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ソ連東方大学中国人留学生李伏生
－コミンテルン文書をベースにして－

中国現代文化研究所
招聘研究員　呉　　　念　聖

要　　旨

　20世紀に入って中国の知識人は大きく変貌した。彼らは伝統文化を継承しながらも外来文化を吸収し
て新文化運動を巻き起こし、中国近代化の道を模索し歩みを進めてきた。ある意味では、中国近代化の
歴史は近代中国知識人精神構造再構築の歴史でもある。個別人物の緻密な研究を通して近代中国知識
人の全体像を描き出すことは、筆者の研究者としての羨望である。
　本稿で取り上げる李伏生は、故・北京対外経済貿易学院ロシア語教授李紹鵬（1904－1981）が20代
前半、ソ連に留学した時に使った名前である。本文では、ロシア国立社会政治史料館所蔵の1920年代
のコミンテルン文書をベースに、1950、60年代、李本人が書いた回顧文などを参考にして、若き時代の
李紹鵬即ち李伏生があの時代のソ連で歩んできた足跡をたどってみるつもりである。
　李はソ連に行く前に、すでに労働者運動の中堅であり、中国共産党党員であった。彼は1925年冬、党
の派遣によりソ連モスクワの東方大学に留学、1928年夏、一旦中山大学に学籍を移したが、秋はまたレ
ニングラード軍政学院に留学に行き、1929年全連邦共産党（ボ）正式党員となった。1930年夏、コミン
テルンの指令により、彼は4年半にわたったソ連留学生活を終え、帰国して新たな任務を待つ。
　まもなくして、彼はいわゆるトロツキー・陳独秀派の嫌疑をかけられ、離党を余儀なくされた。その
後、名を李紹鵬と改められた彼は新しい道を歩み始めたが、李伏生としてのソ連留学体験は決して忘
れられるものではなかった。
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英文要旨

China’s intelligentsia was transformed during the early 20th century. While retaining China’s traditional 
culture, they imbibed foreign culture and ideas, created a new cultural movement, and pursued the path of 
modernization. My objective in this paper is, through detailed research on one individual, to provide a portrait of 
the transformation of some modern Chinese intellectuals.

Li Fusheng （李伏生） is the name that Professor Li Shaopeng (李紹鵬 , 1904–1981) of the former 
Beijing Academy of Foreign Trade used while studying in the Soviet Union. This article relies on the Comintern 
documents of the 1920s owned by The Russian State Archive of Social and Political History and on Li’s writings 
of the 1950s and 1960s, when he was known as Li Shaopeng, in which he wrote about his youthful days. 

In other words, I am retracing the footprints of Li Fusheng when he was studying in the Soviet Union. 
Prior to his studies in the Soviet Union, Li was already a pillar of the workers movement and a member of 
the CCP, which he joined in 1923. In winter 1925, the party sent him to Moscow to study at the Communist 
University of the Toilers of the East. During summer 1928, he studied at Sun Yat-sen University. In autumn of 
that year, he was at the Leningrad Military and Political Academy. In 1929, he became an official member of the 
All Union Communist Party of Bolsheviks. In summer 1930, following a Comintern directive, he returned to 
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ここで筆者が彼の過去を取り上げるのは、近代

