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岩佐 毅 

～革命、独ソ戦、ソ連崩壊を乗り越えたロシア人の底力～ 

ウラジオストクからバス 4時間で綏芬河（スイフンヘ）に買物ツアー 

ウラジオストクからバスで 2時間ほど北上し、ウスリースク市を越え、更にしばらく行くと

グロデコボという国境の街に到着する。そして、バスか鉄道で中露国境を越えると中国黒

龍江省綏芬河（スイフンヘ）というロシア人観光客がショッピングや休養に多数訪れる賑

やかな町がある。この町の商店はど派手なロシア語の看板を掲げ、中国語訛りのロシア

語を流暢にしゃべる店員が身振り手振りでロシア人観光客やビジネスマンのお相手をし

てくれる。 

旧ソ連崩壊直前のペレストロイカが始まると、ロシアではゴルバチョフの英断で、個人でも

自由にビジネスに従事できる体制に社会が急遽に変化し、雪崩を打ってロシア人たちが

この綏芬河(スイフンヘ)に押し寄せ始めた。そして、猫も杓子もと続々と繰り出して、あり

とあらゆる消費物資や繊維製品を買い込んで、ロシアに担ぎ込んでのぼろもうけが始ま

った。 

ウスリースクに住む私の知人の在ロ朝鮮民族のおばさんは、中国で子供の勉強机 1個く

らいの商品を買い込んで、ロシアで販売すれば、翌日車一台買えた時期があると得意げ

に話してくれた。 

イスタンブールに大挙担ぎ屋ロシア人、日本に中古車買いつけの大部隊 

また、その頃私はトルコのイスタンブール経由で客船に飛び乗って黒海を一昼夜で横断

し、主要取引先であった黒海船舶公団本社所在地のオデッサに向かったことがある。 

そして、初めてのイスタンブール市内観光の際、埃が舞いあがる原っぱに数台のバスが

停車し、その周りで多数のロシア人担ぎ屋がトルコ人の開いた臨時の露店で大量の繊維

製品などの消費物資をにぎやかに買い付けている凄まじい光景に出くわしたことがある。 

また、丁度同じその頃、ありとあらゆる方法で日本海を横断して来日し、主として日本海

沿岸の各港周辺で日本製中古車を爆買いする多数のロシア人ビジネスマンが見受けら

れ、日本から海外に輸出される中古車約 110万台の半分以上がロシアに輸出されてい

た時期がある。 

ウラジオストク～伏木（富山県高岡市）間には週一便フェリー型客船ルーシ号がピストン

航海しており、毎回 200人以上のビジネスマンを運び、買い付けた中古車をてんこ盛り

に満載して帰国していた。 
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更に当時のロシアの貨物船は通常船員 20-30名ほどの定員であったが、何故かほとん

どの木材輸送の貨物船などに、やはり正規の船員手帳を入手した、“隠れ船員”が必ず

10数名追加乗船していた。彼らは要するに船員がビザなしで入出国できる制度を利用し

ての中古車買い付けツアーの“ビジネスマン”の皆さんであった。 

当時最大のロシア向け中古車マーケットがあったのは富山県で、高岡市から富山市に向

かう国道 8号線沿いに、200店を超す中古車展示場が軒を並べてロシア向け車両を各

店百台以上展示して大展開していた。 

それらの店では、すべて看板はロシア語で表示され、商談も片言のロシア語であったが、

経営者はほとんどパキスタン、バングラデイッシュ人などイスラム圏の人々であった。 

そして、近所に 100人は座れるイスラム教の祈祷場所（モスク）も開設されており、私も

誘われて礼拝に参加し、長い説教を聞き、手掴みでピラフを頂いたことがある。 

その後、しばらくするとしっかり資金を貯めこんだ“新ロシア”人たちが、懐に数百万円の札

束や旅行小切手などをねじ込んで、短期滞在の正規のビザを取得して続々来日し始め

た。彼らは各地のオークション会場で中古車を買いまくり始め、車両運搬船（ローロー船）

多数がロシア向け中古自動車を満載して日本各地の港からウラジオストクに向けて連日

出港して行き始めた。その結果、合計 1800万台もの日本製中古車が極東ロシアからシ

ベリア各地は勿論のこと、黒海沿岸のクラスノダールなどにも続々運ばれて、全土を席巻

した。 

第二次世界大戦の犠牲者 2700万人を乗り越え、再起のロシア 

とにかくロシア人は粘り強く逞しい。700万人もの犠牲者を出した 4年に渡るロシア革命

の内戦を耐え抜き、革命後の大飢饉を乗り越え、ソ連崩壊の大混乱を潜り抜け、あらゆ

る艱難辛苦を笑い飛ばして生き続けるしぶとい民族である。 

また、第二次世界大戦では数百万のドイツ軍機甲化部隊に攻め込まれ、2700万人もの

犠牲者を出し、（ちなみに日本の戦病死、原爆、空襲などの死者は合計約 320万人）主

要な町々をナチス・ドイツに徹底的に破壊、占領された各地では、娘たちは凌辱され、友

人や肉親を虐殺されている。 

それでもありとあらゆる困難を乗り越え、老いも若きも国民すべてが一致団結して粘りに

粘り、ついに 500万のドイツ軍将兵を捕虜にし、渾身の力を振り絞って戦線をドイツまで

数千キロ押し返した。 

そして、ベルリンに先陣を切って一番乗りし、国会議事堂上に勝利の赤旗を高らかに翻し

たという、実に偉大な国民ではないかと思う、今日この頃です。 

（令和 3年 4月 18日） 
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                              岩佐 毅 

～飲み放題ロシアにバス旅行のお上りさん～ 

森と湖のフィンランドと大国ロシアはお隣さん 

北ヨーロッパに位置し、西にスエーデン、南にエストニア、北にノルウエーとそれぞれ

接するフィンランドは、サンクトペテルブルグから数百キロ西のロシアのお隣さんの国

である。このフィンランドと言う国は第二次世界大戦時ナチス・ドイツ側に与してソ連軍

と戦い、結局ドイツとともに敗北したのち、森や湖沼が多く自然が美しいカレリア地方

をソ連領に割譲編入されて、国土の一部を失い苦汁を飲んだ。 

この自然が美しいフィンランドは、隣国旧ソ連（人口 2億 5千万人）と比べて極小の

人口 530万人の小国であり、実は東洋系モンゴロイドとコーカサス人の混合民族で

ある。 

氷水で酔っ払いを叩き出す、可憐なロシア娘 

旧ソ連時代のとある夕べに、当時レニングラードと呼ばれていたサンクトペテルブル

グの海岸辺りに建つ、モダンなホテル・プリバルチースカヤ内のレストランで食事し 

た際のお話である。既に 11時を回って閉店時間となったので部屋に戻りかけると、

大広間の真ん中で、一人の男がかなり酔っぱらって椅子にだらしなく座って前後にぐ

らつきながら、盃を傾けている。 

それまで大広間をうずめ、軽快な音楽に合わせてダンスに興じていた酔客たちも、既

に千鳥足で三々五々レストランを出て行き、まだ赤い顔でウオッカを抱えて粘ってい

るのはその男一人である。すると 18歳くらいの可憐なロシア娘が、頭の毛もかなり薄

くなったその酔っ払いのフィンランド人に「出て行け！」と怒鳴りつけている。 

しかし、その男は全く聞く耳を持たず、まだウオッカの杯を離そうとせず、右手を挙げ

て「もう少し居させてください」と懇願している。 

するとウエイトレスの娘さんは大きく両手を左右に広げて、あきれ顔でその場をいった

ん去って、奥から氷水が一杯注がれたバケツを運んできて、もう一回「閉店だ、出て

行け！」と叫ぶ。しかし、くだんのフィンランド人は馬耳東風の模様である。するとこの

ロシア娘は男の首筋を掴んでワイシャツを大きく広げ、バケツの氷水を思いっきり背

中に注いだのである。その途端電流が走ったかのようにピクリと痙攣した男は、よう
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やく娘さんに引きずられて、ずぶぬれの哀れな姿でレストランから追い出されていっ

