
モンゴルで「アブミを伸ばす」司馬さん
―司馬遼太郎：モンゴルの旅その後―

鯉　渕　信　一

　司馬遼太郎さんが亡くなられた2日後、私はツァガーン・サラ（白い月）と呼ばれる旧正

月で賑わう、凍てつくような寒さのウランバートルを訪ねた。バヤンゴル・ホテルに入っ

てテレビを付けるとニュース番組が流れていたが、突然、テレビ画面に司馬さんの姿が映

し出されるのを見て驚いた。画面に釘付けになって耳を澄ますと、「日本の著名な作家・司

馬遼太郎氏が急逝した。司馬氏はモンゴルをこよなく愛し、『草原の記』などモンゴルに関

するいくつかの作品を発表している。私たちはモンゴルを愛してくれた氏をいつまでも忘

れないだろう」という音声が流れたのである。これだけの簡単な解説だったが、当時のモ

ンゴルの国営テレビが外国の一作家の死を報ずるなどは異例のことだった。

　モンゴルには「アブミを伸ばす」という言葉がある。ゆったりとアブミを伸ばすことで

人も馬も疲れずに長い距離を旅することができる。そこで「長旅に出る」の慣用語になる。

　司馬さんが亡くなられたのが1996年2月12日、早くも四半世紀が過ぎたわけだが、司馬

さんは「アブミを伸ばして」、今もモンゴルの旅を続けているかのようだ。今年4月にはウ

ランバートルで『草原の記』モンゴル語版の改訂版が出版される予定だ。

　とにかく司馬さんは「モンゴル」がお好きだった。「羊肉と言えば顔がほころぶ」という

言葉がモンゴルにはあるが、司馬さんは「モンゴル」と言えば厳しい目が優しくなって顔

がほころんだ。「モンゴルへの想念は気体になってしまい容易に固まらない」と『草原の記』

のなかで書いているが、人も歴史も文化もゴビの大地も、そして馬までもが司馬さんにとっ

ては考えるだけで心が満たされ、思いはモンゴルの空を馳せたかのようだ。

　そんな思いが伝わったかのように、司馬さん亡き後、モンゴルでは司馬作品の翻訳や紹

介が盛んに進められた。そこで逝去後のモンゴルでの司馬さんに関わる諸々を思いつくま

まに紹介してみようと思う。

　

1．司馬さんとモンゴルあれこれ；生前

　司馬さんは1990年7月、『草原の記』の取材と読売新聞社・モンゴル科学アカデミーの共

催によるチンギス汗陵墓探索「ゴルバン・ゴル計画」の視察を兼ねてモンゴルを訪問した。

取材旅行から帰国したその年の秋、大阪外国語大学モンゴル語科のOB会に出席してスピー

チを行なったが、そのスピーチ終了後、同大学にモンゴルから客員教授として滞在中だっ
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た詩人でもあるD．オトゴンスレン氏のインタビューを受けた（1990年11月4日）。そのイ

