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『ヤングハズバンド伝』

の出来るまで

「金子民雄さんによるお話しを拝聴する集い」での、金子さんのお話し

日 時 ： 2009年６月９日（火）12:00～15:00（昼食を含む）

場 所 ： 東京日比谷の｢中日ビル／シーボニアメンズクラブ｣

書き起こし稿などの編纂と掲載図版のとりまとめ：長岡正利

【 事前に、上掲の原本（白水社､2009年発行）をお読みになられるとをお勧めします。】

（司会：中村 保 会長）

金子先生、『ヤングハズバンド伝』ご出版おめでとうございます。

お忙しいなか、横断研の仲間のためにお越し頂き、有難うございます。今

日は、ご著書執筆の裏話、中央アジア探検史、グレートゲームの時代に活躍

した偉大な探険家・ヤングハズバンドと同時代の人物にまつわる秘話、歴史

の見方、海外における論考・評価について、「柔らかい語り口－金子節」で

お話し頂きたく、よろしくお願いします。

（以下、金子民雄さんのお話し） 本日はお忙しい中を、わざわざ私の雑談の

たぐいを聞いて下さるためにお集まり下さいまして、ありがとうございまし

た。心よりお礼申し上げます。中村会長の巧みな話術にころりとまいってし

まったところなど、私はいつになっても一人前にならないようで、慚愧に耐

えません。

さて、書くのと違って、話というのは、だいたいがいつ脱線するか分から

ず、都合が悪くなりますとすぐ小さな声になりますので、どうかよろしくお

願い致します。なにしろ私の人生ほとんど失敗ばかりで、しかも仲間同志で

一杯やったりすると、喋ってはいけないことまですぐ口に出してしまい、後

悔をするのが毎度のことです。では、これをどうするか、これが問題です。

兄貴の子供たちがいまだ小学生だった頃、私が暗いお勝手で一人牛乳を飲

んで、チーズ、いや、バターをなめていたりすると、これを見つけた子供た

ちは驚いて、「何しているの」と言ったものです。そして、「お母さん、おじ

さんおかしなことしてるよ」と、言いつけたものです。すると兄嫁は、「あ

んたたち、大きくなったらあんな真似してはいけません。そうすれば立派に

育ちますから」（笑い）と、説教したものです。

ヤングハズバンドの代表的な著作

『The Heart of a Continent』 (1896)
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これは、外出して皆と一杯やっているうち、酔っぱらって何を喋るか分か

らないから、前もって、酔わないようにあらかじめ防衛しておくわけですが、

東京の中心まで行くうちに、せっかく胃壁をカヴァーしたバターがすっかり

溶けてしまって、なんにもならないのです。しかし、これは一つの願掛けの

ようなものなのです。

いつか歳をとり、もう相当ボケていますから、今日も何を喋ってしまうか

分からないので、一応、話の筋書きを作って来たのですが、だいたい、こん

なもの毎度作ったところで、どこに話が行くのか分かったものではありませ

ん。どうかご容赦下さい。（編者注：この｢筋書き｣は､増訂して末尾に掲載。）

さて、これからお話しする予定の『ヤングハズバンド伝』は、出版社の手

に渡ってから十数年間眠っていました。だいたい、眠っていたのではだめに

なる所はだめになりますから、活字にするときにそこをカットすればよいの

ではないかと、逆に思っていました。時間に耐えない原稿はゴミだろうと勝

手に思いこんでいました。これも一つのお 呪 いのようなものです。しかし、
まじな

幸い、カットする所はほとんどなく、代わりに新しい資料を加えました。

ヤングハズバンドの青春時代の活躍の舞台の一つは、アフガンとパキスタ

ンの国境地帯ですが、とくにこの２、30年の間にこの地域の地名などが変わ

ったことと、政治情勢ががらりと変ってしまったことなどです。昔は夢のよ

うな国だったのですがいまやすっかり荒れてしまい、イスラム・テロ集団の

巣窟になってしまいました。ですから、もしいま書くとなると、気分的にも、

面白くもなにもないものになりかねません。出版がむしろ遅れたことの方が

よかったのではないかと思っているんです。

ヤングハズバンドによるアジア横断の地図（『The Heart of a Continent』 Younghusband､London 1896より、その左半）

原本で赤色で描かれたそのコースは、天山南路沿いにカシュガールに至ってカラコラムを越える。

ヤングハズバンド（41歳）

（50歳前後）
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世の中、もっと面白い話があるのに、なぜ選りによってヤングハズバンド

の伝記を書こうなどという発想をもったのかと、きっと皆さんは思われるこ

とでしょう。ジョージ・シーヴァーという英国の伝記作家が、ヤングハズバ

ンドの伝記を書いたのが1952年のことで、これはヤングハズバンド家の依頼

で書いたものでした。私がちょうど高校生になったばかりの年だったと思い

ます。

兄の同級生が丸善の洋書部にいて、初めて私は洋書を取り寄せてもらいま

した。ところが読もうにもさっぱり分からず、しかも面白くない。面白くな

ければさっさとやめればよいのですが、「いや、せっかくお金を出して買っ

たのだから、一生懸命読んでやろう」と思いました。ところが心掛けだけは

立派でも、さっぱり埒が明かず、何十年も続いたのです

それなら、なぜヤングハズバンドなどやろうとしたのか。それはですね、

日本は戦争に負けたけれど、いずれヒマラヤやカラコラムに行けるときがき

っとくるだろう。カラコラムやヒマラヤの本なら沢山あるけども、それらは

みな狭い地域や限られた時期だけのもので、決して一つに繋がらないんです

ね。ある事件やある人物を追っていっても、ばらばらで結びつかない。なに

か一本の線で歴史的事件がたどれないか。すると、ヤングハズバンドという

人物がたまたま浮かび上がったのです。彼の足跡を追っていくと、そこから

いろいろな事件が派生していって、これをうまく一本にして追っていけば、

アジアをめぐる歴史になるかもしれないと、発想だけは立派だったのですが、

いざやってみたら次々とむずかしい複雑な事件が続いて、どうしようもなり

ませんでした。

でも、若いときはまだ夢があるから何とか始められます。ヤングハズバン

ドの場合、だいたい80歳まで生きるんですが、大きく分けると３つに分けら

れます。最初の若いころは、今で言えばパキスタンとアフガニスタン、それ

からパミールからシナ新疆省のほう、この部分になります。

次に、ヤングハズバンドは一時軍から引退するのですが、ふたたびとり上

げられて、次に関わったのはチベットでした。「チベット使節」というもの

です。年代、いや時期からするとわずか数年の間なんですが、この時代のい

ろんな事件がこれに集約されてしまうのです。

パキスタン、当時はインドやアフガニスタン

の方では夢がありましたが、チベットに入っ

てきますと事情が厳しく、すべてが政治的、

軍事的になってしまいます。

それで、話はまた脱線するんですが、私が

何か書きますと、「君はすぐに話を政治に持っ

ていくからよくない」と言われました。今か

ら２、30年前。確かにそうなんですけれども、

もう少し説明していきますと、普通の旅行と

いうのは平和な時代の産物で、政治的に微妙

なところへの旅行者には必ず、何かヒモがつ

いているわけです。それがわかったのは、20「陸軍文庫」出版による、西徳二郎（左）と福島安正の旅行記（右）

シーヴァーによる伝記（1952）、表紙

20歳代のヤングハズバンド
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代のころ妙な感じがするので、今の西トルキスタン付近、以前のソヴェト中

央アジアなんですが、あそこに19世紀に入った旅行者を追いかけていきまし

たら、有名な人がいっぱい出てきます。ロシア人とか英国人。ところが彼ら

のうち、まず８割はスパイだったわけです。日本人の西 徳二郎や福島安正

が単なる観光旅行者と思う人は、今ではいないでしょう。

それでも、彼らがスパイだとどうしようもないと思うでしょうが、彼らの

情報は非常に貴重で、いいんです。いい情報なんですけれども、公開される

のは当たり障りがない部分だけで、どこかにいい資料が隠されている。じゃ

あ、その隠れた資料を何とか引き出そうと。それで、鬼ごっこを始めたわけ

です。

第二次大戦後は平和になりましたから、比較的そういった資料が、言うと

手に入るようになりました。それでこのときにですね、今は情報公開法にな

ったんですけれども、むしろ1960年代から70年代のほうが、かなり自由に、

「欲しい」と言うと提供してくれました。まだ公開がされてないようなもの

でも教えてくれたんです。しかし、今はどうかと言いますと、かえって難し

くなりました。

たしか1960年代だったと思いますが、日本の外務省外交資料館にある、ま

だ一般に公開されていなかった資料を、特別に見せて貰いました。この中に、

チベットに潜入した成田安輝の秘密資料があり、いずれ紹介しようと思って

いたのですが、うっかり口を滑らしたため別の人に紹介されてしまいました。

スパイは口が軽くてはいけないのです。

ちょうど1970年から80年代のことなんですが、イギリスでいろいろ資料を

集めてました。イギリス側も、私が言いますと、公共図書館や資料館が「あ

るよ」と言ってコピーをとってくれたものです。けれども、70年代の半ばか

ら終わりごろになってくると、ちょっと様子が変わってきたんです。どうい

うふうに様子が変わってきたかっていうと、以前は、こちらが欲しい資料を、

現地のロンドンや何かの古本屋さんやそういう人たちが親切に集めてくれ

て、まとまったところで買い取る。それも、安くしてくれたんです。

ところがあるときから、売り渋りが始まったんです。それで、おかしいな、

こちらがせっかく集めてから買おうと思うと、横から買われてしまうんです

ね。なんでなんだろうなと思ったら、そのころから英国でも、シルクロード

の方のことに関心を持つ作家や、研究者が出てきたんですね。それで、そち

らのほうに回されちゃう。自分たちが、どんな本がいいか資料が悪いか、よ

く分からない。そこで、こちらがいいって言ったものを、横からさっとさら

ってしまうんですね。

しかし、時代はさらに、もっとえげつなくなりました。公共資料館で資料

のコピーを請求してとったとします。ところが、とった資料が、こちらの手

に届く前にぱっと別の所に渡ってしまう。そして、あっというまに発表され

てしまうのです。嘘のような話ですが、本当のことです。誰かが情報をキャ

ッチし、ばらすのでしょう。これは外国での話ですが、日本でもあることで、

口から出た言葉はもう自分のものではないということです。

成田安輝（日本人として二番目に

ラサに入る）
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われわれは、日本なんか大したものがないから、そんなことはないと思う

んですが、今ではもっとすごくなりました。たとえば、われわれが、これか

らどこかに行くっていうことを事前にしゃべると、妙なところの人たちが関

心を持ちます。パキスタンも東南アジアも、それから中央アジアや中国のほ

うも。日本にとっては何でもないようなんですけども、そこにかかわると、

妙なことがたくさん起こるのです。

こんな話題は、たぶんそういう意識がないと本当とは思えないと思うんで

すが、とくに、二、三年前からひどくなったようです。

さてすっかり横道にそれた話を、ふたたびヤングハズバンドに戻します。

1960から70年代には比較的手に入ったヤングハズバンドの手紙や生資料が、

1980年代以降になるとばったり姿を見せなくなりました。なぜかよく分かり

ません。エヴェレスト関連の個人的資料はもっとあってもよいと思うのです

が、さっぱり現れてくれません。ヘディンの場合もそうですが、なにしろ数

の多いのはスタインです。何十通、何百通と束になって出てきます。こんな

の、とても付き合いきれません。なかに、100万から1000万円以上のもある

ようです。

ではまたヤングハズバンドですが、今日お話しするのもだいたい、あの本

の中に書いてあるとおりで、あんまり内容はないんです。ヤングハズバンド

という人は、80歳近くまで生きました。普通、皆さんがどなたかの伝記を書

こうとすると、70、80年近く生きた人のことを追いかけることは意外と少な

いんです。全人生のうち、10年とか20年の場合はあるけど、後はもうあまり

意味がなくなってしまうことがあります。しかし、ヤングハズバンドの場合

には、最初からおしまいまでいろいろな事件があるわけです。

今日、皆さんのお手もとに何か差し上げるものはないかと思って、コピー

をとってきました。この中の一つに、ヤングハズバンドがカシミールの駐在

官を辞めて、インドからロンドンに戻ったときに、ヘディンにあてた手紙

が入っています。これは、私も翻訳して、本に

載せてあります。これでヤングハズバンドとい

う人はどういう字を書いたのか、どうかご覧に

なってみてください。決して読みにくい字では

ありませんが、ときどき判読不能になることが

あります。

それから、あと１枚の薄っぺらのものが入っ

てます。これは、何度もコピーしたんですが、

うまくいかなかったのは、鉛筆書きのためなん

です。下のほうにタイプで打ったのを入れてお

きましたが、これは、エヴェレストでマロリー

とアーヴィンが遭難死した年に、たまたまツア

ンポー渓谷を探検したキングドン-ウォードが、

仲間の若いコーダー卿とちょうどカルカッタに
ヤングハズバンドがヘディンに宛てた手紙

スタイン､1890年代､ラホールにて

ヘディン、40歳代
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出てきたとき、ホテルのメニューの裏に鉛

筆書きしたものなんです。何かというと、

これはベイリーにあてた手紙です。「お会い

したい」と。

これはそれだけの話なんですが、そのあ

と、ベイリー はコーダー卿と、次のエベレ

スト登山は中止になっちゃうんですが、そ

の打ち合わせをしているのです。これは、

たまたま私がイギリスで買った資料の中に

入っていたんです。そこで、「これは」と思

って調べていきましたら、いろいろ面白い

けど面倒くさいことも出てきたんです。と

いうのは、ヤングハズバンドの本にちょっ

と書きましたけど、ベイリーという人は

1903年から４年に、ヤングハズバンドについてチベ

ットに入ってチベット通になったんですが、のち、

ダライ・ラマから、「エベレスト登山をやめてくれ」

って言われたために、エヴェレスト委員会に対して

好ましくない意見をいっぱい述べたもんですから、

英国のエヴェレスト委員会からすっかり嫌われ、ぎ

くしゃくするんですね。

コーダー卿は英国に戻って、エヴェレスト委員会

やヤングハズバンドにも会って、チベットの実情を

説明したらしいのですが、さっぱり理解されなかっ

たようです。エヴェレスト委員会はすっかり堕落し

てしまっていて、実情は、ふれてもらいたくないタ

ブーだったようです。しかし、英国側のすばらしい

のは、この不正の実態は、今はむしろ公表すべきも

のだということで、私にすべて資料を提供してくれ

たのです

ご存じのように、ベイリーの伝記が日本でも翻訳

されたんですが、あの本をもう一度、私の話を聞か

れてからお読みになると、ちょっと引っ掛かるとこ

ろが出てくると思います。というのは、イギリス側

の関係者の一部では、今でもベイリーのことについ

てあまり触れてもらいたくないんですね。彼は微妙

なことをたくさん体験した人物、情報通だったんで

す。それを日本流で言うと、スパイだったんです。ですから、あんまり公表

してもらいたくない情報をたくさん持っていたんです。

彼はツアンポーの渓谷を探検していろいろ偉大な発見をし、ジオグラフィ

カル・ジャーナルには発表したんですけれども、単行本で出たのは戦後、し

かも旅行から45年もたってからです。ジオグラフィカル・ジャーナルは地理

K.ウォードからベイリーへの手紙

K. ウォード

ベイリーの探検時代と、晩年（右）

ベイリーの探検記（1957）と、伝記（1971：右）の各表紙
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学の雑誌ですから、政治的な問題とかなんかは出てきません。あくまで学術