た。 

フィンランド人は素朴なお百姓さん 

私の印象ではフィンランド人は素朴な「お百姓」さんで、いわばお上りさんである。この

レストランがあるホテルの地下のバーには壁に 3-4枚顔写真がまるで指名手配の犯

罪人のように貼ってある。そこで、不思議に思い、「犯罪者の指名手配写真」ですかと 

聞くと、「2-3年前から行方不明のフィンランド人で、今捜索しているのです」とのことで

あった。アルコール販売に厳しい規制のあるフィンランドから、酒が無制限に自由に

飲めるレニングラードに観光旅行し、酔っ払うと羽目を外してロシア娘たちと腕を組ん

で市中に繰り出し、行へ不明となるフィンランド人の男たちが後を絶たないのだそうで

ある。ロシア人たちは彼らを「フィン、フィン」と呼んで何かにつけて小馬鹿にしている

が、なぜかフィンランドにはかつて日露戦争の英雄・連合艦隊司令長官東郷平八郎

の勇ましい軍服姿をラベルにしたビール「トーゴ―」があって、強敵ロシアのバルチッ

ク艦隊を打ち破った東洋の小国・日本に、彼らはほのかな憧れの気持ちを長年持ち

続けている。  

（令和 3年 4月 19日） 

 

 

               岩佐 毅 

～日本人なしでは生活苦しいロシアの暮らし！～ 

外貨バーでウズベキスタン人に間違われる 

今から 30年ほど前のある冬の夕暮れ、レニングラード（現在のサンクトペテルブル

グ）を訪問した時のことである、ホテルのバーで晩酌を一杯やろうと思い、毛皮のコー

トにシャプカ（毛皮帽）姿でドアを開けた。するとバーテンがジロリと一瞥し「外貨は持

ってるのか？ここはルーブリは使えないぞ」ととてもぞんざいな態度で一瞥するではな

いか。当時バーやレストランなどでも外貨しか使えないところが少なからず存在し、要

するに許可なく自由に外貨が持てなかったロシア人やソ連諸国の人々は中々入れな

いところであった。（出所の証明書を所持せず、むやみに外貨を所有すれば逮捕され

ていた） 

それまでも私はウズベキスタン人にあちらこちらでよく間違えられていたので、その時

もバーテンは「ウズベクがこんなところに来やがって」という白い目で、私を眺めてい

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029713132205&comment_id=Y29tbWVudDo3OTU1NzE5MzQ0MTM3MTNfNzk1NzU5MTY0Mzk0OTkw&__cft__%5b0%5d=AZXPuRq8-VA922_EKIUKeogKvzExtKHjtkFqAXP4gJbaV5O2rtsgcr9BXtBCCx5SsWh0aGFzR-c8M5I-xvMg3HPswkq0VLxD3qnxVtPRDCa-jJhq61sOsyOifKGL3RamXQc&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029713132205&comment_id=Y29tbWVudDo3OTU1NzE5MzQ0MTM3MTNfNzk1NzU5MTY0Mzk0OTkw&__cft__%5b0%5d=AZXPuRq8-VA922_EKIUKeogKvzExtKHjtkFqAXP4gJbaV5O2rtsgcr9BXtBCCx5SsWh0aGFzR-c8M5I-xvMg3HPswkq0VLxD3qnxVtPRDCa-jJhq61sOsyOifKGL3RamXQc&__tn__=R%5d-R
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た。そこで、「ドルを少し持っています」と遠慮がちに小声で言うと、彼は入れと目で合

図した。私はおとなしく入店してソファに腰を降ろし、おもむろにわざと赤い表紙の日

本国パスポートを出して大きく開き、彼に表紙が見えるように眺め始めると、バーテン

はふとその赤い表紙に目を止め、「失礼しました」と急に態度を変えて、背をかがめな

がら慇懃無礼に「日本の方ですか？」と聞いてきた。 

日本人と判明し、お目々パッチリのウクライナ娘が大接近 

「ダー、ヤポーネッツ！（はい、日本人です）」と宣言すると、一番左端でフィンランド人

にピッタリ寄り添い、何やら話し込んでいた目の周りにアイシャドウを濃く塗った、お目

目パッチリで超グラマーなウクライナ娘が突然振り向き「ヤポーネッツ！＝日本人だっ

て」と叫び、フィンランド人を投げ捨てるようにつき離して、私の横に脱兎のごとく接近

してきた。そして、「私日本の方とお話しするのを夢見てたの、初めてお話しできて嬉

しいわ」とにっこり笑みを浮かべ、甘い鼻声で「ロシアでは日本人無しでは暮らしが大

変なの」と囁きすり寄ってくるのであった。 

ところで、レニングラードからフィンランド国境まではバスで 4時間ほどの距離で、ア

ルコール飲料の販売に厳しい規制があったフィンランドからウオッカ飲み放題の酒飲

み天国ロシア、サンクトペテルブルグへのバス旅行に人気があった。そして、バスが

国境を越えロシアに入国すると、すぐに彼らは道路わきの売店でウオッカを買い込ん

で、ラッパ飲みしながら到着し、夜通し飲み明かすのであった。そして、ホテルのあち

こちにたむろする濃い化粧を凝らしたミニスカートの派手なロシア娘たち、いわゆる”イ

ンターガールズ“と意気投合すると、街に繰り出し、思いっきり羽目を外して遊び惚け

るのであった。 

さて、前述した外貨バーで私に突然すり寄ってきたウクライナ嬢とのその夜の顛末に

更にご興味のある方は、いずれ有料の極秘講演会で開陳することと致しますので、ご

来場ください。とにかく今から 30年前の「遥かなるロシア」の昔々の懐かしい思い出

である。 

（令和 3年 4月 19日） 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/konosuke.huzii.9?comment_id=Y29tbWVudDo3OTUxNDE4ODc3OTAwNTFfNzk1NjA0NTg0NDEwNDQ4&__cft__%5b0%5d=AZXCfydwp6EK7KtjaHFFdL6DfnPW3mlFotCxMAaq1dSscS6hVnqChRTtH_8Aq0KR4F5HaVkqyPNBMFBcqkS0QumYqhKwDfHCtPtohRoId2mFzgLXOVyNTQQxJrhgv4JUmwM&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/konosuke.huzii.9?comment_id=Y29tbWVudDo3OTUxNDE4ODc3OTAwNTFfNzk1NjA0NTg0NDEwNDQ4&__cft__%5b0%5d=AZXCfydwp6EK7KtjaHFFdL6DfnPW3mlFotCxMAaq1dSscS6hVnqChRTtH_8Aq0KR4F5HaVkqyPNBMFBcqkS0QumYqhKwDfHCtPtohRoId2mFzgLXOVyNTQQxJrhgv4JUmwM&__tn__=R%5d-R
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             岩佐 毅 

