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書評

柴田哲雄著『諜報・謀略の中国現代史　
国家安全省の指導者にみる権力闘争』 　

周　俊

Ⅰ．本書の位置付け

　本書は，そのタイトルが示すように，権力闘争の視点から，中国共産党（以下は「中共」

と略す）政権の諜報機関における歴代の代表的な指導者の軌跡を詳細に描いた列伝である。

それと同時に，中共の諜報史研究と現代中国の動向を追うチャイナ・ウォッチが結合した

著作としても読むことができる。

　中国では，中共の諜報工作は「隠蔽戦線」（秘密戦）と呼ばれており，それに携わる者

は「無名英雄」（名も無き英雄）と称されている。業務の性質上，中共の諜報工作は，厚

いベールに包まれており，関連する先行研究も極めて少ない。とりわけ，学問的なインテ

リジェンス研究が比較的重視されていない日本において，著者が指摘したように，中国の

諜報機関の指導者を網羅的に扱った書籍はこれまで皆無である（p.5）。このような状況の

中で，刺激的な問題提起を行った本書は，中共の「裏面史」を理解するための基礎知識を

提供した重要な一冊であると言える。日本で，ほとんど紹介されてこなかった人物たちの

軌跡を整理し，適切な分析・解釈を加えるという著者の作業は，研究史上の意義が十分に

あると，評者は考えている。

　著者は，同著『中国民主化・民族運動の現在――海外諸団体の動向』を執筆するために，

2010 年 4 月から翌年 3 月までニューヨークに滞在していた。滞在中に，中国国家安全部

のスパイの暗躍によって，中国の民主化運動の活動家たちが相互に疑心暗鬼に陥っている

状況を目の当たりにしたことが，本書を執筆するきっかけとなったという（p.291）。また，

本書は中国国家安全部による日本人・中国人研究者の拘束事件（実態は判然としない）に

度々言及したように，著者は現実政治への問題関心から，中共の諜報史研究へと接近しよ

うとしているように見受けられる。これは，本書の研究アプローチを理解する上で，重要

なポイントである。

Ⅱ．本書の意義と成果

　「諜報機関」，「スパイ」，「謀略」，「権力闘争」などは，いずれも読者の興味を一瞬で惹

きつける刺激的なキーワードである。とりわけ，これらのキーワードは，秘密主義を貫い

てきた中共と結びついた場合，面白みをより一層感じさせられる。
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　しかしながら，実証主義の観点からすれば，中共の諜報史研究は実に難易度の高い研究

