 草原の放送局（８）
事件発生~その朝
内田 昭憲
午前６時７分、枕元で携帯電話の呼び出し音。
前夜、寝しなに居間の電話が鳴っていたことが突如よみがえり、戦慄が走った。
いきなり「ヘンベー （あんた誰） ？」と、発信者側が訊く不躾な物言いが嫌いで、深
夜の電話には出ないことにしていた。
しかし、主はどちらも、同僚ボランティアＫさんの友人Ｏさんだった。
「Ｋさんと連絡がとれない」。 事件の始まりだった。
ザハ （市場） にほど近いＫさんのアパート。階段わきの廊下に、ドアの下から水が漏
れ出している。
ようやく来た鍵屋がドアを開け、ＪＩＣＡの担当者と看護師が中に入る。
すぐに出てきた担当者が両手でＸの合図・・・。
治安の悪いこの街に住んで１年、恐れていたことが起きてしまった。
強盗殺人事件だった。
部屋の中は荒らされ、Ｋさんはスーツ姿のまま両脚を縛られ、浴室のバスタブの中で
亡くなっていた。溺死である。賊は、玄関のドアを開けようとしていたＫさんを後ろ
から襲い、浴室で殺害したのだった。

盗品はノートパソコン２台とわずかな現金のみ。
その日、我われ関係者は、長時間にわたって警察の
事情聴取を受けた。
聴取中は、携帯電話に出るのも、メモを取るのも自
由だった。謄写版のインクをローラーで掌に塗って
指紋を採取された。
帰宅すると、北京駐在のＡ君 （当時ＪＮＮ･ＨＢＣ北
京 支 局 勤 務 ） を皮切りに、心配する電話が日本から
も次々に入る。













事件 を伝え る NHK-World の外 務省
「海 外安全 情報」2006.11.10

自らの尊厳を守りきれず非業の死を遂げたＫさん。標的は、なぜ彼だったのか？
おぞましさに心が震え、数々の疑問がわく。手がかりを求めて、深夜までネット上の
日本の報道を追った。
４日後。
この地の花屋には造花しかない。だが、祭壇には清楚な生花が美しく飾られ、実直な
Ｋさんの遺影が安置されていた。
日本国外務大臣弔辞の大使代読から始まり、弔辞が何本かつづいたあと、私がモンゴ
ル派遣の日本人ボランティアを代表してお別れのことばを述べた。



心からの哀惜の念とＫさんへの謝辞。そして、理不尽な死を招いたこの国の首都の治
安についても言及した。
日本語がモンゴル語に逐次通訳される
と、会場を埋めた両国の人々の間にす
すり泣きが広がった。
「Ｋさんを偲ぶ会」の模様は、後に現
地邦字紙・モンゴル通信が追悼特集号
で伝え、私の弔辞も全文が掲載された。
野辺送りはラマ教に則り、大草原の火
葬場で行われた。
ウラ ンバー トル市 内で 催さ れた「Ｋ さんを 偲ぶ会」
 には モンゴ ル人、日 本人の 関係者 が多数 参列 。
お別 れのこ とばを述 べる筆 者2006.11.5

寒天の野外。

純白の衣装を身にまとった女性たちが、ふくささばきのような優雅な動きでセレモニ
ーを粛々と執り行う。
無音、碧空。
私は異境の空気に呑み込まれていた。外国映画の中にいるようでもあった。
やがて、仲間が話す日本語の会話が聞こえ、ふと我に返ったとき、見上げたテンゲル
（天空） には二本の飛行機雲が、今まさに交差しようとしていた。

追 記
任地モンゴル国の公共放送で唯一の「戦友」だった、元
放送作家で同僚ボランティアのＫさんは、06 年 10 月
31 日夜、ウランバートル市内の自宅で横死されました。
事件は、物盗りとして処理されたものの、玄関ドアの鍵
穴に油浸みが見られるなど偶発的な犯罪ではないことを
窺わせました。
政治的背景が取り沙汰されたこともあり、事件について
しばらく書き残す心境になれませんでした。


大草 原の火 葬場とラ マ教の 僧侶 。
紺碧 の空に 飛行機雲 が・・ ・

七回忌を迎えた 12 年 11 月、時が満ちたのを感じ、し
たためることにしました。 合 掌

 草原の放送局（９）

悲しみと戦慄の２週間

Ｋさんを失った次の日から仕事は休務となったものの、やるべきことは山ほどあった。
放送局のロビーには、K さんの遺影と故人の功績
をたたえる一文が飾られ弔花が供えられた。
派遣機関であるＪＩＣＡの幹部とともに、日本か
らご遺族が表敬訪問。私と妻も同席した。
その面談後の出来事は、いまも鮮明に記憶に残っ
ている。

