・軍閥の歴史に

みあう当時の政治経済の情況や軍閥に抵抗・反対した思想

﹂

○松本清張﹁昭和史発掘﹂

結んでいる︒

や運動についてはほとんどふれていない︒しかし︑軍閥に

︑︑

◎同町①一竃ωω帆ω・

研究報告などのほかに︑橋本が極東裁判の仮釈放の後︑昭

で扱われているが︑﹁田中手記﹂︑﹁橋本手記﹂︑斎藤三郎の

三月事件は︑その第四巻の中の﹁桜会の野望﹂という章

決で終っている︒

にかかわる陸軍機密費問題にはじまり︑二・二六事件の判

け底流から材を拾うようにしてし書いたもので︑田中義一

著者が︑彼の言によればh今日的視点に立って︑できるだ

かねてから昭和前期の現代史を書きたいと念願していた

四十年−四十七年

文芸春秋社 昭和

ひきついだ大正軍閥が完全に葬り去られたと同事件め項を

−

全十三巻

ついて研究︑叙述するときに使用される専門用語や独特の
価値基準を含む言葉︑たとえば﹁同期生﹂とか﹁陸軍大学
わしい説明がなされている︒﹂． ﹁

校﹂あるいは﹁教官﹂﹁将校団﹂といった言葉についてく
三月事件については︑﹁田中手記﹂・や﹁橋本手下﹂など

のほか︑未刊の﹁岡村田誌﹂が使われて注伺される︒事件
︐

全三回忌文芸春秋新社

昭和︐

の及ぼした作用として永田文書の存在と宇垣内閣の流産と
を最も 重 視 し て い る ︒

○伊藤正徳﹁軍閥興亡史﹂

．三十三年醇ρ①一H︒︒HO叩

戦前時事新報の海軍記者としてならした之のベテラン・
ジャーナリストがその著書﹁大海軍を想う﹂に対し︑陸軍

一

＝バ

一

和三十二年死去する直前︑枕頭で友人に語った﹁橋本遺
書﹂を使っていることに特色がある︒この遺書は未刊で︑︐
内容は︑﹁橋本手記﹈と大体同じであるがもっとくわしく︑

・これが極東裁判に使われていたら橋本は聞ちがいなく絞首

い︒

○河野恒吉﹁国史の最黒点﹂上下二巻

時事通信社 昭和

著者は陸軍少将︵陸士七期︶で軍職を去り︑大阪朝日新

三十八年 N一〇．刈一幕︒①心心犀

聞社に入り軍事記者として層活躍した人で﹂﹁戦後愛国の至

刑になったろうといわれるものである︒また著者は︑宇垣

情禁じ難く︑敗戦の原因を省察検討し︑これを次代警世の

いについてきき︑また小磯からは事件始末主なる未刊の資

川や戦後の宇垣と直接面談して︑二人の事件との関わヴ合

については独立の一章を設け︑旧軍人の強みで退役後の三

資となさ布﹂という企図で本書を著したと・いう︒三月事件

ではなぐ︑宇垣自身の内部にある怯儒であったと断言して

昭和三十四年︐器①・N一−OQ︒濾ω

八雲

が変心して計画をやめさせたのは︑政権を匂わされたから

いる︒

書店

○大谷敬二郎﹁落日の序章﹂︵昭和陸軍史 第一︑部︶

ないが︑事件における宇垣の責任と後世に与えた重大な影

料を手に入れて記述の材料にしている︒特に変った情報も

当していた元憲兵大佐の著者が︑職掌がら把握v認識して

響を強調している︒

ニポニ六事件の直前から終戦まで︑東京で軍事警察を担
きた陸軍の思想動向や軍を中心とした政治上の動きを︑三

Obdα同HlO◎

○矢次︐一夫﹁昭和動乱私史﹂︑全三巻経済往来社昭和
四十六年

月事件をはじめ．これにつづいて起ったいろいろな事件を通
じて追求︑叙述したものである︒

三月事件については︑﹁田中手記﹂．や大川の五・一五事

・国策研究会を経営し︑戦前の政界︑軍部︑労働運動界に
多数の知己友人をもった著者が︑戦後に出たさまざまな資

件公判記録などをもとにその概要を述べているが︑陰謀に
動いた人びとの責任が全く追求されなかったことが後の陸

料や自己の見聞をもとに︑﹂昭和の激動の歴史的な事情を明
らかにしょうとしたもので．ある︒三月事件については︑上

自伝︑﹁宇垣日記﹂などにもとつぐ記述がある︒この書が

巻の冒頭︑︐その第二章に︑主として﹁橋本手記﹂︑︐小磯の

軍への禍根を深く残℃たとその影響を強調している︒︐・︑
ﾈお︑著者と直接関係はないが︑﹁憲兵正史﹂︵昭和五十
♪N①○︒Hl一〇︶ば︑謎三月事件については︑憲兵が直

【

一・

一七

＼

接タッチしなかったせいか︑ごく簡単にしかふれていな

︸年 刊

，

を伝えるものではないが︑事件関係者の生の声だけ

刊行貼れる二年ほど前に︑徳川義親︑清水層層助と著者の．

くあろうし︑岡村日誌や橋本遺書のよ5．に重要だが未刊め

ととした︒もちろんこのほかにも事件を扱った資料は数多

﨣

三人が行なった事件に関する座談会の記録は馬特に目新し

︑

︑

パたなか・あずさ

司書監︶

じめようとする人たちの一助ともなれぼ幸である︒

知りたい人や回れからこの事件についてめ調査︑研究をは

ものであろう︒ただ三月事件に興味をもち︑もう少し深く

このようにこの文献紹介は不備不全のそしりを免れない

については︑刈田論文を除いて全く触れなかったつ

ため紹介できなかったもりもある︒また雑誌の論文や記事

に興味深い︒

︽あとがき︾

日本歴史の曲り角にあ三三も重要なポインドといわれて
いる三月事件であるが︑ここに紹介した文献をいかに克明
．に読んでもまだ柔だ不明な点が少なくない︒事件の発端に
しても︑中止に至る経過にしても︑宇垣をはじめとする将
官連中の事件への関わり合いに毛ても馬資料によっては全
れる見解をもとに事件の概要を述べたつもりである︒どう

くちがった情報を伝えている︒そのへん最も一般的と思わ

．の客 観 性 を 期 し た Q

して竜二つの見解に分かれたところは︑両説をあげて叙述

参考文献としてば︑昭和陸軍史あるいは動乱の昭和初期
の歴史を扱った多くの資料め︒うち︑世上重要といわれてい
るもの︑特に三月事件を扱ったもの︑あるいは事件の関係

者が書いたり語ったりもているもので︑当館が所蔵するも
のを︑タイトルの末尾に当館請求番号を付して紹介するこ

F一

天 一

」い