中国知識人研究の一環として、彼の歩んできた軌

跡が検証に値すると考えられるからである。

幸運にも、筆者は李伏生に関連する1920年代の

コミンテルン資料（1）を得、また李本人が1950、60

年代に書いた自伝などの文章（2）も入手することが

できた。「一人一人の人間を研究することを旨と

するならば、その一生を縦覧しなければならない

ことは論を待たない。」（呉念聖2010：65）という

旨意を胸にし、筆者はいま「李紹鵬年譜」を作成

しながら、彼のソ連留学期にしぼって時代の大環

境の中、その青春の足跡をたどってみようと本文

をまとめた。

２．コミンテルン資料について

本文で使用するコミンテルン資料は、ロシア国

立社会政治史文書館所蔵の計５種である。そのう

ち、2.3、2.4、2.5は、もとはレニングラード軍政
学院所蔵のものである。以下、種類ごとに簡潔に

説明していく。

２．１．�Коммуниверситет（3）�Трудящихся�

Востока�им�т.Сталина�КАМДИДАТСКАЯ�

КАРТОЧКА

これを全訳すると「スターリン（同志）東方勤

労者共産主義大学予備登録カード」となる。

当大学は、コミンテルンが植民地や発展途上国

の共産主義者、共産党幹部を育成するため、1921

年10月にモスクワで創立した教育機関である。学

校名は、もとは「東方勤労者共産主義大学」で

あったが、1923年、スターリンが当大学を管轄す

る民族事務部部長に就任したのち、「スターリン

同志」を冠することになった。中国には従来、当

１．はじめに

20世紀に入って中国の知識人は大きく変貌し

た。彼らは伝統文化を継承しながらも懸命に外来

文化を吸収して新文化運動を巻き起こし、中国近

代化の道を模索し歩みを進めてきた。ある意味で

は、中国近代化の歴史は近代中国知識人の精神構

造再構築の歴史でもある。近代中国知識人の多く

は外国留学の体験をもっている。直接、異文化に

触れ、別の角度から自国の文化を見つめ直すこと

ができる好位置についたのはまさしく留学生であ

る。

本稿で取り上げる李伏生は、1920年代後半にソ

連に留学した中国人である。彼は、本名は李明徳

といい、1904年、中国江蘇省儀征のある塩商人の

家に生まれたが、幼い頃父親を亡くし、家が没

落、母親に連れられ、母親の実家がある湖北省蒲

圻に移住し育った。彼は16歳で武漢の工場に入

り、のちに労働者運動に熱心に参加し、革命活動

をするために何度か名前を変え、ソ連に行く前は

李福生を、ソ連に行った後は約５年間、李伏生

やロシア語の名「Слесарев」を使っていた。中国

にもどってまもなく李紹鵬と名を改めた。その

後、彼は北平大学法商学院、西北聯合大学、そし

て北京大学、清華大学、南開大学などで教授を歴

任したのち、1954年北京対外貿易学院（現中国対

外経済貿易大学）が成立すると同時に、招かれて

当学院ロシア語学科主任となった。李紹鵬という

名前は、彼が1930年秋から死去する1981年まで50

年以上も使用していたものである。ゆえに、一般

的に、彼は、中国におけるロシア語教育界の先駆

者の１人である李紹鵬として認識されているよう

で、彼の過去の名前である李伏生や彼のソ連留学

の実情はあまり知られていない。

China to await his next assignment.
Shortly thereafter, he was expelled from the party on suspicion of belonging to the Trotsky-Chen Duxiu 

faction. He adopted the name Li Shaopeng and embarked upon a new path, but his experience as Li Fusheng, 
studying in the Soviet Union as a youth, stayed with him for the rest of his life.
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支給品リストの中には、枕、シーツ、掛布団、

枕カバー、理髪券、食料品券、シャツなどの物品

名が書かれている。

校を東方大学または東大と呼ぶ慣習がある。本文

以下でもこの慣習に従い、また当校のこの登録

カードを「東大登録カード」と略称する。

このカードは全部で何頁あるかは不明、入手し

たのは４枚──初頁（図１）、終頁前の頁（図２）、

終頁（図３）の３枚と、支給品リスト（図４）を

載せた１枚である。 
初頁に、カード番号「553」がある。氏名欄に

「Ли – фун – син」が記入されているが、カード番

号の右余白に縦書きで「李伏生」の３文字が書か

れている。「Ли – фун – син」は「李伏生」のロシ

ア語の発音表記である（「李伏生」の下の「５」

は文書館によって書かれた整理番号であろう）。

記入日は「1926年４月１日」、健康診断日は「1926

年１月９日」、横に大学医師のサインと大学の印

がある。

終頁の最下端に中国語による「李伏生」のサイ

ンがあり、筆跡は初頁の「李伏生」と同じ、日付

も「1926年４月１日」となっている。この頁に22

番目から27番目の質問がある。

もう１枚には17番目から21番目の質問があるの

で、終頁前の頁であると判断された。

図１　東大登録カード初頁

図２　東大登録カード終頁前の頁

図３　東大登録カード終頁
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その下には、民族は「Китаец」（中国人）、生

年は「1904」、所属大学は「Коммунистического 

Университета Трудящихся Востока имени тов. 

