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ど社会的価値に基づいている。民主主義国では、これ
らの価値は法律で定義され、また法律で守られる。

モンゴル国憲法第 16 条に、国民の基本的権利と自
由保障、第 17 条に基本的義務について定められてい
る。モンゴルは民主主義国であるため、政府は法律に
よって国民の人権を保障し、また義務を果たさせる。
そして、市民社会は政府の活動を監視し、政府に改善
を要求する制度がある。

国際連合人権理事会（HRC）は、国連加盟国 193 ヵ
国すべての人権の状況をそれぞれの国ごとに 5 年に
1 度審査する普遍的定期審査制度（The Universal 

人権とは、すべての人に生まれた時から死ぬ
まで与えられた基本的な人権と自由を意味
する。この権利は、すべての人が生まれた

場所、持っている思想や信教、選んだ人生などに関係
なく有するべきものである。この権利を何人たりとも
奪うべきではない。しかし、法律に違反した場合や国
家の安全を脅かした場合は、その権利を政府のみが制
限することができる。

基本的人権には、その人の不可侵かつ他者に譲るこ
とのできない、生命権と表現の自由などが含まれる。
この不可侵の権利は名誉、正義、平等、尊敬、独立な
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Periodic Review-UPR）を 2005 年に設立した。モン
ゴルはこの UPR に人権報告書を 3 回提出しており、
最初の 2 回の報告書に具体的な評価と勧告を受けてい
る。先日、3 回目の報告書を提出し、同理事会とオン
ラインで会議を行った。まもなくその勧告を受け取る
ようだ。

UPR の審議のため、その国の政府独自の報告書に
加え、国家人権委員会、非政府組織（NGO）フォー
ラム、国連の各機関それぞれの報告書や評価が送られ
る。今回、モンゴル政府は報告書を法務内務省事務次
官 B. バーサンドルジが紹介し、NGO のメンバーがオ
ブザーバーとして参加した。

モンゴルでは、人権 NGO は独自のフォーラムを持
ち、報告書を提出している。今回の報告書には：

・人権国家の仕組み
・政策連携のない発展 -人権
・グループの権利
・健康保険制度
・表現の自由
・拷問からの解放の権利
・性的暴力
・人身売買
・家庭内暴力
・性的マイノリティの権利
・若者の政治参加

といった報告内容が盛り込まれている。12 月 10 日
の世界人権デーのために、これらの報告書の中からこ
こでは 1 つ焦点を絞って分析していきたいと思う。

表現の自由

表現の自由を強調するには理由がある。なぜならば、
この権利がなければ、その他のすべての権利が侵害さ
れることになるからだ。憲法第 16 条 16 項に、「モン
ゴル国民は信仰の自由、表現の自由、言論の自由、報
道の自由、平和的な集会やデモンストレーションを行
う自由権利を有する。集会やデモンストレーションを

行う手順は法律によって定められる」とある。この条
項について、2015 年に国連人権理事会が審議し、具
体的な勧告を出してきた。表現の自由について 7 つの
勧告が出されたが、モンゴルはそのいずれも実施して
いない。それは：
・�関連する国内の法律を国民および政府の権利につい
て国際規約に適合させ、通信規制委員会の独立性を
確保すること。
この勧告は実施されていない。モンゴル国会は

2019 年 5 月 30 日に通信規制法を改訂したが、その
独立性を確立させていない。
・名誉棄損は犯罪とみなさないこと。

これも実施されていない。モンゴル政府はこの勧告
を実施していないどころか、より悪化させた。名誉棄
損は、2017 ～ 2019 年まで違反法によって裁かれて
いた。しかし、2020 年 1 月 10 日に刑事法が改正さ
れ、虚偽報道（フェイクニュース）は、犯罪として取
り締まりの対象になった。違反法が施行された 2018
年 7 月～ 2019 年 3 月までの期間に同法 6 条 21 項に
より 46 人のジャーナリストが名誉棄損で起訴された。
そのうち 12 人は有罪判決を受け、罰金刑が科された。
モンゴル・グローブ・インターナショナルセンターは、
同規定を無効にするべきだと 2019 年 10 月に国連人
権理事会に提出した報告書に記述している。今日、モ
ンゴルでは、ジャーナリストの 3 人に 1 人が名誉棄損
行為で警察庁から取り調べを受けている。
・�メディアと市民社会の労働者が自由に、そして恐れ
ることなく活動できる環境を確保し、彼らが政府や
地方行政を取材し批判したことに対し、捜査や脅迫
を受けることから守られるべきということ。
これも実施されていない。グローブ・インターナショ