～プーチンご推奨のロシア製自動車は“走る棺桶”？～ 

ソ連崩壊後、ロシアは別の国に様変わり 

レーニン指導の下に、社会主義、共産主義の理想を追い求めた実験国家ソ連は、

建国後約 80年を経過して、次第に経済が行き詰まり、ゴルバチョフのペレスト

ロイカを経て、1991 年 12 月に突然崩壊し、その後、連邦を構成していた各共

和国も独立し、現在ロシアは全く別の国に生まれ変わっている。 

旧ソ連時代市民は全員身分証明書となる国内用パスポート所持が義務づけられ

ており、鉄道切符、航空券購入、ホテル宿泊時のチェックインなどあらゆる社会

生活上でパスポートは必携であった。ところが、一部の者を除き、海外渡航用の

パスポートの所持は許可されず、来訪する外国人と会話するのも遠慮がちであ

った。しかし、旧ソ連が崩壊し、市民は海外渡航用パスポートの所持を許され、

外国への渡航も自由にできる、「普通の国」となり海外旅行も一大ブームとなり、

世界各地にロシア人観光客が目立ち始めている。 

更に大きな変化の一つは、旧ソ連時代には、例えばナホトカ港湾局の従業員 5千

人の組織に毎年配給される国産車は 5台のみであり、乗用車所有は市民の“夢の

また夢”であった。ところがソ連崩壊後は一般市民が自由に乗用車を輸入したり、

購入所有できるようになったことである。 

そして、トヨタ、日産など外国資本の新車製造メーカーが次々工場を建設して

開業し、ことさら大量の中古自動車が輸入販売されたウラジオストクでは、日

本車が 90％以上、韓国車とヨーロッパメーカーの車が少々といった風で、時折

見かけるロシア製車両は武骨なカマスの大型トラックのみと言っても過言では

ない。 

プーチン大統領ご推奨のロシア製自動車は“走る棺桶“ 

ロシア人に「プーチン大統領がモデルチェンジしたロシア製の車を買うように

テレビで大掛かりな宣伝をしていますが」と聞くと、運転手さんは顔をしかめ

て、ロシア製の“走る棺桶”にはとても乗れないとつれない返事である。ある日

ウラジオストクでタクシーに乗るとハイブリッドのプリウスであり、周りを見

渡してもほとんどすべてのタクシーがプリウスに代わっており、運転手さんは

料金表示を自動的に行うスマフォ片手に意気揚々と顧客を運んでいる。 
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そこで、私は「プリウスはどうですか？」と質問すると、運転手さんは「とても

よく走りますよ、でも、私はこの車はどこか病気で調子が悪いのではないかと

毎日心配しているのです」というではないか。私は畳みかけて、「どうしてです

か？」と尋ねると、運転手さんは「とにかくこの車は食欲が全くなくて、まるで

病気にでも罹っているかのように、ガソリンを全然食べてくれないのですよ。」

と言ってニヤリとウインクした。 

また、翌日乗車したタクシーは韓国製のキアであったが、同じ質問を運転手さ

んにすると、彼は「よく走る車で気にいっています。でも、とにかく大飯食らい

で、ガソリンを食べて、食べて、要するに燃費がとても悪いので困っています」

というではないか。外観は同じような形をしていても、性能の違いが歴然とし

ており、彼らは日本車を”ヤポンカ”＝日本娘と愛おしそうに呼んで、どこまで

も恋焦がれているのである。 

≪令和 3年 4月 18日≫ 

 

 

岩佐 毅 

～極寒のナホトカでは卵入りラーメンが最高～ 

35 歳で貨物船で初めてロシアを訪問 

私は 35歳の時、冬のさなかにソ連のコンテナー船に便乗してナホトカ港に到着し、

初めてロシアの大地を踏みしめた。どんより曇った暗い空、黒々とした山並みが見え

始め、これから初めてのロシアに上陸するのだと興奮が高まり、うねっていた海が陸

に接近すると 1 メートルを超す真っ白の氷に変わり、激しく揺れ動きながら進むコンテ

ナー船の甲板に興奮しながら立ち続けていた。 

上陸したナホトカは港湾はよく整備され、コンテナー積載作業用ガントリークレーンが

林立し、岸壁には多数の材木運搬船やコンテナー船などの貨物船が停泊していた

が、市内は寂しいロシアの田舎町であった。ホテルも古ぼけた建造物で何十年も改

装もされておらず、レストランのトイレも便器は割れたままで、臭気が一面に漂ってお

り、何年たっても修繕されることはなかった。 

そして、ホテルの周辺を散歩してみても、 商店らしきものはほとんどなく、日本の田

舎の鉄道駅のキオスクくらいの店舗に、申し訳程度に薄汚れた商品が並べられてい

るだけであった。ホテルの裏には保育園があり、3-4歳の赤いほっぺの子供たちが一
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人前に立派な毛皮のコートを羽織って、洒落た毛皮の帽子を冠り飛び跳ねて遊んで

おり、仲良くなって会話を楽しんだ。 

レストランは大音響で朝まで若者たちのダンス会場 

夜になるとホテル一階のレストランに突然若い青年男女がどっと湧いて現れ、明け方

まで大音響のオーケストラの伴奏に合わせて、ダンスに興じており、その表情の明る

さにほっとした。朝カフェでモーニングでも頂こうとするが、パンとコーヒー、紅茶以外

ほとんど何もなく、硬いサラミソーセージを齧る毎日であった。 

ある朝、喫茶のおばさんが嬉しそうに「今日はキュウリがあります！」と叫び親指ほど

のキューり数本の皿を自慢げに見せてくれ、野菜に飢えていた私が喜んで注文する

と、まるで宝物のようにそっと 1-2本秤にかけて「1ルーブリ」と値段をいうのである。 

卵入りラーメンに舌鼓 

そうこうするうちに横浜-ナホトカを週一回往復していた客船バイカル号が到着し、陶

器を輸出している日本人ビジネスマンと同宿となり、「食事に困っている」と吐露する

と、彼が「よし、インスタントラーメンをご馳走してやる。」というので、厚かましくも客室

にお邪魔した。彼はロシア渡航歴数十年の大ベテランで、慣れた手つきで大事そうに

チキンラーメンの袋からラーメンを取り出して注意深くお湯を注ぎながら「卵も入れ

る？」と聞いてくる。 

私は思わずその得も知れぬラーメンの懐かしく美味しそうな匂いに嬉しさが込み上

げ、「卵もお願いします」と興奮して叫んでいた。 

あの極寒のナホトカで 40数年前口にし、一滴のスープも残さず啜った「卵入りチキン

ラーメン」は、その後食べたどんな豪華レストランの料理よりもおいしく、初めてのロシ

アでまさに「地獄で仏」に出会ったような至福の時を過ごしたものである。 

（令和 3年 4月 19日） 
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                               岩佐 毅 

～Panasonic,シャプカを見せびらかすのはお止めなさい～ 

50 万円の資金で独立開業 

旧ソ連時代まっただ中の 45年前、私は 7年間勤務した白系露人経営の小貿易会社

を退職し、50万円の資金を元手に、机一つ、電話一台、おんぼろトラック一台で後先

考えずいわば突撃起業した。 

そして、最初日本各地に赤旗を翻して入港する年間約 4千隻のソ連海運省傘下の船

団を手あたり次第に訪船して、食料、作業工具、航海用品などの調達、供給といっ

た、いわば御用聞き的な小規模のビジネスに従事していた。 

そして、当時 10万円で入手したがたがたのトラックを乗り回して、時には毛布をかぶ

って車中泊もしながら、全国のソ連船が入港する港から港を駆け回っていた。 

幸い最初の月から売り上げ 300万円を確保し、何とか糊口を凌げていたが、若さと

勢いでその後業績をぐんぐん伸ばして行き、瞬く間に年商 1億円を突破した。 

そして、間もなくガス、石油パイプライン敷設のための巨大プロジェクトともいえる 10

年間で 100万トンの大鋼径管パイプの日本からソ連への輸出、大径管輸送が始まっ

た。そして、直径 1 メートル 46センチの大径管パイプを満載してウクライナまで輸送

する黒海船舶公団所属の 5万トンの大型船舶が続々と鉄鋼メーカーのある千葉、君

津、鹿島、川崎などに入港を開始し、懸命に走り続ける私にも彼らとの間に様々なビ

ジネスが一気に花開いた。 

前述の黒海船舶公団所属船はヨーロッパから来航し、往復の航海日数 4か月と長

く、ビジネスも一回り大きくなり、私は当時ソ連海運省傘下の巨大船団 350隻を有す

る黒海船舶公団（ウクライナ共和国オデッサ）の船長や機関長にいたく気に入られ、

次第に業績を伸ばしていった。そして、上述のバルクキャリアー型貨物船数隻のラッ

シング（積み荷締め付け用）強化チェーンの約１億円の契約を獲得し、年商も瞬く間に

数億円を超え、まさに日の出の勢いであった。 

ウクライナの港町オデッサ詣で開始し、業績急拡大 

無事前述の強化チェーンの納品と代金回収を終え、その頃から、私はオデッサにある

船舶公団本社に 2-3か月に 1回通い始め、副総裁技術部長などとも商談を行い、ま

さに順風満帆の中を進んでいた。 
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ところで、モスクワから約 1200キロ南のウクライナ共和国の港町オデッサは人口１５

