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The memory of Gada Meiren in grassroots society

BAO BAOHAI

Gada Meiren(1892～1931), known as Mongolian hero, leader of anti-cultivation movement of 

farmland reclamation of Mongolian grasslands in Khorchin of Inner Mongolia from the end of 

1929 until the early1931’s. Gada Meiren was killed by the Zhang Xueliang’s Northeast Army on 

February 12th 1931 on lunar calendar. Fought for protecting the Mongolian grassland, he have been 

respected and remembered by Mongolians.

In the historiography of Inner Mongolia of China, although he was officially described as “model 

of class struggle”, among Mongolians in Inner Mongolia, he was recognized as “Ethnic Hero” 

and “Ethnic Sacrificer”, which is different from “official memory” that constructed by social and 

political framework. Such marginalized “minor memory” next to the “official memory” has been 

placed in the “forgetting hole” deeply. For reorganizing and visualizing the forgotten fragments of 

memories, narratives and memories in “grassroots society” among Mongolians in Inner Mongolia 

should be analyzed, rather than politically and ideologically formed “official memory”.

In this study, through field work study among Mongolians in Inner Mongolia, especially 

Mongolians on Khorchin Left Middle Banner (Gada Meiren’s hometown), the researcher focus on 

the analysis of narratives and memories in “grassroots society”.

Abstruct
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はじめに

　ガーダー・メイレ 1（Gada Meiren、1892～ 1931、
漢語表記は嘎達梅林［Ga Da Mei Lin］）の本名は、ナ
ドミド（Nadmid）、漢名孟青山（Meng Qingshan）及
び孟業西（Meng Yexi）という。「ガーダー」は末子と
いう意味の漢語である。彼は家族の中で末子として
生まれている。「メイレン」は官職を指しており、満
州語では旗兵隊の最高統領という意味になる。彼は
1929年末から 1931年代初頭まで、内モンゴルのホル
チン地域で、漢人農民による過度な農地開墾に反対し
て武装蜂起を起こし、1931年 2月 12日（旧暦）に東
北軍（張学良の部隊）によって鎮圧され、戦死した実
在の人物である。彼は、モンゴル人の土地と利益のた
めに戦ったとされており、そのためにモンゴルの人び
とのあいだでは一定の尊敬を集めつつ、その名が記憶
されている2。
　中国・内モンゴルの公式的見方では、ガーダー・メ
イレンは「階級闘争のモデル」3として有名な人物で
あるが、内モンゴルにおけるモンゴル人の間では、「民
族的英雄」、または「民族的犠牲者」として認識され
る場合もある。それは社会的かつ政治的に構成される
「社会的枠組み」4として作動する「公式的な記憶」、つ
まり、「封建的王公」や「反動的軍閥」と対抗した「階
級闘争のモデル」としての「パブリック・メモリー」
と異なる。このような「公式的な記憶」の横にある、

周辺化された「マイナーな記憶」の語り方は、今でも
深い「忘却の穴」に投げ込まれている。こうした忘却
された記憶の断片を再び整理し、可視化し、人々の間
で共有されている「マイナーな記憶」を考える際には、
政治的、イデオロギー的側面から形成される「公式的
な記憶」としてのガーダー・メイレンではなく、むしろ、
内モンゴルの「草の根社会」における記憶と語りを分
析しなければならない。つまり、内モンゴルの人 （々記
憶する主体、特にホルチン左翼中旗の人々）は、国民
国家と地域の範囲で共有される公式的なガーダー・メ
イレンのイメージと表象をいかに受け止めているのか
を言及することが不可欠である。森村は言う。

白紙に自由に絵を描くように集合的記憶を捏造す
ることは不可能であり、その際、もっとも配慮す
べき条件は、対立する権力よりもむしろ収容者側
の独自な表象体系・文化であろう。これに真っ向
から対立し、完全に消滅させようとすることには
大きな困難がつきまとう。〔…〕その一方で受容
者側も与えられた表象を権力側の意図とは別の形
に読み替え、その意味をずらし、時には風化させ
ていく5。

　「モンゴル人」対「漢人」という構図、つまり、「漢
人の入植に対抗したモンゴルの英雄」という記憶の語
り方は今日の内モンゴルにおける「公式的なガーダー・
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メイレン像」をある程度動揺させるかもしれない。し
かし、内モンゴルの人々の間で構築されている「ガー
ダー・メイレン像」は単一ないし単純なものではない。
実際に、モンゴル人民衆の間で共有される「ガーダー・
メイレン像」はもっとも複雑で、多様である。このよ
うな記憶の多様性や、多声性こそが、ガーダー・メイ
レンを巡る記憶のトポロジーを曖昧化させ、時に政治
的な武器あるいは、政治政策の道具として利用されて
しまう場合もある。鄭智泳の述べるように、「隠蔽さ
れ記憶の破片を隠そうとすればするほど、その力は一
層強まる。危険な破片だからといってそれを隠すより
は、むしろ明らかにして、その秘密めいた危険性を除
去する必要がある」6。
　そこで、本稿では、内モンゴルの「草の根社会」、
つまり、社会の下層にある人々の間で共有される「ガー
ダー・メイレン像」と記憶の語り方を考察していきた
い。このため、方法として、フィールドワークの研究
方法を用いて、実際に内モンゴルの人々、特にガー
ダー・メイレンの故郷であるホルチン左翼中旗のモン
ゴル人たちがガーダー・メイレンのことをどのように
記憶しているのかについて検討してみたい。筆者は
2013年 9月から 10月の 1ヶ月間に、ガーダー・メイ
レン蜂起が起きた内モンゴルのホルチン左翼中旗で集
中的に聞き取り調査を行い、その後も補足調査を行っ
てきた。調査範囲はホルチン左翼中旗の東部、中部と
西部の八つの村、宝龍山鎮と旗政府のある保康鎮、ま
た、ホルチン右翼中旗のバヤントハイ（巴彦套海）、
通遼市、フフホト市で、合計 22名にインタビューを
行い、それを基づいて本稿を執筆した。

1．ホルチン左翼中旗の概況とインタビュー
　 の方法
　1.1．ホルチン左翼中旗の自然環境
　調査地域であるホルチン左翼中旗は、内モンゴル自
治区東部、興安嶺の東南に位置し、地勢は西北から東
南に傾いている。旗の東側、北側、西側と南側はそれ
ぞれ、吉林省、ホルチン右翼中旗とジャロート旗、開
魯県、ホルチン左翼後旗とつながっており、総面積は

9818平方キロである。同旗の気候は寒暖の差が激し
い大陸温帯気候に属する。年間降雨量は 200～ 400ミ
リメートルで、平均気温が 5.5℃である。2013年の統
計によれば、旗の人口は 53.7万人、その中ではモン
ゴル人は 39.5万人で、総人口の 73.6％を占めており、
同旗も内モンゴルの各旗の中ではモンゴル人が一番多
い旗であると言われている。
　ホルチン左翼中旗は内モンゴル自治区の中では経済
的に貧困な地域に属し、近年、出稼ぎ労働者の数も増
えつつある。同旗は内モンゴルの半農半牧地域に属す
るが、近年の「禁牧（放牧を禁止する）政策」により、
牧畜に従事するモンゴル人が少なくなっている。農産
物としては、主にトウモロコシ、緑豆、モロコシ、ト
ウゴマなどが挙げられる。旗のモンゴル人たちは、随
分昔から「蒙地開墾」と漢人の入植の影響を受け、遊
牧生活をやめて、定住生活を営んでいる。生活の習慣
やスタイルにおいては、漢文化の影響を強く受けてお
り、漢語とモンゴル語を混ぜてしゃべるホルチン方言
を使用し、中国式な瓦吹きの家や「土屋のゲル」7に住
み、農耕に従事するようになっている。