ナルセンターが 300 人のジャーナリストを対象に実施
した「ジャーナリストの安全性水準を確認する調査」
がある。この調査によれば、300 人のジャーナリスト
の 67％が何らかの脅迫や圧力を受け、時には侮辱さ
れた。58％が武器による攻撃を受けた。36％が司法
機関からの圧力を受けた。18％が身体および健康に対
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する暴力を受けた。これらは、テレビ局やウェブメディ
ア、新聞社に勤める 35 歳までの多くの若いジャーナ
リストが受けている現状である。
・�ジャーナリストの情報源を秘匿する権利およびホ
イッスルブロワーの保護
これも実施されていない。国家腐敗対策プログラム

のジャーナリストの情報源の秘匿権、ホイッスルブロ
ワーの保護に関する規定は施行されていない。上記の
調査対象になった 300 人のジャーナリストの 51％が
情報源を公表する必要性に迫られている。
・ソーシャルネットワーク上での表現の自由の確保

実施されていない。捜査官は、裁判所の許可なしに、
検察官の許可のみで通信ネットワークにアクセスし、
監視し、配信元となる情報を関係当局に出させること
ができる状況が、今も続いている。通信規制委員会は、
SNS 上でのコメントにワードフィルターを利用するこ
とを、作成した「デジタルコンテンツの一般利用規約」
に義務付けている。ただし、この条件は、法務内務省
の規範法に登録されていない。こういった強硬措置は
登録された後に実施されるべきである。
・�あらゆる権利を制限することの合法性、必要性、規
範原則を順守させる。
実施されていない。2016 年に可決成立した国家お

よび公的機密に関する法律は 2017 年 9 月 1 日に施

行された。この法律で国家機密リスト確定法が無効に
なった。機密情報の数は 2017 年に 60 件だったのが、
2019 年には 565 件となった。2019 年 2 月、グローブ・
インターナショナルセンターは、ジャーナリストと共
同で 16 の政府機関に対して具体的な情報公開を要求
した。これらの機関のうち 5 つの機関のみが完全に情
報を提供した。

例えば、ウランバートル市内の A 級の土地所有者の
名前を提供してほしいという質問に対して、ほとんど
の機関は機密情報として提供しなかった。これは機密
として規定されるような情報ではない。

・�インターネットの規制の枠組みの中で、プライバシー
の権利や表現の自由を含む人権を全面的に確保する。
実施されていない。今でもインターネットユーザー

の IP アドレスは公開されたままである。モンゴルに
はデータ保護法が必要である。すべての国民は表現の
自由を行使する際に特定の義務を負う。この義務は憲
法第 17 条に定められている。「憲法、その他の法律を
尊重し、遵守する。人間の尊厳、名誉、権利、正当な
利益を尊重する。」

国連人権理事会の勧告を全面的に実施し、人権を保
障し、保護することは国家の重要な義務である。
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ジャルガルサイハン :　こんにちは。またお会いでき
て、嬉しいです。
フランシス・デュードンヌ :　こんにちは。こちらこ
そ光栄です。

ジャルガルサイハン :　2 年前、ウランバートルで番
組に出演して頂きました。今回は素敵な町、ボルドー
でお会いできました。今私たちがいる町について教え
てください。
フランシス・デュードンヌ :　 ここサン サヴィニアン
は重要な町で、ボルドーにも近い場所です。カルベワ
インなど、メインブランドをここで醸造しています。
私たちにとって、ワインを自分たちで醸造することは
非常に重要です。お客様が満足できるワインを造るこ
とに努力しています。

ジャルガルサイハン :　あなたはワインを自分たちで
醸造することが重要だと言いました。あなたの会社は
業界トップです。なぜ自分たちで醸造することが重要
なのですか？
フランシス・デュードンヌ :　他の企業に製造を委託
することもできますが、自分たちで作ることで品質を
保てます。ただ、収穫量の低い年もあります。また他
の国のお客様が期待する味、デザインに合わせ、変更
する場合もあります。