０万人の大都市で、カシュタン（マロニエ）と呼ばれる広葉樹の並木道が美しいところ

であった。そして、詩人のプーシキンがこの街に一時追放されたが、オデッサ滞在

中、知事夫人との不倫の噂が流れて、再度サンクトペテルブルグに追い戻されたとい

う土地でもある。 

また、ロシア革命勃発直前に戦艦ポチョムキンを乗っ取って反乱兵士たちが帰港して

きた際、歓迎する老若男女の市民が幅広い巨大な階段に押し寄せたところを、皇帝

をを擁護する反革命軍が無差別一斉射撃を行い、市民を虐殺した血塗られた歴史の

街でもある。 

その市民虐殺の現場である“ポチョムキンの階段”は当時のまま残っており、今は市民

の憩いの場となっている。 

さて、ある年真冬のことであるが、いつものようにモスクワ経由 2時間の飛行を終え

てオデッサを訪れ、かつて敷き詰められた石畳の道を優雅に馬車が行き交ったプー

シキンスカヤ通りの定宿クラースナヤ（「赤」という意味で、外観も内装もすべてワイン

カラーの赤で統一されていた）に落ち着いた。その夜は華麗な娘さんたちダンシング

チームの妖艶な踊りや、バラエテイーをウオッカを片手に楽しんで、安らかな眠りにつ

いた。 

“Panasonic”を見せびらかすのはお止めなさい 

そして、翌朝ナショナルのビデオカメラを肩に、お洒落な毛皮の帽子、バックスキンの

毛皮のコートを羽織って外出しようと、重く大きな木製扉を開けて一歩外に踏み出そう

とすると、私の外套の袖を入り口に立っているガードマンの女性がしっかりつかんで

「危ない！」と叱責するではないか。不思議そうな顔で「なぜ？」と聞くと、『あなたのよ

うに立派なシャプカ（毛皮の帽子）を被り、PANASONICのマークの付いた高価なビ

デオカメラを肩にして見せびらかして街を歩くのはとても危険です。すぐにひったくりに

やられますよ。』とのご忠告であった。幸いその後何回訪問してもオデッサでは危険な

目にあったり、不愉快なことに遭遇したことはなかったが、ある日レストランの男性トイ

レで横に並んで用を足す若者から「IWASA?」と聞かれたことがあり驚いたものであ

る。この港町オデッサは町中に船乗りが住んでいて、彼も貨物船乗組員として日本滞

在中、度々訪船する私を見かけたのであろう。 

全てが滅び去り“夢のまた夢“ 

その後、客船 30隻余を含めて総計 350隻の船団を所有し、船員 3万 5千人を擁し

た名門巨大船舶公団は、ソ連崩壊後、独立を目指すウクライナとロシアの紛争に巻き

込まれてあっけなく倒産してしまった。そして、シンガポールにも現地法人を開設し、
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年商 20億円を突破していた我が社もその影響をもろに受け、5億円の支払い長期

遅延の影響であっけなく倒産し、いずれも跡形もなく滅び去った。 

そして、最後の公団総裁は、企業が経営困難に陥ったとき、所有船舶を次々たたき売

って生き残りを図ったが、その売却取引の際、巨額の賄賂を懐にねじ込んだ事実が

KGBの知るところとなり、手錠がかかり、7年間刑務所で“ブリヨン・ベズ・ミャーサ”

（「肉なしのスープ」の意味）暮らしをしたそうで、今となっては「浪速のことは夢のまた

夢」となった。 

（令和 3年 4月 20日） 

 

                  岩佐 毅 

～レニングラード包囲戦・100万人の屍乗り越え勝利～ 

町中が『博物館』の古都サンクトペテルブルグ 

帝政ロシア時代の首都サンクト・ペテルブルグ（旧レニングラード）は街中が博

物館といった風情があり、美しく落ち着きのある素晴らしい古都である。現地の

市民が話すロシア語もどことなく穏やかで、上品かつ情緒深い。 

私はソ連時代当時この古都がレニングラードと呼ばれている頃、この街にあった

ロシア最古のバルチック船舶公団と取引があり、再三商談に訪れたことがある。

ある日のことであるが、ネバ川沿いに聳え立っている有名なエルミタージュ美術

館（元皇帝の冬宮）の隣にある旧貴族の館（私が訪問当時は科学アカデミーの”学

者の家”）を見学中、ガイドの女性が私が、その時歩いている大広間の真紅の絨毯

を指さして、「あなたが今歩いている絨毯の歴史をご存知ですか？」と聞いてき

た。私が「それは知りません」と答えると、彼女はにっこり笑って「この真紅の

絨毯はベルリンのヒットラーの執務室の床に敷き詰められていたものです。 

第二次世界大戦でベルリンに一番乗りしてナチス・ドイツに勝利したソ連軍が、

戦勝記念に戦利品として持ち帰ったものです。」と説明してくれ、私はヒットラー

が毎日歩んだであろう真紅の絨毯を踏みしめて、しばし、感慨深く見学を続け

た。 

ヒットラーに世界を制覇し大美術館開設の野望 

ヒットラーは自分自身がかつて美術学校を目指した絵描きでもあり、第二次世界

大戦時占領したヨーロッパ各地で、美術品略奪部隊によって大量の美術品が奪い
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つくされ、第二次世界大戦に勝利した暁に世界一の大美術館を開館するという構

想を描いていた。その一方ソ連も各地美術館、博物館の専門家を集めて特別部隊

を急遽編成組織して、ナチス占領地で極秘に洞窟などに隠匿されていた略奪美術

品-フェルメール、ゴッホ、ピカソ、マネ、ドガ、ラファエロ、ルノアールの名画を始

め、シュリーマンの秘宝「トロイアの黄金」を発見した。その後、数奇な運命をたど

ってそれらはソ連に運ばれ、エルミタージュなど各地の美術館に収蔵された。（そうい

った経緯は「消えた略奪美術品」新潮社刊に詳細に記述されている。） 

しかし、その後、第二次世界大戦終了後、平和的に独ソ政府が交渉合意のもと

に、それらの一部をドイツに返却している。また、アメリカも同様にヒットラー

に奪われた美術品を取り戻す特別部隊を編成して、略奪美術品争奪の争いに加わ

り、ヨーロッパ各地で米ソの別の戦いが密かに行われていたのである。 

ピスカリョフ墓苑で黙祷捧げる 

また、当時のレニングラードに 5月初旬に滞在中、知人が良いところに案内する

といって、広大な公園に案内されたことがある。その公園もどきの場所は広々と

した単なる原っぱのように見え、知人が「何か感じることはありませんか」と尋

ねるが、私は何を言おうとしているのか分らず知人に説明を求めた。すると、「こ

の芝生の中をよく見てください」、「ここは独ソ戦中死亡した市民を葬ったピスカ

リョフ墓苑と言うところです。第二次世界大戦でナチス・ドイツ軍にレニングラ

ードは 3年間完全包囲され、糧食を絶たれて激しい空襲や砲撃に晒されました

が、市民たちはソ連軍部隊とともに多数が残留し、約 100万人の死者が出まし

た。しかも、そのうち市民 40万人は餓死したのです」というのである。驚いた私

は再度公園をよく見直してみると、墓石が整然と並べられており、各墓所には死

者の霊を慰める花々が供えられており、三々五々勲章を胸に下げた退役軍人たち

があちらこちらで家族とともに花束を墓前に捧げている姿を目にして、私はその

日が 5月 8日の独ソ戦勝利記念日であることにやっと気付き、思わず胸が熱くな

り黙祷を捧げた。 

とにかくあと一歩でレニングラードも陥落の危機にあり、ヒットラーは勝利を確

信して、レニングラードの目ぬき通りの由緒ある一流ホテル・アストリアで戦勝

記念祝賀パーテイーを企画し、料理のメニューまで決められていたとのことで、

そのホテルの壁や柱には激しい砲撃戦の弾痕が生々しく残っている。 

（令和 3年 4月 21日） 

 