的です。

ところでまた話がちょっと脱線しますが、これは信じても信じなくてもか

まいません。例のキングドン-ウォードとコーダー卿とがカルカッタでベイ

リーと会ったことは、お話ししました。このあと、コーダー卿はロンドンに

戻ってエヴェレスト委員会と話し合ったようですが、どうやらぎくしゃくし

たようです。この中にヤングハズバンドもいたようです。ところがキングド

ン-ウォードが書いた『ツアンポー峡谷の謎』（1926年刊）には、ヤングハズ

バンドの前書きが入っています。こういった例はほかにありません。これは、

別に勘ぐれば、「私は別に他意ありません」という意思表示だったのではな

いかと推測されます。この本にはコーダー卿も分担で書いているのですから。

学会は狭い社会で、トップを敵に回したら以後の探検は出来なくなるからで

す。

さてベイリーですが、エヴェレスト事件でぎくしゃくしたものの、晩年の

ヤングハズバンドとは交流があり、追悼文も書いています。ベイリーは、多

田等観が1913年にブータン経由でラサに潜入するのを知ったものの、捕らえ

そこなったようです。この1913年、ベイリーは謎に充ちたツアンポー大屈曲

部の探検にモーズヘッドと入ることに成功し、一躍有名になったのはよく知

られたとおりです。ただ、彼らはバウアー少将の指揮によるアボール族討伐

隊（1911-12年）に参加していたので

した。それはノエル・ウィリアムソ

ンという人物が、凶暴で知られたア

ボール族に殺害されたからでした。

ここでバウアーが登場しますので、

話が後先になりましたが、バウアー

についてふれたいと思います。横道

に入りますが、実は、ベイリーはバ

ウアーから好まれていなかったよう

です。真偽のほどはよく分かりませ

んが。モーズヘッドはインド測量局

に所属していたので探検の地図を担

当したと思われます。もっとも奥ま

で行ったのがベイリーだったので、

彼の方が有名になりました。

ちょっと話が脱線して、ずっとあ

とに喋るのがもう出てきちゃったん

ですが、こっちのほうが面白そうで

すから、うちにいたときには一応練

習したんですけど、皆さん見た瞬間、

ついつい話が横道にそれてしまいま

す。（笑い）

晩年の多田等観

H. バウアーと、彼の『Diary of a Journey Across

Tibet』(1894、表紙と扉(内表紙)

H. モーズヘッド（22歳：1904年）と、彼の伝記（1982

：表紙カバー）
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ハミルトン・バウアーという人を、たぶん皆さんよくご存じだと思います。

ここで話を一気に、このときから20年ほど昔に遡らせます。バウアーはその

当時大尉だったんですが、ヤングハズバンドより何歳か上で、同じ頃にカラ

コラムを旅しています。それで、バウアーとヤングハズバンドの交流が、カ

ラコラムの探検のときに出てくるんですが、彼がちょうどカラコラム峠を越

えたあの辺に行ったとき、この少し前、峠のところで、英国人のダルグレイ

シュという人が暗殺されました。それの犯人を追及するよう、インド政庁か

ら、「犯人を追跡せよ」と命ぜられて、天山南路のほうに出かけていきます。

バウアーというのは、そのときの探検から、探検者というよりも、「バウ

アー文書（Bower MS）」の発見者で有名になりました。それは1890年に、今

のクチャというところにたまたま犯人を追い掛けて来ていたら、現地人が樺
かば

の樹皮に文字を書いたものを持ってきて、「買ってくれないか」と言ったん

ですね。そのときにまだ、そういう古文書のことについて全然わからない時

代だったんですが、バウアーは買ったんです。自分のお金で。これは博打な
ばくち

わけです。もしかするとゴミかもしれないんですけれども買って帰ってきた

ら、それが西暦５世紀に書かれた古代文書だったんですね。
もんじよ

内容は、医学のことについてのものなんですけども、やっぱりインドのほ

うが研究上でも優れていたのは、「もし、本当にそこから出土したものなら

ば、このほかにもまだあるだろう」というわけです。ここからいよいよ、シ

ルクロードの発掘ブームが始まるんですね。それは1890年の春から夏のころ

で、秋口になると今度はヤングハズバンドとマカートニが、パミールを越え

てカシュガールに入ってくるんです。同じ年なんです。

1890年という年が、ご存じのようにシルクロードの一つの大きな転機にな

るわけです。そして、バウアー文書というものが非常に有名になって、その

あとヘディンが入ってきて、タクラマカンの中からいろいろなものを探し出

すわけです。

ヘディンにバウアー文書の重要性をいち早く知らせ、ぜひタクラマカン周

辺を捜してみるように勧めたのは、ドイツの地理学者フォン・リヒトフォー

ヘンだったのです。シルクロードの名付け親です。もしこの教えを無視した

ら、のちのヘディンは存在しなかったかも知れません。しかし、ヘディンも

しきりに雲南地方を調査するようリヒトフォーヘンから言われたのに、こち

らはとうとう従いませんでした。

それで、バウアーという人は、その探検したあとすぐですね、今度はチベ

ットの真ん中の辺りを横断するんです。この横断記というのは、日本であま

り紹介されません。これがチベット横断の最初の報告書で、これはぜひ、ご

紹介していただきたいと思うんですが。

そして、彼は、雲南に出るわけです。そういう意味で、バウアーという人

は、直接われわれとは関わりがないようなんですけれども、「バウアー文書」

と、このチベット横断が大きな事件です。それだけで済むんならいいんです

が、今度は、ビルマとの間のところのアボール族というのがかなり凶暴な現
リヒトフォーヘン：ドイツの地理学者

で、「シルクロード」の名付け親。

マカートニと家族､カシュガールの英

国外交代表部（チニ･バク）の庭にて
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地民なんですが、そこで英国人が殺されるわけです。それで、アボール討伐

隊の隊長になるんです。これはもう、1910年代になるんですが、そのときに

この下で働いたのがベイリーなんですね。このことはすでにふれました。

バウアーという人は、スパイとか何とかっていうのがあんまり好きでない

らしく、ベイリーに対してかなり冷たくあたったみたいなんですね。ですか

ら、そのときの関係を調べていかないと、ベイリーのところがちょっとわか

らなくなります。

今、日本では「バウアー文書」というのは有名になっていて、必ずテキス

トには出てきます。ところがバウアーは、天山南路を1890年に旅をして、イ

ンドに戻ってきます。そのとき何も報告しなかったかといいますと、ちゃん

と報告書を出したんです。その中の一部で、われわれが今すぐ見られるのは

『ジオグラフィカル・ジャーナル』に載った論文（1895）なんです。それを

見れば、バウアーのことなんかもうわかっちゃうんだと、よく言われます。

ところが彼は、インド省で報告書を出したんですが、一般には売り出さな

かったらしいんですね。その中には、かなり詳しいというか、微妙な内容が

入っています。そのことを知りましたのが1960年代から70年代、今からもう

ずいぶん前なんです。イギリスのほうの、いたるところに手紙を出して探っ

たんです。あればコピーをとってくれるはずなのに、大英図書館にもないん

です。その本が。今、旧インド省の資料は大英図書館に移ったんですが、当

時はまだ、ちょうど日本の満州のような、資料はまだ図書館とかに旧文書と
もんじよ

して残ってまして、そこに問合わせを出しましたら、丁寧に教えてくれたん

です。

そうしたら驚いたことに、1940年、バウアーが死んだときに、「自分が作

ったその報告書は全部廃棄すること、裁断してくれ」って遺言書があった。

だからもう、イギリスには分かっている限り無いというんです。「無い」と

いうとますます見たくなる。何とか手に入らないか。「どうしたらいいんだ

ろう？」と言ったら、「それは個人で誰かもらった人か、家族が持っている

以外のものはちょっと無理だ」と。「家族はどうだろう？」と言ったら、「奥

さんが途中で死んでしまって、後添えの奥さんだから、もう、ちょっと追い

つけない」と、それまで教えてくれました。だから、もうだめなんですね。

バウアーによる最初のチベット横断のコース： 『Diary of a Journey Across Tibet』（1894）の附図
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どうしたらいいだろうと思っていましたら、「そこに勤めていた、もう退

職した人が奥にいますよ」と。プライベートで、「インドに尋ねてみたら」

と言われて、やってみたんです。そしたら、１冊だけありました。１つの資

料だけでも、追い掛けるのがけっこう大変なんです。

まあ何て言うんですか、こちらはポンコツですから、「だめ」と言われる

と大概すぐあきらめちゃうんですけども、「いやー、無い」、「だめだって言

われたら追い掛けろ」をモットーにして追い掛けるんですけども。当時の英

国の人たちは大変親切で、熱心にいろいろ資料を捜して援助してくれました。

ところが、最近はすっかりだめになりました。これはある西欧の国で、私

が買う約束をした資料を、これまでは海外持ち出しを認可していたのに、突

如不許可にしたのです。これまでその価値が分からなかったのでしょう。口

は災いの元です。こちらは先年、英国のある学会に未発表のすばらしい資料

があることが分かり、コピーを注文しました。許可はすぐ出たのにコピーが

３ヶ月たっても送ってこない。おかしいなと思いませんか。皆さんどう思い

ますか？ 郵便どっかで引っ掛かっちゃったのかなと。私には厭な予感がし

ました。すると外国人の研究者がこの同じ資料を使ってただちに論文を発表

してしまいました。とても偶然とは思えない早業です。

これ、そんなのは例外だろうと思われるかもしれないですね。ところが、

これが最近ものすごく多いのです。日本以外のところでも、日本でも。です

から、どうしたらいいんでしょうねえ、そういうときには。（笑い） もう、

やめちゃうしかないかもしれないですけど、そういうときこそ諦めた方は負

けで、今度はそれをカタに、向こうにもっといいものを出させるとか、そう

いう手があるかもしれません。くだらない話で申しわけないんですが。

これは兄から聞いた話ですが、論文を書いて学術誌に投稿する。するとこ

れをいち早く盗み見して論文を書いてしまう奴がいる。すると早い者が勝ち

で、自分の発見を他人の発見として引用しなくてはならない。これは私も体

験したことがありますから、嘘ではありません。

ヤングハズバンドを追いかけることは、資料の収集戦にちがいありません。

改めてお話しすることもないと思うんですが、若いときに生意気なことをメ

モしておりましたのですが、「事実を見ようとしない者ほど盲目な者はない」

というのがあったのです。事実というものを何としても追い掛けようと。

どうも、日本の人は人がいいですから、「一やめた」とすぐやめちゃう。
いち

すると、それが一番の盲目なものだという喩え話をみましてね、「じゃあお

れの目が２つ、もう老眼になってきたけども、まだ目があるから、何として

もめくらになるまで徹底的に調べてやる」と。そして、いい資料はヨーロッ

パにあるんだけども、彼らはまだいいものの価値がわかんないんだから、こ

ちらが先に集めちゃおうと。

また脱線します。もうあまり時間がないと思うんですが、ちょうど1970年

代ですけど、英国の古本屋さんにいろいろ頼んだら、資料が集まって、で、

「いっぺんでなく、少したまってから、精算する」という約束で、ためてた

んですね。その間に、こっちもせっせとお金をためないといけないと。そう

したら、あるところまでたまると、相手が売らなくなったんですよ。
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それで、初め、おかしいなと思っていたら、その、ばらばらの資料が一つ

に集まってきたら、それはいいものだっていうのが相手にも分かってきたん

ですね。だから、資料は集まってから買おうとしてもだめなんです。一つひ

と集めないと。これ、あとで悔しがってもだめなんです。そういった資料を

私は、お店を持たない古本屋さんから集めていたんですけど、その古本屋さ

んってものの存在がわかって、そこから大量に買いだしたのがホップカーク

さんなんですよ。でも、一番いいものはお先に手に入れちゃっていたんです

が。（笑い）

ただ、彼の膨大なコレクションは、先年、ロンドンのオークションで売ら

れてしまいました。そのとき結構なカタログが作られています。たしかこの

ときの売価は数億円になったようです。珍しいものもたくさんあったようで

すが、私には特に欲しいものはありませんでした。本蒐めもグレイトゲーム
あつ

なのでしょうね。

余計なことですが、古書が出たついでにひとこと触れてみたいと思います。

私は昭和20年代なかばの小学生のとき、たまたま兄貴に連れられて神田の古

書街に行きました。以来、この町との関わりは深くなりました。のちには沢

山の友人もでき、親しくなりました。ただ、個人的ならともかく、古書店と

なると、一種の感情が先立ってしまいます。そんなことから、かつて4500冊

ほどの書籍を截断してしまったことがあります。たしか２度目でした。とこ

ろがこれを依頼した会社の社長さんが、何も言わず涙を流したのを、今も記

憶しています。どう思ったのか、以来、私もやっていません。

そろそろ酔っぱらって、何を喋っているのかよく分からなくなりましたが、

どうせなら面白そうな話のほうがよろしいでしょう。皆さん方は世間から誉

められ、賞をもらい、大いに価値を高めておられると思います。私はその逆

で、悪口で市が立つほど賑やかです。

ところが最近ですね、人から非難を受けて、すっかりノイローゼになった

って言う知人からの相談がありました。私も同じなんですけども、小さいと

きにおやじから、「おまえ、ほめられているうちはまだだめなんだ。人から

けちをつけられるようになんないと一人前じゃないんだ」と言われましてね、

「ああ、そうなのか」と。今日みたいにほめられちゃうと、うちに帰って、

蒲団の中にでも潜り込むしかありません。

批判されますと、やっぱり落ち込みますよね。私は最初に本を作ったとき

から、毎回悪口言われていますから別に何ともない。ちょうど1970年代、『ヘ

ディン伝』を書いたとき、たまたまお昼のNHKのラジオを聞いていたら、私

の悪口を言ってました。「あれは何だ。あんなのうそ、でたらめを書いてる」

って。

悪口言われたってかまいませんが、書いてあるのが嘘という評判は一度出

ると消えません。だからでしょう、いまでも私の作品は引用されません。

ちょうど20代のとき、私は、キプリングというイギリスの小説家が、22、3

歳のころに書いた短編集を、その同じ年頃に読んだんです。これを読んでい

るうちに、「この世の中には、サラリーをもらっていないのに、とんでもな
キプリング（1899）：彼の伝記（1974）

の表紙より

ホップカーク蔵書の、サザビーでの
売立て目録（1998）
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い大きな仕事をするやつがいるんだ」とありました。まあ要するに、ただ働