テーマである。なぜなら，諜報工作に関する史資料の入手（特に一次史料）は極めて困難

だからである。実際，毛沢東亡き後の改革開放期においてですら，地下情報活動の関連史

資料の発行・出版について，党中央は，「今後の正常な諜報活動，防諜工作に不利益を与

える可能性があるため」，「非常に慎重な態度で公開と内部発行のルートを厳格に区別し」，

「活字にするものは全て国家安全部の検閲を受ける必要がある」と史資料の統制が行われ

ていた（中央宣伝部弁公庁，1994，pp.2030-2031）。

　さらに，海外の研究者が中共の諜報工作の研究活動を行おうとすれば，それが現実政治

におけるスパイ行為，ひいては政権転覆行為を企てていると中国当局に誤解されがちであ

る。その反対に，中国当局の公的任務を背負って，いわゆる「正史」の執筆活動を行う研

究者や諜報工作関係者の子孫は，機密性のある檔案へのアクセス，関係者へのインタビュー

など様々な便宜供与を与えられている。例えば，2018 年に，中国で出版された諜報工作

関係者の伝記シリーズ（『隠蔽戦線春秋書系：伝記巻』1-10 巻，中共党史出版社）が多く

の機密文書を間接的に引用したが，その執筆は国家安全部に委託されたものであると，伝

記の後書きから確認できる。また，中国で中共の諜報史を長らく研究しており，数多くの

関係者に対してインタビューを行った郝在今は，延安市公安局局長，中央軍事委員会政治

部保衛部部長などの要職を歴任した郝蘇の子供であり，多くの一次史料を駆使して『剣吼

西風：中央特科紀事』（金城出版社，2021 年）を著した葉孝慎は，李克農，陳賡など諜報

界の大物の子孫と親交を持ったものである。言い換えれば，関係者以外，特に海外の研究

者にとって，中共の諜報工作は近づき難いテーマであり，また予測不能な結果を招きかね

ない厄介な課題でもある。

　このような難しい状況の中で，本書の著者は果敢にこの冒険的な研究テーマを選択した

ことに対して，評者は大いに敬意を表したい。以下，評者が特に印象的に感じたことを述

べたい。

　第一に，本書の第１部歴史編（第 1-2 章）で潘漢年の諜報活動を分析した際，著者は，

警視庁特高一課が作成した「中共諜報団李徳生訊問調書」，岩井英一の回想録である『回

想の上海』など日本側の史資料を活用することで，日本（外交）史との対話の可能性を試

みたということである。そもそも，諜報工作というのは，何らかの他者（仮想敵）が存在

する前提で，はじめて成り立つ戦術である。しかし，これまでの先行研究，とりわけ中国

側の先行研究は，他者の動向に背を向けて中共の動きに分析の重心を置く傾向がある。よ

り奥行のある形で日本と中共の攻防を動態的に分析する方法を試みた本書は，これからの

研究に有益な手がかりを与えうるだろう。

　ただ，戦時中，岩井英一や汪兆銘に接触した潘漢年という人物は非常に有名かつ重要で

あるが，中共の諜報網における潘の役割を相対的に理解する必要があると考えられる。と

いうのも，主に香港や上海を活動の拠点とする潘とほぼ並行して，独自の諜報網を運営し

ていた劉少文（上海），王石堅（北平），呉克堅（南京），王超北（西安）の存在は，これ

までにほとんど知られていなかったからである。
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　第二に，虚実ないまぜの情報の中で，本書の第 2部現代編（第 3-5 章）は，これまで伝