放 送局 のロビ ーに飾ら れた遺 影

半年間、新生公共放送発足のためにＫさんともど
も、親しく仕事をした前テレビ局長のＡさんが、
突然大きな体を曲げて私に抱きついてきたのだ。
そして、感極まったＡさんと私は抱き合ったまま
声を出して泣いた。二人は、ただただ号泣した。

事件発生から 10 日が過ぎた。
その間、夜遅くにまでおよぶ事件の説明会、大量のメールのやりとり、弔辞の準備。
そして、放送局の自室は、警察によってドアノブがロウで封印されていたが、警察官
に同行して解除し、実況見分に立ち会った。また、故人宅の遺品整理にも参加した。
Ｋさんの通訳、Ｅさんの再就職先も探さなければならなかった。
事件の翌日には、民族主義団体に所属するという容疑者が捕まったのだが、早すぎる
逮捕劇に政治的な意図を感じ疑問が募る。
巷には様々な噂が広がっていた。
放送も新聞も公器とは思えない「デマ発信装置」だった。日本のＯＤＡにからむ資金
と情報の接点に、あたかも故人がいたかのような憶測記事や、国政選挙にからむ黒い
噂までも捏造されていた。
そんな、誹謗中傷に憤慨した前々テレビ局長のクランダさんが、新聞に日本人擁護の
投書をして世論をリードしてくれたのは、唯一の救いだった。

一方、放送局の仲間らは「これは放送
人の人権侵害事件だ」と政治的な背景
をにおわせた。
また「次の標的は内田さんか」という
声が在留邦人の間でささやかれ、私た
ち夫婦は、戦々恐々の思いだった。













国営 放送ＭＮ (MNRTV)から 公共放 送ＭＮＢ へ。
新し い看板 が掲げら れた局舎 

06 年 11 月。時あたかもイギリスでは、元ロシア人スパイのリトビネンコ氏が、元
ＫＧＢにポロニウムを盛られたとされる毒殺事件が発生。
片や、元社会主義国モンゴルでは、１万トゥグルグ （当時のレートで千円） が殺人請負
の相場だった。
私たちには、胸のサワサワ感、イライラ感、不安感、不眠、悪夢、幻聴など、さまざ
まな身体症状が現れはじめた。東京の精神科医は、国際電話で「即、帰国」と診断し
た。発症したのは心の病だった。

療養一時帰国を検討し始めたころ、私が
担当したプロジェクトのひとつが成果を
出していた。
モンゴル国初の視聴者センターの開設で
ある。公共放送法のもと、旧国営放送か
ら脱皮したＭＮＢの目玉組織だった。
しかし、その晴れやかなオープニング・
セレモニーを、私は体調不良を抱え、ひ
とり自宅のテレビで見守るしかなかった。

2006.11.10

 草原の放送局（10）

復活へのシナリオ
もう一刻も、この国にいてはいけない。診察した日本の医師の強い勧めで帰国した。
ともに療養一時帰国したのは、同期ボランティアのＨさんとＴさん、青年海外協力隊
の若い女性隊員２人、それに妻の合計６人に上った。それほど、事件がおよぼした心
理的影響は大きかった。
同期のＹさんとＲさんは、幸い健康管理のため一時帰国中で事件の影響をまぬがれ、
入れ違いにモンゴルへ再赴任していた。
病名は「急性ストレス障害」。 札幌の心療内科に通う。
療養１ヵ月が過ぎ、妻はＰＴＳＤ （心的外傷後ストレス障害） と診断された。重症であ
る。
何とか戻って残りの仕事をしたい、とは思うものの「このまま任期短縮で終わるのか。
いや、どうしても体を治して帰任したい」と、心は揺れた。
理念を説き、マニュアルを作り、スタッフに選ばれた職員にはシミュレーション研修
を行い、モンゴル初の視聴者センター設立に奔走したのに、私は職場を投げ出し帰国
している。

テレビ画面で、誇らしげに
テープカットをしていた局
幹部らの顔を思い出すと、
その場に立ち会えなかった
ことが悔しい。
しかし、人生如何ともしが
たいときはある。
ダメなときは撤退も仕方な
い。
せめて「押してもダメなら、
引いてみな」という程度の
軽い気持でいたいものだと、
しみじみ思った。
