きですね。その場合、それを調べていくと、必ず背後に女性がいる。若い年

齢だと、何となくわかるんですけどね。それは、９のうち７つぐらいが、ま

あ決まって女性がいる。すると、残りの２つは何だと。それはたぶん、イン

ドで熱射病にでもかかったんだろうと。（笑い）

この喩え話が私のどこかにインプットされていたんです。それが出てくる、

たとえばヘディンの伝記を書いていたときに。ヘディンはタクラマカンで遭

難します。あれ読んでいくと、どうもおかしなところが出てくる。おかしい

なと思っても証明する手だてがない。ただ、まだ当時

スウェーデンにはヘディンの門下が生きてましてね、

たくさん。そこで、「どうしてこんなばかなことをやっ

たんだろうね」って言ったら、「いや、あれ、女にふら

れたから、自殺しようとしただけなんだ」と。それで

もう、一発で解決なんです。そうすると、まあヘディ

ンのときはいいんですけど、それ書くと、「うそっぱち

だ」ってみんなから言われる。嘘だって言ったって、

本当なんですからどうしようもない。

では、ヤングハズバンドの場合はどうなのか。満州

の方はともかくとして、あのアジアを横断しますね。

横断してきてカラコラムでムスターグ峠を越えます。

あれも純粋な探検だと思ってるんですけど、彼は、若

い16、7のおねえちゃんを何とかして自分の手に入れ

たいと思っていた。ところがこれには、有名になるし

か手に入らない。それであの大冒険をやったんです。

それは隠していました。

隠してあるんだけども、どうもおかしいなと思って

調べていったら、彼の書いた肉筆の、これ鉛筆書きの

日記なんで大概消え

ちゃってるんです

が、それを見ていき

ましたら、それが出

てきました。だから、

別に驚くことないん

ですね。それだけわ

かっていさえすれ

ば。

ヘディンによるタ

クラマカンの死の横

断、ヤングハズバン

ドの勇敢なムスター

グ峠越えなど、どの
M.Conway(1892)による12.7万分１「The Biafo ＆ Baltro Glacies」の一部：ヤングハズバンドが越えたムス

ターグ峠は、中央のバルトロ氷河上流北端のＫ２の西で、分水嶺をまたいで、「Younghusband's Mustagh

Pass」と表示されている。 ２ページに掲出の図の左端に相当。

ヤングハズバンドが越えたムスターグ峠（探検50年記念版の

『The Heart of a Continent』1937新装改版より）と、山中での

キャンプ（『The Heart of a Continent』 (1896)の挿絵より）

ヘディン､1895年タクラマカン横断（最後に遭難）の挿絵（部分）

ヘディンの愛人､ミレ･ブロマン(ヘディン旧蔵)
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探検史の解説でもみな賞賛していますが、舞台裏をちょっと覗いてみると白

けます。「おまえはさっぱりロマンティックでないな」と批判されそうです。

実際は、「探検家が女性などに眼を向けることなどない」などと言われると

大笑いです。彼らだって人間ですから。

ヤングハズバンドを調べていくと、その、何て言うんですか、実にいろい

ろ事件があるんですけども、ときどき訳が分からなくなることがあるんです。

そこをどこまで追い掛けるかなのです。

彼の場合は奥さんが病気で、娘さんがいるんですが、その娘さん、私は会

ったことはなく、手紙のやり取りだけだったのです。大変むずかしい人なん

ですよ、頭もよくて。ここは皆さんのほうが、私なんかよりもはるかにプロ

だと思うんですが、手紙では失礼になったらもちろんいけない。だけれど、

どうやって相手の持っているよい情報を引き出すかなんですね。ですから、

その手紙を書くのも、ラブレターとは違って、非常に頭を使ったんです。「こ

んなの嫌」ってやられちゃうと、もう扉は閉まっちゃいますからね。

それで、エイリーンというこの人に、父親の書籍リストを送ったんです。

「この中にまだ入ってないのがあったら追加していただけませんか」と。そ

れには、一番の問題のあるのはあらかじめ除いてあるんです。それ書いたら、

もうおしまいですからね。だから、私は、除いて手紙を出したんです。その

上さらに２、３点、わざと除いたんです。そしたら、それを教えてくれたん

です。「よくこれだけわかったわね」って言って。だけど、一番肝心のウエ

ディング、『結婚式』というのは入ってないのです。

なぜ入れないか。ちょっと余計なことなんですが、こちらも一生懸命調べ

たんですよ。版元のマレー社にも問い合わせて。しかし、よくわからないん

ですね。わからないというのは、その本がないんです、もうまったく。おか

しいな、本は死んだ年に出て一番新しいはずだったから、きっとあるはずだ

と。それでも、マレー社がいくら探してくれても見つからないんです。

実際にそれは大英図書館にありますから、内容は読めるわけですけど、何

としてもその原物を手に入れたいわけです｡そこで娘さんに言えば、きっと、

「あなたこんなに調べてるんだから、１冊あげるわ

よ」と、こう、言ってくれてもよい筈です。ところ

が、タイトルも知らせてくれないとなると、これは

要注意なんですね。それで、いろいろ探っていった

ら、彼女は出版社に圧力をかけないで、出た本を見

つけ次第みな焼却処分していたんですね。このとこ

ろがすごいところです。こういう人と戦うのはちょ

っと難しい。それでも何とか情報を得ようとしたん

ですけれども、難しいところがいっぱいあって、そ

のうちに交通事故で、80代で亡くなってしまったん

です。

ヤングハズバンドとヘレン夫人・娘

エイリーン（1903）。夫人は、昔の

恋人とは別人。

ブルースと、彼の『Twenty Years in the Himalaya』（1910)
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ヤングハズバンドは、登山家ではなかったので、

せっかくカラコラムやヒマラヤに入っていても山登

りについての話題がありません。19世紀末（1893年）、

チトラルでブルースに会って、当時まだ神秘の山エ

ヴェレストに登ろうと言われても本気には聞いてな

かったようです。しかし、それから30年近くたって、

ようやくエヴェレスト登山隊派遣の道が開くわけで

す。ヤングハズバンドは、山よりも峠にずっと興味

を持っていました。ただ、山と関わりはなかったも

のの、登山家とはみな知り合いでした。その中にマ

ロリーとアーヴィンもいた訳です。

ヤングハズバンドが会長を務めていたエヴェレス

ト登山が、ダライ・ラマの反対で中止となり、1933

年から再開されます。このときは直接もう関係はあ

りませんでしたが、この登山隊員とは当然関わりは

あったようです。中でもスマイスがそうです。二人

がどのようにして親交をもったか、私はよく知りま

せんが、スマイスはヤングハズバンドを父親のよう

に尊敬していたようです。スマイスはカメットを登

頂して大変有名になり、エヴェレスト登山隊員にも

選ばれています。またカメット登山の帰国の折、ブ

ンダールの花の谷間を訪れ、1938年にその紀行本も出版しました。最近、こ

こは世界遺産にも登録されました。

彼は才能があって、かなり沢山の本を書きました。日本でも幾冊も翻訳さ

れているのでご存じの方が多いと思います。日本ではファンも多いでしょう。

ただシプトンは彼を散々批判しています。焼き餅ですかね。ところが、彼は

ヤングハズバンドの生前に依頼されて、ヤングハズバンドの評伝を書いてい

たといいます。ところが戦後まもなく（1949年）彼が亡くなり、結局、ヤン

グハズバンド伝は出版されませんでした。このこともずっと伏せられてきま

したから、だれも知りませんでした。未完成だったから出なかったといえま

すが、書き上げる時間は充分あったはずです。ではどうしたのか、理由は一

切分りません。スマイスの原稿の行方も知りません。あれば大変貴重なもの

と思うのですが、彼は『ウィンパー伝』も書いてい

るくらいですから。むしろ日本のヒマラヤ登山家の

どなたかが、『スマイス伝』でも書かれてはいかがで

しょう。花も女性も登場しますからね。

これはまったくの推理ですが、私は密かに処分さ

れたのではないかと思います。これには娘のエイリ

ーンが関わっていたのではないかと思います。しっ

かりした証拠がありませんが。このマスイスの原稿

は、たしかヤングハズバンド（家）の依頼で書いて

いたはずですから、もしそうなら版権はヤングハズ

マロリー アーヴィン

シプトン

スマイスの『The Kangchenjunga Adventure』（1930）背表紙と扉

P. Steeleによるシブトンの伝記（1998：表

紙に晩年の彼）と、右はティルマンと共に
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バンド家が持っていたはずです。当然、お金も払われていたでしょう。しか

し、エイリーンが跡を継いでこの約束を破棄したのではないでしょうか。実

は複雑ないきがかりがあったからです。自分の父親と個人的な関わりがあっ

たと思える若い女性が、スマイスの夫人になるからです。エイリーンとして

は厭だったでしょう。スマイスが亡くなって間もなく、別人に依頼して、1952

年に『ヤングハズバンド伝が』出版されました。伝記作家のジョージ・シー

ヴァーです。これも、「資料の一切を娘から提供された自家製」と言えなく

はありません。ですから、微妙でプライベートなものは一切触れられていま

せん。

伝記を書く上ではなん

といっても、個人的な資

料をいかにして多く集め

るかにかかっています。

これができなければ十人

が十人同じです。ヤング

ハズバンドはエヴェレス

ト遠征で、ノエルの口車

に乗って危なく人生の全

てを失う瀬戸際に追いつ

められます。これはインド政庁やインド省の配慮で救われます。しかし、こ

れをよいことに学会や登山界が沈黙を決め込んでしまったことを、国として

の英国は許せないこともあったのでしょう。その秘密資料を私に一切提供し

てくれたのですから。これを全部バラされたら、過去の英雄たちは一挙に名

誉を失墜してしまうでしょう。私もそこまでする気はありませんが。

こんな精神的に追いつめられていたヤングハズバンドを、なにかと助けて

くれたのが若い女性たちだったのです。女性にも二種類あって、目立ちたが

りやと実に誠実な人たちです。ヤングハズバンドは、この点、本当に幸運な

人だったようです。

女性が出たついでに、とにかく日本人が見落としてしまうこととして、特

に第一次大戦前ぐらいまで、インドにいる英国人たちは、自国の女性に出会

うことが本当に稀だったんですね。このことをわれわれは知らないか見落と

してしまうのですが、これを一応頭に置いていないと、失敗することが多い

のです。私はキプリングとジョージ・オーウェルの作品から随分勉強しまし

た。歴史というのは目につくものと、目につかない部分があるのですね。表

面ばかり見ていては、正しい歴史は見えてこないのではないでしょうか。そ

して、ときには、調べていくと、意外に面白い話があるんですが、これは活

字にできないことがよくあるんです。

「セポイの反乱」というのがありますね、1857から58年に。それでインド

政庁ができた。東インド会社がつぶれる、あれね。アラビアンナイトを訳し

たリチャード・F. バートンが秘かに調べていったら、民兵の反乱は反乱なん

だけど、民兵の奥さんたちに、「わたしたちをほっぽらかして、何やってる

んですか？」ってやられて、奥さんの反乱でセポイの反乱が起こったらしい

ノエルの『Through Tibet to Everest』（1931）背表紙と扉：同書にあるロンボク僧院とエベレスト北面

アラビアンナイトを英訳したバート

ン、 その図版収録集（1976）より
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というのです。だから、そっちから調べないと、本当のところが分からない。

そう簡単な話ではありませんが。ヤングハズバンドのところも、そのことを

知った上で伝記を書いていかないと、わからないところが沢山出てきます。

まだ未公開資料が結構あります。

さて、実際にヤングハズバンドの旅行記というのはそうないのですが、そ

ういった紀行本を読んでいっても別に隠密の情報収集活動、一般にいうスパ

イ行動がまるで感じられません。彼の行動はまるっきりオープンでしたから

ロシア側がスパイだと言ったところで、まるで意味がありませんでした。ス

パイというのは、他から疑われたらもう価値はありません。「まさかあの人

が」、と言われるようでなくては意味がありません。

スパイで思い出しました。ブハラの旧王宮にある展示場に入ってみますと、

以前にはなかった、19世紀の英露の秘密情報戦時代に活躍したスパイの肖像

画のコピーが幾つか飾ってありました。見ると、昔、私の書いた本に入って

いたものと同じものでした。ただ、驚いたのは、この中に新

しくヤングハズバンドの写真が入っていたことでした。きっ

と勘違いしたのでしょう。ヤングハズバンドは、ロシア・ト

ルキスタンとの関わりは直接はありませんでしたから、時代

が変わったのか評価が変わったのか、勘違いだと思いました。

ロバート・ショー という人はご存じだと思います。ヤング

ハズバンドの伯父さんにあたる人なんです。この人の旅行記

は非常に名著で、ただ残念ながら日本で翻訳されておりませ

ん。ヤングハズバンドがカラコラムやヒマラヤに

関心を持ち出したのは、この伯父にあたるロバー

ト・ショーからのようなんです。ですから、ヤン

グハズバンドのことを調べようとするときには、

まず、ロバート・ショーのことを知っておいたほ

うがいいんじゃないかと思います。

ロバート・ショーは、いまチベットの亡命政府

のあるダラムサラで茶園を経営していました。そ

して、この茶を新疆方面に輸出する目的で、カラ

コラム峠を経由してヤルカンドからカシュガール

方面に行きました。そこで当時カシュガールで独

裁政治を行なっていたヤクブ・ベクに会い、英国

のフォーサイス使節団の派遣の道を拓きます。し

かし、日本人は淡泊ですから彼の行動をそう疑う

ことはありません。中央アジアへの道を開拓した

パイオニアという以上に、深く詮索することはし

ません。しかし、このロバート・ショーに妙なコ

メントをした人がいます。アメリカのオーウェン

・ラティモアという人です。彼は1926年に、内蒙

R. ショウ(中央)と従者たち：1874､カシュガールにて

O.ラティモアの『The Desert Road to Turkestan』（1929）、

表紙と扉

E. マイラートの『Forbidden Journey』（1937）と、P.フレミングと共に
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古から天山南路をたど

り、ヤングハズバンド

と同様、大陸横断をし

ます。日本では翻訳も

され、彼は大変著名な

人です。日本には沢山

ファンもいます。ずっ

と後に、このラティモ

アが妙なことを言うの

です。「ロバート・シ

ョーはイギリスのスパイだったのだ」と。おかしなことを言うものだと、初

めはたいして気にしていませんでしたが、逆にラティモアのことを調べてい

ったのです。すると驚いたことに彼は完全な共産主義者で、ソヴェトのスパ

イでした。アメリカ国務省の職員の相当数を赤化させたようです。第二次大

戦の末期から戦後にかけてです。

ラティモアはそれでよいのですけれど、彼の人

生にふれるとなると、たとえ旅行史でもちょっと

複雑になります。「いや彼の後年のことは、関係

ない」という人がいるでしょう。きっとあれは例

外として。

ところがラティモアの旅から約十年ほどした

1935年、ロンドン・タイムズの記者ペーター・フ

レミング が、女性の旅行家エラ・マイラートと

西域南道沿いに旅しています。彼も純粋な旅行者

と思われ、日本でも戦前・戦後に訳されているので、お読みになら

れた方も多いと思います。しかし、のちに分かったことは彼もスパ

イ活動の旅だったのでした。まあ、彼の兄弟のイアン・フレミング

は、例の『007』の作者でした。彼の息子のカスパールは、のちに自

殺したといい、なにか明るいはずの世界が暗い気持ちにさせられま

す。そんなことはかえって知らない方がよいのかもしれませんね。

そう、思い出しました。「東洋文庫」の基礎を作ったジョージ･アー

ネスト･モリソンも、19世紀末、ザ･タイムス紙の秘密情報員として

東南アジアを旅し、この情報は英国外務省から大変感謝されました。

まあ、スパイ嫌いの人は東洋文庫の門をくぐるのも厭でしょうが、

知らぬが華でしょうね。

まあ余計な話かもしれませんが、私が中東の一番の参考書にして

いたのは、アラビア沙漠の探検家でもあったフィルビーのでした。

彼の息子がキム・フィルビーで、第二次大戦中に英国最高の情報機

関「ＭＩ５」にいたソ連のスパイでした。多分、インド政庁に勤務

していた父親は、息子に小説『キム』の主人公の名を付けたのでし

ょう。まさか、息子がこんな人物になろうとは、夢にも思わなかっ

たに違いありません。

P.フレミング：彼の伝記

（1987）の表紙カバーより

P. フレミングの『News From Tartary』（1936）、表紙と扉

河口慧海『西蔵旅行記』上巻（1904(明治37)）

河口慧海と、『Three Years in Tibet』（1909）

の扉へのサイン

E. マイラートの『Turkestan Solo』（1934）

表紙と図版写真
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スパイなどと言えば、私たちの周囲では、「見るのも聞くのも厭」、