　1.2．インタビューの概要

　調査地域でのインタビューは、エムネ・タリンアイ
ル（EmUn-e Talinail/南塔林艾力）ガチャー（村）8の
元書記のトン・シレム（Tong $iremU/ 佟西日莫）氏の
協力を受け、各村のインフォーマント（語り手）の自
宅を訪問して行った。各村のインフォーマントをトン・
シレム氏の知り合いを通じて、紹介してもらい、使用
言語は地元のホルチン方言で行った。インフォーマン
トの年齢や性別をできるだけバランスを取るように心
がけたが、年寄の男性のほうが圧倒的に多かった。質
問内容を事前に決めて行ったが、インタビュー中、語
り手の語りの内容に応じて、適当に変わった場合もあ
り、自由に語ってもらう形もとった。インタビューは
Appleレコーダーに録音しながら、記録ノートでメモ
を取って行った。
　オーラル・ヒストーリーの方法を扱った研究では、
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よく言われるのは、聞き手と語り手の関係性の問題や、
語る内容の代表性の問題である9。調査地域は筆者の
生まれ育てられた故郷であったため、聞き手の筆者と
語り手の関係性が語りだす内容に与える影響が少ない
と思われる。しかし、「岡目八目」と言われるように、
語り手にとっても、筆者にとっても、当たり前のよう
に思われる内容や、この地域にあまり慣れているせい
で、別の文化圏の目から見ると、非常に重要だと思わ

れる内容が見落とされてしまう可能性もある。これら
の問題を前提として、まず、人々の間で共有されてい
る多様な語り方の中から、最も「代表的な語り」、つ
まり、「多くの人々の意識に残っている共通的な語り」
を取り出すことにしたい。次に、「代表的な語り」の
他に、語り方の多様性や多声性の問題を見落とさない
ように、なぜそのような多様な語りがあるのか、その
語りの根源がとこにあるのかを検証してみたい。

ガーダー・メイレンについての聞き取りリスト（一部）

氏名 生年 性別 学歴 居住村 記憶の根源 語りの内容

戴・L 1918 女 文盲
シャンシーンアイル
（尚辛艾勒）

出来事目撃者
ガーダー・メイレン蜂起軍がオルド
マンハンアイル（鳥日吐茫哈）に宿
営した際の出来事

朱（戴）・L 1923 男
私塾で 4
年間勉強

シャンシーンアイル
（尚辛艾勒）

出来事の目撃者、戦友か
らの語り

ガーダー・メイレンが戦死した際の
出来事

孟・Ｏ 1927 女 文盲
バローンホイト・
ハラトダ

（西北哈拉吐達）

上の世代の語りやホーリ
ン・ウリゲル、ウリゲル
ト・ドー

村の歴史、ガーダー・メイレン蜂起
の影響とその意義、満州国時代の話
など

白・Ｎ 1937 男 小学
ジュルガンモド
（珠日干毛都）

上の世代の語りやウリゲ
ルト・ドー

ムーダンの娘殺し、韓色旺について
の出来事

白・Ｓ 1939 男 文盲
ジュルガンモド
（珠日干毛都）

ホーリン・ウリゲルとウ
リゲルト・ドー、上の世
代の語り

ガーダー・メイレン蜂起の起きた原
因から弾圧されるまでの出来事

呉・Ｄ 1939 男 文盲
スーリンノトボ
（民主屯 /包力召）

自分のお爺さんと村の
人々の語り

韓色旺についての出来事

呉・Ｃ 1939 男 中学
ホンゴルオボー
（洪戈爾敖包）

村の人々の語り、ウリゲ
ルト・ドー

ガーダー・メイレンが戦死した際の
出来事や、ガーダー・メイレン記念
碑設立について

・Ｔ 1943 男 小学
ホルチン右翼中旗
バヤントハイ
（巴彦套海）

村の人々の語り、ウリゲ
ルト・ドー

ガーダー・メイレンのホーリン・ウ
リゲルを語ったホールチなので、蒙
地開墾によるモンゴル人の苦難の記
憶をホーリン・ウリゲルの形で語っ
た

包・Ｔ 1944 男 中学
ホローンアイル
（浩日彦艾勒）

村の人々、新聞、本、ホー
リン・ウリゲルとウリゲ
ルト・ドー

ホルチンの歴史、ダルハン王府の出
来事から、ガーダー・メイレン蜂起
まで、非常に詳しく語った
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包・Ｃ 1945 女 小学
エムネ・ハラトダ
（南哈拉吐達）

叔父のトン・マンサンと
村のゴーヨウという人
（蜂起軍の生き残り）、ウ
リゲルト・ドー

老人の語りによれば、ガーダー・メ
イレン蜂起軍が村に何回も来たとい
う。ウリゲルト・ドーから、ムーダ
ンの娘殺しの話を聞いて、何回も涙
を流したという。

金・Ｍ 1949 男 小学
バローンホイト・
ハラトダ

（西北哈拉吐達）

老人の語り、ホーリン・
ウリゲルとウリゲルト・
ドー

ムーダンの娘殺し、ガーダー・メイ
レンの脱獄から、蜂起軍が弾圧され
るまでの出来事

呉・Ｈ 1951 男 小学
スーリンノトボ
（民主屯 /包力召）

老人の語り、ホーリン・
ウリゲルとウリゲルト・
ドー

韓色旺についての語り、ガーダー・
メイレンが戦士した際の出来事

金・Ｍ 1954 男 小学
エムネ・ハラトダ
（南北哈拉吐達）

ウリゲルト・ドー
ガーダー・メイレン蜂起の起きた原
因から弾圧されるまで出来事、蒙地
開墾を巡るモンゴル人と漢人の対立

包・Ｂ 1973 男 文盲
エムネ・ハラトダ
（南北哈拉吐達）

村のセール老人の語り

ガーダー・メイレンの生涯、蜂起し
てから戦死するまでの出来事、ガー
ダー・メイレン蜂起軍が村に宿営し
たこと

包・Ｓ 1982 男 中学
エムネ・ハラトダ
（南北哈拉吐達）

ホーリン・ウリゲル、ウ
リゲルト・ドー

ムーダンの娘殺し、ガーダー・メイ
レンが匪賊団と連合したこと

注：内モンゴル自治区ホルチン左翼中旗地図　内蒙古自治区地図制印院編制『内蒙古自治区地図冊』
北京：中国地図出版社、2004年、21頁を参照して作成（語り手の居住村がカタカナで表示された）。
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2．草の根社会に共有されるガーダー・メイ
　 レンの記憶と語り
　2.1．地域で共有されるガーダー・メイレン
          の共通する記憶

　調査地域では、ガーダー・メイレンは、共通して共
有されている記憶として、「民族的英雄」、または「民
族的犠牲者」として認識される場合が圧倒的に多かっ
た。しかも、その記憶の根源がほとんど、ウリゲルト・
ドー『ガーダー・メイレン』10から由来しており、ガー
ダー・メイレンについて共通の語りが見られる。例え
ば、ジュルガンモド（珠日干毛都）に住む白・S（男、
1939年生）は次のように語る。

ある日、ダルハン王が張督軍（張作霖：筆者挿入、
以下同じ）に誘われて、ムグデン（奉天）に行っ
た。督軍府での宴会の後、ダルハン王は張督軍の
仲人で嫁（語り手：つまり、フージン・タイタイ
［＝朱博儒］）をもらった。そして、ダルハン王は
旗のことを完全に忘れて、戻りたくなくなった。
〔…〕その日から、ダルハン王は旗の政務にまっ
たく従事しなくなり、旗兵隊の諸費用をも支払わ
なくなってしまった。そのために、ガーダー・メ
イレンが奉天へ話をつけに行ったんだ、合計で 3