ンタビュー内容をオトゴンスレン氏自身が「オトガ・ゾヒオル（文学）」紙（1991年3月15日）

に発表したのである。同新聞のほぼ一面を埋めたインタビュー記事のなかで、司馬さんは

モンゴルの旅の余韻の中にいるかのように自身の経歴やモンゴル語を選択した経緯などか

らはじめて、実にさまざまの事柄をのびのびと語っていて興味深い。

　例えば、「詩に関して私には一つの考えがある」としてこんなことを語っている。「―

モンゴルの詩は実に素晴らしい。現在の日本の詩は大きく変わり過ぎてしまった。モンゴ

ル語は詩に適しているのではないかとさえ思えるし、またモンゴル人は心に響く詩を創作

している。日本の詩はほとんどが紙の上に残すだけだが、モンゴルの詩は声に出して朗読

することができるし、実際、人びとは詩を口ずさんで味わい、楽しんでいる。―両国の詩

人が互いに交流すればいいのではないか。例えば日本の詩人はモンゴルのナーダムを観た

らいい。競馬で草原を駆け抜ける子供たちを見れば、きっと心を揺さぶられて感激の涙を

流すだろう。また広大なゴビもぜひ訪ねるべきだ、そこから新しい詩が生まれるに違いな

い」等々。モンゴル詩へのこうした賛辞は、一方で内面追及に重きが置かれ過ぎているか

に見える日本の現代詩に対する司馬さんの不満の一端でもあったように思う。

　インタビューはモンゴルにおける民主化の直後だったが、それについての質問には「モ

ンゴル民族は古来、自由の民だった。遊牧的牧畜を生業とし、天地を崇めてきた人びとで

あり、そのなかで育まれた自由を大切にしてきた。新しい時代にあっても、単に文字に記

されるだけの自由ではない、本当のモンゴルらしい自由を求めて欲しい。フランスや日本

の自由がモンゴルに適するとは思わない」と答えている。また「市場経済化のなかでモン

ゴルもビジネスを盛んにしなければならないが、中国的な商売はすべきでない」と言い、

農業も「中国を真似てはいけない。中国の内モンゴルの草原は漢人の農耕によって破壊さ

れてしまったではないか」と嘆いてもいる。

　さらにモンゴルの自然の貴重さを繰り返し語り、「最初の旅でアントノフ機からゴビに

降り立ったとき、モンゴル草原は人類の宝だ、地球上に住む人類はこの草原を守る義務が

あるとさえ思った」と語っている。一部を抜粋したが司馬さん自身が直接、モンゴル人に

向けて語った唯一のものではないかと思う。

　またこのモンゴル訪問から帰国後、司馬さんは「モンゴル素描」と題するエッセイを読

売新聞に発表した（1990年11月）。計5回にわたるユーモアを交えつつも、モンゴル社会の

本質を衝いた本格的なエッセイであった。

　そのエッセイをD．ナランツェツェグ女史（モンゴル国立大学教師・当時）が「アルディン・

エルフ」紙上に翻訳・紹介した（1991年4月）。モンゴルでは社会主義体制が崩れて民主化

が広がり、街には自由を謳歌せんとするムードが満ちあふれ、人びとは西側の国々に強い
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関心を示しはじめていた頃だった。ナランツェツェグ女史もその一人で、そのエッセイを