まして「こんな人の書いたものなど信用できない」、と思う人が多

いでしょう。しかし、彼らの書いた本が半世紀、ときに一世紀以上

たっているのにかかわらず、いまも読むに耐えるどころか貴重なの

はなぜでしょう。多分、観察眼が違うのでしょうか。お楽しみの百

名山紀行などとはきっとどこかで違うのでしょうね。まあ、どちら

がよいか悪いかは一概に言えません。人の好き嫌いですからね。

ただ、そのよい例が日本にあります。河口慧海の例の『西蔵旅行

記』です。彼は当初、日本では散々でした。最後には「嘘つき坊主」

でした。しかし、彼の旅行記の今の評価は、価値は上がればこそ下

る気配はありません。なんといっても、彼の観察力がすぐれていた

からと思います。

1903年から４年にヤングハズバンドの率いた「チベット使節」は、もとは

河口慧海の情報からでした。彼の師に当たるサラット・チャンドラ・ダス

は、英国側のスパイの元締めだったのですが、あまりにも情報がお粗末だっ

たので、カーゾン卿が「能なし」と批判したとおりです。彼が救われたのは、

慧海のお蔭だったでしょう。慧海がヘディンに宛てて出した手紙を見つけて

読んでいましたら、当時のラサの高官たちは、「ダライ・ラマ（13世）は本

当の仏の化身でも、仏陀の転生でもない、単に世俗的な欲望に身をまかせて

いる。彼の行動を仏教の教義に照らせば、まったく不法行為だ」と言ってい

たというのです。ダライ・ラマのごくわずかな取り巻き連中を除いて、大半

のチベット人は彼の行動は間違っていたと思っているというのです。このこ

とをいち早く英国側は聞いて知ったのでしょう。だからこそラサ進撃ができ

たのであり、決して行き当たりばったりではなかったのです。しかし、当時

の日本の地理学者も仏教学者もそんなことはまったく分かっていませんでし

た。むしろびっくりするのは、今でも、ダライ

・ラマをたぶらかしたブリヤート・モンゴル族

出身のドルジェフを、立派な仏教僧と評価して

いるからです。

旅行記に政治や情報収集の入っているような

のは、多分、皆さんはお嫌いでしょう。しかし、

ヒマラヤ登山にも各国はちゃんと情報員（スパ

イ）を加えていたことが、最近分かってきてい

ます。純粋な登山など薬にしたくともなかった

のですね。そこで嫌われついでに、政治書につ

いて触れてみましょう。

ちょっと脱線した、活字にできないお話をし

ましょうかね。皆さんももしかするとこういっ

た体験をされていても、あるいは、気が付かれなかったかもしれないんです

が。たとえば1980年代のころに、私はヘディンの『秘められたベルリン使節』

という本を書いたんです。この本を書くと、「なぜ、探検家なのにまったく

カーゾン卿（40歳代）

ダライラマ13世：ヤングハズバンド ドルジェフ（ロシアの秘密

『India and Tibet』（1910）より 代理人）

S.C.ダスと、その『Journey to Lhasa and

Central Tibet』（1902）
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政治の、しかもヒトラーの政治のことなんか書くのか」と言われたんです。

私はまったく好き勝手に書いたんですけども、実はヘディンという人の外交

手段を学ぼうとしただけなんです。

彼は、ナチスのヒトラーをはじめ、悪党と言われた取り巻き連中を手ごめ

みたいにして、そこからいい情報を得たんですね。「あいつは悪だ」と言っ
わる

てたんでは情報は取れません。どうしてうまく取り入ったのか、それはナチ

スの連中、やくざと言われたような連中との取り引きのような対抗方式を、

そこから学ぼうとしたんです。そんなことを言うと、「おまえみたいな単純

バカボンのようなやつが何ができるんだ」と笑われますが。ともかく一生懸

命学んだんだけれど、ご安心ください、全然成功しなかった。

よく欧米でのパーティーになると、座席は必ず男、女、男、女っていうふ

うになります。スウェーデンのヘディンの門下の人から聞いたんですけど、

ヘディンという人は、隣に女性がいてお酒をついでくれる、何か取ってくれ

る。そうすると、日本人は、よくて「ありがとう」と言うぐらいがせいぜい、

ただそれだけ。ヘディンは毎回その女性の手を押さえて、「ありがとう、マ

ダム」と言う、毎回ですよ。「君はできるか？」って言われたから、「とても

無理」って。「それじゃあ、だめだ」って言われた。（笑い）

話はまた飛びますが、むかし、福島安正というシベリア単騎横断した人が

います。この福島安正をですね、1960年代から70年代のころ調べてたとき、

まだ息子さんが80代で生きてたんです。息子さんは、自分の父親のことをほ

とんど知りませんでした。ただ

それに関わった人がまだ生きて

たんです。1960年代、まあ今か

ら40年以上まえ。

どうして彼が大陸横断したり、

中央アジアに入ったり、中近東

を旅して無事にいったんだろう

な、たった一人ですから。そし

たら、覚えていたおじいさんが

いましてね、「福島安正は現地の

女性をみな味方にした。だから、ヘマをし

なかったんだよ」って教えてくれました。

「どういうふうにうまくやるのだろう」っ

て言ったら、「それはあんたが考えろ」っ

て言われてしまった。よくわからなかった

んですけどね。「実に丁寧で親切で、上手

だった」と。それがために、現地の女性が、

みんな味方になって助けてくれたのだと言

ってました。

私は中国や、また中央アジアのキルギス

やタジックで、またタイ北部の黄金の三角

地帯で、随分、危機一髪のところを女性に

ベルリンから内陸アジアを経てシベリアを単騎横断した旅行の冊子（明治26(1893)年６月

刊）の一部と、晩年の福島（『福島将軍遺績』（1941）より）。

日野強による『伊犂旅行談』（明治41(1908)年）：当時の陸軍将校クラブ「偕行

社」発行の『偕行社記事』附録（２分冊）として配布され、「将校ノ外閲覧ヲ禁ス」

とある。 右はその附図で、日野の旅程を示す。
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救われたことがあります。忘れ難いのは雲南の少数民族の若い女性から、一

度ならず幾度も救われたことがあります。こんなことあまり喋ってはいけな

いのですがね。カシミールでヤングハズバンドに会った日野 強も、女性を

味方にしてました。

それで、さっきのヘディンの『秘められたベルリン使節』なんですけど、

話がすっかり脱線しちゃったんですが、これ出した出版社の社長に、めちゃ

めちゃに悪口を書いた投書が行ったんですね。そして、「こんな本をなぜ出

すんだ。くだらない。誤りばかり入っている。こいつの本は二度と出すんじ

ゃない。」と。

幸い、この投書は見せて貰ったのですが、まったくの中傷でした。指摘さ

れた誤りは、誤植を除けば相手が知らないことでした。まあ嫉妬と分かれば

別にどうということはないのですが。出版社の中には気の弱い社長もいて、

すぐ担当者を詰問しますから、本は出なくなります。これは陰湿なグレイト

・ゲームという訳で、相手が分からないので防衛のしようがありません。相

手を消す簡単な手段なのでしょう。相手を潰すのに何も刃物はいりません。

分からぬようにそっと出版元に間違った情報をリークするか投書すれば、そ

れで一丁上がりという訳。相手を消すのは造作もないでしょう。これも、私

だけならいいんですが。

ちょうどナチス・ドイツが出てきました。ちょっと縁遠いと思われるかも

知れませんが、ヒマラヤ登山とチベット探検史にナチス・ドイツを除く訳に

はいかず、とくに、1989年にSS長官ヒムラーの派遣したチベット遠征隊にヤ

ングハズバンドは助言したと言います。戦後、アメリカ航空宇宙局・NASA

には、ドイツの登山家も顧問として沢山招かれていました。

話がいつものようにさまよって、さっぱり本線に入りません。そこ

でなんとかヤングハズバンドに戻りたいと思います。

人間の一生は、だいたいが７、80歳、長いようでいて実に短いもの

です。しかし、この生涯をたどっていくと、大きな仕事をしたと思え

る人も、活動期間がせいぜい10年くらいの場合が結構多いようです。

この中で、一生を通じてその人の行動や業績を追求できる人はごく限

られ、アジアを舞台に活躍した人では、ヘディン、スタイン、そして

ヤングハズバンドだろうかと思います。ヤングハズバンドは79歳の高

齢まで生きたのですから、何の過不足はなかったろうと思います。

そこで、彼の人生を今大きく分けますと、だいたい３つに分類でき

るのではないかと思います。まず20歳代の、中央アジアからカラコラ

ム、ヒンズー・クシュの山岳地帯の調査から、インド北西部国境での

軍事・政治的活動、次いで40歳代のチベット使節の大任、そして、60

歳代のエヴェレスト登山での遠征隊派遣の仕事です。これはどれも、

いまから見ても、十分興味や研究の対象になるものばかりです。彼の

場合は個人プレーではなく、国家的な仕事なのが特徴です。

中でもインド北西部国境、今のアフガン=パキスタンの国境地帯は、

以前は専ら登山家や旅行者たちから注目された土地でしたが、例の2001

カシュガールのヤングハズバンド官邸：『伊

犂紀行』（日野強、1909(明治42)）より

チベット使節のヤングハズバンドと、左はマ

クドナルド将軍。後列右端にベイリー
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年９月11日のニューヨークのテロ事件から、アメリカ軍によるイスラム・テ

ロ組織との主戦場になってしまいました。私はこの辺りはざっと見たぐらい

で、詳しいことは知りません。しかし、ニュースを追っていくと、アメリカ

側はこの地域での情報がいたって乏しいのではないかと思うことがしばしば

です。百年以上昔の知識では古すぎると思うでしょうが、ここに住む民族の

考え方や行動は、基本は今も違っていないと思うのです。とくにヤングハズ

バンドの活躍したチトラル地方の情報は、今も十分利用価値があるのではな

いでしょうか。

アフガン=パキスタンの国境を画す、高度1000から2000

ｍの岩峰地帯は、いま国際テロ組織アル・カイーダなど

のテロの楽園になっている訳ですが、これがいかに寄り

つきがたい土地であるか、一見すればすぐに分ります。

いまアメリカは無人偵察機を使って爆撃しているようで

すが、岩穴に隠れてしまうと手がつけられません。二千

数百年前、アレクサンダー大王の軍隊もここはもうだめ

だと思い、さっさと南に下ってしまいました。アフガン

を制圧したジンギス汗は、ここには寄りつきもしません

でした。ここでは戦いにならないからです。

19世紀の二度にわたるアフガン戦争、さらに国境地帯

での紛争に関わる主に英国側の文献資料は、せっせと集

めて読みましたが、これは結構楽しいものでした。これ

が今回のアフガン戦争ですっかり暗いものになってしまいました。しかし、

ヤングハズバンドの次の段階の「チベット使節」になりますと、明るい面は

さっぱりなくなり、とにかく気が暗くなるものばかりです。

チベット使節、いまではどんなテキストにも紹介されていますが、読んで

いって見るとどの著者も実際の文献は読んでいないようですね。だからほと

んど役に立たないんです。むしろ困ったことは、解釈が間違っているのが多

いのです。

ヤングハズバンドのチベット使節の部分にいよいよ取りかかるときになっ

て、基本資料はだいたい集まっている、ただこれで総てではないから、いま

少し集めてみようと。初めのうちはたかを括っていたのです。これに参加し

たのは英国とインド軍の兵隊さんが三、四千人なんですね。その人たちがい

ろいろ回想録をきっと書いているはずだと。もしそれがあるんなら、全部集

めて読んでやろうと思ったんです。まだ若かったから。ただこのときには、

そういう目録がなくて、ずいぶんあちこちで調べていったら、やっとそのチ

ベットの文献集（1977年､オーストラリアで）が出版されたんです。ただの

タイトルだけなんですけどね。

するとなんと、300か400編あるんですね。積み上げると、僕なんかの背よ

りも何倍も高くなっちゃう。それで、もうこれはだめだ。そんなことは無理

だ。それじゃあどうするかって言ったら、もう一度ヤングハズバンドに戻っ

て、その中で触れてないものをあちこちから集めて、加えようということに

なったんです。だから、読みやすく簡単にしちゃったんですけども、実は裏

ヤングハズバンドと兄のジョージとの共著『チトラル救援』

（1895）の表紙と扉
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側は大変でした。ヤングハズバンドは書いているけど、全部が全部は信じら

れない。それを何とか調べ出そうと。

あの部分はイギリスの研究者たちがけっこう書いているんですけれども、

書いた人はそういう資料を自分流に解釈するわけです。だから、その人の文

はいいんだけれども、生の資料をもう一度点検してみないと間違えるおそれ

があります。まあ著者によって、ヤングハズバンドを好きっていうのと、嫌

いっていうのとありますから、それによって資料の使い方が変わってくるわ

けです。

いまでも日本のチベット研究者の中には、チベット使節は大英帝国の侵略

だと結論づけている人が結構いるようです。それはそれなりによろしいので

すが、ただそれだけでは時代背景も本当の姿も見えてこないと思います。

それじゃあ、あんなチベット遠征のことをそんなに調べて、何の意味があ

るかっていうことになります。その場合、本当のところをこれからやらなき

ゃいけないと思うのは、過去も現在も、チベットをその後ろで操っているの

は中国だと思うんですよね。その性格をあそこから学ぶべきだと思いますね。

チベット使節の部分は、チベットの人たち、それからいまの中国の

人たちも、歴史的背景を本当はほとんど知らないと思います。です

から、われわれのほうがむしろいい情報を知ってるんじゃないかと

思います。

これをどう生かすかは、アジアについて広い情報を持っているわ

れわれは、もっと活動すべきだと思いますね。山登りも悪いことで

はありませんが。

チベット問題は始めから終わりまで政治・軍事的な交渉で、チベ

ットを旅行や冒険の世界のみで見ようとする方には、いささかうん

ざりされることでしょう。これでまあチベットについては終わりで

すが、次のヤングハズバンドの関わったエヴェレスト登山の遠征事

業は、これまた純粋な冒険や地理学探検、登山とも違います。ヤン

グハズバンドのエヴェレストとの関わりあいは、薬にしたくとも一

般の方には魅力はないでしょう。

まあこう思っていただければ、ご理解いただけるかと思います。

オリンピックは出場選手がいて初めて意味がありますが、まず開催

地の決定が第一です。これが決まらなければオリンピックは開けま

せん。ところがこの決定が難関なのですね。エヴェレストも、登山

家がリュックを背負って出かければよいという訳ではありません。

まずヤングハズバンドは、当時ロンドンのインド省を説得し、イン

ド政庁に登山の申請をし、次いでチベット政府と交渉します。これ

をどう説得するかが、登山隊派遣の鍵です。インド省が「うん」と

言っても、インド政庁がいい顔するとは限りません。やっと説得し

たのに今度は、ダライ・ラマが承諾するかどうか分からない。

とかく、現在紹介されているエヴェレスト登山の歴史は、ただ登

ったり下ったりしたときの、成功したり失敗したときの話だけなん

『チベット・ペーパー』（1904-10）：チ

ベット使節関係と、当時のインドの

秘密外交文書の収録集

ヤングハズバンドの『India and Tibet』（1910）

ラサのポタラ宮：ともに、上掲書より

カロー･ラでの「チベット使節」のキャンプ
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ですね。これはもう、報告書があるから

