
	 草原の放送局（１）	 

	 

Ｎ君のストップウォッチ	 

                               内田 昭憲  
1980 年５月、ニューヨークＪＦＫ空港。初の海外出張だった。 

寝不足の身体を緊張感で支えながら、バゲージクレームを流れる荷物を目で追ってい

た。 

やがて、見慣れたジュラルミンのカメラバッグに『Ｍ映画社』の文字。反射的に京都

の大学で同期だったＮ君のことを思い出した。 

もしかすると彼の同僚かも知れない。バッグに手を伸ばした男に向かって「あの、N

さんは・・・」と言いかけた、そのとき「あっ！ 内田君」。 

 

男は、紛れもなくＮ君本人だった。 

偶然の再会を喜び合ったあと、彼はパラグアイへ日系移民の取材に、私はブラジルへ

ＪＮＮサンパウロ支局（当時）の開設行事に向かったのだった。 

 

四半世紀の時が流れ、我われはともに六十男。お互いに制作現場を離れて久しい。 

東京竹橋のＭ新聞社に近いレストランで、グラスを傾けるＮ君は同映画社常務の職に

あった。私は北海道放送を退職して学校に通い日本語教師の資格を取ったあと、国が

派遣するシニア海外ボランティアの試験にパスしていた。 

 

それは放送のボランティア。 

『放送・視聴者調査』という、業界ではあまり聞き慣れない指導科目をＪＩＣＡから

仰せつかって、モンゴルの国営放送に赴任するため、広尾で 1 ヵ月の研修を終えたと

ころだった。 

 

放送局での実務経験が人の役に立つ。生活のためではなく、ノルマもない。上司がい

るわけではなく、部下がいるわけでもない。いままでとはまったく違う、面白いこと

が経験できそうだ。身にしみついた会社人間とは違う、別のやり方で仕事ができる。 

もしかすると、３０数年お世話になった放送界への恩返しが、そこで出来るのかも知

れない・・・。と、私はＮ君を前に、何の不安も持たず能天気で夢を語った。 

 

「僕も地域の日本語教室で代表をやってい

るけれど、君はモンゴルか。次つぎと夢を

実現していてうらやましいな」と言いなが

ら、彼がカバンから取り出したのは、長年

愛用していたストップウオッチだった。 

「モンゴルで有望な制作者を見つけたら、

これを ･･･」 「分かった。きっと喜ぶよ」。 

 

ストップウオッチは、その後、モンゴル公

共放送（旧国営放送）の若いディレクターＧ

君の手に渡り、ＮＨＫの「ロボコン」など

科学番組制作でアジアの空を駆け巡ることになるのだが、その時の私には想像もつか

なかった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
	 ウランバートル「チンギスハーン国際空港」 

 旧ソ連の崩壊でチンギスハーンの名が復権した 



韓国のインチョン国際空港を夕方に飛び発ったコリアンエア８６７便は、漆黒の大草

原へ向けて高度を下げていく。ウランバートルの街が、この足下にあるはずである。 

同期の仲間６人とその妻たち２人は、明日から、とんでもない日々が始まるのも知ら 

ず、真っ暗な草原に目を凝らしていた。 

寡黙だが、好奇心に満ちた１６の瞳には灯火ひとつ映らなかった。 

 

 

 

	 草原の放送局（２）	 

誇り高き老舗ステーション	 

 
モンゴルの首都ウランバートルでの生活が始まった。百万都市である。公共交通機関

はバスと、オンボロのトロリーバス。バスではスリが横行するという。 

一方、舗装がめくれ上がった歩道から、車道側で腕を斜め下に出すと、乗用車がスー

ッと寄ってきて止まる。白タクだ。むろん公認ではないが、市民の気軽な小遣い稼ぎ

にもなっている。ロシアでも同じ習慣らしい。 

 