 

 

 



13 

 

～地平線まで続くひまわり畑に感動の一日～ 

広大な葡萄畑に囲まれた農業国モルダビア 

モルドバ（旧モルダビア共和国）はウクライナとルーマニアに挟まれた人口

400 万人の小さな農業国で、ワイン、シャンペン、コニャックなどの名品産地

として有名である。 

首都キシニュフの空港に降り立つと、周りは地平線のかなたまで、どこまでも

葡萄畑がのどかに広がり、気分爽快である。この国の人種はスラブ系と言われ

るロシア人とは違い、主としてラテン民族のルーマニア系で更にジプシーが多

いい。彼らの母語はルーマニア語とほぼ同じであったが、当時旧ソ連の一共和

国であり、公用語はロシア語であった。 

しかし、この小国は第二次世界大戦時、共産党が政権を握り、ソ連に編入され

た歴史があり、一般庶民はとにかくウクライナやロシアが何故か大嫌いで、朝

からワインをがぶ飲みして「ロシア語を強制された、伝統文化を破壊された」

などと彼らの悪口や批判を口角泡を飛ばしてしゃべり続けるという国民性があ

った。 

ある日、首都キシニュフからウクライナの港町オデッサに向かう車中で耳にし

た小噺を一席ご披露しましょう。 

ウクライナとモルダビアの相違点 

～同じ車に同乗してオデッサまでの数時間を過ごしたモルダビア共和国のある

次官は「まもなくモルダビアとウクライナとの国境を越える橋を渡りますが、

国境の表示は一切何もありません。しかし、皆さん、外の葡萄畑を眺めていれ

ば、すぐに国境を越えたかどうかがわかります」と説明してくれた。そこで、

「なぜですか？」と質問すると、彼は得意げに「モルダビア側の葡萄畑はいつ

もキチンと手入れされて整理整頓されており、草など一本も生えていません。

しかし、この車が一歩ウクライナ領に入れば葡萄畑は草茫々で、とにかく無秩

序に荒れ果てています。」だから、こちらがモルダビア、あちらがウクライナ

とすぐ分かります。」そして、「モルダビア側で働く牛たちもご覧なさい、と

てもエレガントでまるで若い娘さんのように可憐でしょう！」、しかし。「ウ

クライナ側で働く若い娘さんたちは、まるで牛が動いているかのようです」だ
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から国境の表示がなくてもどこからがモルダビアかウクライナかはすぐに分か

るのです。」とのことであった。～ 

これはイタリアとソ連合作で制作され一世を風靡した、著名な映画「ひまわ

り」（ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニ主演）の舞台となっ

た、地平線のかなたまで続く雄大なひまわり畑を通過途中に、爆笑したお話で

ある。そして、しばらくするとカシュタン（マロニエ）の匂いが街中漂うウク

ライナの港町オデッサに到着した。 

 

（令和 3 年 4 月 20 日） 

 

日本人をとても尊敬しています！」～ 

ベールを脱いだウラジオストクを初めて訪問 

旧ソ連時代、太平洋艦隊基地のある軍港ウラジオストクは完全な閉鎖都市であ

り、外国人の立ち入りを厳しく禁止された街であった。やがてゴルバチョフの時

代となってペレストロイカが開始されると、ようやく閉鎖が解かれ、”ベールを脱

いだ憧れのウラジオストク”を訪問できることになった。 

私がはじめてウラジオストク空港に到着すると、寒々とした殺風景な空港前の広

場には段ボール箱を並べて魚や、果物、野菜やパンなどをのどかに販売する叔父

さんやおばさんがたくさんいたものである。 

トイレの汚さは天下一品 

しかし、ウラジオストク国際空港とは名ばかりで、建物や施設も古く寂れてお

り、とりわけトイレの汚さは天下一品であった。建物の隅のほうの地階にあった

トイレに向かって階段を下ると、鼻をつくアンモニアと汚水の入り混じった匂い

が漂ってきて、鼻をつまんで階段を更に下に降りてゆくと、便器があちこち割れ

て水が垂れ流しで、おまけに酔っ払いが寝転んでいるといった有様であった。 

ところがその後 2年ほどして再度ウラジオストク空港に降り立つと、あの汚水に

まみれた不潔なトイレがピカピカに改装され、おばさんが入り口でチップを徴収

する有料トイレと変わっていて驚いたものである。 
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その時私は到着したばかりで、あいにくルーブルを持っておらず、1ドル札=約

100円をチップに渡そうとすると、その老婆は「そんな高額は受け取れません！」

と断固として受け取らず、無料での利用を快く許可してくれた。そして、無事用

を足した後出口に来ると、くだんの老婆はくしゃくしゃのルーブル札の束を皺だ

らけの手に握りしめて、「先ほどの 1ドル札を売ってほしい」と真剣な表情で懇願

するのであった。 

日本人をとても尊敬しています、日本を愛しています！ 

また、ある時、ウラジオストクの港近くのパレードやイベント会場となる広場で

数名の日本人観光客と一緒に周りを見渡しているときのお話である。 

突然 60歳過ぎのおばさんが腕に買い物袋をぶら下げてつかつかと私に近ずき、私

の顔をまじまじと見つめ「日本の方ですか？」と聞いてくる。そして、「私は日本

が大好きです。日本人の方々をとても尊敬しています」と叫んで握手を求めてく

る。私はてっきり彼女の手にしたくたびれた袋に何かお土産でも入れていて、観

光客に売りつけに来たと思って一瞬身構えた。しかし、それは完全な間違いで、

そのおばさんは再び真剣な顔で「日本人をとても尊敬しています」とニコリとほ

ほ笑んで宣言すると、くるりと踵を返してすたすたと離れていった。私は一瞬で

も彼女のことを「物売りのおばさん」と勘違いし彼女を若干蔑んだ下品な考えが

頭に浮かんだことを恥じ入った。彼女は本当に心から日本や日本人を尊敬し、好

感情を抱いており、純粋にそれを伝えたかっただけである。 

そういった礼儀正しく、純朴なロシア人にはその後何回もロシア各地で出会い、

本当に感激したものである。 

（令和 3年 4月 20日） 

 

 

シベリア鉄道の終着駅として著名で美しい歴史的建造物の一つであるウラジオス

トク駅舎の前に小さな広場があり、レーニンが右手を挙げて今も立っている。確

かソ連は既に 30年ほど前に崩壊し、社会主義や共産主義を目指す社会から完全に

脱却しているはずなのに、未だに革命指導者のレーニン像が立っているのは何故

だろうとふと疑問に思い、近所の土産物販売店のおばさんに疑問を投げかけてみ

た。すると、おばさんは暫く首をかしげて考えた後、「レーニンさんは仕事が変わ
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って、今旅行ガイドをしているのよ。ほら、右手を挙げて“皆さん右に行くと商業

港ですよ！”と案内しているのよ。」と名回答をしてくれた。 

さて、3年ほど前ノンフィクション執筆のため関係者数名にインタビュー取材する

予定で、モスクワから南に 500キロのボロネジという町に出かけたことがある。 

人口約 100万人余のこの街には、ロシア風の美しい建物が多く、街中緑に囲ま

れ、整然とした街並みに感動した。そして，市の中央部にある広場にやはりレー

ニンが右手を挙げて立っていたので、「ソ連が崩壊し、ロシアは社会主義でも、共

産主義でもないのになぜレーニンは未だに広場に立っているのですか？」と冗談

交じりに尋ねると、迎えに来ていた女性の顔がきりりと引き締まり、「独ソ戦の激

戦地であったボロネジは、川を挟んで独ソ両軍が激しい砲撃をくり返し、最後に

ソ連軍がナチス・ドイツを撃退しました。しかし、ドイツ軍占領地であったこの

広場でパルチザンとなって抵抗した多数の可憐なロシアの少女たちが、見せしめ

に絞首刑に処せられ、あのレーニンの右腕に吊るされて殺害されました。だから

ボロネジ市民はその悲劇やファッシズムと戦った英雄たちを忘れないために、レ

ーニン像を今でもこうして守っているのです。」ときっぱりとした口調で説明して

くれた。 

そう話す女性の真剣な眼差しときりりとした態度に感動し、私は冗談交じりにレ

ーニン像をからかったことを恥じ入った。そして、戦後ボロネジに住んだシベリ

アの元捕虜収容所長と元陸軍少年飛行兵の日本人青年との邂逅と友情の物語を執

筆するために,約 10人の関係者のインタビューを成功裏に行って、大きな成果を得

て、数日の後新たな思いでレーニン像を見上げ、美しいボロネジを飛び立って帰

国の途に就いた。 

（令和 3年 4月 26日） 

 