И.В.СТАЛИНА」（スターリン同志東方勤労者共産

主義大学）、入学日は「1926年１月14日」、学生証

配付日は「1926年１月18日」などが書かれている。

最下端に大学長と書記のサイン、大学の印がある。

２．３．�Университет�Трудящихся�Китая��

имени�Сун-Ят-Сена�КАНДИДАТСКАЯ�

КАРТОЧКА（図６）

これを全訳すると「孫逸仙中国勤労者大学予備

登録カード」となる。「550－1－2－411」は整理

番号である。

当大学は1925年11月、コミンテルンと全連邦共

産党（ボリシェヴィキ、略称：ボ）が中国の国共

合作に対する支援の一環として、モスクワで創設

した教育機関である。学校名には中国近代革命の

父孫文の号「逸仙」を用いて「孫逸仙」を冠した。

ただ、中国国内では一般的に好んで彼のもう１つ

の号「中山」を用いて彼のことを「孫中山」と称

しているがゆえ、当大学をよく中山大学または中

大と称し、本文以下でもこの慣習に従い、そして

このカードを「中大登録カード」と略称する。

２．２．СТУДЕНЧЕСКИЙ�БИЛЕТ（図５）

「大学生証」のこと。以下は「学生証」と称す

る。「550－1－2－401（1）」は整理番号である。

１枚開きで、この「学生証」の最初の２頁である。

本来なら計18頁あると１頁目の上端に示されている。

１頁目には、中国語による「李伏生」のサイン

があり、その筆跡は「東大登録カード」のと同

じ。サインの上部には写真を貼るところがある

が、写真はない（剥がれた痕跡がある）。

２頁目に、「1756」という学生証番号がある。

氏名欄には「Слесарев」が記入されている。つま

り、この時点で李伏生はすでにロシア語の名前を

もっていた。

図４　支給品リスト

図５　学生証

図６　中大登録カード



ソ連東方大学中国人留学生李伏生－コミンテルン文書をベースにして－

― 29 ―

политическая академия им. Толмачёва」、 ト ル マ

チョフ軍政学院のことである。当校は1919年、ソ

ビエト共和国新政府がサンクト・ペテルブルグで

創設した高等軍事教育機構である。1924年、レー

ニン死去後、サンクト・ペテルブルグがレニング

ラードに改名され、同校もレニングラード軍政学

院となった。1938年、同校はモスクワに移転し、

名はレーニン軍政学院と改められた。

３．ソ連留学前の活動

李伏生は「東大登録カード」22番目、17番目、

18番目の質問に対して次のような回答をした。（4）

①　 1922年から漢陽兵工廠労働組合で（В Хаянскom 

apceнaл Coюзa）活動し始める。

入手できたのは初頁だけで、このカードが全部

で何頁あるかは不明。フォームは「東大登録カー

ド」に似ている。カード番号は「1044」、登録者

は「Слесарев」、登録日は「1928年６月20日」。下

には事務主任のサインがある。

２．４．УДОСТОВЕРЕНИЕ（図７）

証明書のこと。「550－1－2－410」は整理番号

である。

１枚。その内容は、この証明書をもってレニング

ラードに行くСлесарев同志はわが校の学生である

というもので、つまり１種の「通行証明書」である。

下に書記と事務主任のサイン、学校の印がある。

証明書の左側に、発行機関は中山大学、発行日は

1928年９月６日、そして大学住所も示されている。

２．５．轉党名單（既離校的）（図８）

党籍変更者名簿（既に学校を離れた者）のこ

と。以下は「党員名簿」と称する。右上端の「64」

は整理番号か。

手書きのメモ１枚、中国語とロシア語との両方が

使われている。ここでいう「轉党」とは「ККП」即

ち中国共産党から「ВКП /б/」即ち全連邦共産党

（ボ）に党籍を移すことを意味する。ただ、この名簿

には、移籍者の名前だけでなく、全連邦共産党（ボ）

党員候補から正式の党員になった人の名前も書かれ

ている。後者の４番目は「李伏生」である。

ここでいう学校は「ВПАТ」即ち「Военно‐

図７　通行証明書

図８　党員名簿
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遣された者、３期生は1925年から1926年まで欧州