みて「これまでモンゴル人自身が知らなかったモンゴルの歴史や価値観が記述されている

のをみて衝撃を受け、思わず訳して新聞社に持ち込んだ」という。これがモンゴルで生前

に司馬作品が紹介された最初ではなかったかと思う。

　また司馬さんにはこんな楽しいモンゴルとの関わりもあった。1993年の春、司馬さんか

ら私に電話があった。「将来、モンゴルの数学界のリーダーになるような人物を育成したい

ので適当な若者を紹介して欲しい」という手紙が、東京大学大学院数理科学研究科のある

教授から届いたというのである。その教授とは面識はないが、とても熱心そうだし、いい

話なので何とか実現させてあげたいので協力して欲しいという話だった。

　手紙の主は堀川頴二教授（故人）で、モンゴル関係にはまったく知人がなく、思いあまっ

て司馬さんに手紙を書いたということだった。教授は大の司馬ファンで、モンゴル通の司

馬さんなら何か手立てはあるだろうと考えたという。モンゴル留学生の紹介を司馬さんに

持ちかけるなど、大いにユーモアを感じさせられて愉快だった。早速、堀川教授とお会い

して詳しい話を聞き、司馬さんと連絡を取り合いながら、ちょうど東京に滞在していたモ

ンゴル科学アカデミー副総裁のビラさんに相談した。

　そうした経過のなかで1993年10月、モンゴルで天才数学少年として評判だったB．バト

ツェンゲル君が来日することになった。彼は小学校から飛び級、飛び級で18歳にして大学

を卒業し、なんと19歳からモンゴル国立大学で教鞭を取っていた。来日当時は22歳だった。

彼は6年余東京大学で勉学を続け、博士号（PhD）を取得して帰国し、モンゴル国立大学の

教授となって期待通りにモンゴル数学界に大いに貢献することになったのである。生前に

司馬さんに引きあわせる機会はなかったが、時おり彼の努力ぶりを報告すると嬉しそうに

されていたのを思い出す。

2．D.トムルバートルによる『最後の将軍』と『明治という国家』の翻訳

　司馬作品の最初の本格的なモンゴル語訳は『最後の将軍』で、司馬さんの死からわずか2

カ月後に出版された。訳者はデレグ・トムルバートル氏で当時、モンゴル平和友好委員会

傘下にあったモンゴル・日本友好協会書記の職にあった。彼はモスクワ大学留学中に『平

家物語』のロシア語訳で著名な I．L．リヴォーバ女史や太宰治や安部公房のロシア語訳で

知られるU．S．グリブリニン氏などから直接、日本文学の講義を受けて感銘し、いつかは

自分も日本文学をモンゴルに紹介したいと考えたという。

　トムルバートル氏が『最後の将軍』の翻訳を思い立ったのは、社会主義体制崩壊後のモ

ンゴルの政治、社会が混乱する真っただ中であった。民主化運動の中で育った若い政治指

導者たちが新しい国造りに苦しむ状況と、幕末から明治にかけての日本の政治リーダーや
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国造りの姿が重なって見え、「国家とは何か」、「リーダーとはどうあるべきか」といった問

題を考える糧にしたいと考えたからだという。

　彼が翻訳に着手したころ、司馬さんはまだお元気だった。ある程度の翻訳完成の見通し

がついたので、私から出版許可のお願いをすると、「モンゴルでそのような読まれかたがあ

るのか」と嬉しそうにされて快諾してくれた。ホテル・オークラのオーキッド・バーだった

が、その場でペンをとって「モンゴルの読者へ」のメッセージも書いてくれた。

　そこには、〈私は若いころモンゴル語を学んだのです。モンゴル語を学んだことが、世界

の歴史と人間を考えることでのよき刺激になっています。その意味で、モンゴル国の人び

とに感謝しています。そういう私の作品がモンゴル語に訳されることに、とても不思議な

思いをもっています。私にとって、ふるさとの人びとと同じ重さをもつモンゴルの人びと

に、私の作品を通して、すこしでも日本への理解を深めてもらえれば、たいへんしあわせ

です〉とあった。

　日本文学の翻訳本は、それまでにも何冊かあったが、すべてロシア語からのもので日本

語からの直接訳は初めてのことであった。歴史背景も制度も文化も異なるモンゴル語訳

は難航した。インターネットもない時代、しかも既存の辞書では解読不可能な語彙の数々

に訳者は苦しみ喘いだ。私との間の質疑や意見のやり取りは、ようやく普及しつつあった

ファックスを利用したがそれは数十枚にものぼった。ファックスはすべて電話回線利用で

あったため決して安価ではなく、訳者の当時の収入から察すると相当に厳しかったのでは

ないかと思う。司馬さんに直接、教えをいただくことも度々であった。巻末には詳しい用

語解説が付してあり、読者はもとより日本史研究者にとっても有益なものとなった。出版

は国際交流基金の若干の出版助成を得てようやく実現した。

　

『最後の将軍』出版祝賀会での訳者とツェベクマさん
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　モンゴル語版『最後の将軍』は訳者の労が実って高い評価を受け、1996年度の「モンゴ