記が存在しなかった人物の軌跡を丁寧に整理したということである。その中で，チャイナ・

ウォッチャーに注目されてきた喬石や周永康に関する情報は相対的に多いと思われるが，

本書の第 5章が紹介した国家安全部の歴代部長は知られざる陰の人物であろう。特に，第

5章第 1節，初代部長の凌雲に関する描写が非常に興味深い。人民共和国成立以前の 1940

年代から 1980 年代の改革開放期まで一貫して情報畑を歩み，「歴史」と「現在」を繋いだ

凌雲は，中共の諜報工作を紐解く上で看過してはならない重要な人物であると，評者は感

じている。

　また，国家安全部の歴代部長の列伝を読む際に，評者は，戦前日本の中共研究の第一人

者とも言われる波多野乾一が 1941 年に著した『赤色支那の究明』（大東出版社）の第 5章

「毛澤東―支那の赤い旋風」と第 6章「延安水滸伝（中共領袖群像）」も思い浮かべた。当

時の中国において中共の指導者らの生涯については虚実取り混ぜた情報が非常に多く，毛

沢東のような人物の研究でも容易な作業ではなかった。時空を超えて玉石混淆の情報を見

分ける眼力は研究者にとっていかに重要であるか，評者は改めて感じた次第である。

　第三に，人物の特徴を描写する際，著者は，善悪二元論ではなく，よりバランスの取れ

た視点で多面的な人物像を描こうとしたということである。例えば，今の中国では，1950

年代に冤罪になり，1980 年代に名誉回復された潘漢年が英雄扱いされている。しかし，

著者によれば，潘自身も政治運動の行き過ぎを煽る側に回った経験があるという（p.57）。

その一方で，大量の粛清・迫害に関わったことで極悪なイメージが強い康生の場合，「も

う少し康生の『人間』らしい側面にも注目する必要がある」と，著者は強調する（pp.109-

111）。また，喬石に関しても同様である。融和的な姿勢を取るか，弾圧に踏み切るか，イ

シューによって喬の姿勢は変わるが，周永康が中央政法委員会の巨大な権力をほしいまま

行使したことに対して，喬は権力の行使に対して一貫して抑制的な態度を取っていたとい

う（pp.146-155）。

　第四に，中共の諜報機関の指導者はしばしば悲劇的な結末を迎えているという指摘であ

る。著者によれば，諜報機関の指導者は党内の権力の行方を左右するほどの影響力を持っ

たがゆえに，最高指導者から危険視されていたという（p.6）。確かに，業務の性質上，諜

報機関に携わる者は，疑心暗鬼に陥っている最高指導者に懐疑的な目線で見られがちであ

る。本書では言及されていないが，人民共和国成立以降，相次いで失脚し，あるいは左遷

された陳泊，陳坤，李茂堂，卜盛光，劉鼎，王超北など諜報界の中堅層もいたわけである。

図式的に考えれば，このような現象を，「状況が変わることで功臣が無用になる」と解釈

することが可能である（安田，2021）。しかしその一方で，周恩来，李克農，羅青長のよ

うに，諜報機関の首脳部で長らく活躍した人物も少なくないという事実は看過してはなら

ないと考えられる。



70� 現代中国研究　第 48 号�

Ⅲ．本書の課題

　以上のように，評者は，本書の意義と成果を確認した。以下は，本書の方法論と枠組み

に焦点を絞って課題を 3点ほど述べたい。

　第一に，本書は，中共の諜報工作と直接関連する多くの先行研究に言及していないとい

うことである。中共の諜報史研究は日本では浸透している分野であるとは言い難く，著者

が触れていない先行研究について簡単に紹介したい。例えば，中国語の先行研究について

いえば，游（2006），郝（2010），沈（2010），夏（2010），李（2011），欧陽（2013），呉（2013），

蔣（2015）などがある。沈の研究を除き，1949 年人民共和国成立以前の時期のみを研究

対象時期とし，中共の諜報工作や防諜工作を歴史的に叙述する点においてこれらの先行研

究は共通している。1949 年以降の時期を射程に入れたものとして，以下のような英文の

先行研究がある。単著でいえば，Deacon（1974），Eftimiades（1994），Smith�&�West（2012），

Schoenhals（2013），Mattis�&�Brazil（2019）などがある。学術論文でいえば，アメリカ

中央情報局（CIA）傘下のインテリジェンス研究センターが刊行している学術誌である

Studies�in�Intelligence には，事例研究を通じて中共の諜報工作を歴史的に分析した論

文が複数掲載されている。残念ながら，本書において上記の先行研究は言及されていない。

　第二に，著者は，利用可能な中国語の史資料をフルに活用できていないということであ

る。確かに，著者は，日本語，中国語（香港，台湾を含む），英語の資料を広く利用した。

また，真偽が判別し難い情報であれば，著者ができるだけそれを読者に明示している。本

書の前書きで説明されたように，文献の取り扱いに細心の注意を払う必要性について著者

は承知している（p.7）。