よく分かります。

私は英国で出たエヴェレスト登山の報

告書はみな集めました。一応は目を通し

ましたが、ヤングハズバンドの伝記には、

ほとんど引用しませんでした。私にはま

ったく面白くない。一応綺麗ごとだけ並

べた報告書なんてどうしようもない。そ

れにさっぱり登れない。

この裏舞台が知りたい。しかし、どこ

にでも公表されているんじゃ面白くもない。真実が知りたいんだ、こち

らはへそ曲がりですからね。「おじさんのへそはどのくらい曲がってる

かわからない」って、昔、小学生だった兄貴の子どもたちが言ってたけ

ど、「いや、うんと曲がれば、元に戻るんだ」。「途中で止まっちゃうか

らいけないんだ。山登りと同じだ」とね。（笑い）

あのエヴェレストの面白さは、登りに行く前に交渉する、そこが面白

いですね。まず、英国地理学会があって、そこにエベレスト委員会があ

ります。それがいくら交渉しようとしても、インド政庁があります。そ

れが「ノー」って言えばだめです。それを取り仕切っているのが、ロン

ドンのインド省なんですから。さらにですね、これをうまく操作して、

そして今度はダライ･ラマをいかに籠絡するかなんですよ。これはまっ

たくの政治折衝です。政治なんて嫌いだなんて言ってたら、交渉の席に

もつけません。

そして、表現悪いけど、いかに相手を

だまかして許可を得るかと。その後ろに、

今度はダライ・ラマがいるわけですよね、

ダライ・ラマ13世。今、チベットの亡命

政府でも、チベットの人が一番知らない

のは自分たちの国の歴史みたいですね。

去年こういう話しをしたときに、日本に

いるウイグル人と、それから中国人（漢

族）、チベット人、そういう人たちが私に

何を言ったかと言いますと、「日本に来て、

初めて自分の国の歴史を知った」って言

ってました。それまで全然知らなかった

と。

チベット人はチベット人なんだけど、

自分の国の歴史をよく知らないのです。

彼らといくら議論していてもわかりませ

ん。もしかすると、われわれが一番知っ

ているかもしれませんね。もうイギリス

などよりも、われわれのほうが知ってる

エヴェレストの公式報告書（３分冊の第１冊、1921）、表紙と扉

ヤングハズバンドの『The Epic of Mt. Everest』（1926）、表紙と扉

ヤングハズバンドの『Everest：The Challenge』（1936）、表紙と扉

同書に掲載のシーカル･ゾン(上)と、カルタ

谷２万ftキャンプからのエヴェレスト南西稜
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かもしれない。向こう（中国）は関心があります。それで、こちらのいい資

料をちょっくらいただいて集めちゃったりしますね。例えば満鉄資料など、

どれが重要か日本の若手の研究者に喋ったりすると、すぐ出かけていって相

手に教えてしまう。すると次の機会にあの資料は貴重品だからと、北京に持

っていって「一般公開しない」と、平気で言います。

アメリカ側もわからないんですよ。ベトナム戦争で負け、イラン・イラク

の争いでも、イラクでは２度も戦争をやっている。それに、アフガニスタン

でやっている。一つとして成功したためしがないんですよね。ベトナムなん

かは、原子爆弾を落とせないから枯葉剤なんかまいて、それでも成功しない。

なにが原因なのか。これは私の単なる考えですが、相手国の歴史・民族がよ

く分かっていないのではないか。これまで第二次世界大戦中、ドイツや日本

でやっていた無差別爆撃で相手を殲滅する手段がとれなければ、アメリカに

はもう解決の手段はないのでしょう。

私は、妙な関わりがあって、アメリカがイラクを攻撃する予定日に、ワシ

ントンで開かれた世界平和会議、マスコミの会議に招待されたんです。日本

人で行ったのは数人の専門家と、防衛庁の人でしたね。しかもマスコミの人

は日本からまるっきり呼ばれなかったので、せっかくアメリカ全土のマスコ

ミの代表者が集まっていたのに、英国やイタリアの人もいたようですが、日

本側はいないので、よい機会なのに内容が紹介されませんでした。しかも、

同時通訳なんていないから、みんながしゃべってるのが全然通じないんです

よ。言ってることがただ何となくわかるくらいで、ニューヨーク・タイムズ、

ワシントン・ポスト、ワシントン・タイムズ、その他、300人ぐらい来てま

した。で、アメリカはいよいよイラクと戦争するんだが、うまくいくか、正

当な戦いかどうか、その議論だったんです。専門家でもないずぶの素人で、

無知蒙昧な私のような者を大変親切にしてもらったのは、さすがにアメリカ

だと深く感銘を受けました。

そのときにわかったのは、アメリカは攻撃するところの国の歴史－国情を

ほとんど知らないってことだったんですね。だから、日本で言えば１平方メ

ートルあたり爆弾を何キロ落っことせば相手は降参すると、万事がそういう

発想で、イスラム教は一つしかないと思っているような発想なわけです。だ

から、ひとつも成功しなかったわけですね。ただ笑えません。日本だってほ

とんど同じですから。

それで、そのアメリカ側の、どうしてこんなことを言うかっていいますと、

1970年に、『ソヴェト中央アジア』っていう、薄い本を自費で出したんです。

ソビエトと中央アジアっていう、現在のウズベクとかトルクメンとかと、あ

そこのところの政治のことを書いた本なんです。50部ぐらい作って、国会図

書館にもあげたんだけど、日本での紹介はゼロでした。

ほかのところにもあげたんだけども、「欲しい」って注文が来たのは、ワ

シントンの議会図書館だけでした。ここだけは買いたいって言ってきました。

アメリカっていうのはなかなかすごいところです。これ日本語でしょ、そん

なの読めないと思ったら、一日で訳しちゃうんです。重要なのは公開されま

せん。もう恐ろしいスピードです。ソ連は警戒したようでしたが、ただし好
金子著･国立国会図書館蔵『ソヴェト
中央アジア』 私家版､1970
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意的で、見せないところも見せてくれ、いろいろ貴重な情報を知らせてくれ

ました。

アメリカっていうのはそういう点、情報がすごいんだけれども、ただ今度

はそれをどこまで実行に移していいのかがよくわかってないらしいと。それ

は、われわれがそういう情報をアメリカ側に教えてあげたらいいんじゃない

かという気がいたしますね。

パキスタンに行ったときに、ガイドについてくれた向こうのイスラム教徒

の人に、「イスラム教っていうのは、一体宗派がいくつあるんですか？」っ

て聞いたんです。私はせいぜい４つか５つぐらいじゃないかと思って聞いた

ら、「いや、70はある」って言うんですよ。そして、「本当なの？」と言った

ら、「本当だ」って。で、自分は、「イスマーイル派、昔で言えば暗殺者教団

と同じだ」と、こう言うんです。ただ、「いまはそんなことしない。他の宗

派が同じことやっている」と。

話が分散して段々訳が分からなくなって来ました。そろそろ

締め括りをしないといけないと思います。複雑怪奇なアフガン

問題は、古くはアレクサンダー・バーンズからフレデリック・

ロバーツの、英帝国の国境政策をいま一度たどってみることで

はないでしょうか。このロバーツ将軍はヤングハズバンドを大

変可愛がってくれました。そしてこの後、ヤングハズバンドの

活動を追っていくと、この地域がよく分かるような気がします。

しかもこの地域で活動した人たちは、すぐれた報告書も沢山書

いています。とくにインド=アフガンの国境地帯、カシミール地

方の地誌、民族、宗教を扱ったすぐれた本は、沢山あります。

すでに古くなったとお思いでしょうが、決してそんなことはな

く、この地方を旅する人にとっては、今なお必須のテキストと思います。た

だ現在は、戦闘地帯になってしまいましたが。ここはみな、ヤングハズバン

ドの活躍した所だったのです。戦後、この地域を旅した日本人は沢山います

から、改めてぜひ思い出を書いてもらいたいと思っています。かつて大変高

価だったエヴェレストやヒマラヤの登山記が、驚くほど安くなったのは、も

う登山は地理的探検でもなんでもなくて、ただのスポーツになってしまった

からでしょう。

先ほどお話しして中途で脱線したワシントンの会議のことで、ご質問があ

りましたようなのでちょっとご説明いたしましょう。

この会議はイラクに攻撃を仕掛ける予定日に開かれたのですが、実戦は一、

二日遅れたような気がします。この攻撃が正しいかどうかの討論だったので

す。イラクがどうも化学兵器を隠しているらしいと。ずっと後になって、兵

器はなかったようですが。日本では、このように公然と政府と対決できませ

んね。これまでのような、記者クラブと言った閉鎖された社会構造では、マ

スコミの情報などいくらでも操作できますから。

日本の総理や大臣たちとの記者会見はよくテレビで見ますが、なんとも気

A.バーンズ：『Travels into Bokhara』（1834）の扉より

ロバーツ将軍：彼の回想録『Forty

-one Years in India』（1900）より
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力も迫力もない、茶番劇を見ているようで面白くありません。眠気覚ましに

なるような話題など薬をつけたくともありません。すぐ謝ってしまう。アメ

リカの場合、まさに討議は戦争なのですね。

あのとき、みんなものすごい議論をしてるんですが、私にはまるっきり通

じないんです。アメリカの大統領みたいな人がしゃべるときは、ちゃんとイ

ングリッシュですからね、わかるんですけども、激論になりますとね、まる

っきりお手上げです。こういうことをご存じですか？ 日本語でたとえば翻

訳をしますね。まあ、くだらない話になっちゃうんですけども、私など失敗

した例なんですが、男の子と女の子が会話をしているのがあります。「あな

た、どこ行ったの？」って尋ねたら、「いや、どこどこへ行った」と。そし

たら、その最初に言った子が男の子か女の子か、私には文字からでは分から

ないんです。

まあ、これたぶん最初に喋ってるのは男の子、２人の会話ですから、どん

どん訳していって、ずっとおしまいのほうにいったら、どうもおかしい。そ

うしたら、男と女の順序が逆だったんですね、会話では私はまったく英語学

なんてわからないんですけども、アメリカに女言葉と男言葉あるんですか？

日本では、翻訳をしたとき、Ａ子ちゃんとＢ坊との会話では、女の子は女

言葉を使いますよね、一応。まあ、使わないのもいるかもしれませんが。で

も英文の中では、私には分からないんですよ。どっちが男の子で、どっちが

女の子がしゃべったのか。

もうずっと昔、ロシアの若い男の子が案内してくれたのですが、何か言葉

尻が女性のようで、そっと女性ではないのとささやくと、顔を赤らめたこと

があります。いくら隠しても、やはり伝統と文化、歴史というのは深い意味

があるのではないかと思いました。まあこれはまるっきりの言い草ですが、

アメリカに伝統文化があるのでしょうか。

話がうんと飛んでしまうんですが、激論になると、女の人が質問して相手

の男をやり込めてるのは女の声なんですけど、しゃべってる英語は女の言葉

なのか男なのか、さっぱり私には分からない。そういう、エリートか何か分

からないおばさんは、おばさんって言っちゃいけないか、女性は、男よりも

すさまじいんですよ。男をこてんぱんにやっつけている。

こっちはからきしだめ。何言われてもさっぱりわからない。そういう激論

のところを見て、日本の外務省の人たちは大丈夫なのかなと。向こうに何年

間も留学して、言葉はよくわかるんでしょうけど、女の人とやり合って勝て

るのかなと、国連の会議など見ているとね。こちらはもう、すごすごと帰っ

てきました。

これはまた別のとき、イスラエルのエルサレムでの世界平和会議のときに

は、主に中東の各民族が各々の言葉で絶叫しており、とても、おとなしい日

本人には太刀打ち出来っこありません。おまえも何か喋れと議長から指名を

受けたけど、よたよた英語でなに喋ったってお話になりません。

私もちょっと、この間、新聞に書いたんですけども、向こうのマスコミの

人に、「アメリカの政府の人たちは、アラビアンナイトを読んでいますか」

と、ばからしい質問をしたんです。そしたらね、「ああ、読んでるだろう。
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あれはみな、子どもの本でしょ」って言うんですよ。「あれ

は子ども向きの本じゃないんだよ」って言ったら、相手は知

らなかったらしいんですね。そこで、こう言ったのです。私

の英語じゃ通じないんだけど、「これからイラクやイランや

あちらのほうに攻めていくとき、アラビアンナイトをよほど

よく知ってないと、戦っても勝てないんじゃない？」

「だいたい女性が自爆テロを始めたら、もう戦争は終わり

がないんだよ」と。「え？ 女はだって、彼女らはみな奴隷

のようになっているんだろう」って。あれは、外では奴隷だ

けど、家に入れば、亭主なんかみんなおかみさんのためにぎ

ゅうぎゅうにやられてるんだ。だから、「『あんたやめなさい』

って言えば自爆テロも終わるのに、それができないから戦争

いつまでたっても終わらないんじゃない？」って言ったら、

「そうかね」と、半信半疑でした。「第一、中国でも女はそ

うなんだよ」とね。

今、単行本を回しましたが、この本、すごく立派でしょう？

ところが、どうやら偽物のようなんです。1899年に出たんで
にせもの

すけども。アメリカのボストンの駅から出発したってことな

んですけども、駅まで行って、あと自宅に帰ると何年間か隠

れていて、この報告書を作ったらしいのです。

この本を手に入れて一生懸命読まれて、探検史

の中に加えたらば危ないんです。そういうもの

もあるっていうことを知っておく必要がありま

す。

チベットには、行かないのに行ったように書

いた本がけっこうあるんですけれども、なかな

か確証、個人でやってますから分からないんで

すよ。最初はカウンシル（注：ブリティッシュ

カウンシル／英国文化振興会）からもそう言われたんですが、

これはほぼ本当みたいですね。後ろにいっぱいルート地図が

入ってるんですけど。東チベットの、能海 寛や寺本婉雅、

そういう人たちが旅した辺りのことなんですね。ですから、

チベットの本を集めて探検史を書くっていうのも、案外難し

いところがあるかもしれません。

偽書でいえば、有名なフランスの女流旅行家アレクサンド

ラ・ダヴィッド-ネールは、実際にはチベットのラサに入っ

ていないのに、行ったと言って疑われたことがあります。私

は真実について分りませんが、彼女の本を蒐めて読んで、な

んとなくひっかかる所が感じられた記憶があります。ただ、

研究者の大半はこの問題にはあえて深入りせず、不問にする

ようです。相手は女性でもあり、煩わしいからでしょう。

偽作の紀行本（W. J. Reid『Through Unexplored Asia』）

Boston, 1899)

能海寛､1899（明治32）年 寺本婉雅、1905（明治38）年

重慶にて シムラにて

A. ダビット-ネールとその旅行記『ラサへ

の旅』（1927）表紙

A. ダビット-ネール

の旅程と、

ポタラ宮前のネー

ル（中央）
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すっかりアルコールが入って感覚がおかしくなり、話はもう支離滅裂のよ