支部から４度目に派遣された者や国内から派遣さ

れた者、４期生は1927年国共合作が崩壊後国内か

ら派遣された者である。

国内から派遣された東大３期生の中には、彭幹臣、

羅世文、向警予、趙毅敏、施宜生、涂作潮、連徳

生、胡子原、湯正清、左正南、羅寿如、王子祥、法

栄庭、張士強、王亜梅、丁昌文、漆景林、朱懐瑞、

羅井、李福生などがいる。（周棉1997：176）

この李福生が、つまりのちの李伏生、李紹鵬の

ことである。（7）

彼は、ソ連留学に先立って、共産党武漢地方委

員会の派遣により、1923年冬から1924年秋まで、

大冶鉄廠（8）で党支部活動や労働者運動の指導にあ

たっていた。その頃、彼は李福生という名前を

使っていたようである。

実は、1921年９月から1923年２月頃まで李福生

を名乗って大冶鉄廠で党の活動をした人がいた。

その人の本名は林育英（1897－1942、湖北省黄岡

出身）といい、のちに中国共産党の重要な指導者

になった人である。思うに、大冶鉄廠で林の仕事

を引き継いで彼も、そのまま李福生という名前を

使ったほうが、当時の非合法活動に都合がよかっ

たのであろう。従って、彼にとって、李福生は一

種の仮名であったことになる。

1925年10月、この第２の李福生は、党の指示を

受けソ連留学に赴く。まず武漢から船で上海に

行った。船の中で労働組合運動の同志向忠発に

会った。そのとき、向忠発（1880－1931、湖北省

漢川出身）は、上海を経由して広州へ赴き、国民

党第２次大会に出席するところであった。（9）李が

ソ連から帰国した1930年には、向は中国共産党総

書記となっていた。

４．２．李伏生として東大に入学

しかしながら、「東大登録カード」にサインされ

た名前は「李福生」ではなく、「李伏生」であっ

た。たしかに、「福」と「伏」は中国語の発音は

同じであるが、なぜ漢字を変える必要があったか。

②　 1924年４月に「ККП」即ち中国共産党に加

入する。

③　 1924年から他の政党「Гоминдан」即ち国民

党にも奉仕することになる。

以上の回答内容について、李本人が書いた「李

紹鵬自伝」（5）に基づいて若干訂正・補足をしたい。

彼が1922年労働組合活動をした場所は「漢陽鉄

廠」（6）である。彼は1920年、16歳で見習い工として

漢陽鉄廠に入り、1922年、中国労働組合長江支部

（同年９月に武漢分部に改称）の指導下で同工場

労働組合の設立運動に参加し、ストライキによっ

て労働組合が設立でき、その専従職員となる。

「東大登録カード」に記入するとき、李はまだ

ロシア語ができないので、おそらく代筆があった。

その際に「漢陽鉄廠」をロシア語の「漢陽兵工廠」

に誤訳してしまったと考えられよう。

1923年４月、李伏生の入党紹介者を務めたのは

許白昊（1899－1928、湖北省応城出身）と林育南

（1898－1931、湖北省黄岡出身）であるそうだ。

２人とも中国労働者運動と中国共産党の初期の指

導者である。

1924年１月20日、国民党第１次全国大会の決定

により、第一次国共合作が成立し、国民党と共産

党は北洋軍閥との戦いで協力するようになった。

その後、一部の共産党員が党の指示によって個人

として国民党に入り、あるいは国民党の役職につ

いた。ただ、その時期、李伏生が国民党党員に

なったというような資料は未見である。彼の「東

大登録カード」での答えは、国共合作という政治

情勢に合わせての一般論であろう。

４．東方大学に留学

４．１．李福生として中国からソ連へ

東方大学に留学した中国人は数百名にのぼって

いた。時期的に分けると、大体４期になる。１期

生は1921年東方大学中国部設立時に入学した者、

２期生は1923年から1924年まで中国共産党欧州支

部から３度にわたって派遣された者や国内から派



ソ連東方大学中国人留学生李伏生－コミンテルン文書をベースにして－

― 31 ―

政治情勢は大きく変わり、「四一二事変」、「七一五

事変」が相次ぎ起こり、国共は合作から武装対立

になった。同年７月26日、中国国民党中央執行委

員会は声明を発表したが、それは中山大学との関

係を一切断ち、下部組織の留学生派遣を厳禁する

という内容だった。一方では、1928年５月24日、全

連邦共産党（ボ）政治局会議は、東方大学中国部

を終了し、在校生全員を中山大学に転校させると

いう決定を下した。そして同年９月17日、中大の

学校名を孫逸仙中国労働者共産主義大学に改めた。

その後、中大は中国共産党の派遣生のみを受け入

れ、さらに約２年続いたが1930年夏に解散した。

つまり、李伏生の転校にはこのような背景が

あった。ただ、同年９月６日、彼は中山大学から

レニングラード行きの証明書を与えられ、中山大

学を離れて、レニングラードに行くことになっ

た。わずか３か月の中大在籍だった。

その年の６月18日から７月11日まで、中国共産

党第６回大会がモスクワで開催された。大会後、

一部年配の代表は帰国せず、中山大学特別班に

留学するようになった。李の回想（11）によると、こ

こで彼は武漢労働者運動をしたときの同志董必武

（1886－1975、湖北省黄安出身）、銭介盤（1889－

1938、湖北省咸寧出身）などと再会、呉玉章

（1878－1966、四川省栄県出身）とも知り合った。

６．レニングラード軍政学院に留学

李伏生が「通行証明書」をもらってレニングラー

ドに行ったのは、レニングラード軍政学院に留学

するためである。上述した本人の自伝によれば、

彼は当時モスクワにいる中国共産党指導者の１人、

コミンテルン執行委員会委員蘇兆征（1885－1929、

広東省香山出身）から直接に、さらに軍事学校に

行って勉強するようにという指示をうけ、1928年

９月に当学院に留学に行ったそうである。

当学院の学制は３年、1927年に入学した中国人

１期生は1930年夏卒業、1928年に入学した２期生

は1931年夏卒業することとなる。

それは、奇しくも、前述の林育英が1924年５月