　しかしながら，著者は多くの利用可能な史資料を見落としたと言わざるを得ない。例え

ば，一次史料でいえば，慶応義塾大学図書館蔵『秘密工作常識』（中央組織科，1928 年），

台湾国家図書館蔵『特務工作之理論与実際』（顧順章，1933 年）などである。中共の諜報

工作の原型と業務方法を理解する上で，この二つの文献は極めて貴重な原資料である。ま

た，アメリカ UCLA 蔵『中共重要歴史文献資料彙編』という資料群には，『中央特科回憶史

料』，『陝甘寧辺区政府保安処南線情報工作史料選編』，『華東地区情報工作回憶資料選輯』

など普通には入手し難い諜報関係の資料集が収録されており，現在は一般公開となってい

る。

　中国側の資料についていえば，戴文殿編『中国公安図書総目』（中国人民公安大学出版社，

2007 年）は，中共の諜報関係の史資料を約 90 冊程度紹介している。そのほか，『潘漢年

審判前後』（中国青年出版社，2010 年），『中共党史人物伝：隠蔽戦線巻』（中国中共党史

人物研究会編，中共党史出版社，2010 年），『紅色特工憶往事』（金城出版社，2011 年），『隠

蔽戦線春秋書系：伝記巻』（1-10 巻，中共党史出版社，2018 年），『隠蔽戦線春秋書系：回

憶録巻』（1-10 巻，中共党史出版社，2020 年），『袁殊伝記』（中国社会科学出版社，2020 年）
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など，中共の諜報工作と直接関連する伝記・回想録も同様で著者は利用していない
1)

。

　以上の中国側の資料すべては公刊図書であるため，入手は決して難しくないと思われる。

ただ，公刊図書にはあやふやなところが少なくないのは否めない。中共の諜報工作の実態

を本格的に深く掘り下げていきたい場合，中共側の内部資料が必要不可欠となるのだろう。

評者が知る限り，中国国家安全部は，諜報工作の資料集を内部で発行したことがある。ま

た，内部版の中共諜報通史も編纂され，機密文書として厳しく管理されている。さらに，

国家安全部の地方組織も内部向けに地方レベルの諜報関係の資料集を発行している。しか

し，海外の研究者にとってこれらの内部資料を収集することは非常に困難であり，また予

測不能な結果を招く恐れがある。

　第三に，本書の問題意識は，権力闘争に囚われ過ぎたため，諜報機関と防諜機関を混同

して議論する傾向があり，それと同時に，「情報機関」における歴代の代表的な指導者の

選択には多少の恣意性があるということである。著者は，「情報機関」を，（1）諜報工作，

（2）防諜工作，（3）謀略工作，を行う組織と定義している（p.3）。評者の理解によれば，（1）

は現在の国家安全部，すなわち過去の中共中央調査部または中共中央情報部，（2）は現在

の公安部政治安全保衛局，すなわち過去の中共中央社会部またはソビエト期の国家政治保

衛局，（3）は現在の中央軍事委員会聯合参謀部情報局，すなわち過去の中央軍委総情報部

または総参謀部 2局に該当する可能性が高いと考えられる。

　軍系統の機関はともかく，仮に，権力闘争のメカニズムを明らかにすることを目的とす

れば，諜報機関ではなく，防諜機関，すなわち公安の指導者に焦点を当てるべきではない

か。なぜならば，中国の国内政治に絶大な影響力を与えうるのは公安の指導者であり，権

力闘争は，防諜工作，すなわちスパイ狩りあるいは反革命粛清の名目で行われた事例が多

いからである（例えば本書で取り上げられた康生）。それとは反対に，対外的な諜報活動

を担う諜報機関は，国内政治の権力闘争に関わった事例がほとんど見られない（Mattis�&�

Brazil，2019）。

　また，諜報機関であれ，防諜機関であれ，その時々の組織構造，すなわち縦の統属関係

（中央省庁による指導）と横の統属関係（地方党委員会による指導）をめぐる制度設計も，

権力闘争に影響を与えうる構造的要因であろう。少なくとも，これを背景知識として説明

しないと，読者の混乱を招く恐れがある。確かに，本書の中では，各指導者の人脈が詳細

に紹介されている。だが，それぞれの人物は諜報活動をどのように国内政治の権力闘争に

利用したかについての具体的な言及がほとんどない。これは上記の指摘と関連しているの

ではないか。

　権力闘争の話はさておき，本書の副題が示すように，国家安全部の歴代指導者が本書の

分析対象である。諜報機関としての国家安全部に着目しようとすれば，本書の第一部（歴

史編）に，中央特科の初代リーダーとして活躍し，後に中国国民党に寝返った顧順章，康

生と比べて随分長く諜報機関のトップを務めていた李克農，そして結党初期から一貫して

1)　2010 年以前に刊行された史資料については，王・左（2009）に詳しい。
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中共の諜報工作を統括していた周恩来を付け加えるほうが「列伝」としての整合性が高ま