ジャルガルサイハン :　特に、ボルドーはなぜワイン
業界で有名な地域なのですか。何がそれほど特別なの

ですか？
フランシス・デュードンヌ :　全てのワインは特別で
す。ボルドーはその中でもより特別です。ボルドーは
ワインの産地で、ボルドーアペラシオンというと 500
万ヘクタールもあります。これを他の国と比べてみる
と、ボルドーだけでチリ、南アフリカ、オーストラリ
アなどのアペラシオンの半分を占めます。ボルドーは
ワイン業界の首都と言えるでしょう。

ジャルガルサイハン :　なぜワイン業界の首都なので
すか。たくさんブドウ畑があり、たくさん作られるか
らですか？
フランシス・デュードンヌ :　そこには長い歴史があ
ります。ボルドーは川の左岸と右岸で地質と気候が異
なります。ということは、違うスタイルのワインが作
れるということです。世界中のお客様がボルドーワ
インは最も美味しいワインであることを分かっていま
す。

ジャルガルサイハン :　ワインの格付けで、AOP とあ
りますが、それを持っているのはボルドーワインだけ
ですか？
フランシス・デュードンヌ :　イタリアでも似たもの
があります。しかし、AOP はアペラシオン起源の証
拠です。

ジャルガルサイハン :　フランスでは、その年に生産
できるワインの上限が定められていると聞きました

4 4



D e f a c t o  I n t e r v i e w

デファクト インタビュー

が、本当ですか？
フランシス・デュードンヌ :　そうです。ボルドーに
限らず、地域ごとに制限があります。

ジャルガルサイハン :　どのように上限を定めるので
すか？
フランシス・デュードンヌ :　土地の広さ、ヘクター
ル単位で制限します。

ジャルガルサイハン :　なぜ上限を定めるのですか？
フランシス・デュードンヌ :　品質を上げるために数
量を制限します。ブドウの量が多くなると、ボルドー
ワインの味が薄くなります。

ジャルガルサイハン :　ブドウを混ぜるのではなく、
組み立てるのだと教わったことがあります。例えば、
人気のボルドーメルローは、その他のメルローと何が
違いますか？
フランシス・デュードンヌ :　その土地と気候が違う
味をもたらします。例えば、川の左岸のメルローは味
が強いなどです。

ジャルガルサイハン :　川の右岸の名前は何ですか？
フランシス・デュードンヌ :　 サンテミリオン、ポム
ロールです。

ジャルガルサイハン :　こちらのメルローとは何が違
いますか？
フランシス・デュードンヌ :　左岸のメルローは味が
強いのに対して、サンテミリオンは甘みがあります。

ジャルガルサイハン :　私たちは何千年にわたる歴史
について話しています。ワインは最初どこからきまし
たか？
フランシス・デュードンヌ :　その昔、東アフリカか
らローマ帝国に来た人たちがボルドーに来て、ワイン
づくりをはじめました。ラフィエット城、ニュートン

城など有名な城が建てられ、赤・白ワインを製造し始
めました。

ジャルガルサイハン :　ワイン業界全体について話し
ましょう。フランスはワイン、香水、デザインなど高
級品の製造で有名です。ワイン業界はフランス経済に
とってどれくらい重要ですか？
フランシス・デュードンヌ :　ワイン業界は輸出の大
きな部分を占めるだけでなく、農業にも重要な役割を
果たします。シャンパンとコニャックは、ブドウだけ
を売るより、製品に大きな付加価値を乗せます。ワイ
ンを売るということは、感情を売る、ノウハウ、経験
を売るということです。

ジャルガルサイハン :　あなたはこの企業に 25 年以上
務めました。あなたの人生はワインと深く関わってい
ることでしょう。あなたにとって、ワインとは何です
か？
フランシス・デュードンヌ :　私個人にとっては、仕
事への大きな満足感です。毎日、ワインに情熱のある
人たちと歴史、地理、一番気に入った旅行先などの話
をし、友人と美味しいご飯を食べながらワインを楽し
みます。

ジャルガルサイハン :　フランスワインは、特に特定
の料理と良く合います。あなたの企業はヨーロッパで
も最大手企業の一つです。売り上げの 3 割はアジア、
ほとんどはフランス、ドイツ、英国だと理解しました
が？
フランシス・デュードンヌ :　はい、そうです。私た
ちはヨーロッパを中心に展開しています。世界中で販
売されているフランスワインの 20％が、我社のワイ
ンです。