から1925年７月まで東方大学に留学しており、そ

のとき李福生という名前で登録していたのであ

る。さすがにその後に来た別人が、また同じ名前

を使って登録したら混乱を起こしてしまうだろ

う。そのために、第２の李福生は李伏生になった

と推測される。ちなみに、1933年、林育英が再度

ソ連に行ったときは、李復生という名前を使って

いた。ただ、彼の数多くの名前の中で、最も知ら

れているのは彼の最後の名前、張浩である。

「学生証」によると、李伏生は1926年１月14日

に入学を許可された。「東大登録カード」初頁下

端にある「入学手続は２週間内に終了すべき」と

いう説明に照らし合わせると、規定時間内に手続

を済ませたのである。「学生証」自体は１月18日

に配付された。その「学生証」には、李伏生と彼

のロシア語名「Слесарев」が併記されている。

東方大学はその頃学制が３年であったようだ

が、実際３年在学した中国人留学生はほとんどな

く、わずか数か月在学しただけで党の指示によっ

て中国に帰った者もいた。李伏生の場合、彼の

「中大登録カード」に学習年度は「1926－1927」

と書かれているが、実際、彼は東大で1926年初め

から1928年夏まで２年半在籍していた。果たして

正式に卒業したかはわからない。ただ、東大は学

生には、いわゆる卒業証明書または履修証明書の

ような書類を一切出していないようである。（10）ま

た、李伏生の学生証が現在ロシアで保管されてい

ることから推測すると、学生が大学を離れる際に

は学生証を返納しなければならないという規定が

あった可能性がある。貼ってある写真を剥がした

ことは、その秘密主義の一環かもしれない。

５．中山大学に一時移籍

彼は1928年６月20日、「Слесарев」という名前で

「中大登録カード」に記入し、学籍を東方大学から

中山大学に移した。それはどういうことか。実は、

中山大学が開校してから３年目の1927年に中国の
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に在籍したかは不明な１人を除いて、みな1930年

か1931年の夏まで在籍していたと「調査表」には

示してある。しかし、「党員名簿」には、「同志た

ちはみな昨年の冬、学校を離れた」という意味

の中国語メモと、「上述した同志たちはレニング

ラード軍政学院を離れたが、1929年に彼らは支部

総会で変更を実現した」という意味のロシア語メ

モが書かれているので、つまり、全員が1929年

冬、レニングラード軍政学院を離れたわけであ

る。それがゆえ、この「党員名簿」メモは1930年

に書かれたとも判断できる。

上述した「李紹鵬自伝」によると、1929年冬、

彼は党の指示により、学院を離れ、特別赤旗極東

軍司令部に赴任した。背景には中東路事件（14）が

あった。

そして、「党員名簿」上のもう１人、当学院１期

生の曽湧泉（1902－1996、四川省新都出身）は、

「調査票」によると1930年夏まで在籍するが、実

際彼も1929年10月中東路事件のため、党の指示に

より特別赤旗極東軍司令部に派遣された。帰国し

たのは1931年８月。曽は新中国成立後、東欧諸国

の特命全権大使、外交部副部長、中国共産党中央

紀律委員会常務委員などを歴任した中国共産党の

重要幹部である。

従って、「在籍」とはあくまでも学籍簿上の事

実であって必ずしも在校実態を反映していない点

には注意されたい。

７．�全連邦共産党（ボ）党員候補から正
式へ

ソ連東方大学留学に行った１期生の中国共産党

党員は、中国共産党のモスクワ支部をつくった

が、しかし1926年秋このモスクワ支部は解散させ

られ、中国人支部は全連邦共産党（ボ）東大支部

局の管轄下に置かれた。その際に、多くの中国共

産党員が全連邦共産党（ボ）に入った。李の回想

によると、彼もこの年に全連邦共産党（ボ）党員

候補になった。

ロシア現代史保存研究センターの資料に基づい

てまとめられた1925から1932年まで蘇聯軍事学校

で勉強した中国人学生に関する「調査表」（12）によ

ると、レニングラード軍政学院に在籍した中国人

留学生は43人いた。

「党員名簿」中の16人をもとに「調査表」の関係

データを使って次の対照表をつくってみた。（13）

この対照表からわかるように、「党員名簿」中

の16人は、１人を除いて、調査表にもあった。こ

の15人のうち、いつまでレニングラード軍政学院

党員名簿 調査表

賀？揚
Жмуцекий

任声揚
扎莫奇基

1928.11－1931夏

袁明階
Бумaжный

袁明階
布馬扎納依

1928.11－1932夏

王崇林
Вачкевич

王苹春
巴斯基比恰

1928.11－1932夏

施育英
Вeдepникoв

施育英
瓦杜爾尼柯夫

1928.11－1932夏

殷子？
Дубpoвский

翟栄基
杜波洛夫斯基

1928.8－

張浩生
Дугнин

張浩生
杜格寧

1928.11－1932夏

畢昌茂
Дзюбa

畢昌茂
達久巴

1928.11－1932夏

施右良
Евг?eньeв

施有良
耶廖涅特茨基

1928.11－1932夏

任耀芳
Ечмe?цeн

任耀芳
葉利欽

1928.11－1932夏

文南進（？）
Kacьян

張兰兰棠
Лиздин

張芝堂
里丁

1928.8－1932夏

曽湧泉
Лобoв

曽湧泉
羅波夫

1927.9－1930夏

宗孚
Макарoв

宗孚
馬克洛夫

1927.9－1930夏

左士
Лепщинский

左士
列別申斯基

1928.11－1931夏

李伏生
Слесарo?в

李伏生
斯列沙納夫

1928.10－1931夏

沈宗源
Теплoв

沈宗源
帖洛夫

1928.10－1931夏
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発、ようやく収束したところ、蒋介石の中央軍