ル翻訳家協会賞」を受賞した。各紙が盛んに紹介記事を掲載したが、特にオチルバト大統

領（当時）が「ザスギーン・ガザリン・メデー（政府ニュース）」紙との恒例の1年間を振り

返るインタビューの中で、1996年にもっとも感銘を受けた本の筆頭に『最後の将軍』をあ

げていたのが印象的だった。またスフバートル県では県内全ソム（村）の図書室に備えて

読書を呼び掛けたりもした。

　次いで2000年9月、トムルバートル氏は『明治という国家』のモンゴル語版を上梓した。

明治という変革期の日本を外国人にも理解しやすくという趣旨で著された本書の面白さと

同時に、訳者としては『最後の将軍』訳出時と同じように、民主化後の変革期にあって容易

に先が見えないモンゴルにとって国家とは何か、政治リーダーとはどうあるべきか、そし

て国民はどう生きるべきかを考える参考に資したいという思いであったという。

　本書は翻訳の趣旨に賛同したトヨタ財団の出版助成を得て出版された。また在モンゴル

日本大使館が一部を買い上げて、日本を訪問する政治家たちに「日本理解、変革期の国造り」

の参考にして欲しいと寄贈して読書を薦めたりもした。さらに全国の県レベルの図書館に

配布して読書に供された。

　トムルバートル氏は1989年にモンゴル初の国営ラジオ局の日本向け放送のエディター

兼アナウンサーを務める傍ら、川端康成や大江健三郎などの翻訳を行なっていたが、とり

わけ『最後の将軍』の翻訳出版後の活動は目覚ましいものがあった。モンゴル・日本文学セ

ンターを設立し、自ら「ニッポン・ニュース」新聞を発行し、そのなかで伊藤左千夫『野菊

の墓』、森鴎外『護持院原の敵討』その他を翻訳・連載し、さらに新渡戸稲造『武士道』、自選『日

本ベスト短編小説集』などの翻訳出版を行なった。またモンゴルでNHKの大相撲中継がは

じまるとそのテレビ解説を担当し、さらに2010年から7年間、「トムルバートルと行く日本」

と題する自ら企画・取材した日本紹介番組をUBSテレビで延べ150回にわたって放送する

などした。一方でモンゴル囲碁協会、モンゴル算盤協会などを立ち上げてその普及に努め

るなど、その活動には目を見張るものがあった。

　こうした活発な日本文化紹介の功績に対してトムルバートル氏は2012年に日本国外務

大臣表彰、2015年春の叙勲では旭日小綬章を受章したが、その原点はまさに、『最後の将軍』

モンゴル語版の翻訳・出版にあったといっていい。

　

3．O.ジャルガルサイハンによる『草原の記』、『ロシアについて』他の翻訳

　“生まれ変わるということがあるなら、天に近いこの草原の故郷へいらっしゃい”

　司馬さんの死から数日後、産経新聞の投稿欄にモンゴルのある女子留学生が書いた司馬

さんに呼びかけるこんな小さな投書が載った。彼女は司馬さんとは一面識もなく、ただ一
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冊、『草原の記』を読んだだけだというが、その短い文面の行間からは、『草原の記』を読ん