ジャルガルサイハン :　モンゴルでのパートナー企業
はどこですか？
フランシス・デュードンヌ :　 World Wine 社です。
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小さい企業ですが、20 年以上パートナー関係を続け
ています。

ジャルガルサイハン :　カルベワインはモンゴルの市
場でも昔から販売されています。カルベワインを特別
なものにするのは何ですか？
フランシス・デュードンヌ :　カルベワインは質的に
ボルドーワインと同じランクです。カルベ社は 200 年
前の 1818 年に、ジョン・カルベが設立しました。カ
ルベをボルドーでの他の企業と比べると、ボルドーで
はあるが、中でも異なる地域のワインであり、味も違
います。地域ごとに異なるということです。

ジャルガルサイハン :　今私たちがいるこの場所はど
うですか。企業として、なぜ重要ですか？
フランシス・デュードンヌ :　ここには 80 以上の信頼
の置ける長い付き合いのパートナーがいます。サン サ
ヴィニアンの 640 ヘクタールの土地からブドウを収穫
しています。

ジャルガルサイハン :　メイン工場にいるので、カル
ベワインについて話したいと思います。80 以上の農
家からブドウを買い取るとのことでした。今は 9 月、
つまり白ワイン用の収穫時期が来ました。3 週間後は
赤ワイン用の収穫が始まります。なぜカルベワインは
人気なのか教えてください。
フランシス・デュードンヌ :　カルベワインは 200 年
の歴史を持っており、私たちも豊富な経験を持ってい
ます。カルベワインはコレステロールが低く、質の高
いワインだということを私たちは長年の製造で証明し
てきました。それから、著名コンサルタントの意見を
受け、カルベワインの品質をお客様の好みに合わせて
きました。

ジャルガルサイハン :　全てのカルベワインがボル
ドーで製造されるのですか？
フランシス・デュードンヌ :　全てのカルベワインは

ボルドーでなく、フランスで製造されます。また、ボ
ルドー産ではないスパーリングカルベワインもありま
す。ボルドーはカルベワインの出身地といったところ
です。

ジャルガルサイハン :　 カルベワインのどれくらいが
ボルドーで製造されますか？
フランシス・デュードンヌ :　殆どがボルドーで製造
されます。

ジャルガルサイハン :　 トゥブシンバヤルさん、あな
たはカルベワインを 20 年以上モンゴルに輸入して来
ました。今のモンゴル人はカルベワインをどのように
受け取っていますか？
トゥブシンバヤル（World Wine 社長）:　私の考え
では、ボルドーワインは 2 種類のブドウをブレンドし
た優しい味のワインです。カルベワインがモンゴル人
の口に良く合うのは、砂糖を加えることなく、ブドウ
の味そのものを生かした点にあるからだと思います。
もちろん、そもそもボルドーワインの品質が高いとい
うこともありますが。

ジャルガルサイハン :　砂糖を追加していないドライ
な味があるので、モンゴル人男性に特に好かれます。
先ほどのフランシスさんの話では、ドルドーニュ川の
右岸と左岸で異なる味のワインができるとのことでし
た。赤いブドウメルロー、カベルネ・ソーヴィニヨン
を何割ずつブレンドすることで、カルベワインができ
るのですか？
トゥブシンバヤル :　サンテミリオンでは、メルロー
を 60％以上、残りはカベルネ・ソーヴィニヨンある
いはカベルネ・フランをブレンドします。

ジャルガルサイハン :　だから砂糖を入れる必要がな
いということですか？
トゥブシンバヤル :　基本的に、メルロー、カベルネ・
ソーヴィニヨン、カベルネ・フランの 3 種にはそれぞ
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れ糖分が含まれており、その糖分が分解されアルコー
ルに発酵するため、砂糖を加える必要がありません。
そのため、健康にとても良いのです。

ジャルガルサイハン :　ワインの健康に対する影響に
ついて質問をしたいと思います。フランス人は年に一
人、平均 42 リットルのワインを飲みます。一方で、
中国人は一人、平均 1.2 リットルしか飲みません。そ
れから、ワインと一緒にチーズも食べます。そして、
フランス人の平均寿命はかなり長いです。その 2 つに
何らかの関連性はありますか？
フランシス・デュードンヌ :　私は医者ではないので
よく分かりませんが、フランス人は毎日美味しい料理
を食べ、良い雰囲気、良い感情を楽しみ、美味しいワ
インを飲みます。

