
書評:D.ゾリクト著『徳王ーその研究成果』

広川佐保

1 はじめに一一徳王研究をめぐる状況

近代内モンゴ、ルの独立・自治運動を牽引したデムチュグドンロブ王(以下、徳王と

記す)は、中華人民共和国が成立する 1949年に、モンゴ、ル人民共和国(現在のモン

ゴソレ国)に民族統一の一綾の望みを託したことが知られているが、モンゴ、ル側では徳

王はどのように評価されているのであろうか。今回取り上げる D.ゾリクト著『徳王

その研究成果(瓜 30pUIT，Jt BaH : CydaJlZaaHbl 6ym33Jl) ~は、モンゴル国において

初めての本格的な徳王の専著である。

まず徳主について簡単に紹介しておくと、彼はチャハル部正白旗の世襲王公の家に

生まれ、ジャサグイ立を襲爵したのち、シリンゴル盟副盟長となり、 1933年百霊廟で「蒙

古会議Jを開催し，国民政府に「内モンゴ、ル高度自治」を要求した。その後、徳王は

関東軍の工作のもと蒙古軍政府を組織し、慮溝橋事件後、日本と協力のうえ蒙古聯盟

自治政府を樹立し、蒙古聯合自治政府・蒙古自治邦主席等を歴任した。日本敗戦後、

徳王は北京での隠居生活を経て、モンゴ、ル自治政府を組織したが、中国共産党の勢力

が間近に迫っていた。その後、徳王はモンゴ、ル人民共和国に赴くが、逮捕ののち中国

に送還され、その激動の生涯を終えた。

徳主に関する研究として、まず挙げられるのは徳王の口述録『ド、ムチュグドンロブ

自述』である(1)。また、元蒙古聯盟自治政府高IJ主席であり、徳王と行動をともにし

た李守信の回想録 (2) も刊行されている。また、これ以外にも、徳王の側近であった

ジャクチド・セツェンの回想録、およびその英語訳などが刊行されている (3)。これ

らの回想録は、徳王の政治活動ひいては内モンゴル近現代史を検討するうえで必須の

文献であるが、森久男氏が指摘するように、時代の制約を大きく受けていることと、

回想録という性格から誤りを含んでいることに留意すべきである (4)。なお、中国では、

慶明輝によって徳王研究が進められてきたが、徳主の政権を保{晶政権と位置づけ、そ

の活動の意義を否定している (5)。

日本でも森久男氏により、徳王研究の端緒が聞かれ、上述の『デムチュグドンロブ

白述』の欠落部分を補い、訳注をほどこした『徳王自伝』が刊行された (6)。また氏

の著作『徳王の研究』は、徳王の政治活動を様々な資料から検討した成果である (η。

本書は 2009年に初版が刊行されたのち、 2011年に第2版が刊行されるなど、モン

ゴル国内外で注目を集めている。監修者である L ハイサンダイ氏の「はしがき」に

よれば、著者のゾリクト氏は長年、中国研究に従事し、また内モンゴル自治区で外交

業務にも携わりながら、徳王に関する資料を収集してきたとしづ。本稿ではこの『徳

主~ (第 2版)の内容を紹介するとともに、その成果と今後の可能性について検討す

ることにしたい。
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2. 本書の構成とその内容

『徳王』の全体の構成と概略は以下の通りである。

監修者のはしがき

序文/まえがき

第 l章 自治権利のための戦い

第2章モンゴル国建国のための戦い

第 3章北京での三年

第4章 アラシャン自治運動

第 5章粛正された家族

結論

序文では、著者の本書に対する前提として、辛亥革命以降、モンゴ、/レ民族がたどっ

てきた独立の歩みが示される。ハノレハ・モンゴルが 1921年革命の勝利によって独立

を獲得したのに対し、中国に残された内モンゴルの人々は民族独立のために戦いを継

続しなければならなかった。モンゴ、ノレ人民共和国時代、徳王は「日本の手足」、「裏切

り者」と評価され、かつモンゴル国でも「民族主義者」、「大モンゴ、ノレ主義者」と評さ

れてきたという。これに対して著者は、モンゴソレ人にとって民族統ーという問題は、

常に最も尊ぶべき希望であり、徳王率いる内モンゴル自治運動の最終目的もモンゴ、ル

民族の統ーであり、かっ大モンゴノレ国設立を志向するもので、あったと述べる。そのう

えで著者は、徳、主について 1930 年代~ 1950年代の問、モンゴ、ル民族の自由と独立の

ために内モンゴ、ノレ西部で戦いを率いたと評価し、その活動について、国際関係や大国

の政策と関連づけ検討することを目的とする(吋j-lX頁)。

「まえがき」では先行研究や用いた史料について述べられる。本書では、『ドムチョ

グドンロブ自述』、慮明輝の著作、ジャクチド・セツェンの回想録、 D目オチルパト『デ

ムチュグドンロブ?のオチルバト~ (8)などの二次史料とともに、 D.オチルパト氏の手

稿 (2007年)のほか、モンゴ、ル国中央情報局 (TareyyJIhIHEpeHXI1II rωap) の文書史

料が利用されていることが大きな特徴である。

まず第 l章では、 1920~ 30年代の内モンゴ、ノレの状況について概観しながら、徳主

の生い立ち、成長、そして政治への参画、中華民国、国民党との関係について言及し

ている。また、日本の ri筒蒙政策」に着目し、日本の内モンゴルにおける影響力の拡

大や、日本が内モンゴル東部を含む地域に満別国を建国する過程について概観したう

えで、徳王率いる自治運動について取り上げる。

第 2章では、主に日本の影響力下における徳王の政権樹立について論じられる。ま

ず、ここでは徳主と日本との協力関係の端緒について触れたうえで、 1936年のモン

ゴノレ軍政府の成立から、蒙古聯盟自治政府、蒙彊自治政府、そしてモンゴ、ル自治邦設

立に至るまでの過程が描き出される。さらに同章では、ハルハ出身の僧侶、ディロブ・

ホトクトと徳王の関係にも言及し、その後のデ、イロブの足取りについても触れている。
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第 3章では、日本が敗戦を迎えた 1945年以降、 3年にわたり北京に滞在した徳王