 

 
旧ソ連時代から一昨年までの約 40年間に、私はロシア、ウクライナなどを

100回以上訪問した経験がある。その間、モスクワ～レニングラード間の夜行

列車の中とウラジオストクのホテルで合計 2回盗難にあい、見事にかなりの金

額を盗まれ唖然としたが、それ以外は楽しい思い出ばかりであった。とにかく

彼らは日本という国は科学技術や文化が発達した素晴らしい国と憧れ、日本人
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という民族をとても尊敬しており、まさに「愛している」と言っても過言では

ない。 

ロシアン・アネクドートと呼ばれる小噺にも、そういったロシア人の心情を映

し出した傑作がある。 

～社会主義経済が行き詰まり、ゴルバチョフが急遽『ペレストロイカ（改

革）』を始めたが、旧ソ連の経済混乱は底知らずで、悪化の一路を辿ってい

た。そこで、経済学者、ジャーナリスト、党幹部たちが急遽クレムリンに集ま

り、経済立て直し策を議論し始めたが、何日たっても良案が出てこないで難渋

していた。すると、あるジャーナリストが突然立ち上がり、「良いアイデアが

ある！」と目を輝かすではないか。会議に出席の諸氏が、そのアイデアとはと

聞き耳を立てると、くだんの紳士は「ソ連の経済立て直しには、第二次世界大

戦の敗戦国であったドイツと日本が戦後廃墟から立ち直って、素晴らしい経済

発展を遂げている。だから、この際、大量のドイツ人と日本人の指導者を急遽

招聘して、彼らに経済改革のすべてを任せ、我々ロシア人は彼らの指示通り

「右向け右」と言われれば、右、「左行け左と言えば」左に進む、といった具

合にすれば、経済はたちどころに改革され、大発展を遂げるはずである」と熱

弁を振るい拍手喝采であったというのである。～ 

また、20世紀末頃、世界中でエイズが大流行したことがある。しかし、何故か

ロシアと日本では極めて患者発生数が少なかったと言われている。その頃聞い

た次のような小噺がある。 

～世界中エイズが流行しているのにソ連と日本にはどちらもほとんど患者がい

ない。それは何故だろうと、ロシアの医学者が懸命に研究した結果、次のよう

な結論に達したという。まず、日本に患者が極めて少ないのは、既に一歩進ん

で日本は 21世紀になっており、医学や科学技術の素晴らしい発達でエイズが

克服されているからである。ところがロシア、旧ソ連は一歩遅れて、まだ 19

世紀の世であって、エイズが発生していない。～と自分たちを全く卑下するよ

うな内容であり、目指していた社会主義、共産主義の理想社会が結局実現でき

ず、崩壊寸前となっており、いかに彼らが自信喪失していたかが感じられるお

話である。 

また、ある時モスクワのホテル 1階でエレベーターの到着を待っていると、掃

除婦のおばさんが私の顔を見て「日本人ですか？」と聞いてきて「そうです、

大阪という町からきました。」と答えると「そうでしょうね、やはり賢そうな

顔つきをしているわ。日本人とドイツ人は世界一賢い民族だわ。ロシア人はだ

めだめ、酒ばかり飲んで、働かないから」と呟き、再度あこがれの目で私を見

つめているのであった。 
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しかし、第二次世界大戦ではソ連国民はありとあらゆる艱難辛苦を乗り越えて

その賢いナチス・ドイツを木っ端みじんに打ち破り、日本にも勝利したのでは

ないかと思いながら、ようやく到着したエレベーターに乗り込んだ。 

（令和 3年 4月 23日） 

                          岩佐 毅 

19歳で郷里倉敷から神戸に 

私は遥か 50 数年前 19 歳の時郷里岡山を出て、神戸市外国語大学に進み、社会

主義を打ち建てたソ連邦と言う国にほのかな憧れの気持ちを抱いて、未知のロ

シア語を学び始めた。 

それまで倉敷市近郊の人口 8 千人の片田舎で育ち、外国人など見かけることも

なく、大学でアメリカ人、中国人、ロシア人、スペイン人などの教師陣を目にし、

更に神戸市内で休養やショッピングのため繰り出す多数の外国船の乗組員など

ともすれ違い、興奮と驚きの毎日を過ごしていた。 

昭和 21 年創立の外大は、当時全学生数が 1000 人に満たない単科大学で、ロシ

ア語科は 35人と小規模な一クラスのみであった。そして、先生も満州引き揚げ

者や元陸軍士官学校教師、日本留学中にロシア革命勃発の混乱が続き、帰国をあ

きらめ残留した白系露人といった、一風変わった経歴で、一様にどことなく暗く

屈折した人物ばかりであった。 

元哈爾浜学院教授・桜木新吾先生との出会い 

とりわけ元満州国立哈爾浜（ハルビン）学院教授という経歴の桜木新吾先生は、

いつもどんより暗く虚ろな目をしており、気の抜けた亡骸のようで、極めて存在

感の乏しい人物であった。しかし、私が留年の末やっと外大を卒業し、暫くして

先生の死亡広告を目にしたあと、インタビュー記事を執筆するため神戸市内の

マンション在住の奥様のゾーヤ・桜木さんを訪れて面談し、ようやく先生の暗く

虚ろな表情の意味する数奇な運命の一端を知った。 

桜木先生は大分県から晴れて県費派遣生に選ばれ、リトアニアに押し寄せたユ

ダヤ人難民多数の命を救ったことで著名な杉原千畝も学んだ、満州国立哈爾浜

学院に、昭和 3年第 9期生として入学してロシア語を学び始めた。 
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そして、当時の伝統に従って市内のロシア人家庭を訪問し、会話力をつける実習

