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鬼丸武士．『上海「ヌーラン事件」の闇
―戦間期アジアにおける地下活動のネット
ワークとイギリス政治情報警察』書籍工房早
山，2014，257p.

本書は著者が 2005年に京都大学に提出した学位
論文「上海コミンテルン・ネットワークと政治警
察―ヌーラン事件（1931）を中心として」を基
礎に，その後の研究で得られた成果を反映しなが
ら書き下ろしたものである。ヌーラン事件とは，
コミンテルン国際連絡部（OMS）の要員として上
海を拠点に，東アジア・東南アジア地域との連絡
を担当していたイレール・ヌーラン（本名ヤーコ
フ・ルドニーク）が，その妻（タチヤーナ・モイ
セーエンコ＝ヴェリーカヤ）とともに 1931年 6月
15日，上海で逮捕された事件を指す［Усов 2007］。
ヌーラン事件は，リッテンが 1994年に発表した

論文 ［Litten 1994］ でその概要を明らかにしたもの
の，それ以降学問研究としては深化されることの
ないままの状態が久しく続いてきた。その要因と
してコミンテルンの関与する共産主義運動を対象
とする研究に特有の困難さが存在していることが
あげられる。史料が複数の言語に及ぶ上に，ある
未解明の事象が，新史料の開拓によって解明され
たとしても，それが学問研究の域まで達すること
なく往々にして新事実の披露や紹介に終わってし
まう危険性がつきまとう。これに対し，本書の著
者は，労力と時間をかけながらヌーラン事件の背
後に存在するものを丹念に解明し，同事件を学問
研究の対象にまで高めることに成功したといえる。
本書は，七章で構成され，各章の内容は概略次
の通りである。まず，第一章「一九三一年六月，
上海」で，1931年6月9日から15日にかけて，ヌー
ラン逮捕に至る過程が，一次史料に基づいて克明
に再現された後，第二章「共産主義運動と上海」
でヌーラン事件の舞台となった上海が，コミンテ
ルンによる「国際共産主義運動の拠点」として位
置づけの下に，①領事裁判権，近代インフラ，国
際性②交通拠点③グレーゾーンの存在の各面から

分析される。このうち，「グレーゾーン」とは三つ
の行政圏（共同租界・フランス公界・華界）が併
存する上海において，越界路に代表されるような，
共同租界・フランス公界と華界の間の管轄権の判
然としない境界地区を指し，著者は共産主義の活
動を可能にしていた地区としてその存在を重視し
ている。
第三章「上海での地下活動」では，ヌーランが

1928年から 31年にかけて，上海においてOMS要
員として担当していた諸業務が「モスクワのコ
ミンテルン中枢と上海の中間指導機関である極東
局，そして中国共産党をはじめとする東アジア，
東南アジア地域の共産党との連絡，活動資金の分
配，上海で会合やエージェントが居住するための
家やフラットなどの管理，連絡用の郵便私書箱，
電信アドレスの管理など」（p. 65） に及んでいたこ
と，そしてモスクワからの活動資金の上海への送
金は手渡しによるものであったこと，上海とモス
クワとの連絡は郵便や電信を利用する場合と，人
間（エージェントや伝書使）を介する場合とがあっ
たことが史料に基づいて明らかにされる。
第四章「アジアにおける地下活動のネットワー
ク」においては，上海の中間指導機関と東アジア・
東南アジア各地の共産主義運動との連絡を維持す
るコネクターとして「現地活動家」の果たした役
割が重視され，その具体例として鈴江言一，傅大
慶，グエン・アイ・クオック，タン・マラカがと
りあげられる。著者はこれらの現地活動家が中間
指導機関から重用された要因として，複数の言語
を操る能力と実践活動の経験の豊富さを指摘して
いる。第五章「政治情報警察と『イギリス帝国治
安維持システム』」では，第四章で言及された上海
を軸に東アジア・東南アジアに張り巡らされた
ネットワークに対抗するシステムとして，共産主
義運動など政治運動の取締りにあたっていたイギ
リス帝国内の政治情報警察を主体とする「イギリ
ス帝国治安維持システム」が措定される。このシ
ステムの重要な構成部分として位置づけられるの
が，イギリスの強い影響力の下にあった上海の工
部局警察高等課やシンガポールの海峡植民地警
察犯罪情報局である。続く第六章「発覚」では，
1931年 6月 1日のシンガポールにおけるジョゼフ・
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ことに成功した秀逸な著作である。これらの成果
を前提とした上で，二つほど問題点を指摘してお
きたい。
第一は，第四章で登場する，アジアにおける地
下活動のネットワークの重要な構成要素として位
置づけられる「現地活動家」というカテゴリーに
関するものである。「鈴江言一，グエン・アイ・ク
オック，タン・マラカら，中間指導機関と地域の
運動を媒介するコネクターの役割を果たした，現
地の活動家の存在」（p. 86）を重視する著者の認識
自体に異論はないが，例えば，広大なコミンテ
ルン・システム内を中枢と周辺部の間を往復する
ような生活を送っていたグエン・アイ・クオック
は，「現地活動家」というカテゴリーに収まり切れ
る存在なのかという疑問が湧く。グエン・アイ・
クオックは，モスクワ滞在の経験も長く（1923～
24年，1934～ 38年），共産党幹部養成機関である
東方勤労者共産主義大学やレーニン国際学校に在
籍した点で，中国共産党による現地採用の活動家
ともいうべき鈴江言一や，モスクワ滞在経験が 1

