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Japanese Detective Novels and Southeast Asia

Southeast Asia as depicted in Japanese detective novels was not 

only a source of exotic mysteries, but also a space where complex 

histories and cultures were intertwined. One example is “Kaikyo 

Tenchikai”, written by Oguri Mushitaro, who stayed in Murray 

from 1941 to 1942. One feature of this work is that the people who 

solve the novel’s mystery are Iinuma, an apprentice doctor, and 

Kogure, a detective novelist and a member of the press. Their 

relationship is reminiscent of the one between Holmes and Watson, 

but the detective and the narrator are not clearly distinct, and in 

fact their voices gradually overlap. They are more like characters in 

spy novels than in detective novels. Another example of the genre 

is Yuki Shoji’s “Gomez no na ha Gomez”, in which a former 

Japanese soldier who assimilated into Vietnam appears, having not 

returned to Japan after the end of the war. Here, the theme of 

being a double agent overlaps with that of national betrayal. In one 

more example, a Japanese holdout from the end of the war living 

in Asia also appears in Matsumoto Seicho’s “Atsui Kinu”. Ultimately, 

the divergence between the ideal of the liberation of Asia, which 

was the cause of the Pacific War, and the reality brought about by 

the Japanese military invasion, casts a complex shadow over 

mysteries set in Southeast Asia.

Keywords Detective Novel(探偵小説), Spy Novel(スパイ小説), Southeast 

Asia(東南アジア), Holmes and Watson(ホームズとワトスン), 

Japanese holdout(残留日本兵)
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世界最初の探偵小説と言われるエドガー·アラン·ポー｢モルグ街の殺人｣(1841年)に