車体は古い韓国製のことが多い。エンジンが止まると客は諦めて降りるしかない。ト

ランスミッションはオイル切れで、サスペンションからは異音がすることも。大音響

のカーステレオがあっても、カーラジオはないことが多い。外装は塗り直せても、エ

ンジンルームやシートは埃まみれ。ここは、乾燥地に加えて春は砂嵐の国である。 

 

室内灯はむき出しで球が切れているし、ワイパーもウインカーも壊れていることが多

い。修理は、車のオーナーの役目ではなくドライバー持ちらしい。 

 

運転手の勤務時間は気まぐれで、客の都合よりも自分の都合で走るから予約は難しい。

でも意外に親切で、あんどんを付けた正規タクシーとは違い、乗車拒否もぼったくり

もあまりない。 順法精神はあるの？ それともないの？ 

 

人々は、恐れ多くも騎馬民族の末裔。信号のない交差点では、車は角突き合わせて譲

らない。クラクションの大合唱になる。 

馬なら自分から曲げて進む知恵もあるのだが・・・建前優先。 

ああ、誇り高きモンゴル人。 

「ビー・ヤポンフン（俺は日本人だぁ）！」と

ここで短気を起こして怒鳴れば、相撲力士並

の体躯で向かってくるだろう。 

 

赴任した 2005 年 10 月、私の職場モンゴル

国営放送ＭＮRTV（当時）は、市内を走る白

タクと似たような状態だった。 

 

放送機器は旧ソ連製か東欧製。政府が設備予

算を付けないので 19８０年代から更新がな

く、故障で停波するのも致し方ない。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  要塞のようなモンゴル国営放送（当時）の局舎と 
  民放各局も共同使用する国営のテレビ塔 

 



エレベーターと放送用同期時計は全部止まっている。定時運行は考えていない。 

電話は外線に繋がらないので、外との連絡は携帯電話が頼り。ＩＴ化は始まったが、

編集機器類が不足し、制作現場の勤務時間は大半が待ち時間である。 

 

トイレは臭くて汚いし、水道のカランが度々盗まれるのには閉口する。 

中国製の電球や蛍光管は切れたままだ。お金がないのである。 

 

大草原の遊牧民から受信料を集めるのは至難の業だし、1991 年のソ連崩壊後、優秀

な人材を失い制作力も運営力も落ちてしまった。 

かつては視聴者の都合より、お上の都合だった。だからか、政治家の「持ち込み番組」

が、いまだ収入源になっていた。 

 

「ビー・ヤポンフン！」と、ここで短気を起こして帰国してはいけない。私たちは両国

政府の要請でここへ派遣されたのだ。 

0６年１月、新放送法が施行され「公共放送」になった。果たして法令順守となるの

だろうか。 

 

開局 39 年、職員数５００余名。ああ、誇り高き老舗放送局。 

元放送作家の同僚ボランティア、Ｋさんとの二人三脚が始まった。 

 

 

 

	 草原の放送局（３）	 

日本人スパイの汚名	 

 
同僚ボランティアのＫさんは、元放送作家である。制作はお手のものなので、私は主

に放送局運営全般を担当することにした。 

しかし、この国営放送局がどんな問題を抱えているのか。カウンターパート（技術移

転相手）であるテレビ局長に訊くと「何もかもが問題だ」という。 

 

彼女の名は、札幌に住んだこともあるカザフ族のチョナイ・クランダさん。民放クラ

ブの皆さんの中にはご存じの方もあるはずだ。民主党員で、のちに教育文化科学副大

臣を務めた政治家でもある。(13 年４月~在大阪モンゴル総領事に就任) 

 

「何もかも・・・」では雲を掴むような話なので、幹部にひとりずつ事情聴取。 

定例のテレビ局会にも出ることにした。局会は、定刻に始まることはない。粘り強く

忍の一字で待つ。 

 

日本語学科を出た通訳さんは、なかなかの日本語使いだが、放送用語は知らないから、

これまた忍耐がいる。 

ときには「無線編集が・・・」などと言いだし、はたと考え込む。やや暫くして「無

線」ではなく「非直線」であることが判り、何だノンリニア編集か・・・。 

当方の日本語力が逆に試される。だから、会議のあとはメモを見ながら、みんなで議

事のおさらいをする。 

 