うで、深くお詫び致します。さっぱり本題のヤングハズバンドになりません。

人間にはそれぞれ癖がありますからこそ、好きにも嫌いにもなります。資

料の面からある人の生涯とつき合うとなると、この好き嫌いが相当強く影響

します。ヤングハズバンドはどちらかというとあまり癖のない人で、最初か

ら最後まで変わらずつき合えました。

彼は探検家というよりは神秘主義者、自然から啓示を受けた宗教家だった

ようです。生涯に書いた本は30冊ほどあり、この書誌を作ろうとして一冊ず

つ読んでいきましたが、まだ数冊は手つかずです。ざっと読んだぐらいでは

よく分からないのです。

私はいまではもうほとんど文献の発掘蒐集は止めてしまいました。欲しい

本は見つかりませんし、高価になってしまいましたから。第一に読んでいる

時間がありません。例えば、第一次大戦から以降の10年ほど、シナ新疆省を

めぐる新しい情報戦、New Great Game が再び始まりますが、これに新たに

東トルキスタン共和国の独立運動が絡んできます。これを集めていきました

ら段ボール箱で２、３箱になり、もう手がつけられず、倉庫の中に放り込ん

だままです。まあほとんど政治絡みの本ですから、大半の方はお嫌いでしょ

う。

日本で山岳や探検記の資料を集めておられたのは、深田久

弥さんでした。諏訪多栄蔵さんから詳しくお話を伺ったとき、

かなり批判的だったようです。困ったことがちょくちょくあ

ったらしいですね。『ヤングハズバンド伝』を書いたあとに

なって気付いたら、深田さんの『中央アジア探検史』が「注」

から抜けていました。わざと除いたのではなく、初校が出た

とき、あまり「注」が多すぎたため、うっかりと大半を削っ

てしまったのでした。ひどくページ数が増えてしまったから

でした。ロシアの秘密代理人ドルジェフの部分もそうでした。

この怪僧の存在を最初にキャッチしたのは日本の英字新聞だ

ったようで、どこでこのニュースを得たのか分かりません。

そして彼の素性とラサでの暗躍ぶりを暴露したのが、河口慧海でした。日本

の外務省の成田安輝の派遣はこのニュースを得ることでしたが、成田はまる

っきり外務省の経費を使うばかりで、さすが外務大臣も怒ったようです。こ

の秘密書類も見たことがあります。外務省は成田に騙されたと思ったようで

す。これらはもう、純粋な探検史では書けません。多分、深田さんでは避け

るしかなかったでしょう。1960から70年代、たしか日本では「百名山」の深

田久弥さんと『アルプ』の串田孫一さんは、山の世界で超著名人でした。た

だし政治については一切触れられませんでした。別の意味で良い時代だった

のでしょうね。

これはもう雑談のたぐいで、お笑いですが、深田さんからよく、「出かけ

ておいで、一杯やろう」と親切に誘われました。「出てこい、出てこい」と

言われる。しかし、とうとう私は行きませんでした。手紙だけはやり取りし

てましたけれど。別に深い理由はないのですが、人の良い深田さんに会って

深田久弥さん（左）と、諏訪多栄蔵さん（右）の

各・旧蔵書目録 （1976 と 1996刊。）
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直々に話をしたりすると、まず深田さんの 虜 になってしまう恐れが多分に
とりこ

あります。仲間を見ていると皆そうです。諏訪多さんから聞いていたとおり

です。すると結局、生涯、深田さんを飛び越えられないでしょうね。

でも私は意地悪したりしてません。深田さんが持っておられなかったヘデ

ィンの『マウント･エヴェレスト』のドイツ語版(第２版)を見つけてあげま

した。「見つけましょうか」と言ったら、ち

ょっとご機嫌が悪かったようですね。「なん

でおまえなんかに」という気があったのでし

ょう。しかし、私はドイツの出版元のブロッ

クハウス社とは知り合いでしたから、すぐ入

手したのです。この本はご存知のとおり、地

理書というより政治書に近い本ですから、ど

う扱われたでしょうね。残念なことに、差し

上げて間もなく亡くなられてしまいました。

深田さんの蔵書は国会図書館に入ったの

で、散逸せず幸いでした。ただ深田文庫（九

山山房）の中で、ヤングハズバンドの本は

６種しかないので、これで伝記を書くのは

ちょっと無理でしょう。なにしろ30冊以上

あるのですから。深田さんの蔵書のことで

気付いたことは、アラビアンナイトのテキ

ストは一冊もないことでした。当然でしょ

うが、ペルシアの詩集の『ルバイヤート』

もないようです。勿論、インドの性典『カ

ーマストラ』も。

またまた話が横道にそれてしまいました。

しかも話題が中近東に移ってしまいました

し、一体ヤングハズバンドとなんの関わり

があるのかと思われるでしょう。ところが

ヤングハズバンドがいろいろ身辺の相談を

したのは、どうやらペルシアの旅行家サー

・パーシィ・サイクス准将だったようです。

ただし、この二人の間で交わされた内々の

話し合いは、お互いの回想録に記載がなく、

分かりません。ところが私がそもそも中央

アジアと関わりを持ったのは、実は中近東

からでした。高校生の頃、南米アマゾンに

すっかり惚れてしまいました。ただ、東大

の先生がアマゾンの本をだし、それを読ん

だ瞬間、永年の夢があっという間に消えて

しまったのでした。世の中で、これほどつ

E.フィッツジェラルドによる『ルバイヤート』英訳版：表紙と扉

『ルバイヤート』のアラビア語版

『ルバイヤート』特装本の装丁・挿絵の一例）

ヘディンの『エベレスト』（1922：サイン入り）と

その挿絵「ガウリサンカール又はエヴェレスト」
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まらない本は、以来見たことも聞いたこともありません。

この失望していたとき、たまたま兄貴が「世の中にはもっと

いい所は一杯あるものさ」と言ってくれたのが、ヘディンの書

いた『エルサレム』という本と、『バグダッド・バビロン・ニ

ネベ』という大冊の本だったのです。これを見たとたん、世界

にこんなすばらしい所があろうとは信じられず、暗い気持が一

気に変わってしまったのです。本の中に数百枚の人物画が入っ

ていたのです。これには翻訳本がないのであまり知られていま

せんね。ですからのち、ヘディンの『さまよえる湖』など、ま

ったくつまらないものと思ったものです。

私にとっては、『千一夜物語』や『ルバイヤート』との運命

的な出会いもそうでしたが、英文学者の中野好夫さんとの出会

いも同じでした。中央アジアの本の出版についてのご相談だったのですが、

「それよりも『ヘディン伝』を書かれてはどうか。自分も実際には現地を踏

まなかったが、『アラビアのロレンス』を書いた。ヘディンを先に書くとよ

い」とすすめて下ったのです。もしこの出会いがなければ、『ヘディン伝』

は生まれなかったかも知れません。ただ、ヤングハズバンドの場合は、出す

より、出さないようにとせっせと勧めてくれた人の方が多かったようです。

（笑い） 面白いですね。このことでヘディンと比べると、ヘディンは政治

と関わるときまっておかしくなってしまいます。とても正気とは思えなくな

バートン版アラビアンナイト（全12巻：1897）その第１巻背表紙と扉、 アラビアンナイトを想わせる情景：『The Expedition for

および挿絵 the Suevy of the Rivers Euphrates and Tigris』
（Chesney､1850）より

サイクスの『Ten Thousand Miles in Persia or

Eight Years in Iran』（1902）、表紙と扉

ヘディンの『Till Jerusalem』（1918）、表紙と扉。 右は同書中の、ヘディンによる挿絵

『ユンシス』No.12（横断山脈研究会会報：2010.8）掲載用最終稿



- 31 -

ります。それに比べると、ヤングハズバンドにはぶれはありません。

『ヤングハズバンド伝』については、お話の最初の方で、「出版社で十数

年眠っていた」と申しました。出版というのは思った以上に難しいもののよ

うです。内容にもよりますが、相手があってのものですから。ヤングハズバ

ンドと関わりの深かったマカートニの場合、夫人が晩年に回想録を書いたの

ですが、この翻訳『カシュガール滞在記』の出版の引き受け手が長年ありま

せんでした。なんと、中央公論新社、角川書店、朝日新聞社、平凡社、みな

から断られました。「こんな人、誰も知らない」と言うのです。ただ、平凡

社さんは、「出してあげたいがちょうど経営が苦しいときで無理」とのこと

でした。朝日新聞出版局は、出版会議にも取り上げなかったと後で聞きまし

た。「内容がない」とかの理由だったそうです。日本の出版のレベルはこん

な程度かと、改めて思い知りました。また、脱線してしまいましたね。

ヘディンの本で色々励ましてくださったのは、榎 一雄先生でした。亡く

なるまで交遊が続きました。このことは中野先生同様、これまで人に話した

ことはありません。榎先生はむずかしい人だったようで、ずけずけ批判もさ

れたようなので、相手に出した手紙の下書きノートは、将来問題を起すだろ

うからと、お弟子さんの佐藤次高教授がすべて処分してしまったと、私に語

られたことが印象的でした。ヤングハズバンドでは、「カラコルム・ヒンズ

ークシュ会議」で、吉沢一郎さんから貴重なご教授を受けたことが忘れられ

ません。

かつて人から言われたことですが、「日本人は妙な体質を持っていて、相

談したりするときまって批判する。誉めることを知らない。だから大半の人

は自信をなくし、気落ちしてしまう。」これも永いこと気付きませんでした

が、どうも別に悪意がある訳ではないようです。この点で私がいま思うこと

は、よき人に出会えたということでしょうか。そのときはまったく分からな

かったけれど、時間がたつにつれますますそれが深く感じられるようになり

ました。多分、今は、皆さんにお目にかかれたことが、きっと私にとって人

生最大の幸運なことだったのだろうと思っております。

ありがとうございました。

本日は、先年、ラダクのレーから禁断のカラコラム峠の頂上部分まで達せ

られた坂井広志さんがわざわざご出席下さり、貴重な旅の体験をお話し下さ

いました。ご好意を深く感謝いたします。この峠を日本人として最後に越え

たのは、1909年、西本願寺の 橘 瑞超と野村栄三郎の二人だったろうと思い

ます。以来、一世紀近い歳月が流れたことになります。

【編者注：日本山岳会の「日印合同 東カラコルム踏査･パドマナブ峰登山隊」

（2002年､坂井さんが隊長）が、この登山行程の前半でカラコラム峠

を往復した。 】最後に、晩年のヤングハズバンド。

ラサで贈られた（1904）仏像を手に

マカートニ夫人の『カシュガール滞在

記』金子訳､2007､連合出版

ヤングハズバンド（74歳：1937年）
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追補：『ヤングハズバンド伝』に関わる幾つかのエピソード

ヤングハズバンドに関係した幾つかの話題にふれてみたいと思います。別

に、目新しい資料はありませんが、なにかのご参考になったらば幸いです。

キプリング

英国の作家ラディヤード・キプリングの名は、『ジャングル・ブック』な

どの少年少女向けの読み物として、古くから日本でもよく知られています。

ただ、一般にはせいぜいこのくらいで、あとは英文学者の研究分野ではない

でしょうか。しかし、19世紀末から20世紀にかけて、

インドを舞台に広く中央アジアの政治に関わる情報

戦、いわゆるグレイト・ゲームの世界になると、キプ

リングは文学ではなく別のアジア史の研究者から、今

でも注目されています。

キプリングはインド生まれの英国人で、父親はロッ

クウッドといい、ラホールの博物館の館長を務めてい

ました。ここはガンダーラ地方から発掘された素晴ら

しい仏教美術の宝庫で、キプリングはよい時期、よい

環境の中で育ったといえます。

ヤングハズバンドとキプリングは、資料の面からでは、直接話し合ったと

いう記録がありませんが、多分、会っていたことでしょう。なぜなら、キプ

リングの方が、２～３歳年下で、ヤングハズバンドがまだ20歳代の頃、イン

ド政庁の主計総監の一員としてシムラに勤務していたとき、いつも不健康そ

うな容貌をした若者が、ラホールの彼の新聞「市民・軍民ガゼット」紙の記

事漁りに来ていたといいます。ともかく彼は厚かましい取材をするので、皆

からすっかり嫌われていたといいます。ヤングハズバンドのキプリング評は

見たことはありませんが、彼の作品は読んでいたようです。ともかくヤング

ハズバンドの青春時代は、キプリングと時代背景も年齢も同じなので、この

時代を知るためにはキプリングの作品が一番役に立

つようです。彼の代表作品が25歳の時に出版した

『Plain Tales from the Hills』(1890)です。plain talesと

は「ありふれた話」のことですが、この丘陵地がシ

ムラで、ここを舞台とした短編は、ヤングハズバン

ドが活躍した青春時代を知る必読の書といえましょ

う。私も精読しました。

それから10年後、大変有名になる『キム』が書か

れます。この物語の主人公がキムで、主題となるの

が例の「グレイト・ゲーム」です。ただ、彼の文体

は私のような素人にはかなり荒っぽく感じられ、読

『セコンド・ジャングル･ブック』（初版､

1895）と挿絵

『キム』（初版：1901）表紙と、口絵のザムザム砲
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むのも訳すのもかなりむずかしいものでした。よい日本語にするのが易しく

ないのです。ただ、英文学者の中野好夫さんが、キプリングの作品はかなり

荒いというようなことを言っておられたので、なるほどと思いました。

『キム』の主人公は、インド生まれの白人のようですが、母親の妹に育て

られたといいながら、その妹がインド人との混血だったとあります。文章の

中からは分かりませんが、キプリングはこの主人公をあるいはハーフととら

えていたのかも知れませんね。当時、ロシアとの情報戦で、カシュガールで

英国のために頑張っていたのが、ヤングハズバンドのシナ語の通訳官マカー

トニだったので、あるいはキプリングはこれも大いにモデルとしていたのか

もしれません。しかし、これにふれた人はいまだいないようなので、なんと

も言えません。ともかく、『キム』を、英文学者は「政治や歴史とは無関係」

な男の読み物であり、「拡張された戯れ」と評価していると、かつて読んだ

ことがあります。読み方によって随分違うものですね。

マカートニ

19世紀末期から1930年代まで、シナ・トルキスタンはもっぱら

西域発掘調査の時代として紹介されていますが、一方では、政治

的なグレイト・ゲームの時代でもありました。

このグレイト・ゲームの登場人物の中で、どうしても無視でき

ない人に、ジョージ・マカートニがいます。1890年、ヤングハズ

バンドはインド外務省から、カラコラムからパミールの地方の政

治情勢、ロシアの南下の状況を調べてきて欲しいと命ぜられまし

た。このときは、カラコラム山脈を越えてシナ・トルキスタン、

パミールに入るので、シナ語の通訳官を連れて行くことになりま

した。このとき同行したのが、まだ23歳というジョージ・マカー

トニでした。

ヤングハズバンドの名著といわれた『The Heart of a Continent』

(1896)の中に、この経緯は触れられています。しかし、一番肝心

なことが除かれています。それは彼の出自についてです。彼は英

国人であることは事実ですが、実は民族が違っていたのです。

私の書いた『ヘディン伝』は、一般の読者の

方からはそうそう評判は悪くなかったのですが、

専門家の中には作り話が入っていると言って、

信じない人もいたようです。というのは、これ

まで聞いたことのない話が入っていたからでし

ょう。この結果、次に出した『中央アジアに入

った日本人』は嘘を書いていると、散々でした。

ただ、外交を専門としている人たちからは、評

価してもらいました。この中で最も問題になっ

たのが、ジョージ・マカートニだったようです。

私は彼を、英国人の父とシナ人の母から生ま

マンネルヘルムとその『Across

Asia』（100部限定版：1940）

２分冊の背表紙と扉

右は彼の旅程（1906-08）

左に英国外交代表部のマカートニ。中央はヤング

ハズバンド

カシュガールの英国外交代表部（後に総領事館）
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れたハーフと書きましたが、別に差別感はまったくありませんでした。ただ、

私の本を読んでくださった東洋史の先生の中に、びっくりして信じられない

と言っておられた方がありました。彼が純粋な英国人でなかったからといっ

て別にどうということはないのですが、この時代の事情をより詳しく知るた

めには、やはり知っておくのがよいかと思いました。

マカートニが混血であることは、スウェーデンの貴族で著

名な旅行家だった人が戦後間もなく亡くなって、その蔵書の

整理をしたとき、のちにフィンランド大統領になったマンネ

ルヘルムが、30年も昔に中央アジアを旅した時の大冊の紀行

本（２冊）が現れ、これを求めて初めて知ったのでした。こ

の本は当時、ヨーロッパでも幻の本といわれていました。い

ま一冊はヘディンの若いときの旅行記で、スウェーデン語の

本でした。翻訳はありません。

マンネンヘルムもヘディンも、別に人種差別はなかったようで、ただ真

実を書いただけだったようです。日本の西本願寺隊の隊員の方がむしろ意

識していたようで、出自については一切触れていません。では、マカート

ニ本人はどうか。聞くところ、子供たち（３人いました）にも、自分の親

のことは喋らなかったといいます。他言も禁じていたようで、当然、夫人

の書いた回想記にも一切ふれていません。私は一応、このことを英国側で

確認を取りたいと思い、旧インド省資料室、大英図書館、ロンドン・タイ

ムズの資料室にも問い合わせましたが、これらの点は一切記録にないとの

ことでした。しかし、いまでは一応この事実が公表されているので、私の

捏造説の嫌疑は晴れましたが、あえて自説の正しさは公表しませんでした。

ただ、悪口だけは残ります。1890－91年の数ヵ月間、ヤングハ

ズバンドはカシュガールでマカートニと生活をともにしますが、

個人的な印象はほとんどありません。

のち、マカートニはサーの称号をもらいますが、ヤングハズ

バンドの推薦かと思っていましたが、どうも違っていたようで

す。彼の晩年のこともいろいろ手を尽くして調べたのですが、

新しい情報もまるっきりありませんでした。不思議ですね。

1891年、ヤングハズバンドがインドに戻った後、マカートニ

はカシュガールに一人残留することになりました。それから1919

年に退職して帰国するまで、実に30年間もカシュガールに滞在

しますが、幸い夫人と暮らすことが出

来ました。この間、たった５回しか帰

国できませんでした。彼は1910年に、

英国総領事になりましたが、中国側と

ロシア側からさんざんの妨害やら中傷

を受け、大変な苦労をしましたが、な

ぜか英インド政府はさっぱり支援をし

てくれませんでした。ただ、彼は並外

れて忍耐強かったようです。彼の報告

マカートニ夫人の『An English Lady
in Chinese Turekestan』（1931）、
表紙と扉

右より、ヤングハズバンド、フィリッピ夫人、F.de ﾌｨﾘ

ｯﾋﾟ､ヘレン夫人､M. ネグロッテイ､アブルッツィ公､V.