マレー諸島のスマトラ島で捕獲され船乗りによってパリに連れて来られたオランウー

タンが登場して以来、探偵小説と東南アジアと総称される地域とは浅からぬ関係を持ち

続けてきた。東南アジアという｢南｣のエキゾティックな空間の魅力に包まれた｢謎｣の源

泉であり、オランウータンがパリの植物園 Jardin des Plantesに収監される結末は、西

洋の近代国民国家が植民地を管理下に置こうとする帝国主義の欲望をそのままなぞって

いるとも言えるだろう。シャーロック·ホームズ·シリーズでも帝都ロンドンで起こ

る怪事件の発端はしばしば｢外部｣にあり、科学的合理的な推理によって馴致されるので

ある
1
。

しかし、明治時代の｢南進論｣から｢南｣に新領土を求めた近代日本にとって、東南アジ

アは西洋とはいささか異なる場所であった。探偵小説作家のうち、東南アジアの地へ実

際に赴き、作品を書いたのは小栗虫太郎である。1941年(昭和16年)11月、｢マレー、ビ

ルマ、スマトラ、ジャワ、比島などの各地域における文化工作、特に緊急を要望される

報道宣伝部門を更に強化、推進するため、今度南方に骨を埋むるの気概を以て挺身報道

宣伝事業に勤務する要員｣(日本文学報告会編纂�文芸年鑑·二千六百三年版�桃蹊書房、

1943年8月)に任命された陸軍報道班員に第一次徴用作家30名の一人として、11月20日に

大阪から船に乗りにマレー半島に向かった。江戸川乱歩は｢探偵作家で第一に派遣され

たのは、意外にも小栗虫太郎君であった｣とその人選を訝しく思い、｢小栗君は、ニヒリ

スト的超然派であり、決して忠勇義烈の士ではなかった。また、体も弱く、絶えず心悸

昂進を起していたし、雷ぎらいで、雷鳴には押入れの中へ隠れるという異常者であった｣

ため、｢この派遣には懲罰の意味が加わっているのではないかとさえ疑われた｣と記し

ている(�探偵小説四十年�桃源社、1961年7月)。�黒死館殺人事件�(�新青年�1934年4月

号~12月号)に代表されるぺダントリーに彩られた特異な言語世界を構築してきた書斎派

の虫太郎ではあったが、�人外魔境�(�新青年�1939年5月号~1941年7月号)など秘境冒険小

説の書き手でもあった彼には絶好の現地取材機会ともなった。小栗宣治｢小伝 小栗虫太

郎｣(桃源社版�紅殻駱駝の秘密�、1970年5月)によれば、｢主任地のコーランポーという

町の気候や風土が父の体に適していたのか、気味が悪い程の健康体になった｣という。

コーランポーはマレー半島のクアラルンプールのこと。1942年1月、日本軍がイギリス

軍を制圧、日本の統治下に入っていた。｢いずれにしても身も心も洗われた一年では

あった。しかも、そろそろ敗色の漂う昭和十七年の暮に帰るとは余程の幸運である。戦

争を利用して悠々と官費旅行が出来たわけであった｣という小栗のマレー滞在について

は、谷口基�戦前戦後異端文学論―奇想と反骨―�(新典社、2009年5月)の｢第六章 小栗虫

1 池田浩士�[海外進出文学]論·序説�(インパクト出版会, 1997年3月)は｢シャーロック·ホームズがロンドン

  の下宿の一室でワトスン相手に解決してみせる難事件のうち少なからぬものが、その発端や根源を遠い植

  民地や戦地に持っていた｣ことを指摘し、｢海外の植民地や侵略戦争の戦地は、距離と時間とを超えて本国
``

  で明るみに出る犯罪の、産屋
うぶや

であり母胎であり、あるいは逆に、犯罪が本国から逃れて身をひそめる隠れ

  家
が

でもあった｣と述べている。
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太郎試論―マレー体験に探るその反骨―｣が、小栗と共にコーランポーにとどまった海