回も行った。最後にモンゴリン・ジャサク（モン
ゴルを管理する機関）にも行って直訴したけれど
も、問題が解決しなかったので、彼はダルハン王
に対して怒ったんだ。これを見たフージン・タイ
タイがカンカンになり、「世の中で、ハラチ・ア
ラド（庶民）が王様に対して怒るというのは、自
分の身分をわきまえていない」と言って、彼を逮
捕し、奉天の牢屋に入獄させた。のちにガーダー・
メイレンの友達のハスオチル（語り手：ダルハン
王秘書）とウータイタイ（五太太：元ダルハン王
妃）のおかけで、ダルハン旗の牢屋に移動するこ
とになった。その後、牢屋の人（ガーダー・メイ
レンの友達）から情報をもらったムーダン（ガー
ダー・メイレンの妻）は、旗兵隊が匪賊討伐に出

発したチャンスに乗じて、ガーダー・メイレンの
救出に成功したんだ。脱獄したガーダー・メイレ
ンはトゥシェート（ホルチン右翼中）旗、ジャロー
ト旗などで戦いながら、白龍の指導する匪賊団と
合流し、匪首になった。その後、トゥシェート旗
の天山一帯に活動するホラガル＝紅順（の匪賊
団）と合流し、2,000名あまりまで拡大した。ガー
ダー・メイレンは匪首になった後、ダルハン旗の
土地を守るために、ウリジームレン（新開河）の
西側に位置するジャムト、ボラギンジョー（宝龍
山）付近で、奉天から派遣されてきたデースンチェ
リグ（degesün čereg）11を攻撃した。当初は沢山
のデースンチェリグの兵士を殺したんだ。デース
ンチェリグの報告を受け取った張督軍は洮南、魯
北などの国軍（東北運）を動員して、蜂起軍を鎮
圧した。考えて見るとさあ、匪賊にはね、如何な
る援助もないのだよ。彼らは正規な国軍と戦った
後、物資や弾薬もなくなってしまったんだ。銃と
いうのはね、弾薬がないと、シレーグル（silegegür/

silegebür）12 のようなものになってしまう。何の役
にも立たないからさ。それで、最後にガーダー・
メイレンはウリジームレン河のホンゴルオボーで
戦死した。ガーダー・メイレンは匪首になったが、
彼の本当の目的はモンゴル人の土地と利益を守る
ためだった。だけど、他の匪賊と違って、人々の
財産を略奪したことがない。今日、ガーダー・メ
イレンが有名になったのは、そのおかげでもあ
る13。

　白・Sの語りの前半の内容はテムレー（Temür-e）ホー
ルチの語ったホーリン・ウリゲル『ガーダー・メイ
レン』14の内容と似ているが、後半の内容から見れば、
ウリゲルト・ドー『ガーダー・メイレン』の影響を受
けているのは明らかである。例えば、奉天で逮捕され
たガーダー・メイレンはハスオチルとウタイタイのお
かけで、ダルハン旗の牢屋に移されたことはウリゲル
ト・ドーの内容であり、ホーリン・ウリゲルには登場
しない。
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　同じ村に住む白・Ｎ（男、1937年生）は次のよう
に述べる。

ダルハン旗はジリム盟 10旗の中で一番広い旗
だったんだ。ダルハン王の下にはね、ガーダー・
メイレンと韓色旺という部下がいた。韓の媒介で
ダルハン王が張督軍の妹と結婚して奉天に住むよ
うになり、旗の政務に従事しなくなった。張の目
的はダルハン旗の土地だった。フージン・タイタ
イも化粧品を買うために、ダルハン旗の土地をた
くさん払い下げた。そして、デースンチェリグが
やってきて、バヤンラタラ（Bayantal-a）、ゴルバ
ンマンハ（Γurban mangq-a）一帯の土地を測量し
たんだ。貧しい人々が故郷を追われ、大変なこと
になった。この状況を見たガーダー・メイレンが
ダルハン王を説得するために奉天に行ったんだけ
ど、結局、免職され、投獄されちゃった。これは
すべて韓色旺という奴のやったこと。この情報を
聞いたムーダンが仲間を集めながら、家の家畜な
どを売りさばき、銃と弾薬などを買って、家に戻っ
た。だけども、これから 3歳の娘テン・ジンリャ
ン（天金亮）の運命がどうなるのか。叔父さんに
世話をしてくれるように頼んだが拒否されちゃっ
たため、敵に殺されるより、自分で殺しちゃおう、
と思ったムーダンが自分の手で娘を殺しちゃった
んだ。そして、その日の夜、旗兵隊がホロスタイ
ントン（qulustai-yin tüng）で匪賊討伐に出発した
チャンスに乗じて、ムーダンが仲間を連れて、王
府の牢屋を破って、ガーダー・メイレンを救出し
た。脱獄したガーダー・メイレンらは北のほうに
向かい、蜂起が始まった。〔…〕彼らは、ジャムト、
ゴンルブンマンハ、シェブルト（舎伯吐）、ヨリ
ンモト（腰林毛都）、鲁 北などで戦闘した15。

　一方、上記の二人から居住地が離れている金・Ｍ（男、
1949年生）の語りを聞いてみよう。

ダルハン旗において、ベーリン・テレー（通遼荒）

などができて、大勢の漢人が入ってきた。ダルハ
ン王はジャシヤンアラバ（年班）16のために、北
京に滞在した時、彼の弟のソリヤト王（＝狂人王）
が政務に従事し、贅沢な生活を送りながら、多く
の借金をかさねちゃったんだね。ダルハン王も
フージン・タイタイを嫁にもらってからね、北京
で、莫大な借金をかさね、それらの借金を返済す
るといって、土地を払い下げたんだ。そして、張
督軍とか、呉督軍（呉佩孚）とか、ホイシャチェ
リグ（測量軍）などね、軍事的な権力を持ってい
る人々がダルハン旗にやってきて、土地を測量し
た。僕の聞いた限りでは、ベーリン・テレーから
シェブルトまでの肥沃な土地が測量され、払い下
げられたそうだ。このような背景で、ガーダー・
メイレンが立ち上がった訳だ。モンゴルの土地と
利益のためにね17。

　この三人の語りがウリゲルト・ドー『ガーダー・メ
イレン』の内容とほぼ一致している。三人とも「ムー
ダンの娘殺しは真実」であると語っており、「彼女は
非凡な女」であると評価している。また、ガーダー・
メイレン蜂起軍がジャムト、ゴルバンマンハ、シェブ
ルト一帯でデースンチェリグと戦ったことが特に記憶
されており、三人とも、ガーダー・メイレンのことを
モンゴル人の英雄として認め、韓色旺のことをモンゴ
ル人の裏切り者として批判している。白・Sと白・Ｎ
の二人が同じ村で住んでいるが、二人とも金・Ｍと何
らかの接触をしたこともない。それにも関わらず、三
人の語りの基本的な内容はほぼ同じである。上の表で
示した通り、聞き取りの中で、語り手 20名の内、16

名はウリゲルト・ドー『ガーダー・メイレン』からそ
の出来事について知ったと語っている。語りの基本的
な内容は、ダルハン王が張作霖と親戚になり、奉天で
住むようになってから、ダルハン旗の土地が測量軍に
よって強制的に測量され、モンゴル人たちが故郷から
追われたため、ガーダー・メイレンが蜂起したという
ストーリーであった。このストーリーは世代を超えて
共有されており、しかも、地理的にも広く共有されて
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いる。
　一方、「ムーダンの娘殺し」という「ストーリー」
も多くの人々に「本当にあった出来事」であると信じ
られている。この「ストーリー」は実際には、ホール
チや民間芸能者によって作られた話であり、史実では
なかったことはムーダン自身の語りによって明らかに
されている18。それにも関わらず、人々はそれを真実
であると語っているのは、彼らの記憶形成において、
ホールチの歌ったウリゲルト・ドー『ガーダー・メイ
レン』が重要な役割を果たしたと推察できる 19。
　