セラ｡ 1909年､公のK２遠征時にカシミールにて

橘 瑞超と、彼の『中亜探険』（1912）表紙。右は、西本願寺隊を組織した大谷光瑞

ヘディンの『Khorasan och Turkestan』(1893)､表紙と扉
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した外交文書は膨大でしたが、いたって簡潔で、具体的説明がないため、私

も一部参考にしましたが、十分に利用できませんでした。惜しいことに彼個

人の回想録が無く、かろうじて夫人のカセリーンの思い出の記があるだけで

した。

なお、日本の西本願寺・大谷探検隊の一員、橘 瑞超が、明治44年(1911)

２月に、カシュガールの英国代表部を訪れてマカートニに会っています。彼

のただ一人の従者・英人ホッブスの葬儀のためという、哀しい出来事でした。

バウアー

19世紀から20世紀の中央アジアの探検史に関わる場合、どうしても避けて

通れないのが、英インド軍の軍人、ハミルトン・バウアーだと思います。彼

は軍人だったので、グレイト・ゲームはともかく、直接には学術調査や探検

には関わりがないと思われがちです。だから、彼のことはほとんど触れられ

られません。ただ一つの例外を除いて。

彼はたまたま1890年、同僚のカンバーランド少佐とパミールに狩猟に行こ

うと、ラダクのレーにいたところ、先年（1887年）、カラコラム峠で英国人

のダルグレイシュという人物がアフガン人に殺害されたので、この殺人犯を

逮捕するようインド政庁から命じられたため、ここからシナ・トルキスタン

の旅を始めます。このとき、ヤングハズバンドと現地で接触したようです。

彼は犯人を追跡して、天山南路を旅したようですが、相手の逃げ足が早く

てとうとう逃げられてしまいましたが、たまたま立ち寄ったクチャで、現地

人から樺の樹皮に書かれた一束の古文書を見せられ、これを購いました。普

通ならいらないと断るところ、彼は偽物でもよしと思って買ったのでしょう。

私もクチャには、いまだ漢族がほとんどいない頃に行き、現地人から購って

欲しいと、漢代の古銭を手に入れたことがあります。いまでも、掘るといろ

いろな古代の遺品が出てくるようです。

このときバウアーは、現地人から、「地下の町」に夜に来てほしいと言わ

れ、そこに行って例の品を手に入れたようですが、この「地下の町」という

のがよく分かりません。地下洞の仏教遺跡だったようです。私もクチャには

３度ほど行ったのですが、バウアーはどこで手に入れたのか散々探してみま

したが、記載がはっきりせず分かりませんでした。現在では中国側がうるさ

くて、どこも自由に立ち入りが出来なくなりました。

バウアーはこの文書をインドに持ち帰ってカルカッタのインド語学者のル

ドルフ・ハーンリ教授に見せたところ、この文書はブラフミー語で書かれた

５世紀の古文書であることが分かりました。ここでバウアーは、「バウアー

文書」の発見者として不滅の名を遺すことになったのです。

ハーンリは沢山の論文を書き、私もこれをせっせと集めましたが、20世紀

になってホータンから出土した古文書の中に、判読不能の文字があり、これ

を不明文字として図録に収録したところ、これが偽造文書と判明し、気の毒

なことにハーンリは、無知だとして世間から抹殺されてしまいました。この

偽造文書に関心を持ったり、犯人を追跡したのが、キプリングの父親だった

RGSのサプリメント（Vol.Ⅲ-1､1890）に

載ったケアリーとダルグレイシュの旅

行『シナ･トルキスタンと北チベット』
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り、オーレル・スタインだったのです。世間

は本当に狭いです。

バウアーを追っていきますと、なかなか単

純でありません。まずこの「バウアー文書」

の発見と獲得のドラマは、すぐに見られる英

国地理学会の機関誌『ジオグラフィカル・ジ

ャーナル』の1895年の「トルキスタンの旅」（A

Trip to Turkestan）にあります。しかし、彼は

公式の報告書 を、別にインド政庁から出して

いました。わずか 50ページの『Report of

Journey in Chinese Turkestan in 1889-1890』

(Calcutta､1891)です。ところがこれは一般に

は流通せず、まず、見ることはほとんど不可

能です。かろうじて数部、旧インド省の資料

室にあったものも、1940年にバウアーが亡く

なると、遺言で全て廃棄処分されてしまいま

した。むろん、大英図書館にもありません。

私はかろうじてこのコピーは手に入れて見ま

したが、たぶん、研究者でも見た人はいない

でしょう。かつて、他の論攷とあわせて訳し

たことがありましたが、どこの出版社も冷淡

で、手に取ることさえ拒否されてしまいまし

た。理由は、誰も知らないものはだめだというのです。

バウアーの話はこれで終わりかといいますと、実はこの旅のすぐあとの

1891年、今度は同じ旅仲間のカンバーランドと、前と同じラダクのレーから、

今度はチベットの心臓部を西から東へと横断し、打箭炉まで旅します。これ
ダルツェンド

はまさしく、西欧人によるチベット最初の横断旅行で、特筆すべきものでし

た。これが『Diary of a Journey across Tibet 』(1894)で、私は熱心に読んだ記

憶があります。ヘディンが中央アジアを横断しようと最初に計画を立てたの

は、たしかこの本をヒントにしたはずです。

ここで、バウアーは本当の軍人生活に入ったようで、我々の視界から一時

消えます。しかし1911年、東ヒマラヤの南側にあるサディア付近で、英国人

のノエル・ウィリアムソンが現地人のアボール族に殺されたことから、イン

ド政庁からアボール討伐隊（1911－12年）が組

織されます。このときの司令官がバウアーだっ

たのです。すでに少将になっていました。

このとき情報官として参加したのが、F. M.

ベイリーで、彼はこの討伐隊が任務を終了した

あとの1913年、インド外務省の許可を得て、ヒ

マラヤを超えて北側のツアンポー川の大屈曲部

に、仲間のモーズヘッドと潜入に成功し、偶然

ではないにしてもツアンポー川の未知の流路を

ベイリーの旅行伝記『No Passport

to Tibet』（1957）にある大屈曲部の

地図（部分）

A.ハミルトンの『In Abor Jungles』（1912）の

扉（内表紙）と写真

ハーンリ教授の論文が載ったベンガルアジ

ア協会論文集と、バウアー文書を述べた冒
頭部部分（1891）

同論文に載った新発見の遺跡（赤文字で表示）を示す折り込み地図（部

分）：ヘディン発見の「Old City」が、図右上のケリヤ河下流域に。
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確認した業績は、大変に大きかったと思います。ツアンポーの謎の解明に道

を開いたのでしたから。

ただよく分からないのは、どうもバウアーとベイリーは、あまり関係がし

っくりいってなかったといいます。なぜだったのかはっきりしていないよう

です。二人ともアジアの探検史に大きな業績を残した人たちですから、悪い

ことでないことを祈るばかりです。このアボール族の討伐隊の記録は、Angus

Hamiltonの『In Abor Jungles』(1912)があり、このあまり知られていない世界

が克明に描かれていると思います。

ロバート・ショー

カラコルムやシナ・トルキスタンの土地や民族などを知ろうとすると、意

外に情報がないのに戸惑うことが多いのです。なんと、ヤルカンド、ホータ

ン、カシュガール地方の知識も、７世紀の玄奘の『大唐西域記』からさっぱ

り出ないからです。このとき大変貴重な資料を提供してくれるのが、シュラ

ーギュントワイトやロバート・ショーの報告書なのです。

ただ、ヤングハズバンドとの関わりになってくると、時代は、二、三十年

以前のことになりますが、ただ、ショーは、ヤングハズバンドの母方の伯父

にあたり、彼はヒマラヤ山麓のダラムサラで、茶園を経営していました。ど

うも彼は健康を害してインドでお茶の栽培をしていたようで、このお茶をカ

ラコラムを超えてシナ・トルキスタンに輸出する気になったようです。この

調査のため、ぜひトルキスタンを旅する必要

に迫られたようです。カラコラム峠を超えて

ヤルカンド、カシュガールに行くには、当時

としては大変な勇気がいりました。この頃、

カシュガールは独裁者のヤクブ・ベクが支配

していました。

1865年に、タシケントがロシア軍に占領さ

れ、西トルキスタンは次々とロシアの支配下

に入っていきました。放っておけば、東トル

キスタンもロシアの統治下に入りかねません。

ロバート・ショーの大胆な行

動のおかげで、ヤクブ・ベク

の堅い扉はようやくゆるみ始

め、インド政庁との外交交渉

が開始され出したのです。こ

れはショーの尽力でした。こ

うして組織されたのが、ダグ

ラス・フォーサイスの使節団

でした。ただ、1870年にはヤ

クブ・ベクが不在で果たせ

ず、ようやく1873年に使節団

ロバート・ショー（1874）

シュラーギュントワイトと、『Reisen in Indien und Hochasien』 細い線はインドでの

（1869-80､４巻）の第１巻改装表紙。 彼の行程（同書より）

ショｰの報告書『Visit to High Tartary､Yarkand and Kashghar』（1871）
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はカシュガールでヤクブ・ベクに会え、通商

協定が結ばれました。このフォーサイスの使

節団に参加した多くの団員が、帰国後沢山の

報告書を書き、いずれも大変貴重なものです。

今ではちょっと入手のむずかしいものばかり

です。この使節団の公式報告書もあります。

ヤングハズバンドの伝記には直接関わりは

ありませんが、やはり知識としては一応知っ

ておくべき基礎資料でしょう。とくに団長だ

ったフォーサイスには、娘さんが編集した自

伝と回想録があり、大変魅力のあるものです。

しかし、なんといっても価値の高いのは、ショー自身の書いた『Visits to

High Tartary､ Yarkand and Kashghar』(1871) ですが、これは日本では翻訳

されていません。何か調べていくと一番肝心と思うのはきまって訳されて

いないようですね。ヤングハズバンドの伝記に直接関係ありませんが。

ここで一つ問題は、ショーはただ茶商売が目的でなく、情報蒐集が目的

だったのではないか。これを指摘したのは、ショーの旅より半世紀も後に

旅した、アメリカのオーウェン・ラティモアでした。彼はなにかこの証拠

を掴んでいたのでしょうかね。

ロバート・ショーには、紀行本一冊しかないないように思われがちです

が、実は1876年の『ベンガル・アジア協会誌』(第45巻)に、「On the Ghalchah

Languages (Wahi and Sarikol)」というガルチャ語のテキスト（139p.）があ

ります。また、東トルキスタン史の『The History of Khojas of

Eastern-Turkistan』(Culcutta､1897)が死後に出版されています。

ロード・ロバーツ将軍とマーク・ベル大佐

ヤングハズバンドは、軍人として人生を踏み出したにもかかわらず、実戦

を経験せずに軍隊を終わってしまいました。戦争がなければ、軍人は出世し

ません。結局、第二次アフガン戦争（1878-79）以後、戦争がなかったのです。

せいぜいインド北西部国境地帯で民族紛争があったくらいです。インド北部

とパミール方面でロシアの南下政策が続き、結局、ヤングハズバンドは情報

蒐集活動を主にすることになりました。これを高く評価してくれ

たのが、当時、インド軍総司令官だったロバーツ将軍でした。

ロバーツ将軍は、当時は最も名高い軍人で、彼から声をかけら

れるだけでも最高の名誉でした。彼は第二次アフガン戦争の1879

年、カーブルからカンダハール間の遠路を踏破し、籠城軍を救助

したことで有名になり、一躍時代の人になりました。この彼と1891

年に面会でき、業績を大変評価してもらったのです。ヤングハズ

バンドは、決して無視されていた訳ではなかったのです。

ロバーツ将軍の業績を知るには、彼の回想録の『Forty-one Years

in India』（1897年初版）を読むのが一番で、600ページもの大冊な

ショーによる『東トルキスタン史』（1897）

D.フォーサイスと､彼の娘による自伝：『Autobiography and Reminiscences

of Sir Douglas Forsyth』（1887）表紙と扉

ロバーツ将軍の回想録『Forty-one Years in

India』（1900再刻）表紙と扉
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がら、19世紀のインドをめぐる様々な事件がまるで走馬燈のように描かれて

いきます。1857年のセポイの反乱からです。登山や探検には無関係のようで

すが、旅にはその土地、国の歴史的背景を知ることがぜひ必要と思います。

ヤングハズバンドのような場合は、特にそう思います。

軍人でありながらさっぱり軍人社会と関わりのないようなのが、ヤングハ

ズバンドの特徴です。この中でもぜひ加えねばならない人が、多分、上司だ

ったマーク・ベル大佐だったでしょう。彼の個人的なことは、ヤングハズバ

ンドの回想録『The Light of Experience』(1927)にもごくわずかしか触れられ

ていませんが、もしベル大佐との出会いがなかったとしたら、のちのヤング

ハズバンドは存在しなかったかも知れません。1887年、満洲旅行を済ませて

北京に戻ったとき、たまたまシナ内陸部の調査に来ていたベル大佐と北京で

会いました。そこでインドに帰る予定を変更し、アジア大陸横断の旅をしよ

うと計画を立てた訳です。この旅のことは翻訳本もあり、よく知られている

とおりです。しかし、この旅の背景に、ベル大佐の強力な支援があったこと

は忘れてはいけないと思います。ベル大佐は、カラコルム峠を越えてインド

に帰る予定のヤングハズバンド

に、そんなよく知られた峠は止

めて、未知のムスターグ峠越え

を強くすすめてくれ、旅が遅く

なっても、インドの当局にもそ

の説明をしておくからと言って

くれました。このお陰で、未知

のムスターグ峠が世の中に知ら

れることになったのでした。

残念ながらベル大佐自身のア

ジア大陸横断記は出版されず、

王立地理学協会のプロシーディ

ングに「The Great Central Asian

Trade Route from Peking to

Kashgaria」と題した論文があるだけです。ヤングハズバンドの旅行記はよく

訳されますが、肝心のベル大佐の紹介がさっぱりされていないようですね。

現地でヤングハズバンドに宛てて書かれたベル大佐の手紙は、30年以上たっ

て初めて公表されています。あまり公表できない理由があったのでしょうか。

もともとが、インド軍当局はヤングハズバンドの旅行を許可していなかった

事情があり、ベル大佐がこれに一枚絡んでいたと疑われていたからかもしれ

ませんね。ロバーツ将軍がわざわざヤングハズバンドに会ってくれたのも、

こんな背景が尾を引いていたからかもしれません。これは推測以上に出ませ

んが。

ベル大佐のRGSプロシーディングス

(1890)：「The Great Central Asian

Trade Route from Peking to Kash
-garia」

前掲のベル大佐報告にある地図「北京からカシュガールへの通商路」の左半部分
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ショムバーグ