ジャルガルサイハン :　あなたの企業は、市場の需要
に合わせることに成功していると思います。あなたは、
英国の市場ではカルベワインの特殊な組み立てをする
と言っていました。なぜそのような市場によって異な
るアプローチを取るのですか？
フランシス・デュードンヌ :　 カルベワインにとって、
英国は最も重要な市場です。他の国への販路拡大を考
えるうえでも、足掛かりになる市場だからです。

ジャルガルサイハン :　 カルベワインを購入するイギ
リス人とフランス人は何が違いますか？
フランシス・デュードンヌ :　ほとんどの場合、お客
様はそれぞれ異なる味を求めます。それぞれのプロ
ファイルが異なります。モンゴルも他の国とは違いま
す。

ジャルガルサイハン :　例えば、私にとってこのカル
ベワインはとても濃いと感じます。
フランシス・デュードンヌ :　このワインに使用して
いる品種はメルローです。顧客の年齢により、味わい
が違うこともありますが、このワインはどの年齢にも

好かれます。

ジャルガルサイハン :　とても美味しく、元気が出て
きますね。
フランシス・デュードンヌ :　私たちはモンゴルにも
多くのお客様がいることを大変嬉しく思っておりま
す。我社のワインをモンゴルへ届けることを可能にし
てくれた World Wine 社にも感謝しています。

ジャルガルサイハン :　次は、カルベセレブレーショ
ンブリュットロゼについてお聞きしたいと思います。
私たちが空港へ着くと、大きなブリュットロゼのボト
ルを見ました。
フランシス・デュードンヌ :　これは 2019 年に発売
され、お客様の賞賛を浴び、成功した新製品ですね。

ジャルガルサイハン :　若者のワインを飲む率はどう
ですか？上がっていますか？
フランシス・デュードンヌ :　10 年、20 年前のワイ
ンの消費量と比べると、今のワインの消費傾向が違い
ます。若者はだいたい白ワインを飲みます。食事が変
わってきたことの影響もあると思います。人々はパス
タや寿司といった軽い食事をするようになりました。
ですから、コーラなどを飲んでいた若者が強いワイン
でなく、スパークリングワインを飲み始めていると思
います。

ジャルガルサイハン :　人々の好む味、食べる料理、
飲むワインの種類などが変わってきていますね。そし
て、あなた方はその変化に対応していると理解しまし
た。ただ、一つ変わりのないことは、200 年に及ぶこ
のブランドの歴史です。乾杯！■

2020 年 10 月 31 日のデファクトインタビューの内容
を一部省略しました。
インタビュー全編をhttp://jargaldefacto.com/article/
frentsis-diyudonn-francis-dieudonne-2sh2sh-on� に
てご覧いただけます。
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大西夏奈子
フリーランスライター

「モンゴル抑留問題は未解決」
〜花田麿公元大使に聞く（前編）

2020 年はシベリア・モンゴル抑留から 75周年にあたる。日本とモンゴルの国交樹立交渉や日
本人抑留者の墓参活動に携わってこられた花田麿公元駐モンゴル大使（1999-2002 年在任）に、
抑留問題について伺った。

〜日本からモンゴルへの墓参団が初めて実現したのは
1966 年でした。両国の国交樹立より 6 年も前ですが、
経緯を教えていただけますか？

まず日本とモンゴルの国交樹立について簡単にお話し
します。それまであった出先での接触とは異なり、外務
省同士が直接対面し、外交について最初の話し合いの場
が持たれたのは 1965 年モンゴルにおいてでした。ウラ
ンバートルで開催された国連セミナーに出席するため、
外務省から在タイ崎山書記官と花田中国課事務官（当時）
の 2 人が派遣され、両省間で交渉する権限はなかったも
のの、外交関係樹立に関しての率直な意見交換がモンゴ
ル語で行われました。

これを踏まえて翌年から外交関係樹立に向けた交渉が
開始されました。正式に国交が樹立されたのは 1972 年
で、1974 年にウランバートルホテルで日本大使館の窓
口が開設されました。