　2.2．ウリゲルト・ドー、口承による「ガー
　　　 ダー・メイレン記憶」の形成と伝承

　ウリゲルト・ドーは一般的に、聞き終わったら忘れ
てしまうと思われるが、ガーダー・メイレンのストー
リーをウリゲルト・ドーから聞いたと、はっきり語っ
ているのは、その歌に感動し、繰り返して聞いた可能
性があると考えられる。ウリゲルト・ドーについて、白・
Sは次のように答える（＊は筆者の質問した内容、以
下同じ）。

　＊ガーダー・メイレンについてどこから聞いたので
すか。
　白：ウリゲルト・ドーだ。ドルジ・ホールチの語っ
たウリゲルト・ドー『ガーダー・メイレン』を聞いた、
何回も聞いた。ホーリン・ウリゲルも聞いたことがあ
る。
　＊最近も聞いているのですか。
　白：ホーリン・ウリゲルなら、ほとんど毎日ラジオ
で聞いているが、ガーダー・メイレンについては、何
回も聞いたことがあるので、そのストーリーが強く記
憶に残っている。ラジオが出てくる前は、村でホール
チを招いて、ウリゲルなどを語らせてもらっていた。
僕は、それを聞くのは好きだから、いつも料金を払っ
て聞いていた。
　＊ガーダー・メイレン蜂起軍のメンバーと彼らの戦
闘の場所について覚えていますか。

　白：蜂起軍のメンバーというのは、俺の記憶では、
有名なポーチ（射手）として、ゴンボ・ダ、ジョダバー
という二人がいたようだ。彼らは、この辺のウリジー
ムレン河の西側から、トゥシェート旗、ジャロート旗、
天山、開魯、ボーリンオーラ（玻璃山）一帯で戦った。
　＊ガーダー・メイレン以外のウリゲルト・ドーも聞
いたことがありますか。
　白：もちろんあるよ。例えば、『トクトホ・タイジ』、
『ベーリン・テレー』など 20。

　呉・Ｈ（男、1951年生）もウリゲルト・ドーをよ
く聞いていたという。

　＊ガーダー・メイレンについてのウリゲルト・ドー
を聞いたことがありますか。
　呉：ある。子供のころから、隣の村のボルジャとい
うホールチの歌ったウリゲルト・ドーを聞いていた。
ホイトネレトホショー（qoitu neretü qusiγu）という村
では金アラタンバガナという民間芸能者がいた、彼も
よく歌える。
　＊最近、誰の歌ったウリゲルト・ドーをよく聞いて
いますか。
　呉：最近テレビでイダンジャブ・ホールチの歌った
ウリゲルト・ドーをよく聞いているよ。また、テレビ
やラジオのモンゴル語チャンネルでは、ガーダー・メ
イレンの歌が放送されていて、それをよく聞く21。

　呉にとっては、ウリゲルト・ドー以外には、上の世
代の語りや老人の語り、ウリゲルト・ドーのテキス
ト（彼はそのテキストを持っており、自分でも読んだ
ことがあるという）も、ガーダー・メイレンについて
知る重要な媒介になっていたと思われる。彼の父の語
りによれば、隣の村（qabung-yin tobu/団結屯）の白
七十三という人の結婚式の際に、ガーダー・メイレン
蜂起軍が来てご飯を食べたことがあったが、彼らは民
衆の財産を奪い取ったり、迷惑をかけたことがなかっ
たという。
　これについては、白・Sも自分の母から、その話を
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聞いたと語っている。その結婚式では彼の母親も手
伝っていたので、その日の蜂起軍の活動の様子を目撃
したという。蜂起軍が入ってきた際には、皆はホンホ
ス（匪賊）が来たと恐れていたが、彼らは誰の財産を
も奪い取ることもなかったという。白・Sの住んでい
る村は、呉・Ｈの村の隣にあるので、二人の上の世代
は確かに接触した可能性もあり、しかも、その結婚式
で目撃したことを、後の世代に語った可能性もあると
考えられる。
　それでは、ウリゲルト・ドーが人々の記憶形成にど
のような影響を与えたのか。この問いを答えるには、
ウリゲルト・ドーがどのようにテキスト化され、どの
ように語られたのかを確認する必要がある22。
　調査地域において、人々は、「文化大革命」が始ま
る前に、ホールチを招いて、ウリゲルト・ドーやホー
リン・ウリゲルなどを語らせていたが23、「文化大革
命」が終結した後、各地の放送局からホールチの口
演を聞くようになったと考えられる。特にホールチ
のドルジ（Dorji）の 1982年の口演、チャガンバラス
（Čaγanbars）の 1983年の口演が有名で、この二人のホー
ルチの名前は、聞き取りの中で頻繁に言及されている。
1980年代以降、録音テープに吹き入れたウリゲルト・
ドーなどが市場で売られるようになり、一部の人々が
テープレコーダーを通じて、繰り返して聞いていたと
思われる。
　ホルチン左翼中旗の人々にとっては、ウリゲルト・
ドー『ガーダー・メイレン』が歓迎され、その内容が
よく記憶されているのは、ガーダー・メイレンは本旗
出身で、有名な人物からである。また、娯楽の少ない
当時の人々にとっては、それを聞くことは、彼らの生
活の一部になっていたと考えられる。
　金・Ｍ（男、1949年生）と同じ村で住んでいる孟・
O（女、1927年生）は、ガーダー・メイレンのウリゲ
ルト・ドーを聞くのが好きだったため、何回も聞いた
ことがあると語る。

　＊ガーダー・メイレンについて話していただけませ
んか。

　孟：ホワン・ガラガホ（quvang γarγaqu/荒野を開放
する）のことで、モンゴル人と漢人が対立するように
なってね、メイレン・アーブ（abu/お父さん）はモン
ゴル人の土地を守るために、死んじゃったの。あぁ、
わがモンゴル人のために、死んじゃったのよ、非常に
残念で、窮屈な思いをさせられるわ。モンゴル人の土
地のために戦った人だからね、尊敬する人が多いのよ。
　＊おばさんは、はじめてどこからその話を聞いたの
ですか。
　孟：その時代はね、私はまだ物心のつかない子供
だったので、よく分からなかったのよ。だけと、上の
世代からその話をよく聞いていたわ。私は文盲なので、
歴史とか、なにも分からないんだけど、上の世代から
の語りを記憶するしかないのよ。
　＊おばさんにとって上の世代の語りの何が記憶に最
も強く残っているのですか。
　孟：ガジル・ショロイ（γaǰa siroi/土地）だよ、ガジル・
ショロイ。
　＊この辺で、蜂起軍が来て戦ったことがありました
か。
　孟：この辺には来てないわ。シェブルト一帯には来
たそうね。
　＊ムーダンの娘殺しは本当にあったことですか。
　孟：本当よ。ミーダン（ムーダン）が夫を救出する
ために、自分の手で娘を殺しちゃったのよ。それ以外
の方法がないからね、殺さないと、絶対、敵に殺され
るから。
　＊ガーダー・メイレンのウリゲルト・ドーやホーリ
ン・ウリゲルなどついて聞いたことがありますか。
　孟：ウリゲルト・ドーが好きだからね、集団農業の
際、ゴニガというホールチが村に来ていたので、彼の
語ったウリゲルを聴いたことがあるわ。ゴニガ・ホー
ルチは 2、3回も来たことがあると思う。