るのではないか。特に，歴史的に見れば，周恩来という人物は，中共の諜報工作を考察す

る上で避けては通れないキーパーソンである。

Ⅳ．若干の議論

　中共の諜報工作について定かでないことが非常に多い。そのため，分析者の思考法や着

眼点によって歴史に対する解釈が大きく異なるのは当然である。率直にいえば，著者なり

の刺激的な解釈・推測に対して，評者が賛同できないところが少なくない。ここでは，議

論を 1点のみ提起したい。

　それは，潘漢年が失脚した要因についてである。戦時中，諜報工作の最前線で活躍して

いる潘は，党中央の指示の下で，日本側（岩井英一，影佐禎昭）と汪兆銘側（李士群）の

諜報機関と接触して何らかの情報交換の協力関係を築いた。しかし，1943 年に党中央の

了承なしに独断で汪兆銘本人とまで面会したことについて，1955 年の春まで，つまり人

民共和国成立初期，初めての重大な党内権力闘争・「高崗・饒漱石事件」が収束する時期

まで，潘は党中央に報告しなかった。饒漱石の失脚を受け，饒の部下であった潘は重圧を

感じ，陳毅を通じて毛沢東に汪兆銘との面会の件を告白した。これに対して，毛沢東は「こ

の人物は今後信用してはならない」と言い切り，潘の逮捕を命じた。その後，周恩来や李

克農など潘の元上司は，潘のための弁明をある程度行ったが，何らかの理由によって毛沢

東に却下された。1963 年になると，ずっと収監されていた潘はやっと「裁判」にかけら

れて結果はスパイ罪だった。しかし，奇妙なことに，その翌月，潘はすぐに仮釈放され，

北京郊外のある農場である程度の自由を持って妻と暮らすことができるようになった。こ

れが，いわゆる謎の「潘漢年事件」のあらすじである。

　本書の著者は，（1）「民族裏切り路線の生証人」としての潘が毛沢東への個人崇拝の強

化を邪魔する存在となっているため，毛沢東がこの機会を狙って潘を粛清した，（2）「三反」，

「五反」，「新三反」といった政治運動の中で，党幹部に対する批判や摘発は行き過ぎたため，

潘はその犠牲者になった，と潘の失脚した要因を分析した（pp.54-57）。

　上記の 2点の分析はずれているのではないかというのが評者の率直な感想である。端的

に言えば，（1）は，不都合な真実を知る者は消すという論理に基づく解釈である。この解

釈は，基本的に毛沢東との権力闘争に敗北した王明の述懐を踏襲しているように見える。

その前提となったのは，いわゆる「漢奸」，「傀儡」とされる汪兆銘政権との接触は中共（と

りわけ毛沢東自ら）にとってそれまでのイメージの崩壊に繋がる機密事項であり，この機

密を知っているのは交渉を具体的に担当した潘漢年のみであった，ということである。

　しかし，この前提は成り立つのだろうか。潘のための弁明を行った周恩来や李克農，伝

言に頼まれた陳毅，潘の査問に当たった羅青長ら，潘の裁判に当たった役人らすべては，

潘と汪兆銘との面会の件を知っている，あるいは知るようになったはずだ。仮に毛沢東は，

不都合な真実を知る者を消そうとすれば，彼らも潘と共に消されるだろう。実際，毛沢東
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は「潘漢年事件」をタブー視していたのではなく，後に大勢の者が出席する党内会議で度々

この事件に言及した
2)