は、中国共産党の江西ソビエトに対し、第一次囲

剿作戦を実行する。中国共産党内では、都市労働

者の組織化と蜂起を主とするいわゆる「李立三極

左路線」がもたらした混乱がやっと是正された

が、ソ連の経験と理論を教条的に中国革命に持ち

こんできた「王明極左路線」が始まる。

1930年11月、李伏生はようやく江西ソビエトに

行くという指令を受けた。それは彼がソ連で軍事

も学んだことに関係するかもしれない。彼は、心

機一転して名前を李紹鵬と変え、香港ルートを経

由して江西入りしようとした。しかし思いもよら

ず、香港で上海へ追い返された。トロツキー・陳

独秀派の嫌疑をかけられたためであった。上海で

彼は李伏生と「Слесарев」の名で党中央やコミン

テルン上海駐在代表に上申書を送ったが（17）、返

事ももらえず、とうとう党に見放された。そこ

で、彼は別の道を歩まざるを得なかった。（18）も

し、彼が江西ソビエトに行ったらその後はどう

なっただろうとふと筆者は想像する。実際、彼

はその後何度か復党を試みたが、やはりトロツ

キー・陳独秀派という問題が大問題で、実現する

ことはなかった。（19）

【注】
（１） コミンテルン資料は、李伏生即ち李紹鵬の娘、アメ

リカオレゴン州立大学（Oregon State University）政
治学部副教授李華鈺が提供したものである。ここに
て感謝の意を表す。なおロシア語解読の責はすべて
筆者が負う。

（２） 本文で使用する李の文章は、主に幾度もの政治運動
の中、本人が書いた「交代」である。中国語の「交
代」は日本語に訳すると、「告白」乃至「強制的な
自白」という意味になる。これらの文章の原本は現
在彼の勤務先だった中国対外貿易大学人事部門に保
管され、非公開である。