の活動が検討される。徳王は自治を巡って中国国民党主席の蒋介石と交渉を重ね、ア

メリカとも接触したことが指摘される。また、同章では 1945年以降、内モンゴル西

部における内モンゴ、ル人民共和国臨時政府設立や、これに対するモンゴル人民共和国

の工作、そして内モンゴノレ東部における内・外モンゴ、ル独立運動の動向を取り上げ、

これらが内モンゴ、ル自治政府へと収飲される過程について説明をほどこす。

第4章では、 1949年以降、アラシャン旗における徳王の自治運動について論じて

おり、その自治準備やモンゴソレ人民指導者大会、そしてモンゴ、ル自治政府設立へ至る

過程について、同政府の規約等を交えて詳述する。また同章ではモンゴル人民共和国

内務省の報告書をもとに、モンゴル人民共和国の徳王への接触や工作について検討さ

れている。

第 5章では、モンゴ、ル国中央情報局所蔵の文書資料をもとに、モンゴ、ル自治政府の

崩壊後、モンゴ、ル人民共和国の招きに応じて徳王が同国へ赴いた経緯、そして内務省

およびソ連顧問との会見から逮捕に至るまでの過程が明らかにされる。また同章では、

その後の徳王の中国送還や晩年の状況、そして家族の命運についても言及する。さら

に巻末には、徳主の年譜と関連する人物の略歴が掲載されている。とくに後者は内モ

ンゴ、ルの重要人物の紹介ともなっており、モンゴル国の読者にとって大変有用であろ

フ。

3 本書から得られた知見ーーモンゴル人民共和国の徳王に対する工作

本書の第一の特徴は、中国やモンゴル国、ロシアで刊行された漢語・モンゴル語・

ロシア語書籍を広く利用している点にある。これらの資料に基づき、本書は内モンゴ

ルと中国、日本との関係、そしてそンゴル人民共和国、ひいてはソ連の思惑について

分析するほか、東西内モンゴ、ルの民族運動について検討するなど、その内容は単なる

徳王の人物研究にとどまらない広がりをみせている。また、著者が、本書を執筆する

にあたって、漢語資料とともにそのモンゴル語訳(内モンゴルで刊行されたモンゴノレ

文字の書籍)を多く活用している点も注目される。ただし本書では、回想録の内容を

厳密に検討することなく、そのまま引用している箇所が散見される。この点は注意を

要するであろう。

次に評者が本書から得られた知見を中心に論じることにしたい。本書のなかでとり

わけ注目すべき点は、モンゴル国の文書史料が盛り込まれた第4章後半部分と 5章で

あろう。おそらく著者にとっても、この部分が最も重要であるのではないかと評者は

考えている。日本の敗戦後、徳王は国民党と交渉を重ね、またアメリカと連絡を取り

つつ情勢をうかがっていた。 1949年 8月5日、徳主はアラシャン旗定遠営において「モ

ンゴル人民代表大会」を開催し、 10日にモンゴ、ル自治政府を設立させ主席に就任す

るものの、中国共産党は目前に迫りつつあった。そうしたなかでモンゴノレ自治政府は