。つまり，潘という人物の名が「潘漢年事件」によって抹殺された

というよりも，むしろ党内により一層拡散していったといえよう。これは，「不都合を隠す」

という論理とは全く逆ではなかろうか。

　実際，戦時中，中共党内，とりわけ上層部においては，汪兆銘政権と密かに接触し，そ

して何らかの形で協力したことは，大した機密でもなく，毛沢東のイメージに大きなダメー

ジを与えるようなことでもなかった。なぜなら，強敵に囲まれている環境の中で，自らの

展開を有利に導くために，汪兆銘政権などの対日協力政権を利用したり，抱き込もうした

りするという変則的な戦術を中共は組織として一般的に行っていたからである（翁・李

2019）。また，中共の各地方革命根拠地もそれぞれに，汪兆銘政権などの対日協力政権の

軍から大量の銃器・弾薬などを継続的に購入し，ある種の貿易関係を結んでいた（斉，

2020）。

　ハイレベルの接触といえば，潘とは別のルートで中共と汪兆銘政権との交渉も進められ

ていた。例えば，1941 ～ 45 年，「敵と偽政権の上層部への連絡工作を大いに展開せよ」

という党中央の指示を受け，劉少奇や陳毅などに選ばれた馮少白が 4回程度上海，南京に

潜入し，1943 年に党中央の許可を得た上で汪兆銘政権の要人である周仏海，陳公博と面

会したことがある（馮，1980）
3)

。毛沢東が，「生証人」を抹殺しようとすれば，上記のす

べての者が対象となるだろう。むしろ，汪兆銘などの「民族裏切り者」と面会したことで

はなく，面会そのものが党中央の許可を得ず，また事後にも党中央に誠実に報告をしなかっ

たことを潘の失脚したきっかけとして考えた方が妥当ではなかろうか。これは党組織への

忠誠心に関わる重大な問題であり，諜報工作に携わる者にとって特に重要である。という

のも，工作員の隠し事がいったん発覚すると，ほかにも隠し事があるのではないかと必然

的に二重スパイとして警戒，調査されるからである。

　他方，（2）の分析は，「当時の階級闘争の情勢に対する誤った評価」が潘の冤罪を引き

起こしたという羅青長の回想に依拠していると思われる（p.56）。しかし，「三反」，「五反」

などの政治運動は主に横領腐敗，官僚主義を標的としたものであり，それが具体的にどの

ように潘の事件に影響を及ぼしたのかについて，著者の説明は漠然としている。評者の理

解であれば，羅が伝えたいのは，敵情判断の問題について過剰な危機感によって毛沢東が

敏感に反応しすぎたということである。ならば，潘の事件は，「三反」，「五反」などでは

なく，1955 年の夏から展開された「隠れた反革命分子」粛清運動と関連していると推測

する。ただ，原因ではなく，粛清運動は潘の事件の結果である可能性が高い。

2)　県レベルの幹部まで出席された 1962 年の大規模な党内会議・「七千人大会」はその典型例であ

ろう。この会議では，毛沢東は，「今，潘漢年は牢屋に閉じ込められている。我々は彼を殺してい

ない。彼のような者を殺し始めると，似たような者すべてを殺さなければならなくなる」と潘の事

件に言及した（中共中央文献研究室，1999，pp.308-309）。

3)　周仏海は 1943 年 3 月 8 日の日記で，馮との面会の様子を記している（周，2003，p.716）。
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　いずれにしても，以上は，あくまでも評者の感想であり，「潘漢年事件」に関しては謎