テレビ局会は、月曜朝が定例で、学校式に椅子を並べ 20~50 人の出席がある。 

イベント予定･出張報告･番組批評など、日本で馴染んできた局会に似ている。 



しかし、あるときは進行役のＮ局次長が拳を握り殴り合いを始めそうになったし、労

働組合の結成が突然宣言されるなど、血湧き肉躍るエキサイティングな展開になった

こともある。 

06 年１月２日、私は風邪で高熱を出し自宅で

寝ていた。外気温はマイナス 20 度。 

枕元の携帯が鳴る。悪い予感。 

 

年初の定例会議に出ていたＫさんが「事件が起

きた」という。我々日本人を「スパイ」だとし、

会議を中途退席させられたというのだ。 

何と失礼な！ 

 

もと社会主義国にはありがちな話だが、現実に

なってみると愉快なものではない。 

 

調べてみると、日本国政府への派遣要請書には、国営放送局会長のサインがないこと

が判明。会議退席を言い渡したのは、その日、たまたま出席した会長その人だった。 

 

権威主義の国である。つんぼ桟敷に置かれたトップにとって社内を嗅ぎ回る外国人は

不快なことであろう。しかし、我われは「スパイ」などという大物ではない。 

汚名は外国人に対する侮辱だ。 

毅然として厳重抗議すべきだし、場合によっては帰国もやむなし！ 

 

いや・・・待てよ。ここは試しにひとつ静観してみてはどうだろう。 

私が出した結論だった。  

 

こうして我われは、来る日もくる日も個室にひきこもり、弁当を食べては帰宅する、

という日々を過ごすことになった。 

 

Ｋさんとは、極寒の異国で唯一無二の「戦友」となったのだが、その交わりも長くは

続かなかった。 

 

 

 

	 草原の放送局（４）	 

公共放送が本格スタート	 

 
「スパイ」の汚名を着せられた厳寒の１ヵ月は、まさに冬の時代だった。 

 

我々に仕事はない。新生労組の体制批判は激しく、こともあろうに他局（民放）の番

組に出演して自社幹部の批判をする者まで現れる始末。 

職員たちもまた、先が見えずに苦しんでいるのだ。 

 

大使館の新年会で会った、市橋康吉日本国大使は「矜持は保ちつつ、どうぞ、急がず

やってください」と、国営放送局への派遣という特殊な状況に気遣いを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 自室にひきこもり、弁当を食べる「日本人スパイ」 

 



氷点下のスフバートル広場では、反政府デモが２千人規模で行われ治安が悪い。 

バス料金 200 トゥグルグ（20 円）から 300 トゥグルグへの値上げ反対運動である。 

局内ではオーバーズボンをはいても寒い。自宅は暖房器の故障が続き風邪がぶり返す。 

北緯 47 度の夜は長く、冬の時代そのものだった。 

 

 

局面を打開しなければ。 

「日本人スパイ」が考え出したのは「壁新聞作戦」だった。 

隣国の文化大革命を思い出したわけではないが、我々も何か意思表示をしなくては、

と思った。 

 

折しも、放送局では幹部選挙で候補批判のビラが貼られ、険悪な雰囲気が漂っていた。

我々も身の潔白を主張するビラをモンゴル語で書いて張り出し、静かに存在をアピー

ルしようか・・・などと考えを巡らせた。 

このアイディアは、後になって別の目的で「元スパイの作戦」として登場するのであ

る。 

 

ツァガンサル（旧正月）が巡ってきた。06

年２月初旬、寒さの峠である。 

やがて、日差しが春めいてくると社内の潮

目が変わった。 

新放送法の本格施行で、モンゴル放送は「国

営放送」から「公共放送」に完全移行し、

幹部人事に動きがあったのである。 

 