　孟の語りから見ると、彼女の記憶形成には、ウリゲ
ルト・ドーの影響が強かったが、上の世代の語りも重
要な影響を与えたと推察できる。また、「メイレン・アー
ブ（お父さん）はモンゴル人のために死んじゃった」
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と繰り返し言及し、ガーダー・メイレンのことを自分
のアーブ（お父さん）のように尊敬している同時に、
「非常に残念な気持ち」が伝えられている。彼女の語
りの中では、ウリゲルト・ドーで歌われる張督軍（張
作霖）や、ダルハン王による蒙地開墾の記憶ではなく、
むしろ、モンゴル人の被害の記憶が特に強調されてい
る。その残念さが感じ取らせるのは、上の世代の語り
に影響された面が強いだろう。孟は満州国時代の土地
政策と中国共産党の土地改革などを自分で経験してお
り、モンゴル人にとっては、土地や牧場が如何なる重
要なものであるかをよく強調している。そのため、彼
女の語りには、満州国時代の日本人についての語りや、
共産党による土地改革の話も登場するが、モンゴル人
の土地が外敵（漢人による開墾、日本人による蒙地俸
上24）によって奪われた「被害の記憶」が特に言及さ
れている。
　一方、前述した白・Sと呉・Ｈの記憶形成には、ウ
リゲルト・ドーからの影響が強かったが、上の世代の
語りの影響を受けたことが否定できない。二人とも、
「隣の村の白七十三という人の結婚式であった出来事」
を記憶しており、その内容はウリゲルト・ドーで歌わ
れていない。
　したがって、孟・Oにとっても、白・Sと呉・Ｈにとっ
ても、ガーダー・メイレンの記憶はウリゲルト・ドー、
あるいは、上の世代の語りだけから、獲得されたので
はなく、ウリゲルト・ドーのイメージと上の世代の語
りが同じところで繰り返して語られて初めて獲得され
たと考えられる。もちろん、彼らの上の世代全員が出
来事の目撃者や経験者であったわけでもない。しかし、
後の世代への語りが大きな役割を果たしたと考えられ
る。
　モーリス・アルヴァックスによれば、「個人的記憶は、
完全に孤立した、閉鎖的なものではない。人間は、彼
の外部にある社会によって定められた基準点を参照す
る。その上、個人的記憶の機能は、言葉とか観念など
の用具がなければ発揮されないが、それらは個人が発
明したものではなく環境から借用したものである」25。
草の根社会の人々にとっては、彼らの外部にある基準

点はウリゲルト・ドーやホーリン・ウリゲルの他に、
上の世代の語りや老人の語りである。彼らは、口承に
よって伝えられている経験談や伝聞、ウリゲルト・ドー
などを通じて、ガーダー・メイレンを記憶している。
　

　2.3．蒙地開墾によるモンゴル人の
　　　 「被害の記憶」

　1940年代の中国共産党の文芸政策と 1958年の民謡
運動の影響を受けて作られたウリゲルト・ドーの多く
のヴァリエーションには、ガーダー・メイレンがダル
ハン王や張作霖などの圧迫階級に対抗した「階級闘争
の英雄」として描かれるが、草の根社会の人々の中で
は、むしろ、蒙地開墾によって、故郷を追われた、被
害を受けるモンゴル人の様子が記憶され、ガーダー・
メイレン自身も、モンゴル人の土地と利益のために
戦って犠牲者になった「被害者」として語られている。
　蒙地開墾によるモンゴル人の「被害の記憶」に関し
ては、上で取り上げた孟・Oの他に、ガーダー・メイ
レンのホーリン・ウリゲルを語ったテムレー・ホール
チはホールを演奏しながら、次のように語る。

（歌から始まる）
　　Uridu ǰüg-eče nisüged irekü ulaγan γalaγun-u ǰulǰaγ-a

　　Uridu yeke mören-degen saγuqul ügei-ber nisüni de

　　Urbaγad γaruγsan Loo Гadan-u učir boloγad yabudal-i 

kelebel-e

　　Örgen olan mongγlcud-iyan γaǰar siroin-u tusada 

yüm-e

　　Qoitu ǰüg-eče nisüged irekü qaliγun γalaγun-u ǰulǰag-a

　　Qoitu yeke mören-degen saγukiši ügei-ber nisüni de

　　Qobisuγad γaruγsan Loo Гadan-u učir boloγad 

yabudal-i kelebel-e

　　Qusiγun-u olan ügeičüd-nü-iyen γaǰar boloγad siroin-u 

tölöge yüm-e

（日本語訳文）
　　南から飛んでくる雁のひなよ
　　南の大河に舞い降りずに飛び立てようか
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　　反逆したロー・ガーダーのことを言えば
　　広範なモンゴル民衆の土地のためだったのだ
　　北から飛んでくる雁のひなよ
　　北の大河に舞い降りずに飛び立てようか
　　変革を起こしたロー・ガーダーのことを言えば
　　旗の広範な貧しい人たちの土地のためだったのだ

〔…〕
　　Qaγalγ-a-yin emün-iyen ǰoγsoγad 

　　Qaraqu nidün-iyen sungγaγad

　　Dörben ǰüg-i Гada üǰel-e

　　Qoisi-iyan urγan dörben ǰüg

　　Belčiǰü yabuǰu baiγ-a kümün-üde 

　　Kümüsge nitüregend ǰoburi-tai

　　Egüden emün-e γarču yireged 

　　Üǰikü nidü-i sungγaγad

　　Eng delekei-i baičaγaqu-da

　　Emün-e qoin-a belčiǰü yabuγ-a kümün-üde

　　Ergükü nidün-degen bayar-ügei ki

（日本語訳文）
　　ガーダーはドア前に立って、周りを見たら、
　　四方に逃げる人々が眉をしかめ、悲しむ
　　ドアの前に出てきて、目を上げたら
　　悲しい目にあった人々はあっちこっちに逃げる
　　

（これまでは歌、ここから語りが始まる）
　ガーダー・メイレンは、故郷を追われ、北のほうに
向かう一人老人（この老人は荷車に荷物を載せ、子供
たちを連れていた）から聞く。

　ガーダー・メイレン：「なんでこんな有様になって
しまったのですか、そしてどこへ行くのですか？」。
　老人：「あぁ、言うこともないでさぁ。デースンチェ
リグが入ってきて、土地を測量し、俺たちを殴って、
故郷を追い出したんじゃ、牧場が奪い取られ、故郷も
占領され、生活することができなかったんで、別のと
ころを探して移動しとるんじゃ」。
　ガーダー・メイレン（ため息をつぎながら）：「おじ
さんのところで、皆不幸に見舞われていますか」

　老人：「そうじゃよ、ボルハルジン（boro qalǰin）か
らボルチャ（bolčo）までの牧場が全部測量・占領され、
皆は牧畜に従事することができなかったんじゃ。昔か
ら住んでいた故郷はすぐ敵の手に入ってしまったもん
だから、別のところに移動して生計を維持していく以
外の方法がないのじゃ」。
　
　これを聞いたガーダー・メイレンは心中の怒りを抑
えることができずに（ここから歌が始まる）：