に励んだ。その過程で、当時哈爾浜市経済局高官であったウクライナ系ロシア人

グリツェンコ氏の邸宅を再三訪れるうち、新吾青年は美少女として有名な長女

のゾーヤとの恋に落ちた。 

父グリツェンコ氏は当初二人の国際結婚に大反対したが、「駆け落ちしてでも添

い遂げたい」という娘の切なる願いを聞き入れ、二人に広大な庭付きの一軒家を

与え結婚に同意した。 

哈爾浜市のロシア正教会で挙式 

昭和 7 年初秋の日曜日、多数の市民が見守る中で、哈爾浜市内中央に聳えるロ

シア正教寺院で二人は盛大な結婚式を挙げ、同時に新吾青年はロシア正教に帰

依して、ゲオルギー・イヴァ—ノヴィッチとなり、女中付きの邸宅での新婚生活

が始まった。 

そして、ゲオルギーは間もなく哈爾浜学院教授に就任し、国営放送ロシア語講座

講師も務め、終戦までの 10数年間、最愛のゾーヤとともに優雅に暮らした。 

ところが昭和 20年 8月 9日のソ連参戦以後、暴徒と化した中国人民衆や占領軍

となった粗暴なソ連軍兵士に再三再四襲撃され、自動小銃を突き付けられて家

在道具,衣服、宝飾類などありとあらゆる物品を略奪された。 

そのうちソ連軍と度々矛を交えた関東軍や諜報活動に従事していた満鉄調査部

などへの人材を多数養成していた学院教授の桜木先生は、ソ連軍に連行されて

２カ月以上消息を絶った。その後、無事釈放され、よろけながらやっとの思いで

帰宅した先生は、自身の身に何があったのか一切口にせず、黙りこくって 1 カ

月以上床に伏した。（ちなみに当時哈爾浜学院学長であった陸軍大佐渋谷三郎氏

はソ連軍に逮捕連行されることを良しとせず、家族ともどもピストルで自決し

て果てた。） 

私のインタビュー時、ゾーヤさんは久しぶりのロシア語がよほど嬉しかったの

か、哈爾浜時代の思い出を語り出すと果てしなく早口の会話が続いた。 

そして、ことさら 7回ものソ連軍兵士や満人と呼ばれていた中国人民衆の略奪、

襲撃のさわりになると、感極まって興奮のあまり椅子から立ち上がり「ソヴィエ

ツキー・サルダーテイ・バンジット！」（ソ連軍兵士はならず者！）と叫んで悔

しさを露にした。 

その後、桜木先生は一足先に無事日本に帰国を果たし、昭和 21年に新設された

神戸市立外事専門学校（神戸市外国語大学の前身）教授に迎えられ、再出発の第

一歩を踏み出した。 
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ゾーヤ夫人との別離と再会 

しかし、哈爾浜に残留したゾーヤ夫人は相次いで両親を亡くし、中国革命の内戦

下の混乱で行へ不明となり、先生とも音信不通となった。 

そして、その後、中国の英字新聞に「尋ね人広告」を繰り返し何回も掲載し、ゾ

ーヤ夫人の無事が確認され、切ない７年余の別離の末に昭和 28年二人は神戸で

劇的な再会を果たした。そして、神戸市北野の異人館街に居を構え、哈爾浜時代

同様のおしどり夫婦としての生活を再開した。 

ところで、当時外大の若手教師たちは次々研修や研究活動のためソ連に招聘さ

れ、帰国後学生たちに面白おかしくソ連社会の実情を語っていた。しかし、桜木

先生だけは頑としてソ連には 2 度と出かけようとせず、哈爾浜時代の思い出話

なども決して話題にせず、時折暗い眼差しを静かに窓の外に向けるばかりであ

った。 

そして、ゲオルギー・イヴァ—ノヴィッチこと桜木新吾先生は、30 年に渡る教

授在任中多数の教え子たちに慕われていたが、平成 7年 7月 21日最愛のゾーヤ

夫人に看取られて、静かに永遠の眠りに就いた。 

天国に召された先生の十字の墓碑は、神戸市山手の国際墓地に建立され、懐かし

い瀬戸の海やハイカラな神戸の市街を眼下にしながら、日露の友好親善に力を

尽くす後輩たちを励まし続けるかのように今日も静かに立っている。 

（令和 3年 4月 24日） 

 

学び始めたАБВГД 

 

私は 19 歳の春、岡山県の片田舎を出て、モダンな海と山の街・神戸に移住し、六甲山

麓東側の高台にあった神戸市外国語大学に、桜並木の坂道を登って入学、35 人の同

級生とともにабвгдとロシア語を学び始めた。 

校庭からは、眼下に神戸市東部の街並みが見渡せ、陽光にきらめく瀬戸内海も遠

望でき、とにかく景色は抜群のところであった。 

しかし、戦前の女学校跡の古いみすぼらしい木造校舎で、全学合わせても 800 人
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の極めて小規模の学校で、私が卒業した生徒数 1500 人の大規模高等学校に比較

すると、これが本当に「大学」かと拍子抜けするような気持であった。 

そして、ほとんどの入学生が当時国立一期校と呼ばれた花形の大学を運悪く不

合格となって、止む無く第二志望の外大に何とか拾われれて入学したという、い

わば“落ち武者“事情の者が多かった。そして、よるとさわると、「どこどこ大

学を受験した」との落第校自慢の話に花が咲くという、情けない状況であった。 

 

個性的なロシア人教師の思い出 

 

当時まだ日ソ国交回復がなされて間もなく、日露間の学術交流も乏しく、外国人

教師もロシアからスムーズに招聘できないという事情があったらしい。 

そこで、ネイテイブのロシア人教師も、一人は一歩進む毎に大きく息をし、歩く

のもやっとと言う大柄な老言語学者プレトネル先生であり、もう一人はロシア

革命時満州に亡命した白系露人の極普通の主婦で、赤ら顔のイリヤ・レベジェバ

（『白鳥』の意味）先生であった。このレベジェバ先生は日本語は全く理解でき

ず、まだアルファベットを覚えてもいない学生に向かって、金切り声を挙げて、

何やらロシア語で叫ぶばかりで、会話の勉強には全く役に立たなかった。 

このレベジェバ先生にはユリアン・レベジェフという弟がいて、戦前東大経済学

部に留学し、昭和 19 年に繰り上げ卒業し、翌年満州に帰国するつもりで東京駅

に向かったところ、前日空襲があり鉄道の運行が止まってしまっており、結局乗

船する客船に乗り遅れてしまった。その後、どうしようかと思案していたが、乗

船予定の客船は出港後しばらくして米海軍の潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没し、

乗客、乗員のほとんどは死亡してしまったという。 

そうこうしているうちに、日本の主要な町々は打ち続く米軍の空襲によって

次々焼け野原となって終戦を迎え、中国では国共内戦が続いて混乱していたた

め、結局彼は帰国をあきらめ大阪に流れ着いた。 

レベジェバ先生の弟は中古家電販売で成功 

そして、大阪市内の日本橋電気屋商店街で中古家電を補修して販売するビジネ

スで成功し、アパートやビルなど不動産多数を所有する資産家となった。 

私は彼が 90 歳前後の頃何回かお会いし、新年のパテーイにも参加してくれ、姉

のイリヤさんの思い出話に花を咲かせた。 

ある時彼が電話をかけてきて「相談があるんじゃが」と言うのでよく聞くと「僕

結婚しようと思うんじゃ。どう思うかね？」と宣うのである。彼は 90 歳となっ

ても決して若さと情熱を失わず、インターネットを通じて、ロシア在住の女性と
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遠距離恋愛を楽しんでいたのである。 

ところで、外大卒業後数十年たったある日の朝刊に「おーモイ・ドーム！」とい

う見出しで懐かしいイリヤ・レベジェバ先生についての記事が掲載されたので、

さっそく読んでみた。すると彼女が当時居住していた生駒の建売住宅を、イリヤ

さんが暫く家を空けていいた間に、家屋解体業者が隣の古家を解体する予定で

現場に行った。ところが、その業者が間違って隣のレベジェバ先生の自宅を解体

し、家財道具や音楽家であった彼女の大切な楽譜類もすべて廃棄処分してしま

い、彼女は大いに嘆いているという記事であった。勿論、解体業者は平謝りし、

しかるべき保障は行ったそうであるが、思い出の品々は二度と戻ってこないと、

涙ながらに語ったとのことである。 

朗々と響いた「ボルガの舟歌」 

さて、もう一人のロシア人教師である、オレスト・ビクトロビッチ・プレトネル

氏はいつもお洒落な黒いロングコートを羽織り、低く陰鬱な声で静かに語る紳

士であった。先輩たちの話では、彼はペテルブルグ大学東洋学部で言語学を学び、

ロシア革命の直前に 3 回来日留学し、大学卒業後ロシア革命直前の 1917 年に在

日ロシア帝国大使館に通訳官見習いとして 4 回目の来日を果たした。 

そして、共に来日していた弟のオレーグ・プレトネルはコムニストとして活発な

政治活動を始めたため、日本政府の命令で国外退去となり、オレストも 1922 年

に大使館を解職され、イギリスに渡り、日本語教育に携わった。 

その後、フランス、ドイツなどを流浪したのち、再度 30 歳となった 1923 年に

来日して、小樽商大、大阪外語大、神戸市外語大などで教鞭を執った。 

その頃、彼は大学の同窓生で、やはり日本学者で大阪外大講師の職にあった、親

友のニコライ・ネフスキーと枚方の宿舎でともに暮らした。そして、その後、ネ

フスキーは日本人妻で小樽出身の萬谷イソ（筑前琵琶の名取）と娘のエレーナを

伴って革命直後のロシアに帰国し、レニングラード大学教授に就任した。ところ

が 1937 年 10 月 4 日ネフスキー夫妻は密告によるスパイ容疑で突然逮捕され行

へ不明となった。 

そして、一人取り残された娘のエレナは幸い無事生き延び、小児科医となった。

その後、ペレストロイカが始まり極秘文書の閲覧が可能となり、エレナの懸命の

調査の結果、全く消息のわからなかった両親は、逮捕直後 11 月 24 日同日に KGB

本部で銃殺刑に処されていたことが判明し、泣き崩れた。（ネフスキーの悲劇的

生涯については「天の蛇」河出書房刊に詳しく描かれている。） 

さて、くだんのプレトネル先生のほうはその後林幾久という滋賀県の医師の娘

と恋愛の末結婚し、スベトラーナという娘が誕生し、生涯無国籍のままで、神戸

で没している。 
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このプレトネル先生が、一度ある日ロシア語講義中、突然「今からロシアの歌を