ラジオ局長は留任したものの、制作プロダ

クションのＭ社長が会長に就いた。そして、

カウンターパートであるテレビ局長には、

旧ソ連と米国の大学で学んだＡ氏が公募で

就任。新体制がスタートした。 

 

６週間ぶりに出席を許された定例会議で、新会長と新テレビ局長からは「スパイ呼ば

わり事件」への謝罪があり、我々はようやく復権を果たすことになる。 

早速、局長に呼ばれ、改革のためのプロジェクトに是非参加してほしいと要請された。 

 

時間を守る・約束を守る・論理で物事を考える人達に思えた。この地に来て初めて、

世界標準の当たり前のビジネスマンに出会ったという感触があった。 

そして、第２の開局に向けて、さあ、仕事だ。 

我々は水を得た魚のごとく活動を開始した。 

 

初日は、局長や若いディレクターたちと新局名を検討し、会長とは組織改革の相談を

する。新生モンゴル公共放送の黎明に立ち会う興奮を味わっていた。 

 

あたりは真っ暗だというのに、戻った自室の蛍光灯はついに全部切れてしまっていた。

テレビとケータイの灯りを頼りに帰り支度をする。仲間たちに心地よい疲労感が漂っ

ていた。 

次の日から我々を待っていたのは、予定も計画もない、モンゴル流の怒濤のような日々

だった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        新テレビ局長との仕事が始まる  
        テレビ東京「地球サポーター」より  

 



	 草原の放送局（５）	 

「元スパイ」が考えた作戦	 

	 

「将来は外国暮らしをするんでしょう」。 

会社を退職したとき、ぽつりと漏らした母の寂しそうなひとことが頭をよぎる。 

 

７ヵ月前、快く送り出してくれた 83 才の母に留守を託した。 

仲の良い妻に「あんた方が帰ってくるまでは頑張らないとね」と言っていたのだが、

内心は不安だったに違いない。 

 

病室に駆けつけると「ごめんね、こんなになってしまって」と、申し訳なさそうに母

は言う。わずか１週間。つかの間の看病だった。 

八重桜が舞い散る初夏の札幌で母の葬儀を済ませた。嵐のように１ヵ月が過ぎた。 

 

〝麗しの都ウランバートル〟とでも呼べばいいのだろうか。 

 

忌引き休暇から久しぶりに戻ったモンゴルの首都は、緑たゆたう街路に温かい風が吹

き抜ける。寒く荒涼とした、土漠のようだった新興都市に慈雨が降る。 

何という変わりようだ。身の縮こまるような、乾燥酷寒の半年余からは想像もできな

かった。 

 

危ないといわれ、それまで避けていた路線バスに乗ってみた。 

私たち外国人を見る好奇の目が新鮮だった。車窓に映る街の風景も、以前より鮮明に

見えてきた。妻は路線バスが気に入って、毎日のようにバスで出掛ける。 

 

はるか東方、弓状に浮かぶ日本列島の北端で、安寧を願ってくれていた母はもういな

い。この国の美味いビールを飲みながら、地に足を付けてじっくり暮らしてみよう・・・。

そんな気分になる 06 年の初夏だった。 

 

新局名・新組織・新番組・新編成と、改革は局長チームと呼ばれる外部からきた人た

ちを中心に、Ｋさんと私が助言するかたちで進行した。 

人事を絡め、大津波のように急ピッチだ。それは、守旧派の苛立ちを呼んだ。 

 

これは、まずいかも知れない。 

嫉みそねみの大合唱になれば、援助の世界では危険

信号である。 

 

「元日本人スパイ」が思い出したのは、スパイ呼ば

わり事件で考えついた壁新聞作戦だった。人心をや

わらげる戦術である。 

 

モンゴル人は詩の朗誦を好むという。しかも、社会

主義時代にはスローガンに慣れ親しんだであろう。

同じ放送人なら通じるものがあるはずだ、と考え自

室ドアに放送標語を掲げることにした。 

 