（３） 「Коммуниверситет」 は「Коммунистический 
университет」の合成語、後者が使われることもあ
る。図５参照。

（４） 20番目の質問に対する答えも書いてあるが、その内
容はまだ判明していない。

（５） 「李紹鵬自伝」は、李が1953年、勤務先の南開大学
で書いて大学共産党総支部に提出したもので、非公

当時、中国共産党の正式党員であっても全連邦

共産党（ボ）に入る際には、まず候補となって一

定の期間を経てはじめて正式の党員になるという

ことになっていた。しかも、その手続は必ずしも

明確なルールに基づいて行われていたものではな

いようだ。李の回想（15）によれば、「1926年から全

連邦共産党（ボ）は中国共産党員を何回かまとめ

て移籍させたが、その後はしなくなった。そのた

めに、全連邦共産党（ボ）党員である中国人留学

生もいれば、そうでない人もいる。帰国する際に

全連邦共産党（ボ）党員証を返納すればその党籍

が終了し、それでまた中国共産党の党籍にもど

る。」と述べている。

「党員名簿」からわかるように、名簿にある16

人が、1929年の支部総会で党籍の変更か候補から

正式への昇格を実現し、その年の冬、学院を去っ

た。

上述した李の回想では、1929年秋、学院中国人

クラス担任の「柯金」（Кодин？）の指示により、

彼は蒋経国の全連邦共産党（ボ）入党申請紹介者

になったとも言っている。（16）入党申請を行った蒋

経国は1929年11月２日の学院支部総会で党員候補

として認められ、1930年３月28日レニングラード

軍事委員会により正式に承認された。一方では、

紹介者は正式の党員でなければ務まらないので、

李伏生は1929年秋以前に正式党員に昇格したに違

いない。

８．ソ連から帰国

李伏生は、1925年末から1930年６月まで、ソ連

に約４年半滞在した。そのうち、東大には２年

半、中大には３か月、軍政学院には１年余り、極

東地方には半年だった。

1930年６月、李伏生はコミンテルン東方部の指

令により帰国し、東北、大連をへて上海に到着、

ここで中央指導部から新しい指令を待った。

帰国した彼は、さっそく厳しい政治情勢に巻き

込まれていく。いわゆる新軍閥の中原大戦が勃
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ア語からの中訳かは不明である。対照表は「党員名
簿」の16人を基準とし、それから「調査表」にそれ
と中国語名が合致する者があるか、さらにロシア語
名の漢字表記の発音がそれのロシア語と合致する者
があるかを確認していくという手順で作成したもの
である。疑問のある箇所は「？」を以て記す。なお
「調査票」中の人名は中国の現行文字即ち略字で書
かれているが、ここでは旧字に直した。
　そのほか、対照表の作成に「李紹鵬自伝」（４頁）
などを参考にして、「党員名簿」１番目の者は「賀
声揚」と判断された。賀声揚はつまり賀声洋（1902－
1934 ？、湖南省石門出身）、本名は家振、別字は靖
亜、号は沈洋、筆名は賀佛、黄埔軍事学校１期生、
ソ連から帰国後、江西ソビエト紅軍中央軍事政治学
校第一分校学生総隊隊長、閩西紅軍新編第12軍代軍
長を歴任したのち、江西ソビエトを離れて上海に行
き翻訳に専念する。1931年春、李は賀声洋らと一緒
に山西省の孫殿英部隊に行き、孫に共産党への協力
を働き掛けることもした。
　もう１人、「党員名簿」最後の人は、注（10）に
掲示した李の「第一次交代的問題」（21頁）を参考
にして、「沈宗源」であることが確定できた。沈宗
源（沈中元、1903－？、四川省大足出身）、のちに
沈天澤と改名、1931年10月中国共産党卾豫辺区特別
委員会書記になったが、その後変節して国民党に奉
職し、四川省特別党部少将書記長まで務めた。新中
国成立後は成都か重慶在住。
　なお、たとえ一次資料であっても筆記体の場合
は判読しづらいところもある。また、原本の書き
間違いも考慮に入れなければならない。たとえ
ば、李伏生のロシア語名は彼の「学生証」、「中大
登録カード」、「通行証明書」そして本人の記憶で
も「Слесарeв」となっているが、「党員名簿」は
「Слесарoв」となっている。

（14） 中東路事件は、1929年中東鉄路即ち東清鉄道を巡る
中ソ軍事紛争である。交戦の結果、張学良の東北軍
が敗戦、12月22日、双方は和平協定を結んだ。この
衝突は５か月続き、双方が動員した兵力は20万以上。
中国側は死傷者２千、捕虜となったのは７千余り。
多くの中国人留学生は、その捕虜の対応に従事させ
られたようである。

（15） 李紹鵬が1968年７月14日に書いた「関於介紹蒋経国
参加聯共（布）」（蒋経国に全連邦共産党（ボ）加入
を紹介する件に関して）（非公開）による。計４頁、
ここは２頁参照。

（16） 注（15）に掲示した「関於介紹蒋経国参加聯共（布）」
参照。また、余敏玲1998：126によれば、1929年春
の時点で蒋経国の入党紹介者は次の５人：福徳采
夫（Фодцев）、科金（Котин）、勾傑思（Годес）、科
塔維奇（Котавич）、斯傑培金（Степыкин）。２番

開。ここで使われているのは1956年２月25日に原本
から書き写したもので、計８頁。

（６） 漢陽鉄廠はつまり漢陽製鉄所、1890年清の湖広総督
張之洞の主導で建設された官営企業である。1908年、
漢陽鉄廠と大冶鉄山（1896創設）と萍郷炭鉱（1899
創設）が合併して、当時中国最大の製鉄会社、漢冶
萍煤鉄有限公司が設立された。1938年日本軍の占領
によって接収され、日本製鉄の管理下に置かれる。
抗日戦争勝利後、中国に復帰。これをもとに、1948
年７月、華中鋼鉄有限公司が成立する。

（７） 1975年12月４日、中国共産党北京対外貿易学院政治
部が出した「関於李紹鵬問題的復査結論」（李紹鵬
問題再審査の結論）中に「李紹鵬の旧名は李福生、
李伏生である」ということも示してある。

（８） 大冶鉄廠はつまり大冶製鉄所、漢冶萍煤鉄有限公司
の新事業として、1917年建設開始、1922年竣工開業。
注（６）参照。

（９） 李紹鵬が1968年12月26日に書いたもの（非公開）に
よる。全文は11の小見出し、７頁ある。ここは１頁
の「１．同向忠発的関係」（向忠発との関係）参照。

（10） 当時ソ連留学の複雑な事情を踏まえて、国民党中央
執行委員会は、1928年12月27日、『処理留俄帰国学
生暫定辨法』（ロシア留学帰国者を取扱う暫定案）
を発布した。1929年以降、国民党中央執行委員会訓
練部は運営上でソ連に留学した者に卒業証明書を与
えることにした。その頃、卒業証明書の有無が登用
や昇進の重要な条件の１つになっていたのだ。その
後、ロシア留学生会という団体もつくられた。
　李が1952年６月５日に書いて勤務先の清華大学党
の指導部に提出した「第一次交代的問題」（第一回 
諸問題に関する告白）と題するものがある。計24頁、
「清華園」原稿用紙使用。非公開。その中に、彼は
２度国民党中央組織部（訓練部の誤りか）からロシ
ア留学卒業証明書をもらったことがあり、１度目は
1936年頃北平で、２度目は1942、43年頃重慶でと書
いている。ここは18頁参照。

（11） 李紹鵬が1968年５月２日に書いた「呉玉章及留俄同
学会的有関情況」（呉玉章及びロシア留学同学会の
関連情況）（非公開）による。計５頁、ここは１頁
参照。

（12） 圭松1994による。その説明によると、調査表が依拠
する資料はロシア現代史保存研究センター（ロシア
国立社会政治史文書館の前身）所蔵文書（整理番号
は495－154－400と530－1－175など）。
　ほかに、レニングラード軍政学院中国人留学生の
名前について、1988年、高維翰が書いた「蘇俄軍事
政治学院雑録」（中華民国留俄同学会編『60年来中
国留俄同学之風霜踔厲』164-165）も言及している。