でそう呼びかけられずにはいられなくなったモンゴル人の心情がにじみ出ているように感

じられた。この投稿者は、後にモンゴル語版『草原の記』や『ロシアについて』などを翻訳・

出版することになるオチルフー・ジャルガルサイハン、当時は教育学を専攻する学芸大学

大学院の留学生であった。

　ジャルガルサイハン女史は『草原の記』を読んで、その作品のスケールの大きさと同時

に作者のモンゴルに対する深い愛情を感じ、読み進むうちに自然に涙があふれて懐かしい

故郷モンゴルへ帰ったような気持ちにさせられたという。またあまりに自分がモンゴルの

歴史も文化も知らなかったことを反省させられたともいう。そして何としてもこの作品を

翻訳し、モンゴルの人びとに読んでもらおうと決意を固めたと述懐している（「翻訳家への

インタビュー」2020年、モンゴル・日本人材開発センター）。

　司馬さんの存命中から翻訳を始めていたが、司馬さんの死去で翻訳に拍車がかかり、

1997年9月にトヨタ財団と国際交流基金の出版助成を得てウランバートルでの出版にこぎ

つけた。出版はモンゴル・日本文化交流支援“アリアンス”協会で、これは『草原の記』の

主人公でもあるB.ツェベクマさんが立ち上げた組織で、その最初の仕事となった。

　『草原の記』モンゴル語版が完成したその日、モンゴル国立大学で在モンゴル日本大使館

とモンゴル国立大学の共催による「司馬遼太郎とモンゴル」と題したシンポジュームが開

催されようとしていた。久保田真司在モンゴル日本大使の要請で日本からは司馬遼太郎夫

人のみどりさんが出席していたが、まさにそのシンポジュームが開会されようとしていた

時に出版社から完成したばかりの本が届けられた。そして涙顔のジャルガルサイハン女史

からみどり夫人にインクの匂いがまだ残るような最初の一冊が手渡されたのである。その

シンポジュームにはツベクマさんも出席しており、皆が総立ちになって拍手を送った。実

に感動的な場面であった。シンポジュームには日本語を学ぶ多くの学生たちや卒業生、ウ

ランバートル在住の日本人が出席した。

　『草原の記』はモンゴルの歴史、そしてモンゴル人の生き方とその運命が主題であるだけ

に、日本とは異なった面からの深い読まれ方がされ、熱い共感を得た。さまざまな層の人

びとが強い関心を示し、多くの新聞が作品紹介や批評に紙面を割いた。例えば「ウヌードル」

紙は、まだモンゴル語版が完成する前にジャルガルサイハン女史に取材して大きく紙面を

割いて内容を紹介し（1995年11月23日）、また「アルディン・エルフ」紙は「モンゴルを紹

介した作家」と題する記事を掲載し、司馬さんの履歴紹介から『草原の記』の解説、シンポ

ジュームの紹介、さらには1991年に海部首相（当時）がモンゴルを初訪問した際に、自身

が最も敬愛する司馬さんに「どんな心がけで訪問したらいいかを訊ねた」といった歓迎会

でのスピーチまで紹介した（1997年9月25日）。また「ザスギン・ガズリン・メデー」紙は
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1997年8月26日から3回連続で「彼は私たちについて」という特集記事を組み、『草原の記』

を中心に司馬さんの作品群からモンゴルに関する記述を抜粋・採録した紙面を掲載したり

した。

　1998年5月、バガバンディ大統領（当時）が日本を公式訪問したが、その訪日の際に司馬

さんに「北極星勲章」を追贈した。同勲章はホテル・ニューオータニでの公式レセプション

の席上、同大統領からみどり夫人に直接手渡されたが、みどり夫人は「天から北極星が舞

い降りてきたような感じです」と謝辞を述べられた。「ウヌードル」紙（1998年5月8日）は

こうした動きを報道するなかで詳細な司馬さんの紹介記事を掲載した。

　また2000年夏には、国営ラジオ放送局が『草原の記』モンゴル語版の朗読番組を流した。

著名なジャーナリストのミャグマルスレン氏が自ら担当する番組で、本を紹介しつつ朗読

したのである。

　『草原の記』を読んで大の司馬ファンになったバガバンディ大統領は、日本に留学予定の

学生や研究者たちと大統領府で会見した際、「もうすでに読んだことだろうが」と言いつつ、

全員に同書をプレゼントし、「日本人はあなた方をこの本の英雄たちの子孫であり、忍耐強

い、正直な人たちに違いないと見ていることを心に刻んで行きなさい」とスピーチしたり

している（「大統領府広報」2000年3月17日）。

　こうした諸々の記事のなかで特に印象的だったのは、著名な作家S．エルデネの「ウドリ

ン・ソニン」紙（1999年10月20日）への長文の投稿である。彼は「縦横に論じる魔法」と題

して寄稿し、「私は1993年に大阪に10日ほど滞在していたが、もし当時にこの本を読んで

いたら何としても司馬さんにお会いしようと手を尽くしたはずだ。お会いできたら話し合

うテーマは山ほどあった」といい、「モンゴル世界の歴史と人間の運命を著述したこの作品

は、匈奴時代から現代モンゴルまでを縦横に、興味深く語りつつ、しかも漢字の一角一角

を組み立てるように緻密な構成になっていて、まるで魔法のようだ。縦横に描きつつ時空、

内容が整っていて、私に重要な示唆と教訓を与えてくれた。私の頭に鋭く輝く大事な何か

を確実に植え付けてくれた」と記述している。

　ジャルガルサイハン女史はその後、『21世紀に生きる君たちに』（2001年）や『ロシアに

ついて』（2002年）を翻訳・出版したほか、「洪庵のたいまつ」、「天山の麓の緑のなかで」、「古

人の心」、「文明の東漸』等々のエッセイを新聞に翻訳・発表している。

　『ロシアについて』は、ロシアによるシベリアへの膨張の歴史を説きつつロシアの原形を

論じたものだが、モンゴル人にとってはその一つ一つが自国の苦渋の歴史と重なりあった

ものであるだけに、身近なテーマでもあり、より現実感をもって読まれた感がある。ジャ

ルガルサイハン女史によると、さまざまな反響があり、特に外交専門家や政治家の関心を

引いたとのことだった。ある意味では本書は、むしろ日本人よりも深い読まれ方がされた
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のではないかとさえ思う。