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
モンゴル語（キリル文字）の放送標
語(下)と、日本の専門家という二人
の表札（上）	 

 



第一弾は「熱い心を電波に乗せて~放送人の情熱が、視聴者の心に響く」とした。 

何と、部屋の前を通りかかる職員らが声を出して読んでいるではないか！ 

歯の浮くような標語、と思ったが、意外にも〝言葉が美しい〟と大受けした。  

現役時代、番組をヒットさせたことなどないが、これはヒットだった。 

 

改革で疑心暗鬼になっている放送局の仲間たちへのエールとしたい・・・我々は、放

送標語を次々と作り掲示した。 

 

「良い馬乳酒は古い革袋から。良い番組はＭＮＢから」「夢は語ろう、秘めていては実

現しない」など、在任中に合計 22 本。「視聴者はお客様。お客様は神様」（写真）は、

やがて相棒のＫさん亡き後、私の担当で開設された新生公共放送 ＭＮＢの目玉組織、

モンゴル国初の「視聴者センター」に飾られ、スタッフを見守ることになる。 

	 

	 

	 

	 

	 草原の放送局（６）	 

通訳者は家族同然	 

	 

「ＳＶＯ」とか「ＳＶＣ」という、英語の語順を示す文法用語を知ったのは中学校で

ある。一方、英語と反対の「ＳＯＶ」語順の語族もあり、モンゴル語や朝鮮語、トル

コ語などで、日本語の仲間なのだ。 

 

それを退職後、日本語教師の養成コースで知り「これは習得が簡単」と、タカをくく

った。モンゴル語を甘く見たのである。 

大きな失敗だった。 

 

私のモンゴル語で間に合うのはタクシーと、買い物ぐらいで、まじめに勉強した妻は

当然、私より数段うまくなった。 

赴任中は、モンゴル語~英語を含めて 10 人を超える通訳者のお世話になったが、な

かでもビルゲーさんは、日本語専攻の大学院生時代から私の通訳を務めてくれた。 

 

詩の朗誦を好むモンゴル人たちに、私たちの作った放送標語を〝美しい言葉〟と言わ

せたのは、ほかならぬ、彼女の語学力と人柄に負うところが大きい。 

 

ところで、通訳者を介した意思の疎通は、簡

単なようで難しい。 

簡潔、論理的、複文より単文。気配りと明快

な主張。誤解を招かず外国人と渡り合う作法

だ。京都外語大で学び、アナウンサーと日本

語教師を経験したのが大いに役立った。 

 

マンションの警備員とは「フューズを盗まれ

て停電した」と激しくやり合った。また、大

家とは、いつもタフな交渉を強いられた。 

 

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 モンゴル語通訳のビルゲーさん（左から 2 人目）	 
	 を介して、局内で打ち合わせをする筆者（左）	 

 



「大家と言えば親も同然。店子と言えば子も同然」とは江戸時代、我が日本国の話。

ここでは、家賃･暖房･家具･ケーブルＴＶ･水道の漏水･上階からの汚水漏れなど、交渉

ごとが実に多い。 

 

しかも、私たちの大家はモンゴル人の常で文章が長く、まぁ、良くしゃべるのである。

私は短い文で要点しかしゃべらないので、通訳するビルゲーさんは私の発言を訳すの

は楽だが、その逆は大変。 

じらされた上、理不尽な物言いをされると、私も時には激昂することがある。そんな

とき、彼女は敢えて私の厳しいことばを訳さない。目は口ほどにものを言うからであ

る。ビルゲーさん、えらい！ 

 

安月給なので、夏休みは日本語観光ガイドをした。いよいよ困窮すると、我が家に転

がり込んだ。もう、娘同然だった。 

 

 

「憧れの日本へ行ってみたい」。彼女の夢は、健康管理一時帰国に同行することで実現

した。ビザの取得は簡単ではなかったが、何とか札幌へやって来た。 

 