1961 年にモンゴルが国連加盟したことにより、同国
が国際的に認められつつあったので日本も、ということ
でしたが、またその一方で、戦後モンゴルに多数の日本

人が抑留され、その墓地がモンゴル各地にあり、遺族の
方がご存命のうちに墓参に行かれるような環境を何とか
整えたいという考えが外務省にあったのです。1965 年
にウランバートルで国連セミナーが開催された際に人員
を派遣した目的の一つに、墓地はどうなっているのかを
知りたいということもありました。

日本人抑留者の墓参問題は厚生省（当時）が担当して
いましたが、私は逆に厚生省に働きかけをしたりしてい
ましたので、当時の外務省上司に「墓守」とからかわれ
ました。

1965 年に崎山さんと私がモンゴルを訪れた時は両国
に国交がなかったので、私たちはモンゴル滞在中常に行
動を監視され、抑留者の墓へ行かせてもらえませんでし
た。しかしモンゴル外務省の方々に何度かお願いするう
ちにセミナー終了直前になって、ニャムジャブさんとい
う女性の儀典官が、セミナー出席の木下首席とともに墓
地へ案内してくれました。写真を撮ることもできて、現
状を本省に報告できました。崎山さんと私は墓地の石を
拾い、本省へ帰る私が日本へ持ち帰りました。

帰国後、その石を厚生省に届けたら大変驚かれ、金槌
で小さく割って全国のご遺族へ送られました。当時はご
遺骨の帰国がまだ叶っていなかったので、石のかけらで
も喜ばれたのです。

石を配る光景が NHK で放送されると、国会議員の間
で「墓参団を出すべきだ」という声が上がりました。そ
して元外務大臣で未帰還者同盟会長でもあった藤山愛一
郎国会議員が、「墓参団派遣の許可とモンゴルで消息不
明になっている 27 名の情報提供を求めるために、ツェ
デンバル首相へ直訴したい」と手紙を持参されました。

シベリア・モンゴル抑留とは？
1945 年 8月 23 日、ソ連は労働力獲得のため、中
国東北地方や樺太や朝鮮に居留していた約 60万人
の日本人（軍人のみならず民間人や女性もいた）を
シベリアへ連行した。捕虜約 60万人のうち約 1万
3,000 人余が途中でモンゴルに分け与えられ、極
寒の環境下で建築などの強制労働を強いられて約
1,700 人弱が亡くなった。抑留者の眠る墓がウラン
バートル市やスフバートル市にある。
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その手紙を私はすぐモンゴル語に翻訳しましたが、モン
ゴル語のタイプライターがなく（もちろん当時はパソコ
ンなどありませんでした）、たまたま東京外国語大学で
非常勤講師もしていましたので、研究室でタイプして郵
便局で投函しました。

在モスクワ日本大使館へ同首相のサイン入りの返事が
届いた時はほっとしました。「モンゴルへ招待するので
来てください」と書かれていたのです。翌年の 1966 年、
厚生省主催で第 1 回墓参団が実現しました。

〜第 1 回墓参団にはどなたが参加されましたか？
墓参団団長を自民党の広報委員長をしておられた長谷

川峻自民党議員が務められ、他に議員 1 名、抽選で選ば
れたご遺族 8 名、外務省員は秋保東欧課首席事務官と私
の 2 名、厚生省員 2 名、記者代表 1 名というメンバー
でした。

国交のないモンゴルまでどう行けばよいかと東欧課の
知人に相談したら、ハバロフスクへ日航機を飛ばすこと
になり、第 1 回目の試験飛行機がもうすぐ飛ぶという情
報が入り、運良く我々も乗せてもらえることになりまし
た。モスクワから来たロシア人パイロットも同乗して、
羽田からハバロフスクへ日本人パイロットをガイドして
飛びました。

ハバロフスクからはロシアの飛行機でイルクーツクへ
移動しました。夜間に出発したのですが、ハバロフスク
の滑走路に飛行機がたくさん並んでいて次々と飛び立つ
様子が見事で、まるで不夜城のようでした。ソ連は随分
発達していると驚いたものです。イルクーツクからウラ
ンバートルへはモンゴル航空で向かいました。バイカル
湖上空では歓声が上がりました。

〜墓参と同時並行して、国交樹立の交渉を進められた
のですか？

第 1 回墓参団の方々がモンゴルで市内観光へ出かけら
れている間、秋保首席と私はモンゴル外務省でモンゴル
側の 2 名と共に外交関係樹立の交渉を行いました。朝
2 時間話して休憩となり、アルヒ（ウォッカ）が各自に
50 グラムずつ注がれました。「我々は仕事中に飲酒でき
ない」と伝えると、モンゴル側の局長が「アジル ヒー
ジル バイナ」と言う。