年ともいわれるタン・マラカとは明らかに異なる
キャリアをもっている。さらに，1930年 1月のベ
トナム共産党結成に向けたイニシアチブが示すよ
うに，「現地」での活動においても，グエン・ア
イ・クオックは自主的な判断に基づいた行動を
とっており，その役割は単なるコネクターにとど
まるものではない［栗原 2005］。
他方，第六章でとりあげられるフランス出身の
活動家ジョゼフ・デュクルーも，活動形態からみ
ると，前述したように上海，香港，仏領インドシ
ナ，シンガポールを股にかけており，著者のいう
「現地活動家」とさしたる差異はないようにみえる
が，デュクルーの場合は「現地活動家」には区分
されていない。以上のように本書では，中間指導
機関に関わる要員について「現地活動家」とそう
でない活動家を区分する基準が，その出身地によ
るのかあるいは語学力によるのかなど，判然とし
ない面がある点は否定できない。
第二には，先ほど肯定的に言及したばかりでは
あるが，「イギリス帝国治安維持システム」の内容
に関して，さらに精緻なものにする必要があると
思われることである。それは，コミンテルンへの

デュクルーの逮捕を皮切りとした，香港における
グエン・アイ・クオックの逮捕（6月 6日），上海
におけるヌーランの逮捕（6月 15日） という一連
のコミンテルン要員の逮捕が，前章で提示された
「イギリス帝国治安維持システム」発動の帰結であ
ることが示される。なお，デュクルーはフランス
出身で，当時上海，香港，仏領インドシナ，シン
ガポールを股にかけた活動を展開していた人物で
ある。
第七章「地下活動のネットワークとガラスの家」
では，上海を拠点として東アジア・東南アジアに
張り巡らされたコミンテルンの地下活動のネット
ワークが，脆弱性と「言語の壁」という二つの問
題を抱えながら，人と人とのリンクによって形成
されていたことが明らかにされる。上海のヌー
ランをハブに，グエン・アイ・クオック，タン・
マラカ，テオ・イエン・フー，鈴江言一といった
人々により構成されるネットワークが稼働してい
たこと，さらにその構成員である鈴江言一の周囲
にはまた別の人と人とのリンクが形成されていた
ことも解明されていく。本章ではヌーランと同時
期に上海で活動していたゾルゲ・グループ（リ
ヒャルト・ゾルゲ，尾崎秀美，アグネス・スメド
レー）とヌーランの関係も考察され，著者はゾル
ゲとヌーランとの間に直接の接点があったか否か
についての断定は避けているものの，両者が近接
した存在であったことを指摘している。
以上が全体の概要であるが，本書の画期性は著
者が米国・英国・フランスで収集した一次史料に
依拠し，ヌーラン事件を単なる政治的な逮捕劇に
還元せず，コミンテルンのグローバルなネット
ワークとローカルなネットワーク双方，さらには
これらに対抗するネットワークを視野に入れつつ，
ヌーランをめぐる人間関係を徹底的に掘り下げる
ことによって，その歴史的な意義を浮かび上がら
せた点にあるといえよう。特に，コミンテルンの
活動ネットワークに「イギリス帝国治安維持シス
テム」を対置したことと，東アジア・東南アジア
における人間を軸としたコミンテルンのネット
ワークを解明したことは本書中の圧巻ともいえよ
う。換言すれば，本書はマクロな視点と，ミクロ
な視点との結合の上にヌーラン事件をとらえ直す
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ing Years.  Berkley and Los Angeles: University 

of California Press.