ＭＮ Ｂ「視 聴者セン ター」 のスタ ッフは 全員が女 性。
ほか の部署 の男性た ち（左 奥）が見 守る中 、発足 前
の研修 をする 筆者（右 端）

その頃、モンゴルは二度目の旧正月を迎えていた。
北国の春の微かな足音が訪れはじめる時季である。
札幌では、私の身体をむしばんでいた病「急性ストレス障害」が「不安障害」へと変
わり、テレビも見られない精神状態から少しずつ快方に向かっていた。しかし、同じ
く療養一時帰国をしていたＨさんは、その月、任期短縮が決まり任国を引き上げた。
やがて私たちは、幻聴や夜間覚醒をかろうじて乗り越え、医師の許可が下りて再赴任
することになる。事件発生から１１１日目だった。
「ウチダサンはもう帰ってこない」と噂されていた草原の放送局に夫婦で戻ったとき、
仲間たちは心から歓迎してくれた。
新設の視聴者センターでは、女性スタッフたちが私の復帰に歓喜した。そして、誰よ
りも喜んでくれたのは、再就職もせず律儀に待っていてくれた通訳者のビルゲーさん
だった。




☆ ☆ ☆ ☆





ＭＮ Ｂの自 室で

ふたたび幹部人事が動いた。
事件の少し前に A さんが辞めて空席だったテレビ局長に、元銀行家のＭさんが公募で
選ばれ就任した。これで３人目のカウンターパートである。
思えば、本当に経営管理体制の不安定な組織だった。発展途上国の宿命といえばそれ
までだが、「だからこそ自分が派遣されている」と考えることにした。
そして 07 年４月、Ｋさん強盗殺人事件の公判が行われた。初の裁判傍聴を外国で。
人を殺めた事件の裁きに、恐るおそる立ち会うことになる。

 草原の放送局（11）

裁判を傍聴~信頼を獲得

法廷内はテレビ各局のカメラであふれていた。
前々テレビ局長のクランダさんが、この裁判の意義を思い私の了解を得て各局にリリ
ースしてくれたためだ。
衆人環視の中、被告人として若者３人
が手錠姿・直立不動の姿勢で窓際に立
たされた。生ぬるい春の空は、突然か
き曇り、猛吹雪へと変わった。
１時間後、何事もなかったかのように
青空に戻ったとき、公判は終わってい
た。
Ｋさん殺害の主犯格には、求刑通り死
刑が言い渡された。













 開廷 前の法廷 内は報 道陣で ごった返 した。 
 傍聴 人は、 開廷中も 写真撮 影を許 された

被告は、一見どこにでもいる、ごく普通の若者たちだったが、いずれも孤児であった
り、貧しい兄弟を養っているなど、この国のいわゆる貧困層に属する青年たちだった。
しかし、公正な裁きは受けねばなるまい。
30 人余りの傍聴人の中に、民族主義を標榜する一味と、その首領がいた。
彼はジャラジャラした装飾品をぶら下げ、異様な風体で睨みをきかせていた。主犯格
の男のかつてのボスだ。彼は私を被害者の同僚日本人と認識しているし、私もテレビ
で見て知っていた。

















  Ｋさ ん強盗 殺人事件 の公判 が行わ れた
  スフ バート ル裁判所 2007.4.5

次の標的は私かも知れないといわれる事件
だっただけに、総毛立つ思いだった。

閉廷後、
「ただの強盗殺人事件ではない。裏
にはきっと何かがある」との思いが強烈に
襲ってきて、100 メートルほどのわが家へ
一目散に走って帰った。尾行のないことを
確かめながら。

☆☆ ☆ ☆
裁判のニュースは、誤報に満ちていて散々だった。
他局の扱いもひどかったが、被害者が属していた我がＭＮＢのニュースも間違いだら
けの情けないものだった。原因は記者の不勉強と、上司の監督ミスである。

私は裁判所で休憩時間に、取材中の同僚記者と出会っていた。
彼は「被告の名前は？」と訊くではないか。下調べもしないで来ていたことに、私は
愕然とした。 何をしに来た！ カメラとマイクを向ければいいというものではない。
傍聴はしなかったのか？ ペンとメモ帳はどうした？
この一件を、次のテレビ局会で切々と訴えると、局員らは静かに私の話を聞いてくれ
た。発言は即日、局長から報道部門に伝わり、何と３日後には、別件裁判のニュース
で、モンゴルでは見たこともない「法廷画」まで登場する。

私はこの局で、一時はスパイ呼ばわりされ会議から追い出された外国人アドバイザー
である。いまは、その苦言を受け容れ、番組を改革し始めてくれているのだった。
友を失って得たもの。それは、あらたな信頼と友情、それに、誠意は国境をも越える
という確信だった。
スパイ事件から１年３ヵ月が経っていた。