ある土地の旅行記や体験の調査記録を読んでいて、ただ楽しむだけではな

く、その報告書を終わりまで読む価値があるかどうかを判断する一つの指標

は、その観察の描写にあるのではないでしょうか。どれが正しいかは分かり

ませんが、特に旅行記になるとその訪れた土地の風物、人種の構成から風俗

習慣の記載が、次に旅するとき大変貴重になります。旅行記として古典に遺

るのは、だいたいこうしたものではないかと思います。

20世紀に入って、アジア内陸部や辺境地帯を旅した比較的新しい人の中で、

とくに注目されるのが、英国人のショムバーグと、アメリカ人のオーウェン

・ラティモアではないでしょうか。勿論、他にも沢山いるでしょうが、とく

に私にはそう映ります。

レジナルド・ショムバーグは、ヤングハズバンドの若い時代、とくに19世

紀のフィールドであったインド北西部国境地帯を旅し、克明な記録を遺した

人として知られています。日本でも彼は早くか

ら注目され、戦前にはすでに『未知のカラコラ

ム』が翻訳出版されています。とくに1930年代

に入って、たて続けに４冊のすぐれた紀行本を

出し、これは戦後になってからですが全て翻訳

されたので、愛読者も多いことでしょう。です

から改めてふれる必要はないと思います。それ

に彼の旅は、シナ・トルキスタンに限っても、

1927－29、30－31年と、ヤングハズバンドの旅

した頃とは半世紀ほどたっていますから、当時

とはやはりすっか

り変わっていました。また、雁部貞夫さんが熱心に追求されてい

るので、私のふれるものはほとんどありません。

私が彼に注目したのは、彼の書いた５-６編の論文で、多くの

人はあまり気付いていないと思いますが内陸アジアの気候乾燥化

説に反対する論陣を張ったからです。パミールやタリム盆地の気

候乾燥化を強く主張したのは、アメリカの地理学者エルスウォー

ス・ハンティントンでした。私は、タリム盆地に行くときはどち

らもよく読んでいきました。

彼の論文を読んでいて一つ気付いた点は、実に観察が緻密なこ

とでした。どう見ても単なる旅行者風情ではないことは、一目瞭

然でした。単行本だけ見ていたのでは分からないかもしれません。そこでし

ばらく彼の足跡を追っていくうち、彼は英国の軍人であることは分かりまし

たが、なぜ軍務と関わりのない地方を、好き好んで一人で旅しているのか、

また当時としては非常に珍しいカラー写真まで入っていることに、驚きを禁

じ得ませんでした。このカラー写真をめぐる英独の競争は、別の意味で興味

深いものです。そして第一、彼の肖像写真がどこにもないことです。彼はか

なり特殊な情報将校だったことは、まがうことなき事実と思いました。

私の疑いはすぐ晴れました。1920－30年代にかけて、シナ新疆省で学術調

ショムバｰグの『Peaks and Plains of C. Asia』（1933）、表紙と扉

C. F. ショムバｰグ

ハンティントンの『The Pulse of Asis』（1907）
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査をしていたヘディン率いる西北科学考査団の隊員たちは、戦後も長生きし

た人も多く、私は彼らから色々教えられることが多かったのです。まあ同志

的結合というのか、固い友情で結ばれていましたから、他には話せぬ内密な

ことも話してくれました。そしてスウェーデンの仲間たちは、ショムバーグ

は英国の秘密情報員であるといい、彼とは現地で会って色々情報を交換した

とのことです。

私はこのことを知っても、他に喋りませんでした。情報員だのスパイだの

というとすぐに反発する人が多いので、うっかり喋れません。

ショムバーグが1920年代末から積極的に新疆省を旅した真の目的は、はっ

きり分かっていませんが、ただ、２つばかりありました。１つはドイツのル

フトハンザ航空会社が、内陸アジアに航空路を開くらしいこと、いま１つは

ソヴェトの新疆への浸透を調べることです。ソ連には新疆を併合する画策計

画があり、モンゴルは1924年にはソ連の支配下に入ってしまいます。しかも、

1930年代に入ると、トルキスタンの独立運動と、東干の馬仲英将軍らの戦闘
トンガン

が始まり、日本軍が馬仲英に接近を図っているというニュースも出てきまし

た。ショムバーグの調査任務はかなり重要だったことが分かります。

ショムバーグの足跡を追跡することは、当時の激動するアジア内陸部の世

界を、改めて浮かび上がらせてくれるにちがいありませんが、「すぐ探検調

査に政治を持ち込む」と言われると、発表するのが厭になり、本当の姿は残

念ながら見えなくなります。

ただ私をすっかり驚かせ、狼狽させたのは、ショムバーグと共に姿を現し

たのが、オーウェン・ラティモアだったからです。彼が単なる内陸アジアの

旅行家だったのではなく、実は、アジア動乱の火付け役の蔭の主人公でもあ

ったからです。そんなことを書けば、また皆さんから嫌われるでしょうね。

ショムバーグとヤングハズバンドとの関わりはほとんど見当たりません

が、ただ1932年にショムバーグがRGSで天山山脈の旅について発表したとき、

ヤングハズバンドは45年も昔に眺めた天山とキルギスの旅の思い出を語り、

ショムバーグの旅行成果を誉めています。

ネイ・エリアス

自分で好きで秘密情報員になった人もいなくはないでしょうが、この世界

は分かったようでよく分かりません。よく、シークレット・エイジェントと

スパイは別で、スパイは金で買われた者だと言われたことがあります。

当然、そういった人もいたことでしょう。しかし、国家の義務として

このような職に就いたというのが、常識ではないでしょうか。

ただ、かつて聞いたことで真偽のほどは判りませんが、アメリカ軍

では情報員になると、大佐以上の上級職になれないということを耳に

したことがあります。英軍の場合もそうだといいます。そう思ってみ

ると、すでに触れたF.M.ベイリーはこの情報将校だったため、上官か

ら嫌われたようです。1917年のロシア革命以後、タシケントに潜入し、

貴重な情報を蒐集してきました。また、1920年代の英エヴェレスト登

東干の馬仲英将軍

エリアスの『Tarik-i-Rashidi』（1895）表紙と扉
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山隊では、チベット側との交渉に立ちあったもののうま

くいかず、すっかり悪者にされたようです。こういった

秘密情報員の初期パイオニアの一人としてよく知られた

人に、ネイ・エリアスがいます。彼の伝記は先年出版さ

れ、翻訳も確かあったはずですので、これ以上触れませ

ん。ヤングハズバンドは1889年、たまたまシムラへ行く

途中、偶然にも汽車の中でエリアスと会うことになり、

このとき彼から、「次はどちらへお出かけですか」と訊ね

られたことがありました。しかし彼は、この人の名を公

表しませんでした。

この突然の問いかけから一種のインスピレーションを

受け、早速、インド外務省にチベット旅行の許可を掛けあったものの、軍か

ら拒否されて実現しなかったのです。ところがこのことでインド外相はヤン

グハズバンドを憶えていたらしく、カラコルム、トルキスタンの情報蒐集の

旅が実現していきます。これなど、先輩の貴重な一言が人の運命を変えてい

ったといえましょう。

ただ、エリアスの数多い旅行報告書は刊行されなかったので、詳しい旅の

ことは分かりません。東トルキスタンでの16世紀、東チャガタイ・ハン国の

歴史書、ミルザ・ハイダールの『タリク・イ・ラシディ』の英文のメモ、ノ

ート、地図などが、エリアスによって作られていて、この全訳文（534p.）が、

デニスン・ロスにより1895年に出版されています。私はもう大半を忘れてし

まいましたが、この本を幾度も読み囓ったことがあります。この本文を翻訳

したのはデニスン・ロスですが、ヤングハズバンドは彼が組織した「世界宗

教会議」の組織運営で、晩年に彼からいろいろ助けられたようです。世間は

広いようで狭いものですね。

日本人とエリアスとの関わりは、中央アジア

の旅の後にトルクメニスタンからペルシアに出

た福島安正が、1897年９月にメシェドでエリア

スと会い、大変歓迎されています。福島の旅行

は、「中央亜細亜紀行」と題して雑誌『太陽』（明

治35(1902)年）に連載されています。なお、福

島自身の報告書『波斯紀行』の現代語版（拙訳）
ペルシア

は『シルクロード紀行』（雄松堂､1990）に収録

されています。ただ、この秘密報告の方は見つ

かっていないようです。

デニスン・ロス

エリアス（1895頃）と、彼の伝記（1971）表紙

福島安正の「中央亜細亜紀行」：『太陽』 福島の紀行の現代語訳

連載の冒頭（1902） 『シルクロード紀行 Ⅰ』

（金子､1990）
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オーウェン・ラティモア

ここでオーウェン・ラティモアを取り上げるのは、ちょっと場違いかもし

れません。で、ごく簡単にだけ、ざっと触れてみたいと思います。ただ、ヤ

ングハズバンドと直接関係なく、時代もずっと後に属するからです。実は、

ラティモアは『The Pivot of Asia』(1950)の中で、ヤングハズバンドの伯父の

ロバート・ショーをスパイだと書いており、私の知る範囲では、ショーを英

国のスパイだと指摘したのは、ほかに知らないからです。

ご存知のように、ラティモアは1926年、内モンゴルを西に抜け、内陸アジ

アの横断を完遂し、途中から新婚の妻と合流し、無事カラコルム峠を越えて

インドへ出てきました。約40年前の、ヤングハズバンドの大陸横断と同じよ

うな大旅行でした。帰国後、立派な『トルキスタンの沙漠の旅』(1928)を出

し、一躍有名人になりました。戦前戦後にも彼の本は妻の旅行記同様、翻訳

されています。ですから、彼の業績は、改めてのご説明は不要でしょう。私

も、彼の著作なら、だいたい集めて読んでいます。

では、ヤングハズバンドは彼をどう見ていたかといいますと、ラティモア

の旅行記については、アジア横断五十周年を記念して出版された『The Heart

of a Continent』新装版（1937年刊）の巻末のエピローグの中で、簡単ではあ

りますが紹介しています。

しかし、前のショムバーグのところでちょっと触れましたように、のちの

彼の言動には私ならずともいささか気になるものがあり、別の意味で注目さ

れます。彼はいつかアジアのすぐれた研究家、専門家になりました。ただ、

彼をアジアの旅行家としてだけとらえ、評価するのでしたら、のちの彼の行

動は関係ないことでしょう。このような人は、ほかにも沢山いることですし

ね。ところが、彼の場合はちょっと特殊で、軽く見過ごすことの出来ない点

が重要なのです。私は別に、研究分野が同じでありませんが、一時、彼と手

紙のやりとりはしていましたし、いろいろ貴重なことを親切に教えてもらっ

たこともあります。

日本では彼の評価は高いでしょう。深田久弥さんの『中央アジア探検史』

（1971）の中にも、ラティモアはちゃんと入っています。ただ、深田さんが

急死されてしまったので、長沢和俊氏が代筆しています。この探検史は、あ

くまでアジアの探検・旅行家の列伝ですから、その人の全生涯にわたっての

ラティモアの『The Pivot of Asia』

（1950）、背表紙と扉

ラティモアの『High Tartarry』（1930）、表紙と扉 同書に掲載のサセル峠（ラダクと新疆の境）
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記事ではありません。

ところが、ここで視点をいま少し広げ、彼の生涯の後半部分にま

で光を当ててみますと、彼への考え方というか、評価は一変してし

まいます。ラティモアはアジア旅行を一つの契機として、次第にア

ジアの諸問題に入っていきます。そして、中国は勿論のこと、モン

ゴル、満洲、新疆にかけての専門家として、アメリカの極東政策に

甚大な影響を与え、政府要人からマスコミ、大学、大衆にまで大き

な影響力を発揮していくのです。日中戦争以降になると、1941年に

はルーズベルト大統領から蒋介石の顧問に抜擢されますが、その一

方で蒋介石へのアメリカ援助は止めるように、中国共産党には援助

を増大し、ソ連の影響力を強めるよう進言しています。のち、韓国には援助

を止めること、日本からアメリカ軍を撤去させ、天皇制を廃止するようにと

も言っています。もしこの提案が受け入れられていたら、日本はソ連の支配

下に入り、東京はベルリンの運命をたどっていたことでしょう。彼の主張は、

アメリカ政府はスターリンを信頼し、中国共産党を大いに支援せよと助言し

ています。ですから、アメリカ国務省の要人たちがいつか完全に左傾化した

としても、不思議でありません。これが一切画餅に帰したのは、1950年の朝

鮮戦争の勃発でした。

ラティモアが明らかにソヴェトの秘密代理人、シンパであったことは、の

ちに明らかになり、彼やアメリカ政府を牛耳っていた国務省の役人たちの多

くが、ヨーロッパに逃亡していきました。調べていくうちに、ラティモアは

スターリンの行動を支援し、彼の血の粛清を弁護していたことも確かでした。

中国４億の人たちを共産側に引き渡し、アメリカの間違った政策を直接立案

したのは彼ではなかったにしても、彼の取り巻きやシンパたちによって、巧

みに誘導されたことは間違いありません。日本の戦後政策にも大いに関係が

あります。

彼は大変注意深い人でしたから、なかなか尻尾を出しませんでした。彼は

たしかに、自ら認めるように、中国、モンゴル、ソ連といった国際問題の専

門家としての名声は維持したでしょうが、彼の著作を丁寧に読んでいくと、

明らかにソヴェト寄りだったことは歴然としてきます。ただ、アジアの専門

家としての評価になると、私にもどう判断してよいのか分かりません。彼の

人物評を紹介するとき、こうしたことは一切なかったことと無視すべきかど

うか、残念ながら分かりません。ただし、彼の政治思想の背景や、何も知ら

ずに彼を賛美するだけの紹介記事には一抹の不安と抵抗を感じます。

【 編者注：金子民雄『西域列伝－シルクロードの山と人』1982､岳書房 や、

同『ヘディン交遊録－探検家の生涯における17人』2002､中公文庫 に、

この地域に関連する人々について詳しく述べられています。 】

私のつまらぬ雑談のために、色々ご配慮下さった中村会長や、

話し言葉をテープから起こして多くの図版と一緒にまとめて

くださった長岡正利さんに、心よりお礼申し上げます。

講演会での金子民雄さん

ラティモアの邦訳本『中国と私』

（1992）、表紙カバーと帯

ラティモアの『Mongol Journey』（1941）、扉

『ユンシス』No.12（横断山脈研究会会報：2010.8）掲載用最終稿