動揺し、さらに随行する部隊がアラシャン旗で略奪を行ったことで、徳主は窮地に追

い込まれる。当時、徳王はさらに西進するかどうか岐路に立たされていたが、ちょう
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どそのころモンゴル人民共和国から何度も来訪をうながされていた。こうして徳王は

ついにモンゴ、ノレ人民共和国へ足を踏み入れる決心をする。

以上の過程については、これまで『徳王自伝』にも記されてきたが、モンゴ、/レ人民

共和国側の接触やその方針、および日付などは定かではなかった。これに対して本書

では、文書史料をもとに、モンゴ、ル人民共和国側の計画や徳王が人民共和国へ赴くま

でを記し、そして徳王とモンゴル人民共和国要人との会見内容、逮捕に至る過程をつ

まびらかにする(針。以下、『徳王自伝J等と対比させながら、本書によって明らかになっ

た点について記すことにしたい。

まず、モンゴ、ル人民共和国による内モンゴ、ル西部への工作についてである。『徳王

自伝』やD目オチルパトの回想、録等によれば、 1945年 8月、日本敗戦後、ソ連・モン

ゴ、ル人民共和国連合軍が内モンゴル西部に進駐したさい、長男ドガルスレンは同国に

赴くことになる。さらに 9月前半にモンゴ、ノレ人民共和国首相のチョイパルサンが来訪

し、徳王の家族を同国に連れ去った。これに関して本書は、 1930年代よりモンゴ、ル

人民共和国側が徳王に注目し、 1945年 7月以降にはアラシャンの王公と関係を持っ

ていたと述べる (252頁)。さらに 1945年 8月以降、モンゴ、ル人民共和国内務省(以下、

内務省と記す)がドガルスレンや徳王の甥アルタンオチルらをウランパートルに連れ

去ったのは、諜報組織が徳王の招鳴に利用するためであり、 ドガノレスレンを大学に入

学のうえ残留させ、アルタンオチノレに具体的な任務を課して帰国させたと述べる。ま

た、このころモンゴ、ル人民共和国副大臣ラムジャブ、内務省高IJ大臣ドィンホルジャブ、

書記長ナムスライらが内モンゴルのスニト旗に至り、盟長、旗長と会見し、その後彼

らはチョドバジャブをウランパートルに連れ去った (181-182頁) (10)。さらにドイ

ンホルジャブは、内モンゴ、ノレに赴いたさい、僧侶や有名な人物を諜報活動に引き入れ

たという (199頁)。

つぎ、に、徳王がモンゴ、ル人民共和国へ赴く経緯について見てゆくことにしたい。『徳

王自伝』には、 1949年 4月以降、モンゴ、ル人民共和国が徳王に対し、同国へ来るよ

う熱心に連絡し、また息子ドガルスレンも手紙で徳主がモンゴ、ル人民共和国へ来るよ

う勧めていたことなどが記されている。本書には、 ドガノレスレンが徳主に送った「書

簡J(1949年 5月 5日付)、および徳王のドガノレスレンに対する「書簡J(同年9月 24

日)のほか、徳玉がモンゴル人民共和国のバヤル(内務省副大臣 D.オチルパトを指す)