草原の放送局（12）

海外ボランティアの光と影
    
退職後は面白いことをしたい、と始めた海外ボランテ
ィアは「生きて帰ること」が最終目標になった。
第二の開局を迎えた、異なる国の放送人を支援した。
放送局運営に様々な助言を求められる。この国に初の
視聴者センターを開設する。
役に立っていると感じた。
海外ボランティアのきっかけは日本語教師だった。
この国の大学生たちにきくと、日本語は母音の響きが
美しいから学んでいるという。
ゲスト講師として日本語学科で聴解（リスニング）の授
業をする。学生の一人は「まるで、日本のテレビを見
ているようだ」と目を輝かせた。
にわか教師の心が躍った。























モンゴル最大のお祭りナーダム
でＮ 会長（ 右の民族 服）と 筆者。
後方 は、かつ て日本 で活躍し た TV
中継 車“VIVIA”

北海道よりはるかに広大な草原で馬を駆り、灼熱の砂漠で消えゆく氷河や恐竜の出土
跡を辿ってラクダに乗る。極寒のゲルで熊の毛皮にくるまって眠る。夜空には、トゲ
が射すかのごとく星々が降る。
気候も景色も人びとも、私にとってまったく未知の世界だった。
間違いなく面白かった。

しかし、同僚を亡くした強盗殺人事件の真相は、本当に物盗りだったのだろうか。
1991 年まで 70 年間、モンゴルの兄貴分だった旧ソ連･ロシアのありようを思う。
新生ロシアではジャーナリストの人権蹂躙事件が頻発していた。
「グラスノスチ擁護財団」によると、プーチン氏が最初に大統領職に就いた 2000
年から 09 年の間に１２０人のジャーナリストが不慮の死を遂げ、そのうちの 48 人
は嘱託殺人だった （福田ますみ著 「暗殺国家ロシア ~ 消されたジャーナリストを追う」
2010 年 新潮社）。
チェチェンの武装独立派によるテロが、モスクワの劇場占拠事件 （02 年）、地下鉄爆
破事件や北オセチア学校占拠事件（04 年）と続いたこの時期、何人ものジャーナリス
トが殺されている。
そして、元ＫＧＢがらみの毒殺事件とされるリトビネンコ事件（連載の第９回）が、モ
ンゴルでの事件と時を同じくして 06 年 11 月、イギリスで起きた。
ロシアとその周辺で発生した数々の殺人事件は、私の妄想をかきたてるに十分なのだ。
放送の民主化を目指したモンゴルでの援助活動は、やはり命がけの行為だったのかも
知れない。
事件の結果として心の病を発症したことは、はからずも、事件を伝える放送人として
被害者側に立つ人びとの痛みと心情を思い知る機会となった。
人生に無駄なことなど何一つない。
☆ ☆






















 毎週 「絵本 文庫」に 集まる モンゴ ルの子 どもたち 。

☆

妻がボランティアでお世話した「絵本
文庫」は、いまは地方を回る「移動文
庫」として続いている。
当時、幼かったＮ少年は、その後トル
コで修行を積んで、いまはモンゴル国
立サーカス団員だ。
少年は逞しく育った。
モンゴルで一番お世話になった、ビル
ゲーさんの日本留学を、帰国後４年間
サポートした。
大学では「通訳の仕事で内田さんに教
わったことが、次々と授業に出てきて
楽しい」という。

ところが、やがて彼女に結核が判明し隔離入院することになる。
差別的な検査が学友にまでおよび、悲しい思いをした。
彼女に代わって、私が人権擁護機関に相談するほどだった。
立命館大学に転校して京都で半年暮らしたが、アルバイト先を探す外国人に冷たい土
地柄で、生活は苦しかった。別府のAPUを卒業する時には、就職活動のためのビザを
モンゴル人であることを理由に発給拒否されたという。

ビルゲーさんの日本暮らしは予想外に多事多難
だった。しかし、留学の楽しい思い出は尽きない。
モンゴル帰国後は通訳職のほか、京都の知人の
縁で新しい商売を始めている。
彼女の誠実な人柄が認められてのことだ。

Ｎ君のストップウオッチを贈ったＧ君ら放送局
の仲間たち。Ｎ少年ら絵本文庫の子どもたち。
そして、ビルゲーさんらモンゴルの友人たち。















Ｎ君 のスト ップウオ ッチを 贈られ た、科学
番組 ディレ クターの Ｇ君（ 左）と 筆者


「顔の見える国際協力」とは大げさなことでは
ない。
国境を越えて個人と個人が絆を深め、人の成長を見守りながら、自分もまた学び、成
長することにほかならない。
（第 13 回へつづく）