「新千歳空港の周りは、高層ビルかと思ったら草原だった」「モンゴルのように交差点

を渡ったら、どこからか天の声が聞こえてきて、信号無視を注意された。カメラで見

てるんだ！」と楽しそうに初めての日本を語る。 

 

日本語検定１級（現Ｎ１）を取得していたので、思い悩んだ末、ついに留学を決意し

た。07 年秋、私の任期満了を前にして一足早く渡航し、別府にある立命館アジア太

平洋大学（ＡＰＵ）の経営学部に入学を果たした。大学院修了で 26 才。努力家・大

学１年生の誕生である。しかし、自費留学の前途は、ほんとうに多事多難だった。 

 

 

 

 

 

 

	 草原の放送局（７）	 

ラジオ少年復活~その夜	 

	 	 

北海道放送を退職する数年前「仕事一時、趣味一生」という言葉を知った。 

「年を取ると、若い頃に熱中したことが甦る」とも聞いた。 

 

昔の趣味、それはアマチュア無線。 

私は文系に似合わず、高校時代にＪＡ８ＰＯというコールサインで開局し海外交信に

親しんだが、社会人として多忙を極めてから遠ざかって久しい。 

 

海外ボランティア派遣と決まった時「外国から電波を出してみたい」という欲求がム

クムクとわき上がってきた。渡航を目前にして、親友の無線仲間Ｓ君が大車輪で監督

官庁等への書類を整えてくれた。あとは、書類と無線機を持って行けば何とかなる。

職場は放送局なのだからハム（アマチュア無線家）の一人や二人必ずいるはずだ。 

 



ところが、何と赴任した職場でハムと言っても「それ、何ですか？」と言われる始末。

首都でも、それらしいアンテナを見かけないのである。そんなはずはない。社会主義

時代のモンゴルとは何局か交信している。 

 

 

赴任して１年が過ぎた頃、ようやく機が熟した。この国のアマチュア無線連盟に申請

すると、外国人として開局出来ることになった。 

 

2006 年 10 月 31 日夜、２人のハムが私のマンションに現れ、モンゴル・アマチュ

ア無線連盟本部の事務所兼無線局へ案内してくれた。 

商店が建ち並ぶ繁華街から脇道に入った空き地のはずれに建つ、大きなコンクリート

の固まりのような無愛想なビルは、電話局の局舎だそうだ。 

界隈は街灯一つない真っ暗闇。屋上にはアンテナが建っていたはずである。 

 
ハムという人種は、どこの国でもフレンドリーだ。モンゴルのハムたちに歓待され、

無線局を見学した。現在、ハムは全国に 10 人程しか活動していないといい、会員に

ＱＳＬカード（交信証）を転送する私書箱も 30 局分しかないのはそのためだという。 

 

免許手続きをして、ひとしきり歓談。「アンテナを建てる時はみんなでやりましょう。

手伝いますよ」などと、初対面だが友好的なもてなしを受けて本部を後にした。 

 

交付されたコールサインは ＪＴ１／ＪＡ８ＰＯ

だった。こうして、私は本国での免許の 15 倍に

当たる１.５ＫＷの無線局免許を手にした。 

妻の分と合わせて１８０㌦の出費だったが、電波

のよく届かない携帯電話より、ずっと明瞭な音声

の携帯無線が使えるようになった。 

 

 

しかし、私が異国から電波を出すには、その夜か

ら半年を待たざるを得ない事態となる。 

 

窓のない電話局ビルは、異様に大きく闇の中にそびえ建ち、足元のよく見えない空き

地から表通りまでのデコボコ道は、ひどく遠かった。私は、背筋に冷たいものを感じ

身震いしそうになった。 

その夜、私の行動と同時進行していたおぞましい出来事は、我々夫婦と仲間たちのそ

の後の人生に暗い影を宿すことになるのである。        (第８回へつづく) 

 

 

 

 

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 いまは古典になったモールス信号で無線通信	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ~モンゴルの自宅居間で~	 

 