音寺潮五郎を始めとする他の南方徴用作家の手記等も参照しながら詳述している。

南方への徴用が行われた背景には、当時の日本政府が提唱した｢大東亜共栄圏｣構想が

ある。1940年(昭和15年)7月に近衛文麿内閣が｢基本国策要綱｣を決定、これに対する外務

大臣松岡洋右の談話に使われてから｢大東亜共栄圏｣は流行語となった。オランダ領イン

ドネシアやイギリス領マレー半島を確保しようする動きが高まり、1940年(昭和15年)9

月27日、近衛文麿内閣下で締結された日独伊三国軍事同盟に沿って太平洋と東南アジア

へと日本の勢力圏を広げようとした日本政府は、1939年7月15日施行の｢国民徴用令｣に

基づいて｢挺身報道宣伝事業に勤務する要員｣の派遣を決定。ドイツの宣伝中隊

Propagandakompanie(PK)に倣って南方へと派遣された文学者は宣伝班に所属し｢文化工

作｣を行った。日本語教育を始めとするその内実については地域によって異なるが、神

谷忠孝｢南方徴用作家｣(�北海道大学人文科学論集�20、1984年2月)は｢マレー半島及びス

マトラの住民を対象としたマレー班の仕事は、多種多様の人種を相手にしなければなら

なかった。中国人、インド人、マレー人のために、漢字新聞｢昭南日報｣、英字新聞｢昭

南タイムス｣、カタカナ新聞｢サクラ｣を発行し、また、日本の軍人を対象に｢陣中新聞｣

も発行した｣と述べている。幾つもの層が積み重なった複雑な歴史を持つ東南アジアの

｢多種多様の人種｣の存在は、文化の問題においても宗主国と植民地との一対一的な非対

称関係とは異なるものを生む。日本探偵小説史における東南アジアの持つ意味も、そこ

にある。

例えば1942年2月15日、日本軍はシンガポールを占領すると、2月21日からアヘン貿

易禁止反対の抗日運動を続けていた中国人華僑の粛清を開始、マレー人やインド人を優

遇する方向を採る。西洋の植民地からアジアを解放することを侵攻の大義とした日本で

あったが、植民地統治者側で経済的な覇権を握っていたのが中国人華僑だったことから

も分かるように、事は単純ではなく、軍部の横暴もあった。小栗虫太郎が帰国後に発表

した小栗虫太郎｢海峡天地会｣(�新青年�1943年3月号)はそうした背景を踏まえており、戦

後に推理小説叢書第八巻�海象に舌なきや 其の他�(雄鶏社、1947年5月)に収録された際

には大幅な加筆修正が加えられている。

現代教養文庫版�小栗虫太郎傑作選２ 白蟻�(社会思想社、1976年9月)では�新青年�の

初出本文を収録、松山俊太郎｢解題｣がその理由として、戦後の｢海象に舌なきや｣は｢そ

れまでの反動もあって、｢鬱憤晴らし｣と｢自己の語り過ぎ｣が目立ち、作品としての格調

はやや劣るように思われる｣からだと述べている。それに対し、長山靖生｢小栗虫太郎と

不在の南洋｣(�朱夏�13号、1999年秋季号)は｢海象に舌なきや｣に近い作品がまず書か

れ、｢一度は痛烈な軍部批判を書いたものの、検閲によって差し戻され、憲兵との不愉

快なやり取りを経て、大幅に軍部批判を削ったものが｢新青年｣に発表されたというの

が、事実かとも思われる｣としている。さらに谷口基�戦前戦後異端文学論―奇想と反骨

―�第六章の｢第二節｢海峡天地会｣論―戦前版テクストに何を見るべきか―｣は戦前版に
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おいても軍部批判を読みとれるとしている。ここでは長山靖生の｢戦前の作品を戦後の

占領軍の検閲に通りやすいように改稿したり、あるいは戦中戦後に軍部への協力を隠蔽

するような姑息な改稿とは異なり、むしろ戦前版｢海峡天地会｣の舌足らずな不整合を補

完する出来栄えとなっている｣という指摘を踏まえ、戦後版を底本としたちくま文庫版�

怪奇探偵小説名作選6 小栗虫太郎集�(筑摩書房、2003年5月)を用いる。

探偵小説としてのこの作品の特徴は、谷口基が指摘するように、事件の謎を解く者は

｢｢見習医師｣と｢報道隊員｣。すなわち、職業軍人ではない｣ことにある。｢同時代探偵小

説においては最も活躍しなければならないはずの探偵役である憲兵、軍人が、完全な無

能·無策の存在へと貶められることによって、十二分にその批判精神を顕在させている｣

という指摘は肯えるものであるが、しかし探偵小説史を顧みれば、言論統制下であった

当時の状況としては特異であっても、探偵小説の探偵が警官や軍人などの職業人でな

く、アマチュアであることは珍しくはない。｢モルグ街の殺人｣のデュパンを始め、

ホームズ、ポワロ、ファイロ·ヴァンスなど、警察と協力することはあっても職業探

偵でないことが通例でさえある。むしろ｢海峡天地会｣で特徴的なのは、｢見習医師｣の飯

沼と作者を彷彿とさせる｢報道隊員｣で探偵小説作家の小暮とが、ホームズとワトスンと

の関係を連想させながら、探偵と語り手という分化が必ずしもなされず、ドッペルゲン

ガーのように近接し、飯沼もまた主情的になっていく点だと思われる。

飯沼は小暮に対し｢僕は、君が感覚にうけいれたものを、知性をもって判じようとす

る。僕は中立だ。しかも、真理に面する態度たるや、すこぶる冷酷なものがあるかも

しれない｣と語る。医師という職業と相俟って、科学の側から客観的に真相を見極めよ

うとする姿勢を崩さない。しかしながら、｢いわば飯沼がホームズならワトスンがかれ

であり、曾て一度も陣頭にたってあの怪物とひっ組むようなことはしなかった｣小暮

が、真相解明が遅延化していくなかで｢こうして燻ったかのような停頓をいつまでも続

けているということが、すでにそれ自体、治安への罅ではないか。いま現在のこの一

刻の延引が、あるいは悔いを千載の後にまでのこすかもしれぬと思うと、いても立っ

てもいられぬ気持｣に駆られていく。探偵として能動的に関与するようになる小暮の変

貌は、一方で飯沼の｢すこぶる冷酷な｣態度をも変質させていくのである。

本格探偵小説の常套的な構造から考えれば、いささか不安定すぎると言わざるを得

ない飯沼と小暮の行動は、むしろスパイ小説の登場人物に近接しているように思える。

第二次世界大戦後の日本では、推理小説のサブジャンルとして、戦前とは異なる新し

いスパイ小説が登場した。代表作と言われるのが、結城昌治�ゴメスの名はゴメス�(早

川書房｢日本ミステリ·シリーズ｣第4巻、1962年4月)。前年の1961年に刊行された中薗

英助�密書�、海渡英祐�海外特派員�、赤松光夫�虹の罠�と並んで、戦後スパイ小説の台

頭を決定づけた作品である。

�ゴメスの名はゴメス�の舞台は、1961年10月頃の南ベトナムの首都サイゴン(現ホー

チミン·シティ)。当時ベトナムは1954年のジュネーヴ協定で北ベトナム(ベトナム民主
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共和国)と南ベトナム(ベトナム共和国)とに分断され、南ベトナム政府は、アメリカ合