　　Ebüged-ün üy-e-eče amiduraǰu saγuγsan nutuγ yüm-e

　　Üǰekü-yin ǰaγur-a ösiyeten-ü γar-tu oroqu-deger-e 

tulla-da

　　Ösböri nasun-u kümüs-ün üy-e-eče eǰeleǰü bayiγsan 

siroi yüm-e

　　Odo nigente talaγdaγad ügei lie bolqu-deger-e tulla-

da-ki

　　Mönö bükün-i bodoγad masi dotor-a-ban aγurlaγad

　　Man-u yeke wangye mini-e man-iyan guan-iyan 

baisigl-a

　　Alus Begejing-eče ayalaγad Mügden-dü ǰalaraǰu 

saγuγsan yüm-e

　　Odo očiǰu kelelčiǰü baiγad boloy-a ged ončaγai dotor-

a-ban yaγaran-a

　　Časun čaγan külüg-degen emegel qaǰaγar ǰasaγad

　　Aqas yagum-a-iyan tegeged aγta-ban γuyadaγad 

γaruγsan-yüm-e

　　As urγan qanduγad nigen edür yabuγad

　　Tongliao-du yireged mori-iyan qayaγad 

　　Mügden-i čigleǰü γarču gen-e-ki

（日本語訳文）
　　昔から暮らしてきた故郷だよ
　　今すぐ敵の手に入ることになった
　　祖先の時から支配していた土地だよ
　　今日すでに失われることになった
　　ここまで考えて、怒りを感じるよ
　　わがダルハン王は我々のことを顧みなくなり
　　遠い北京から奉天に戻って住むようになった
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　　今すぐ伺いに行って請願しようと
　　白い駿馬に支度をして、駆って行った
　　南のほうに向かって、一日走り
　　通遼に着いて、馬を置き、奉天へ向かったという26

　　
　上の引用は聞き取り調査の中で、現場で語ってくれ
たホーリン・ウリゲル『ガーダー・メイレン』の一部
を書き取って翻訳したもの27であり、蒙地開墾によっ
て故郷を追われるモンゴル人の惨状を目撃したガー
ダー・メイレンは奉天へ請願するために出発した内容
である。この場面はテムレーホールチの語ったホーリ
ン・ウリゲル『ガーダー・メイレン』（1980年録音、
全 30回）の第 28回でも登場するが、内容が少し異な
る28。ラジオ局で放送するものではなかったので、政
治政策や放送局の職員に左右されることなく、比較的
自由に語ったと考えられる。
　冒頭で歌われる歌はウリゲルト・ドー『ガーダー・
メイレン』の一部であり、しかも、今日の内モンゴル
において、もっとも広範な範囲で歌われている。しか
し、歌の第 2段で歌われる「革命を起こしたガーダー・
メイレンのことを言えば、広範なモンゴル民衆のため
だったのだ」という内容はテムレーホールチによって
「旗の広範な貧しい人たちの土地のためだったのだ」
と歌われている。また、故郷を追われる一人の老人の
語りによって、旗の貧しい人たちの受けている被害が
特に強調されている。テムレーホールチは子供の頃か
ら貧しい家庭で生れ育てられ、ホールチの家で農耕を
しながらホーリン・ウリゲルを勉強したという。した
がって、彼の語りにおいて、モンゴル人の受けた被害
の記憶が強調され、貧しい人たちのために立ち上がっ
た「ガーダー・メイレン像」が浮かび上がったのであ
る。
　このようなウリゲルト・ドーやホーリン・ウリゲル
などに描かれるモンゴル人の苦難の記憶は、聞き取り
調査の中で、他の語り手によっても頻繁に言及されて
いる。この記憶は共産党の宣伝政策の一環として作ら
れた漢語版のウリゲルト・ドーや他の諸芸術作品で描
かれるイメージ（つまり、軍閥とダルハン王に対抗し

た「ガーダー・メイレン像」）と異なり、人々の記憶
に残っているモンゴル人の「苦難の記憶」である。

　2.4．語りと場所（空間）の関係

　調査地域の人々の記憶形成において、ウリゲルト・
ドーや上の世代の語りが重要な影響を与え、語りの主
な内容が一致しているが、彼らの住んでいる村（場所）
によって、語りの内容が少し異なる場合もあった。例
えば、呉・D（男、1939年生）は、ガーダー・メイレ
ンがモンゴル人の土地のための戦ったことを認める一
方、「モンゴル人の裏切り者」とされる韓色旺のこと
を頻繁に口にした。彼によれば、「韓はボルジャ（包
力召）の人、満州国から逃げようと思ったが、日本人
に逮捕され、薬を飲まされ、精神病になり、亡くなっ
てしまった。実は彼もモンゴルのために考えた人だっ
た」29という。
　呉・Dの祖父は韓色旺の家僕であって、スリンノト
ボ（民主屯 /包力召）30を守って、韓の耕作をやって
いた。そのため、彼は祖父から韓色旺や、ガーダー・
メイレンについてよく聞いたという。彼の語りの中で
は、ガーダー・メイレンの部下である小ラマという
ポーチ（射手）の話や、「ベーレン・テレ―」などの
話も登場するが、彼は必ずしも提出した質問を答える
のではなく、韓色旺のことを繰り返して話した。した
がって、彼の記憶形成に影響を与えたのはウリゲルト・
ドーよりは、上の世代の語りや、彼の住んでいた場所
であると考えられる。なぜなら、「実は韓もモンゴル
のため考えた人だよ」と語るのはウリゲルト・ドーで
登場する「モンゴル人の裏切り者」としての韓色旺の
イメージと対照的だからである。同じ村に住む呉・H

（男、1951年生）も、韓色旺と彼の女婿のイェーシダ
ンバについて言及していた。
　また、ガーダー・メイレンの戦死した村（ホンゴル
オボー /洪戈爾敖包）に住む呉・C（男、1939年生）
は次のように語る。

　村の人の話によれば、ガーダー・メイレンはジャ
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ロート旗のガハイト、ナイマラジ一帯での戦闘で
敗北した後、自分の故郷に戻り、10名の腹心、8

名の兵士を率いてウリジームレン河のハリヤチャ
イン・エリヘ（Qariyačai-yin erki）31を渡る時に、ちょ
うど、川の氷が解けはじめた春の時期であったの
で、溺れで戦死した。だけと、敵の銃弾で戦死し
たという説もある。どちらの説が正しいのかはわ
からない。とにかく、現在の記念碑が建てられた
ところで死んだわけだ。〔…〕俺の父はホールチ
であったので、ウリゲルや歌をよく歌ったり、語っ
たりしていた。また、有名なホールチの中で、ド
ルジ・ホールチの歌をよく聞いていたよ32。

　
　呉・Cは 2004年からガーダー・メイレン記念碑の
守り人（守陵人）として、現在まで働いている。記念
碑の隣に小さい部屋も建てられ、彼はそこにも住む
場合もある。彼はガーダー・メイレンのウリゲルト・
ドーについてよく聞いていたが、語りの中では、主に
ガーダー・メイレンの戦死した時の様子が登場する。
このような語りも彼の住んでいる場所、つまり記念碑
が建てられた場所と無関係ではない。したかって、彼
は、記念碑の建てられた経歴についても詳しく語って
おり、「モンゴル人のために戦った英雄」のガーダー・
メイレンの業績を高く評価している。また、「ガーダー・
メイレンはモンゴル人の利益のために戦ったとされて
いるが、この辺の地域ではモンゴル人だけではなく、
漢人も暮らしていたので、漢人も彼の業績を肯定して
おり、土地を巡っての漢人とモンゴル人の対立はな
かった」と語る。
　一方、ダルハン王府が建てられた村（ホローンアイ
ル /浩日彦艾勒）の包・T（男、1944年生）はホロー
ンアイル33（村）の名前の来歴、ホルチンの歴史、満
蒙連合からガーダー・メイレン蜂起まで、非常に詳し
く語ることができた。彼は歴史に関する本を読むのは
好きなので、ガーダー・メイレンについて、本やウリ
ゲルト・ドーだけではなく、隣の村の張大叔34という
老人からその話をよく聞いていたという。