に宛てた書簡が掲載されている (255-260頁)。なお、『徳主自伝』にはモンゴル人

民共和国のパヤノレが徳主の岡田訪問や身の回りの世話をしたことが記されるが、バヤ

ルとは内務省副大臣の D.オチルパトの別名である (258頁)。

また、本書はこのころのモンゴ、ル人民共和国側の対応についても検討を行っている。

例えば、 ドィンホノレジャブは 1949年初頭の報告書のなかで「モンゴ、ルに敵対するも

のは、なによりも国民党とアメリカのスパイであるJと記していた (250頁)。その

後、同国では内務大臣の決定を受けて、内務省副大臣 B.オチノレバトが 1949年 5月と

12月の二段階にわたり、徳王を引き入れる業務に従事し、またこれらの計画は5月

10日に内務大臣からチョイパルサンにも報告されたという (252頁)。また内務省は、
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1949年 11月 20日付の報告において、徳王がかつて「日本の手足j であり、国民党

やアメリカに協力する危険人物であるとみなし、さらにそれまで徳王がアメリカのた

めに活動し、かっ徳王がアメリカへ逃亡を図ろうとしていると述べている (251頁)。

さらに 1949年 12月 3日付のモンゴル側の文書によれば、内務大臣のド、インホルジャ

ブは、徳王のアメリカ行きを阻止し、秘密裏にモンゴル国へ招く計画を批准していた

という (261頁)。これまで見てきたようにモンゴ、ル人民共和国は徳王に対する招璃

工作を進めていたが、 1949年 11月の計画ではアメリカ逃亡を阻む意図も含まれてい

た。このような状況のなか、徳王は 12月 31日に国境を超え、翌 1950年 1月 2日ウ

ランパートルに到着したのであった。

さらに徳王のモンゴ、/レ滞在について検討することにしたい。『徳王自伝』によれば、

モンゴ、ル人民共和国到着後、徳王はドゥンホルジャブ、およびソ連顧問と会見したが

(日付は定かではなし、)、そこでモンゴ、ル・ソ連側は徳王が今後も「民族事業Jを継続

することを否定し、中国共産党と協力するよう述べたとされる。本書は、これらの会

見が 1950年 1月 3日と 6日に行われたことを明らかにし、ロシア人顧問としてラン

ファンクの名前を挙げている。本書所収の「会見記録」の内容は、『徳主自伝』の内

容におおむね沿うものであるが、当時の徳玉の考えを知るうえで興味深い内容も含ん

でいる。たとえば第 l回目の会見において、徳王は内モンゴ、ルとモンゴ、ル人民共和国

との統ーや自治について何度も言及していた。一方、徳主の発言は、ドィンホルジャ

ブ、そしてとりわけランファンクから厳しい批判を受けた。また、 ドィンホノレジャブ

は、第 1回目の会見を総括して、第一に徳王が軍隊を解散させ中国政府(共産党)を

承認すること、第二にモンゴル民族の統一と独立などの問題は、友好的かっ平和的方

針によって提示すべきであると述べた (268-276頁)。第2回目の会見について、『徳

主自伝』は簡単に言及するのみであるが、本書によれば、高IJ大臣の B オチルパトが

加わり、軍隊の解散と政府関係者の来訪について話し合われた。ここでも徳王は民族

の統ーと独立に関する要求を繰り返したが、これに対しモンゴル人民共和国側は明言

をさけた (276-278頁)。また、内務省側は徳主と会見するたび「報告書j を作成

し、そのうちのいくつかはチョイバルサンへ報告された (286頁)。本書からは、第 1

回会見、及び第2回会見を受けて、徳主が李守信らに書簡を送ってモンゴル来訪を促

し、さらに「帰国要望書J(1950年 l月 13日付)を記した経緯が明らかにされる。

これらにくわえ、本書は以下の重要な事実を指摘する。徳王がモンゴル人民共和国

に拘留されているさなかの 1950年 2月、内務大臣ドィンホルジャブと高IJ大臣 D オチ

ルバトは、内モンゴル自治政府主席オランフ一等の招きにより張家口を訪問し、そこ

でモンゴ、ル側が徳、王を逮捕する件を協議したという。ちょうどこの時期、モンゴル人

民共和国側は徳主を欺いて手中に入れ、彼の名を利用して李守信やスフバータル、ノ

モーンパータル、ダグワオソル、ロブサンノロブを逮捕し、これを中国側へ通報した

と著者は述べている (287頁)。

1950年 2月 27日、モンゴル人民共和国により徳王は逮捕された。『徳王自伝』には、

徳王に対する取り調べ内容がおおよそ記されているが、本書には、徳王の逮捕時の写
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真や調書、および関連する人々の調書の原文が掲載されている。