衆国の影響の下ゴ·ディン·ジエム大統領が率いていた。単行本の｢あとがき｣で｢今や

米ソの対立を背後に、両ベトナムの抗争が日ましに緊張の度を増していることは、新聞

の報道をもって十分に窺うことができるだろう｣と述べ、1964年4月刊行の角川文庫版

｢あとがき｣でも｢南北に分割されて抗争をつづけるベトナムの悲劇が、米ソの対立を背

景にいよいよ緊張の度を増していることは、今日においても依然変っていない｣と記し

ているが、南ベトナムの反政府組織である南ベトナム解放民族戦線がゲリラ戦を展開さ

れる一方、アメリカのケネディ大統領と対立したゴ·ディン·ジエムが1963年6月の軍

事クーデターで暗殺されるなど、米ソの代理戦争という言葉では括り切れない混沌にサ

イゴンは陥りつつあった。戦前の日本でも軍事諜報小説は多く書かれ、小栗虫太郎�人

外魔境�シリーズに登場する折竹孫七にしても、鳥獣採集人としての世界的フリーラン

サーであると同時に、日本のために秘密測量を行うスパイという設定になっている。し

かし、戦前の軍事諜報小説では愛国心に立脚するスパイ行為の正当性が揺るがないのに

対し、�ゴメスの名はゴメス�はそうではない。広告用の｢作者のことば｣で、｢スパイの

存在は人間不信の教訓である。私はこの悲劇を現代の寓話として、もしできるなら、不

安な現代の象徴として書いてみたいと思う。｣とあるように、この小説のスパイ行為は

ナショナリズムに還元されない。

｢不安な現代の象徴｣は、日本が歩んだ歴史と深く結びついている。｢大東亜共栄圏｣内

にある東南アジアに兵士として赴いた人々は、かろうじて生き延びた人々の多くが日本

に帰還したのだが、全員がそうだった訳ではない。�ゴメスの名はゴメス�の作者は、｢太

平洋戦争の敗戦後、祖国へ帰らないで南ベトナムに残り、現地人に同化した日本兵が少

なくないという話を聞いていた｣(｢ノート｣�結城昌治作品集2�朝日新聞社、1973年10月)

と述べているが、作中にも｢戦後十六年を経た今も、まだ戦争の傷痕を負って生きてい

る男がいたのだ。森垣は多くを語らないが、彼の内部に呼吸している悲しみは想像する

ことができた｣という言及があり、この旧日本兵の存在が決定的な意味を持っている。

｢大東亜共栄圏｣構想から太平洋戦争と向かうことで、大日本帝国は西洋列強に代ってア

ジアの盟主(支配者)とたらんとする欲望を露わにしていったが、西洋による植民地支配

からのアジアの解放と連帯という大義を信じた日本人たちもいたのだ。だが、敗戦後の

日本では1950年代後半(昭和30年代)からの高度成長期を経て、戦争の記憶は徐々に忘却

されていった。｢戦争の傷痕を負ってアジアに生きている｣元日本兵は、戦争という過去

を忘却していった日本人にとって、｢抑圧されたものの回帰｣(フロイト)だと言うことが

出来るかもしれない。結城昌治は�ゴメスの名はゴメス�広告用の｢作者のことば｣で、

｢ぼくはスパイの本質は裏切り行為にあると考えます。絶えず誰かを裏切り、そして、

絶えず誰かに裏切られることを恐れていなければならない。誰一人信じることができ

ず、誰からも信じられることがない、スパイはそういう孤独な職業でしょう。｣と書い

ているが、日本に帰還せずアジアに残った旧日本人は、経済的発展の代りに過去を忘れ
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ていった日本という国家に裏切られた存在でもあったのである。