（13） 「調査表」は二次資料で、そこに示されたロシア語
名の漢字表記は原本にあったものか、それともロシ
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鵬同志追悼会が行われた。その時、北京対外貿易学
院が出した追悼文には次のように述べている。「彼
は1922年からすでに積極的に革命活動に参加し、
1923年４月に武漢で許白昊・林育南両同志の紹介に
より中国共産党に加入、……1925年党が李紹鵬同志
をソ連に派遣し、彼はモスクワ東方大学やレニング
ラード軍政学院に勉学した。1930年６月帰国するま
で、李紹鵬同志は党の指導の下で革命のために多く
の有益な仕事をした。1931年、当時の党の中央が、
李紹鵬同志がトロツキー・陳独秀派とかかわりあり
と認定し、彼の組織との関係を中断した。解放後、
李紹鵬同志は何回もこの問題の再調査を求めたが、
党の調査した結果、彼のトロツキー・陳派に関する
嫌疑は成立せず、すでに1957年に嫌疑を取り消すと
いう結論を出した。」（原文：他自一九二二年起，就
开始积积极参加革命活动动，并曾于一九二三年四月在
武汉经许汉经许白昊、林育南同志介绍绍，加入中国共产产党。
……一九二五年，党组织组织送李绍鹏绍鹏同志去苏联苏联，他曾
先后在莫斯科东东方大学、列宁格勒军军事政治学院学习习。
直直到一九三〇年六月回国期间间，李绍鹏绍鹏同志在党的领领

导导下，为为革命做了大量有益的工作。由于一九三一年，
当时时党中央领导认为领导认为李绍鹏绍鹏同志与托陈陈派有关系，中
断了他与组织组织的关系。解放后李绍鹏绍鹏同志曾多次要求
查查清这这个问题问题，经组织调查经组织调查，关于托陈陈派的嫌疑不能
成立，已于一九五七年做出结论结论，予以取消。）残念
ながら、その後の文化大革命という政治運動の中、
この1957年結論が反故にされ、24年の歳月を経てよ
うやく再認定された。
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目の「科金（Котин）」は、おそらく李のいう「柯
金（Кодин）」であろう。余文によると、入党紹介者
の資格について、労働者党員がもっと必要だという
意見があった。李伏生は労働者党員であるから、の
ちに入党紹介者として入れ替えられたとも考えられ
る。余の説明では、こうした内容は、ロシア現代史
保存研究センター所蔵文書（整理番号は550－1－6－
60頁b、18-21頁、文書名は「軍政学院特支主席団第
二次会議速記録」、1929年10月21日）に依拠してい
る。注（13）に挙げた資料と同様に、この資料も二
次的なものであり、ロシア語名による中国語の表記
やロシア語筆記体の判読などについて、完全なもの
でないかもしれない。さらに大胆に推理すれば、こ
の５人の紹介者の最後の「斯傑培金（Степыкин）」
は、「斯列沙納夫（Слесарев）」（李伏生のロシア語
名）のことではないか。一次資料にあたることは筆
者の今後の課題である。

（17） 注（９）で掲示した李紹鵬が1968年12月26日に書い
たものの4-5頁、「９．声述書主要内容」（陳述書の
主な内容）と「10．上訴書的主要内容」（上訴書の
主な内容）、参照。

（18） 李紹鵬が教育者の道を進めていく過程の中で、多くの
ソ連留学同学から助けを得た。たとえば、宗真甫（宗
錫鈞、1898－1974、河北省沙河出身、最初教育界の
仕事を紹介した）、武兆鎬（武剣西、1899－1973、河
南省鞏県出身、北平大学同僚）、李侠公（1899－1994、
貴州省貴筑出身）、朱代傑（1902－1966、四川省成都
出身）、章友江（1901－1976、江西省南昌出身、北平
大学・西北聯合大学同僚）など。

（19） 注（７）で掲示した「関於李紹鵬問題的復査結論」
（李紹鵬問題再審査の結論）に、「李紹鵬の歴史問題
はすでに基本的にはっきりした。トロツキー・陳独
秀派の嫌疑問題に関して、調査した結果、李紹鵬が
トロツキー・陳派の組織に参加したことを証明する
ことはできない。よってその嫌疑を解く。」（原文：
李绍鹏绍鹏的历历史问题问题已基本清楚。关于其托陈陈嫌疑问题问题，
经调查经调查，均不能证证明李绍鹏绍鹏参加了托陈组织陈组织，因此予
以释释疑。）と書いてある。この文書のあとの余白に、
李紹鵬は「同意いたします。関係者の皆様、ご苦労
様でした」（原文：同意，谢谢经办谢谢经办同志的辛劳劳。）と
書いている。その日付は1976年11月12日、この「結
論」文書が出てから約一年後であった。
　1981年６月25日、北京八宝山革命烈士公墓で李紹