　『二十一世紀に生きる君たちへ』も人びとに大きな感銘を与えた。例えばバガバンディ大

統領もその一人で、9月1日恒例の学校始業日では「日本の著名な作家・司馬遼太郎氏が大

事なことを書いている」として、「自分に厳しく、他人にやさしく」の言葉を引いてスピー

チした。また新モンゴル学校でのスピーチでは、「しっかりした自己が、科学と技術を支配」

することの大切さ述べた部分を引用しつつ、生徒たちへ「私は日本を訪問して21世紀に両

国の青年たちの交流を一層活発化させることで合意した。君たちにはぜひ、21世紀のモン

ゴル・日本関係の架け橋になってほしい。君たちにはそれが出来ると信じている」と呼び

かけたりした（2001年11月31日、大統領府広報）。

　

モンゴル語版の『草原の記』、『ロシアについて』、『21 世紀に生きる君たちへ」

　ジャルガルサイハン女史は『草原の記』など司馬作品の一連の翻訳以後、福沢諭吉『学問

のすすめ』、スマイルズ『自助論』、村上春樹『1Q84』、同『色彩を持たない多崎つくると、彼

の巡礼の旅』、同『騎士団長殺し』、自選『愛の形・日本名作短編集』等々、さらには『源氏物語』

（「桐壺～賢木」）にまで翻訳の幅を広げて日本文学翻訳者としての地位を築いていくが、そ

の原点になったのが『草原の記』の翻訳であった。彼女自身「司馬作品の翻訳を通じて、文

学というものは岩のように固定したものではなく、時空までも超えることができるのだと

教えられた。そのことは私に文学への関心の幅を広げさせ、さまざまな分野の翻訳へと導

いてくれた」と語っている（「翻訳家へのインタビュー」同上）。

　因みにジャルガルサイハン女史の学芸大学大学院での修士論文は「司馬遼太郎の文明観

と教育学的意義」というものだった。
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4．ツェベクマさんのことども

　司馬さんが亡くなってお別れ会が開催される前日の3月9日（1996年）、『草原の記』の主

人公ツェベクマさんがモンゴルから駆けつけて司馬家を弔問に訪れた。ちょうど二十八日

法要の読経を終えたところだったが、司馬夫人のみどりさんの計らいでツェベクマさんの

ために再度、経が読まれた。ツェベクマさんは、じっと手を合わせていた。

　後日、みどり夫人は「ツェベクマさんが玄関から入って来るのを見て、“ああ、これで司

馬さんの人生は完結したな”と思った」と私に述懐したことがある。司馬さんにとってモ

ンゴルは故郷のように心安らぐ世界だったわけだが、まさにその心景のなかにツェベクマ

さんがいたということであったろう。

　お二人の最初の出会いは1973年夏、ツェベクマさんが『街道を行く』の取材でモンゴル

を訪れた司馬さんの案内役をつとめたときだった。そして17年後の1990年夏、司馬さんは

モンゴルを再訪してツェベクマさんの数奇な半生を詳しく聞いて『草原の記』を著した。

この間のことは『街道を行く・モンゴル編』や『草原の記』、ツェベクマ著『星の草原に帰ら

ん』をお読みいただきたい。　

　

　

司馬さんの取材を受けるツェベクマさん

　1990年の再会の翌年5月、司馬さんはツェベクマさんを日本に招待した。ためらうツェ

ベクマさんに司馬さんは、「ご自分の人生に10日ほどの休暇をあげるつもりで気楽にい

らっしゃい」と背中を押してあげた。ツェベクマさんにとっては、少女時代から夢にまで

見た初めての日本だった。「ツェベクマさんは日本語を学んだことで辛酸をなめたが、ずっ
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と日本を思い続けてくれた。そのことへのお礼です」と、司馬さんは招待の理由を私に語っ