Усов, В. Н.  2007.  Советская разведка в Китае: 30-е 
годы ХХ века.  Москва: Товарищество научных 
изданий.

横山　智．『納豆の起源』NHKブックス
1223．NHK出版，2014，317p.

手もとの『事物起源辞典』納豆の項目には，次
の伝説が載っている。後三年の役に，父頼義に従っ
て安倍貞任・宗任父子征討のため陸奥へ下った八
幡太郎義家が，平泉付近（岩手県） に布陣し，近
在から集めた大豆を煮させているときに，にわか
に敵の襲撃を受けた。せっかく煮えた大豆を捨て
去るのも惜しいと，藁俵につめて馬の鞍につけさ
せ，応戦数日，戦い終わってかの大豆を取り出さ
せてみると，大豆は藁についていた醗酵菌によっ
て，ヌルヌルと糸をひく，「納豆」になっていたと
いうのである［朝倉他 1970: 287］。
横山氏の本書によれば，同様の伝説は日本や韓
国の各地から知られる。しかも熊本では加藤清正
が朝鮮出兵の際，馬の背に載せた大豆が発酵した
のを最初だと言い，韓国では満州の騎馬民族が鞍
の下に茹でた豆を入れていたのが始まりと伝えて
いるという（pp. 45–46）。いずれも馬と結びついて
いるのは偶然かもしれないが，たいへん興味深い。
というのも，中央ユーラシアのカルミュクや匈奴
といった騎馬遊牧民の間では，実際に鞍の下で食
肉をほぐす慣習があったからである［Haberland 

1887–88: Vol. 17, 370–371］。煮豆に応用されたとい
うのは，必ずしもあり得ない話ではない。
それはともかく，評者は子ども向けの本で冒頭
の起源譚にふれて以来，漠然とこれが頭に残って
いた。やがて照葉樹林文化論の中で納豆その他の
大豆発酵食品も採り上げられていることは知った
が，その全貌を初めて把握しえたのは，本書との
出会いによってである。横山氏の徹底したフィー
ルドワークと観察眼， そして詳細な記録は， 今まさ
に変容しつつある東南アジア・南アジア社会にお
ける納豆の現状をとどめたということだけを取っ

対抗システムは確かにイギリスの主導下にあった
のであろうが，同時に「イギリス帝国」をもって
代表させてよいのかという問題である。例えば，
1931年 6月 6日の香港におけるグエン・アイ・ク
オックの逮捕は，当時の仏領インドシナ総督に
よって，「フランス警察庁と香港・シンガポールの
イギリス警察，上海フランス租界の警察」の連携
の結果として受け止められていた［Quinn-Judge 

2002］。もちろん，こうしたイギリスを除く他の植
民地宗主国とイギリスとの連携協力関係は著者も
十分に認識しているだけに（pp. 119, 135），システ
ムの名称もより実態を反映した形で再考する余地
があるのではないだろうか。
本書で著者が光をあてることに成功した研究
テーマは多岐にわたっている。著者自身が今後追
求したいテーマとして述べている「情報という観
点から国家を考えてみる」（p. 234）ことも，本書
の成果を発展させるための一つの方向性であろう。
その他に，共産主義運動も含め，民族運動や革命
運動の形成と発展に大きな役割を果たしたアジア
の諸都市（上海，広州，香港，シンガポールなど）
に関する研究の深化という方向性もあるだろう。
評者自身は本書を通じて，コミンテルンの活動家
たちと警察権力との日々の闘争がいかに熾烈なも
のであったかをあらためて思い知らされた。コ
ミンテルンの存在は，人類が民族や国家の違いを
超えて共産主義の理想を共有しうるかにかかって
いたといえるだろうが，このような絶え間ない闘
争状況の下で，果たして多くの人々を惹きつける
ような理論や理念は生まれるものなのであろうか。
コミンテルンの辿った軌跡を考えると，本書の読
了に際してそのようなことを感じないわけにはい
かなかった。
（栗原浩英・東京外国語大学アジア・アフリカ言
語文化研究所）
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