結論において著者は、徳王の活動を評価したうえで、モンゴル人民共和国および内

務省の活動について、以下のように述べる。 1949年以降、内務省は徳主を拘束する

という計画のもと、彼の息子や関係者を利用し、チョイパルサンの承認をちらつかせ

ながら徳王を欺きモンゴ、ル人民共和国へ連行したと述べる。徳王はモンゴ、ノレ人民共和

国に赴き、モンゴ、ル統一問題についてチョイパルサンの支持を取り付け、戦いを継続

しようとし寸意志を持ち、モンゴルおよびソ連の関係者との会見後は内モンゴノレに戻

るつもりであった。また、徳主はモンゴ、ル人の問題を国際的に認知させ、アメリカか

ら支持を得ょうとしていたが、それはソ連やモンゴ、/レ人民共和国の利害や関心に合致

するもので、はなかった。それゆえソ連の干渉のもと、徳王らはモンゴル人民共和国に

連行され、逮捕されたとする。また著者は、内務省の動きに関して、中国側に応じて

徳主の軍隊を解散させ、さらに彼ら(政府指導者達)を国に招いて逮捕したとも述べ

ている (345-346頁)。徳王について著者は、彼のモンゴル国建設は、第一に内モ

ンゴル統ーを志向するものであり、大モンゴ、/レの建国はさらに遠い将来の問題で、あっ

たと述べ、モンゴ、ル民族統一に関して、内・外モンゴ、ル民族は見解をーにしていたが、

これらはロシア人や漢人たちには同意できるものではなかったと結論づける (346

347頁)。

4. 本書の成果と今後の課題

以上のように本書はこれまでの研究成果を活用しながら、これに中央情報局の文書

史料を加えることで、徳王の活動と彼をめぐる国際関係、について検討している。これ

まで徳王のモンゴル人民共和国訪問から逮捕に関して、不明な点が多く残されていた

が、本書の刊行により、その一部が明らかにされた。そして本書は、徳王が、モンゴ

ル人の統ーや独立のため、あらゆる可能性を視野に入れながら活動を繰り広げたがゆ

えに大国の意図に翻弄されたことを描き出す。一方、『徳王自伝』において、徳王は

モンゴ、ル人民共和国での会見や供述に誤りが含まれるとも述べている。それゆえ本書

を参照するさいにも『徳王自伝』等の回想録との照らしあわせが必須で、あるだろう。

これまで見てきたように、本書によって重要な新事実が明らかにされたが、その一

方で新たな疑問や課題も浮かび上がってきた。それはモンゴ、ル人民共和国側の徳王に

対する計画が、 1945年 9月から徳王が送還される 1950年まで一貫していたかどうか

である。例えばモンゴ、ル人民共和国側が徳王の家族を招聴した政策が、徳王を同国に

引きつける計画の一環で、あったことは明白であるが、徳王をいかに利用するかについ

て計画は二転三転したと考えられる。また当然ながら、これらモンゴル人民共和国側

の政策は、ソ連の意図に左右されたであろうし、またソ連のモンゴ、ル地域に対する政

策も対中国関係、に大きく規定されていたであろう。本書ではこうした点について、踏

み込んだ議論はなされないものの、内務省の徳王に対する数々の行し、を明らかにする

ととで、その背景にあるものを浮かび上がらせようとしているのかもしれなし、

さらに評者が関心を抱いたのは、徳王の活動とアメリカの政策の関わりである。こ
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れまでの徳王研究では、主に対中国、および対日本との関係から研究が進められてき

た。しかし本書には、随所でアメリカとの接点や諜報活動が指摘され、モンゴ、ル人に

とってその存在や影響力が小さくなかったことを示している。著者が述べるようにア

メリカは徳王の活動に対して、さほど、支援を行わなかったかもしれない。しかしその

政策を受けて、当時の内モンゴルの人々がどのように考え行動したか、そしてアメリ

カと接触した人物がどのような足取りをたどったのかも重要な研究課題になり得ると

感じられた。

これまでモンゴル人民共和国における徳王の逮捕やドガルスレンの処刑といった事

実は、内・外モンゴ、ル人々のあいだで大きな模となっていた。それゆえモンゴル国の

研究者 D.ゾリクト氏によって、徳王を巡る歴史の一端が明らかにされた意義は大き

いと評者は考える。
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