たことがある。ツェベクマさんは娘イミナ夫婦と孫の4人でホテル・オークラに10日ほど

滞在し、司馬さんとゆっくり語らい、はとバスに乗って東京見物をするなど、心おきなく

日本の5月を楽しんだ。

　到着したその夜、食事をしながら司馬さんが娘のイミナさんに語った言葉が忘れられな

い。「―明日の朝、お茶ノ水の駅の聖橋を歩きなさい。その辺りは、学生たちが本を抱え

てよく歩いたところなのです。お父上が通っていた学校も橋の向こうにありました。あな

たのお父上も聖橋の上をきっと歩かれたはず。石畳一枚一枚にお父上の足跡があると思っ

て歩きなさい―」。イミナさんの目は涙で光っていた。それから何日か後、ツェベクマさ

んは大阪へ戻る司馬さんを東京駅で見送ったが、それが最後の別れとなった。

　司馬さんが亡くなった翌年の2月、久保田真司在モンゴル日本大使から「国交樹立25周

年記念に司馬夫人にお越しいただき司馬さんをテーマに講演していただきたいのだが」と

いう話が私に届いた。その話を伝えると、みどりさんは最初、「外出さえもできない状態だ

し、司馬さんと二度も訪ねた一番の思い出深いモンゴルなんてとても無理、しかも講演な

んて」と強く固辞していたが、一番辛い、一番高いハードルから一歩踏み出すことを決心

したかのように、「皆さんと一緒なら」というのでシンポジュームを催すことになった。前

述した日本大使館とモンゴル国立大学共催のシンポジューム「司馬遼太郎とモンゴル」の

開催である。参加者はみどり夫人の他に藤原作弥氏はじめ「モンゴル会」（司馬さんを囲ん

で自然発生的にできた）の面々、モンゴル側からはツェベクマさんの他にムンフツェツェ

グ国立大学教授（日本史専門）、オトゴンスレン（詩人）、『最後の将軍』翻訳者トムルバー

トル、『草原の記』翻訳者ジャルガルサイハンなどだった。

　シンポジュームの後、みどり夫人はツェベクマさんの案内で草原を歩き、星空を眺めた

りしたが、この旅の後、「文芸春秋」のインタビューで、「モンゴルではたしかに司馬さんと

一緒にいるような、その辺の空気のなかに司馬さんという存在があるような、そういう感

じが確かにしていた」と語っている（1998年2月特別号）。　

　1999年7月、小渕恵三総理大臣（当時）がモンゴルを公式訪問したが、大の司馬ファンだっ

た小渕さんは「モンゴル訪問のもう一つの目的はツェベクマさんに会うこと」と公言して

はばからなった。当時の総理秘書官だった細川興一氏（元財務事務次官）によれば、実際に

ウランバートルではチンギスハーン村に設えられた公式の昼食会にツェベクマさんを招い

て歓談し、『草原の記』にサインを求めたりしている。そして帰路の政府専用機のなかで、

ツェベクマさんの日本・モンゴルの文化交流促進への尽力に対して勲章を授与するように

指示したという（司馬記念財団機関誌『遼』、2020年夏季号）。　

　小渕総理直々の指示によって、その年の秋の叙勲でツェベクマさんは日本政府より　　
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　勲五等宝冠章が授与された。「ウドリン・ソニン」紙（1999年10月20日）は、ツェベクマ