松本清張�熱い絹�(�小説現代�1972年2月号~1974年12月号にて中断、�報知新聞�に

1983年8月15日~1984年12月30日再連載ののち、講談社、1985年4月)でも、アジアに生き

る旧日本兵が登場する。1967年3月26日マレーシアの高級リゾート地キャメロン·ハイ

ランドタイで起こったシルク王ジム·トンプソンの失踪事件を題材に、�小説現代�連載

時点では50歳を過ぎた小説家·佐竹晋治がこの実在の事件を調べていくドキュメンタ

リー風作品であったものを、�報知新聞�再連載のための改稿では、トンプソンの失踪が

1967年8月12日に軽井沢で起こったアメリカ人女性殺害事件と関連づけられ、現地に派

遣された日本の警官が茶畑をきっかけに真相をつかむ形となる。ちょうど�小説現代�連

載中に話題となった1972年2月2日横井庄一陸軍軍曹のグアム島からの帰還、1974年3月

12日小野田寛郎陸軍少尉のフィリピンからの帰還が当初の構想からの変更を促したこと

は想像に難くない
2
。戦後4半世紀近くの歳月を経て、遠い過去となりつつあった戦争の

記憶を想起させた出来事は、太平洋や東南アジアの歴史と日本との深い関わりを改めて

思い起こさせると共に、戦争の大義を信じていればいるほど国家の裏切りに直面してい

く歴史の悲運を連想させるものでもあった。

翻って小栗虫太郎の｢海峡天地会｣であるが、マレー国境付近の奥深いジャングルへ

と入っていく緒方准尉の軍隊を見送りながら、｢帰らないのではないか。いやむしろ、

帰らぬほうが望ましい。と彼が作家らしい正義感から天来の懲罰をかれらに期待しなが

らも、一方おなじ民族の血の囁きをいかにしてもしりぞけ兼ねるのだった。帰らない

のではないか――もうそれは絶叫といえるほど、悲痛なものになっていた｣と小暮の慨

嘆から、作品は始まっていた。小暮が抱え込んだ苦悩は、アジアの解放という理想と軍

事的侵攻のもたらした現実との乖離に起因している。｢民族の血の囁き｣は同じアジア人

である中国華僑への同胞意識ともつながっていくだろう。｢東洋のフリー·メーソン結社

ともよばれる｢天地会｣｣を重要な鍵とするこの小説では｢馬来の天地会｣という秘密結社

の向こうに、国法も及ばず人間同士の｢任侠｣的なつながりを重んじる武侠小説的な世界

観が垣間見える。飯沼も小暮もそうした世界への渇望を隠していないように思える。｢馬

来の天地会｣を主導する黄鉄珊の死に対して飯沼は、｢さあ、黄に別れをしよう。僕らは

もう、たとえどんな日が来ようとも、二度とこの男の顔はみられないよ。嘘や変節な

どは生活に附きものだくらいにしか思わない日本人は、この黄を土下座して拝むがいい｣

と述べる。そこに｢すこぶる冷酷な｣科学探偵の面影はない。そして作品の末尾で、軍政

下の東南アジアが法治の及ばない世界であったことを実際に見た作者は、おのれの信じ

るところに従って生きる武侠小説的な｢侠｣の美学への羨望を隠さない。探偵小説の自壊

と任侠小説的なものへの接近、そして戦後スパイ小説でやがて顕在化する国家の裏切り

2 久保田裕子｢忘却された戦争――松本清張�熱い絹�と東南アジア｣(�松本清張研究�第12号, 2011年4月)は、�小

説現代�連載時の�熱い絹�では｢一九六〇年代後半のベトナム戦争時代を舞台として設定されているが、完

成した�報知新聞�版では、一九八〇年代から見直した六〇年代の社会が再構築されている｣と指摘してい

る。
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をも予感させるものが、この作品にはある。それは日本探偵小説史における東南アジア

がエキゾティックな謎の源泉に止まらない場所であったことを表しているである
3
。

そうして、民生の安定を得ぬままにいよいよ暗く悲しくなるコーランポーに、

小暮はひとりぽつんと残された。そのころ、かねがね彼が心に刻もうと念じてい

た、黄への墓碑銘が完成した。

ここに、舌なき海象が眠る。

かれの不滅の魂は、およそ呼吸するごとくに偽りをいい、食するごとくに節を

変ずるこの世において、よく節守に殉じ、死にいたるも信義をつらぬきぬ。(以下

略)

この悲愁な想い出は、よく花旦の嘆きとともに、永遠にかれの心にとどまるも

のだった。
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