ガーダー・メイレンはオロインモドに住んでいた。
〔…〕張督軍（張学良）がモンゴルの土地を開墾
してから、ベーリン・テレーからシェブルトまで
の土地が測量された。今の通遼や、開魯などの県
が設立されたのは、漢人の入植の結果だ。〔…〕
それで、モンゴル人たちが砂漠などの不毛の地に
追いやられちゃった。デースンチェリグはやって
きて、人々を殴ったり、土地を奪い取っていった
りしたことをガーダー・メイレンが見て、耐えら
なかったため、立ち上がったわけだ。ガーダー・
メイレンは貧しい人々のためであり、彼の思想や
対抗運動は、実はトローヤ（陶老爷 /トクトホ・
タイジ）の影響を受けていた。だがら、貧しい
人々だけが彼を想起し、忘れない。〔…〕蜂起を
起こしたガーダー・メイレンが人々を集めて戦っ
たのだ。もちろん、その中で、匪賊も加えていて、
ガーダー・メイレンの命令に違反し、豊な人々の
財産を奪ったことがある。これは史実だ。蜂起の
失敗した原因もこれと関わっている。匪賊たちを
指揮するのは大変なことなんだ。ガーダー・メイ
レンの立ち上がった目的は本当に貧しい人々のた
めだった。当時のモンゴル地域では、援助がほと
んどなかったんで、匪賊たちに頼るしかなかっ
た35。

　包・Tの住んでいる村は、元々、ダルハン王府が建
てられたところで、しかも、ガーダー・メイレンの住
所と勤務していたところからも近かったので、彼の語
りには、ビチゲンゲルの料理人であった張大叔につい
て言及する同時に、ダルハン王府のことや、ムーダン
のガーダー・メイレン救出の話が出てくる。一方、ガー
ダー・メイレン蜂起軍の中には「匪賊も加わっており、
ガーダー・メイレンの命令に違反し、豊かな人々の財
産を奪い取ったことがある」と語るのは、民国側の新
聞記事で報道される内容と一致している。この話は、
後の節で取り上げる包・B（男、1973年生）と包・S（男、
1982年生）の語りの中でも登場する。しかし、この
ような語りは、ウリゲルト・ドーなどではほとんど歌
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われない内容であり、草の根社会における記憶と語り
の複雑さを表していると思われる。
　包・Ｔによれば、蒙地開墾によって、モンゴル人た
ちは不毛なところに追われたので、土地を巡って、モ
ンゴル人と漢人の対立があったという。また一方、モ
ンゴル人の遊牧できる草原が狭くなり、ガーダー・メ
イレンが遊牧民の牧場のために立ち上がったので、そ
の出来事の背景として、遊牧文明と農耕文明の対立と
矛盾もあったという。聞き取り調査の中で、語り手
20名の内、7名は土地を巡って、モンゴル人と漢人の
対立があったと答えている。
　ガーダー・メイレン蜂起に関して、上の 3人はそれ
ぞれ、自分の住んでいる場所にあった出来事を主に記
憶しており、それ以外の出来事にはほとんど言及して
ない。彼らは、その場所で何十年以上住んでいるので、
そこにあった出来事や、村において共有される記憶を
老人の語りや、上の世代の語りから継承した可能性が
あると思われる。このことから、集合的記憶の形成に
おいて、場所、あるいは空間的イメージは重要な役割
を果たしていると考えられる。モーリス・アルヴァッ
クスによれば、個人の記憶は周りの人々の相互関係や
個人の所属する集団の枠組みで過去を記憶し、想起す
るのである。また、彼は、集団の思い出は安定した空
間（＝場所）と結び付けられることによって維持され
ると指摘する。「集団は場所と結びついている。なぜ
なら、空間の上で接近しているという事実が、それら
の成員間に社会的諸関係を作り出しているからであ
る。〔…〕同じ地区の住民が一つの小社会を形成する
のは、彼らが空間の同じ地域に集合しているからであ
る」36。呉・Cの所属する集団はホンゴルオボーという
村であって、この村に纏わる記憶は主にガーダー・メ
イレンの戦死や記念碑に関する思い出である。これに
対して、包・Tの所属村はダルハン王府があったとこ
ろなので、彼の語りは、王府の印務処の料理人やガー
ダー・メイレンの軍務メイレンとして働いていた場所
に関するものであった。

　2.5．ウリゲルト・ドー、ホーリン・ウリゲルと
　　      老人の語りの内容がなぜ異なるのか

　ここまで見てきたように、人々はウリゲルト・ドー
『ガーダー・メイレン』や、老人の語りの影響を受け、
ガーダー・メイレンのことを「モンゴルの土地と利益
のために立ち上がった英雄、犠牲者」と評価している。
しかし、その一方で、「ガーダー・メイレンのホンホ
ス（匪賊）」（~ada Meiren-u qongqusa）は、豊かな人
の財産を奪い取ったことがある」と語る人もいた。例
えば、自分の居住村に宿営したガーダー・メイレン蜂
起軍を目撃した戴・L（女、1918生）の語りの中では
「匪賊としてのガーダー・メイレン」の話が登場する。

　＊おばさんがガーダー・メイレン蜂起軍を目撃した
時の様子を教えていただけませんか。
　戴・L：7月（旧暦）ごろと思うんだけと、突然、
窓の傍に立っていたお兄ちゃんが「灰色の服を着たラ
マ（僧侶）たちが白興吐で読経した後、こっちへ向かっ
ているんだ」って言ったけど、近づいて見たら、ラマ
じゃなくて、肩に銃をかける匪賊団とわかったのよ。
ガーダー・メイレンの匪賊団だったの。彼らは村に入っ
てからは、人々をあまり怖がらせることはなかったが、
それぞれ皆の家に入った。その時、私は初めて匪賊を
見たの。
　＊彼らは村に入ってからどのぐらいの時間留まった
のですか。
　戴：1泊泊まって、次の日の朝、夜明け前に出発し
たわ。私の大兄を連れて行っちゃったの。匪賊たちは
4、5頭の馬を大兄に引くように要求し、後からを追
いかける部隊（黒馬隊）と激戦になったの。大兄が（そ
のチャンスに乗じて）家に戻ったが、あまりにも怖い
経験で、ショックを受けてしまった。お母さんはラマ
などを招いて、「スンス・ドーダホ」37とか、いろいろ
やってもらって、1か月以上経てやっと精神状態がよ
くなった。
　　〔…〕
　＊彼らは村に来てから、何をやりましたか。
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　戴：ボイントクトホ38というバヤン（大富豪）の羊
や牛などを殺して食べて出発したわ。その後、追いか
ける部隊も入ってきたの。
　＊彼らはその人の羊などを奪い取って食べたんです
か、それとも、ボイントクトホ自身が自発的に彼らを
ご馳走したのですか。
　戴：もちろん、奪い取って食べたのよ。ホンホスを
ご馳走したわけじゃない。彼らは自分で奪い取って、
それぞれ皆の家（家ごと）に持ってきて食べたの。
　＊私の聞いた限りでは、ガーダー・メイレン蜂起軍
が皆の財産を奪い取ったことがあまりなかったと聞い
たのですが、（その大富豪の）羊などを奪い取ったの
は確かなことですね。
　戴：そう。確かに、皆にはあまり迷惑をかけなかっ
たけど。私たちも、そのホンホスより、後から追いか
けて入ってきた部隊を見てすごく怖がったの。追いか
けの部隊が「黒馬隊」と言われていたけど、彼らは入っ
てから、我々の服などを見て、「これは全部ホンホス
の残したものだ」と言って、奪い取っていったの。
　　〔…〕
　＊ボイントクトホの羊などを奪い取ったのはガー
ダー・メイレン自身の命令によるものなのですか、そ
れとも、その部下たちによる勝手な行為なのですか。
　戴：それについては、はっきりわからないわ。私は、
妻のムーダンが馬に乗っていたのを見たことがあるの
だけれども、メイレン自身を目撃したことはなかった。
私もその時、13歳ぐらいの子供だったので、そんな
に気にしていなかったのよ。その後、「ガーダー・メ
イレンのホンホス」だったとわかったの。
　＊彼らは村に入ってから、ほかにも何かやったこと
がありますか。
　戴：馬などを運動させるとかね。家に入ってから「馬
を運動させて！」、鶏や羊、牛などを持ってきて、「食
事をやってくれ！」とかね、そんなことを村人たちに
やらしていたわ。
　＊その後、ガーダー・メイレンについて聞いたこと
もありますか、例えば、ウリゲルト・ドーなど。
戴：あまり聞いたことがない。ウリゲルなどについて