が依然として多く残っている。例えば，ロシア側に，毛沢東とソ連の元駐中国大使・パー

ベル・ユージンの 1955 年の密談の記録が残されている。密談の中で毛沢東は「潘漢年事件」

に言及した。「潘漢年は当方のすべての情報を蔣介石政権に漏らした。1950 年 1 月から 2

月にかけてかなり重要な資料は台湾に送られた。（中略）蔣介石政権が大陸から追い出さ

れた後，潘が彼らに協力し続けていた。そのため，潘は 4回程度蔣介石に勲章を授与され

た。これを裏付ける文書檔案やその他の証拠はすでに我々の手に握られている」と（沈，

2015，pp.354-355）。

　毛沢東は，汪兆銘との面会などの歴史問題に全く触れなかった。むしろ，当時現在進行

中の諜報工作の中で，潘は二重スパイだと強調している。「1950年 1月から 2月にかけて」，

国共の諜報戦には何があったか。同時期，中共台湾省工作委員会という地下組織が相次い

で破壊され，やがて国民党政権内に隠れている中共の大物スパイ・呉石中将（中華民国国

防部参謀次長）が捕まり，処刑される事件が起きた（国家安全局，1991，pp.11-55）。実

態は不明であるが，「二重スパイ」の潘が関連の情報を国民党に漏らしたがゆえに，中共

の台湾における諜報網が激しく破壊されたというのが毛沢東の判断であったかもしれな

い。そのためか，潘の判決書の第 1 条に，「1936 年，国民党との協議に際して，潘漢年は

秘密裏に国民党に投降した」と書かれており，潘と国民党の関係を強調している
4)

。新た

な一次史料が現れない限り，最終的な結論を出し難いが，汪兆銘との面会を報告しなかっ

た件に加えて，1950 年代初期の国共の諜報戦に巻き込まれていた潘は，疑心暗鬼の毛沢

東に誤解された可能性が高いと考えられる。

V．今後の展望

　以上，僭越ながら批判的なコメントや感想を率直に書き連ねた。しかし，それでも，通

常には表に出てこない諜報工作に視点を置き，様々な史資料を丹念に掘り出すことによっ

て，いかに刺激的な史実を発掘できるかという可能性を，本書によって改めて確認するこ

とができた。

　前述したように，潘漢年の諜報活動を分析する際，著者が日本側の史資料を駆使し，諜

報をめぐる日本と中共の攻防を動態的に分析した手法は特に興味深い。実際，多少なりと

も，アメリカ，イギリス，台湾などにおいて，歴史上に生成した諜報機関の機密文書は徐々

に機密が解かれており，場合によってはオンラインの形でアクセスすることも可能となっ

ている。中国側の史資料が厳しく統制されている中で，海外のリソースを活用し，他者の

目から中共の諜報工作を見るという新たな可能性が感じられる。十数年前に，中国の学者

4)　博古の甥である秦福銓（2009，p147）によれば，1936 年の国共協議に当たって，交渉を担当す

る潘は，毛沢東よりも王明の指示に従って行動したため，毛沢東に「信用できない」王明派だと酷

評されたという。



75

はすでにこの新たな潮流に乗り，CIA の対中工作関係の文書を翻訳，出版している（沈・楊，

2009）。

　もちろん，中共の諜報機関が果たした役割や組織運営の実態についての解明も，本書の

将来の課題として残っている。一般に，中共の諜報機関は小説のように，ヒューミント，

すなわちスパイのような者を媒介とした諜報活動を盛んに行ってきたと思われがちであ

る。しかし，中共中央調査部関係の一次史料やインタビュー調査資料を利用した蔣（2016）

の研究によれば，少なくとも毛沢東時代において，中共の諜報機関は，オープン・ソース・

インテリジェンス，すなわち対象国の新聞や雑誌などのメディアに公開された情報を継続

的に収集し，分析するといった手法を主に用いていたという。残念ながら，中共の諜報史

研究においては，このような実証に基づく個別研究が依然として稀少である。いかにこの

未知の世界を開拓していくかという困難な課題は，本書の著者だけではなく，評者を含め

た日本の中国近現代史研究者全体に課せられたものであろう。世界の中国近現代史研究者

に伍して，中国当局の関係者でも密かに首を縦に振るような中共諜報史研究が，日本から

生まれることを期待したい。

（朝日新聞出版，2021 年 10 月刊，307 頁，1800 円＋税）

（しゅう　しゅん・東京大学社会科学研究所）
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