唄います」と宣言した。そして、急に声を張り上げて、「エイ・ウーハネム、エ

イ・ウーハネム」と朗々と教室中に響くような低く、太い声で、農奴たちが川船

を曳く重労働に耐えながら唄った「ボルガの舟歌」を声を振り絞って朗々と歌唱

し始め、学生たちも静まり返った。 

その時の先生の瞳はまるで遥か彼方の祖国ロシアを思い出すかのように遠くを

見つめており、暗鬱な歌声は教室中に響き渡り、学生たちはその美しいメロデイ

ーに暫く聞きほれていた。 

 

（令和３年４月２８日） 

 

 

旧ソ連崩壊でまさかの倒産 

今から遥か 26年前、まさかの旧ソ連崩壊の影響を受けて倒産、一瞬にしてすべ

てを失い茫然自失となった。その後、数年間の臥薪嘗胆の時を経て、小貿易会社

を再度立ち上げた。 

そして、暫く順調に推移し、ロシア、カザフスタン向けに中古自動車を年間 600

台、総額 5 億円ほど輸出し、順調に復活の道を歩んでいた。 

しかし、カザフでは 2007 年大統領の「鶴の一声」で、右ハンドル車が全面輸入

禁止となり、次いでロシア政府もそれに追随しようとし、再び経営の危機に瀕

した。その頃、ロシアの全国 50 の都市で、政府の強硬な日本製中古車輸入規制

策導入に対する抗議行動は、大きく盛り上がりを見せた。とりわけロシア向け

日本製中古車輸入の窓口として発展し、多数の関連産業がひしめくウラジオス

トクでの抗議活動はことのほか激しく展開された。 

ウラジオストクでは、市民が 1500 台の日本車を連ねて連日デモ行進を展開し、

プーチンの強硬策に反対の意思表示を行い、日の丸の旗を掲げて行進する若者

たちのグループさえもいた。 

中古車輸入規制に大きく広がる反対運動 
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そういった市民たちの抗議活動に危機感を募らせた政府当局は、スペツナッズ

（覆面姿で特殊棍棒を手にしたデモ鎮圧機動隊）を急遽モスクワから航空機で

呼び寄せた。そして、彼らは平和的な行進を展開し、民意を表現する市民に警棒

を乱打し、男も女も蹴散らかした。 

人口1億5千万人のロシアでは年間300万台の潜在的車両の購買需要があるが、

自国の自動車産業は未熟で、品質も劣り、年間数十万台の生産能力しかない。 

そこで、市民たちは自国生産の乗用車を「走る棺桶」と嘲笑し、「プーチン大統

領はベンツではなく、ボルガに乗るべきだ」と皮肉り、安価で良質な日本製中古

車を買求めて、より快適な生活を楽しもうとしている。 

しかし、警棒で反対運動を鎮圧したプーチン政権は、関税制度の大幅改変を行

い、中古車輸入規制を強行し、日本製中古車輸入台数は年間約 50万台から突然

十分の一以下の 4 万台に急減した。 

と言った訳で、多数のロシア向け中古車輸出業者が倒産し、弊社も影響をもろ

に受けて経営不振に陥り、リストラを余儀なくされ、再度私一人の寂しい事務

所となった。 

方針転換し、アフリカ、中南米などに中古車輸出 

そこで、急遽方針を変えてアフリカ、中南米など向けに中古車の輸出を試み始

めた。しかし、何回も交渉を繰り返した末に成約して輸出できたのは、安価な車

を月間数台程度で、利益も薄く、全く将来性に欠けるビジネスであった。 

その頃、ミンダナオ島の会社から「スズキ・キャリーを大量買い付け希望」とい

うオファーが舞い込み、商談のため、心を弾ませてマニラに降り立った。 

マニラは大都会で、街中で車が渋滞しており、排気ガスが充満するその車列の

中を、子供たちが裸足でビニール袋を手に声を枯らしてミネラルウオーターを

販売して回っている。 

また、ホテルを一歩出ると、髭面の男が駆け寄り、腕をつかんで離さない。手に

はあどけない少女の写真数枚が握られていて、「プリテイーガール、30 ドルダヨ」

と叫びながら、付きまとう。そして、ようやく腕を振りほどいて、人混みの中を

行くと、完全武装の兵士数名がヘルメット姿に自動小銃を構えて突然展開した。

私は「テロか」と胸が高鳴り、周りを見るが、市民たちは平然としている。そこ

で、通行人に「何事ですか？」と聞くと「現金輸送車ですよ」と言うではないか。

すると、白い装甲車のような勇ましい車両が目前に止まり、兵士たちが自動小

銃を構えて鋭い目を光らせて、警戒し始めた。いかに治安が悪いかである。 

また、ある朝私の宿泊ホテル前に豪華ホテルが聳えていたので、朝食に出かけ

てみた。食堂は豪華絢爛で、世界の珍味、ご馳走が延々とならび、大満足の朝食

であったが、約 4 千円と割高で驚いた。現地事情に詳しい人に聞くと、当時フ
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ィリピンでは男性の月給が 5 千円、殺人は 3 千円から請け負う人がいるという

国である。まさに聞きしに勝る貧富の差の大きさを目のあたりにして愕然とし

た。 

そして、ミンダナオ島の顧客がお土産の蜜柑を手に現れ、商談が無事成立し、私

は帰国の途についた。ホテルから空港までの途中の川沿いには、豚小屋並みの

不潔な貧民窟が延々と続いており、この国の闇の深さを感じた。 

更に帰国後 1 週間激しい下痢に襲われ、現地事情に詳しい友人に「水道の水で

歯磨きし、顔を洗った」というと、「それは絶対ダメです」、「必ずミネラルウオ

ーターを使用してください」と注意され驚いた。 

その後、しばらくすると、ミンダナオ島から顧客が来日して共同事業がスター

トした。ところが、「中古のランドクルーザを（税関当局への賄賂）、密輸出して

ほしい。」などと怪しげなことを言い出し、危険を感じて結局取引を停止した。 

「昔取った杵柄」でロシア・ビジネスに復帰 

といった訳で、慣れない国々との貿易をあきらめ、「昔取った杵柄」で、再度ロ

シアとのビジネスに回帰することにした。 

その頃、タイミングよく、日本各地の車両解体工場から定期的に中古自動車部

品を買い付けるので、それらの船積代理店の仕事を依頼したいというロシアの

顧客が現れ、早速取り組むことにした。 

その後、この新規ビジネスは順調に推移し、現在毎月数本のコンテナーによる

ロシア各地への出荷を継続し、ビジネスを軌道に乗せた。また、ロシア人スタッ

フ 2名も雇用し、日露共同での事業も順調に推移している。 

今までロシアの顧客先との「トラブルが皆無だった」と言えば、噓になる。しか

し、大きな問題は発生しておらず、やはりおおらかなロシアは「腐っても鯛」

の、魅力あるビジネスパートナーであるとつくづく思う今日この頃である。 

（令和 3年 5月 5日） 

 