引き続き午後 1 時まで 2 時間交渉しました。昼食を一
緒にとり、午後 4 時間話して、夕食を一緒にとるという
スケジュールを 2 日間半続けたのですが、午前中に 1 本、
午後に 1 本、食事中に各 1 本のアルヒ（ウォッカ）を飲
んだのです。4 人で 4 本、つまり 1 日 1 人 1 本ずつです。
この言葉には「今仕事をしているじゃないの」と「今酒
を飲んでいるじゃないの」という 2 つの意味がかけられ
ています（笑）。

モンゴル側とは議論が白熱して、抑留者の話題もよく
出しました。例えば「オペラ劇場を日本人捕虜に作らせ
たことは国際的な捕虜の取り扱いに違反している。あの
ようなひどい捕虜の使い方は言語道断だ！」というふう
に。

劇場建設中に高所から落ちて亡くなった日本人捕虜が
いて、彼を過酷な状況で働かせた意図を尋ねると、モン
ゴル側は「彼が建築の専門家だったから」とあっさり言
われました。当方よりは「彼は東京大学建築学科の学生
であり専門家ではない。建設労働中に事故で命を落とし
たなんて遺族にどう説明すればいいのか？」と返す。捕
虜が受けた厳罰もひどいものと聞いていたので、彼らに
対して行ったことについて説明してほしいなどと徹底し
て両者で議論しました。私の現役時代は、普段はモンゴ
ルの方々とこの上なく仲が良いのですが、こと交渉ごと
となると議論が白熱したものです。■

1965 年に実現した墓参の光景
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リポート新型コロナウィルス
モンゴルから海外へ

先週、本誌にてお伝えしたウランバートルの全国警
戒態勢について、12 月 14 日以降、一段回引き下げ「高
度警戒準備態勢」にすることが決定した。そのため、
モンゴルへ帰国する、またはビジネスなどでモンゴル
から出国するためのチャーター便が再開される目処が
たった。

チャーター便を運行するのは、モンゴルの国有企
業でもある MIAT モンゴル航空のみ。日本へは直近
で 12 月 19、20 日に運行が予定されている。在モン
ゴル日本大使館は 10 月にビザ申請の受付を再開して
いたので、そのときにビザを取得した人たちがこの便
で来日することとなるだろう。もう少し余裕を持って
チャーター便の運行情報などを出してほしいところだ
が、新型コロナの感染状況が刻一刻と変わる情勢では
難しいかもしれない。

また、チャーター便の航空券もキャンセル待ちが多
く、希望者全員が来日できるということではないよう
だ。MIAT モンゴル航空より事前にチケット購入希望
をしていた人へ座席確保と運賃の振込先などの連絡が
入る。その後、チケット代を指定の銀行口座へ振り込
み、MIAT モンゴル航空へ連絡すれば、チケットが発
行されるという流れとなる。

日本の外務省のホームページの感染症危険情報で
は、モンゴルは台湾、シンガポール、タイ、中国、韓

国などと同じレベル 2（不要不急の渡航中止）となっ
ている。またモンゴル入国後のホテル等の指定施設で
の隔離期間についても、今までの 3 週間から 2 週間に
短縮される。ただし、この隔離期間後も 1 週間の自宅
隔離となる。それでも指定施設での隔離よりは幾分ス
トレスの少ないものになるだろう。

日本へ入国するときは、入国後 14 日間の待機滞在
場所を確保することが必要となる。空港から滞在場所
までは公共交通機関を使用せず、自家用車などで移動
することが求められる。滞在場所、移動手段ともに日
本到着後に検疫所に登録する必要がある。ちなみに、
厚生労働省のホームページに掲載されている「入国拒
否対象地域」からの日本への入国の場合は、新型コロ
ナウイルスの検査が実施されるので、入国までに数時
間を要するとのことだ。（モンゴルは入国拒否対象地
域には入っていない）■

【新型コロナウイルス感染症の情報】
在モンゴル日本大使館
https://www.mn.emb-japan.go.jp/itprtop_ ja/index.html
外務省　海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go. jp/od/ryojiMailDetail .
html?keyCd=103186
厚生労働省　検疫について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_
iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1
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