さんの叙勲が決定すると特集記事を掲載し、『草原の記』とツェベクマさんの紹介にページ

の多くの紙面を割き、小渕総理がツェベクマさんを自らのゲルに招いて歓談し、彼女から

『草原の記』にサインを貰うといったことまで写真付きで報じた。

　叙勲に合わせるかのように同年8月、NHK出版からツェベクマさんの自伝『星の草原に

帰らん』が出版された。ツェベクマさんご自身、ほとんど記録を持たない中で懸命に記憶

を呼び起こし、それを私が整理するという作業で完成したものだが、シベリア、満州、内蒙

古、モンゴル国の四つ草原を生きた数奇な人生を淡々と語っている。『草原の記』ではツェ

ベクマさんの半生が断片的で知識がつながらず、いつも霧の中で彼女を見ているようだと

いう読者の疑問を払拭すると同時に、中国史の裏面をも映し出すものとなった。同書はウ

ランバートルでD．ダムディンバヤル氏の訳でモンゴル語訳本も出版された。

　1999年11月4日、ホテル・ニューオータニでツェベクマさんの叙勲と『星の草原に帰ら

ん』出版を祝う祝賀会が開催された。発起人には小渕恵三総理大臣はじめ元総理の海部俊

樹、参議院議長の斎藤十郎、NHK会長の海老沢勝二、トヨタ社長の豊田章一郎、日銀副総

裁の藤原作弥の各氏（いずれも当時）、司馬夫人のみどりさんという錚々たる名前が並んだ。

何の肩書も持たない一介のモンゴル女性のためにこれほどの発起人が名を連ねたのは、『草

原の記』が大きな要因ではあったことは言うまでもないが、本のヒロイン像と寸部違わぬ

ツェベクマさんの人柄に感銘を受けたということだったろう。

　叙勲のための来日には外務省の配慮で娘のイミナさんが同行したが、滞在中に思いがけ

ない出会いがあった。ツェベクマさんの著書を読んだ読者の情報提供で、終戦後もハイラ

ルに残ってイミナさんの出産を助産婦として手伝った中村登美さんが東京に在住だと判明

し、再会が実現したのである。著書には「腕のいい産婆さんの中村さんとして知られてい

たが、その後の消息は分からない」と書かれていた。87歳という高齢の中村さんを囲んで

3人は笑顔で抱き合った。45年ぶりの再会だった。

　叙勲での来日から4年あまり後、ツェベクマさんは2004年3月15日に79年の波乱に満ち

た生涯を閉じた。静かに眠るように息を引き取ったとイミナさんから私に電話があった。

モンゴルの人びとは転生を信じている。葬儀の翌日、またイミナさんから電話があって「ラ

マ僧の占いでは、母は学者になる運命をもった子供に生まれ変わってくるそうよ。それを

楽しみにしている」と、私に明るく話してくれた。

　棺には『草原の記』とそのモンゴル語訳本が納められ、野辺送りの儀式では『街道を行く・

モンゴル紀行』の一節がモンゴル語に訳されて朗読された。ウランバートル空港での司馬

さんとの出会いの場面、そして別れ際にツェベクマさんが祖母の代から伝わるトルコ石の

ペンダントをみどり夫人に贈る最終章の場面である。訳と朗読は『草原の記』の訳者ジャ
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ルガルサイハン女史によってなされたが、悲しみが広がるなかで彼女は声が詰まって最後

まで朗読できなかったという。遺体はご主人の眠るダラン・ダッホルという墓所の一隅に

埋葬された。また墓には小さな石の墓標が建てられたが、そこには『街道を行く』の旅から

17年後に再会を果たした時、司馬さんから贈られたペンダントを胸に飾った笑顔のツェベ

クマさんのレリーフが彫り込まれた。

　ツェベクマさんの訃報を受けたみどり夫人は、「―あのトルコ石のペンダントととも

に、あなたとの思い出をいつまでも胸に中に大切にしまっておきます。私に希望と勇気を

与えてくれる大切な宝物として」と娘のイミナさんに弔電を送った。それから5カ月後、み

どり夫人はツェベクマさん追悼のために4度目のモンゴル訪問を果たした。

　司馬さんとツェベクマさん、実にいい出会いだった。ツェベクマさんの前半生は不遇の

連続だったが、司馬さんと巡り合うことでその生涯を明るく完結させることができたし、

司馬さんにしてもツェベクマさんを通して、自身が思い描くモンゴル世界にじかに接する

ことができた。

　

＊  ＊  ＊

　司馬さんと私の関わりは、モンゴルに始まってモンゴルに終わったという感じだ。最初

の出会いは司馬さんが『街道を行く』の取材でモンゴルを訪ねた1973年8月、ウランバー

トル・ホテルの一室だった。そこは開設されたばかりの日本大使館の一室で、壁には大き

なゴビの風景画が飾ってあった。学生時代からの夢の大地を踏んで興奮冷めやらぬ様子で

モンゴルを熱く語り続ける司馬さんの姿を今も鮮明に覚えている。

　そして最後は亡くなられた年の正月5日、最後の『街道を行く・濃尾参州記』の取材旅行

にお供した名古屋のホテルだった。司馬さんはお手伝いさんたちに休暇を与える意味も

あって正月を『街道を行く』取材の旅に当てるのを常としており、私は取材とは無関係な

がらいつもご一緒していた。

　取材を終えた最後の晩、打ち上げ会が散会してから司馬さんの部屋でごく身近な人たち

で雑談をした。例によってモンゴルの話になり、私がもう一度モンゴルに行きましょうと

お誘いすると、司馬さんは「モンゴルに行くには200円くらいの体力が要るんだよね、私に

はもう5円玉か10円玉くらいしか体力が残っていないんだ」と言って笑った。私の記憶の

中では、これが司馬さんと交わした最後のモンゴル話になった。それからひと月ほど後、

司馬さんは急逝した。

（2021年2月25日記）
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