あまり興味がないので39。

　戴・L老人の語りの内容はウリゲルト・ドーの内容
と異なっており、彼女の記憶ではガーダー・メイレン
は「民族の英雄」とよりは「ホンホス（匪賊）」のイメー
ジが強かった。彼女はガーダー・メイレン本人を目撃
したことがなかったが、13歳時、村に宿営した蜂起
軍について、はっきり覚えている。自分の大兄も蜂起
軍（ホンホス）に強制的に連れて行かれ、馬を運動さ
せ、両側の戦いに挟まれたことにより、トラウマになっ
たことは、彼女の家族にとっては大きな影響を与えた
と言える。ボイントクトホの羊などが奪い取られたと
語っているが、弟の戴（朱）・L（男、1923年生）は
否定している。約 15分のインタビューでは「ガーダー・
メイレンのホンホス」という言葉が頻繁に言及されて
おり、「モンゴル民族の英雄」などの言葉が全く登場
しない。彼女はウリゲルト・ドーなどについてもあま
り聞いたこともなかったので、その影響をほとんど受
けてないと言える。彼女は文盲であって、その出来事
について「他の人々からもほとんど聞いてない」と答
えているので、自分の経験したことしか語っていない。
　彼女の語りは息子のゲゲルト（Gegereltü）によっ
て整理され、『ガーダー・メイレンの想起（Гada 

meyiren-ü durasumǰi）』40という本の中に収録されてい
るが、「ガーダー・メイレンのホンホス」という言葉
は「ガーダー・メイレンの蜂起軍」と書き換えられて
いる。確かに、「モンゴル民族の英雄」と位置付けら
れている現在、「ガーダー・メイレンのホンホス」と
言われるのは、英雄の名誉を傷つけてしまうので、そ
のように書き換えられただろう。しかし、1930年代
においては、「ガーダー・メイレンのホンホス」とい
う表現はよく用いられ、民国時代の新聞記事でも報道
されていた。
　一方、彼女の弟の戴（朱）・L（男、1923年生）も
その出来事（蜂起軍が村に宿営したこと）について経
験したが、蜂起軍はボイントクトホの羊などを奪い
取ったわけではないと語る。彼は蜂起軍の生き残りで
あったジュリンガーという人からガーダー・メイレン
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についてよく聞いていたという。戴（朱）老人は満州
国時代、私塾で 4年間勉強した後、同級生の 3人と共
に軍隊に入隊させられ、1945年のソ連軍侵攻後、家
に戻った。その後、アスガン司令の内モンゴル軍隊に
参加し、「シェブルトの解放戦」にも参加し、1950年
ごろ退役した。

　＊おじさんの聞いたことを教えていただけません
か。
　戴（朱）：お姉ちゃんの言った通り、その時、「ガー
ダー・メイレンのホンホス」と言われていたが、現在は、
我々の土地のために立ち上がったと言われている。本
当はホンホスと言えない。ベーリン・テレー、シェブ
ルト一帯の土地が測量され、払い下げられたので、そ
れに反対して逮捕され、脱獄して蜂起したわけだ。
　＊誰からこの話を聞いたんですか。
　戴（朱）：俺はジュリンガーという人からその話を
聞いた。彼はボイントクトホの三男であって、ガー
ダー・メイレン蜂起軍に参加し、海山という漢語名を
取ったんだ。ガーダー・メイレンが戦死する時、彼も
その傍にいたそうだ。〔…〕彼によれば、蜂起軍が（東
北軍に）追いかけられ、河を渡る時、20、30人しか
いなかった。ガーダー・メイレンは河に溺れて死んだ
そうだ。〔…〕実は、ガーダー・メイレンらは北のほ
うに向かってハルハモンゴル（モンゴル人民共和国）
に行こうとしたが、結局失敗しちゃった。ずっと（東
北軍）に追いかけられていたので、故郷に戻り、河で
戦死した。
　＊軍隊にいた時は、ガーダー・メイレンについて聞
いたことがありますか。
　戴（朱）：その時、ほとんど聞いたことはなかった。
退役した後、村で人からその話をよく聞いていたんだ。
実際にジュリンガーという人はね、現在の言葉で言え
ば、革命をやっている人と言えるんだ。彼は、土地改
革の時、また解放後もずっと、村の人々に「海山ホン
ホス」と呼ばれていた。ガーダー・メイレンにした
がっていたので、「ホンホス」と言われるのは当たり
前でしょう。現在、ガーダー・メイレンの業績が高く

評価されているが、彼に従った人も高く評価されるべ
きじゃないかな。ガーダー・メイレンの蜂起軍が村に
宿営した際に、ボイントクトホの三男のジュリンガー
をガーダー・メイレンの養子として蜂起軍に参加させ
た。当時は 16歳でね。その時、ガーダー・メイレン
が彼の家に泊まったので、連れていったんだ。
　＊ガーダー・メイレンが強制的につれて行ったので
すか、それとも、ジュリンガー本人の希望で蜂起軍に
参加させたのですか。
　戴（朱）：いや、ガーダー・メイレンは彼を見て気
に入ったので、ボイントクトホと相談した後、自分の
養子として受け入れたそうだ。その後、ボイントクト
ホもそのことについて言っていたそうだよ。
　＊そしたら、先ほどの戴・L（女、1918生）の話で
すが、ボイントクトホの羊などを奪い取ったわけでは
ないのですか。
　戴（朱）：実際にガーダー・メイレン本人が村の人々
の財産を奪い取ったわけじゃない。後ろから追いにき
た黒馬隊は村の財産を奪ったことがあるよ。しかし、
ガーダー・メイレンは「ホンホス」と言われていた。
現在はそうではないけど、確かに、彼は蜂起しなかっ
たら、ダルハン旗もなくなってしまったかもしれない。
昔のダルハン旗はノーン 10旗の第 1の広い旗であっ
たが、どんどん払い下げられ、今はこれだけの面積が
残っているんだ。
　＊ガーダー・メイレンについて他にも聞いたことが
ありますか。
　戴（朱）：ウリゲルト・ドーの一部だけを聞いたこ
とがある。
　＊ムーダンの娘殺しが本当にあったことですか。
　戴（朱）：そうだ。夫を救出するために、娘を殺し
た。
　＊ガーダー・メイレン蜂起を巡って、漢人とモンゴ
ル人の対立があったんですか。
　戴（朱）：漢人とモンゴル人の対立の問題ではな
い。ガーダー・メイレン蜂起の起こった原因は、ダル
ハン王は漢人の娘と結婚後、奉天に住んで、いいなり
になっちゃって、ダルハン旗の土地が払い下げられた
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結果だよ41。
　
　戴（朱）の語っているように、彼は、蜂起軍の生き
残りであったジュリンガーの影響を受けた。しかし、
後半の語りの内容から見ると、ウリゲルト・ドーの影
響も受けている。特に、蜂起の勃発した原因やムーダ
ンの娘殺しの話をそのままウリゲルト・ドーで歌われ
ている内容である。
　一方、村に宿営した蜂起軍がボイントクトホの財産
を奪い取ったことについて、戴・Lの語りと異なって
いる。また、インタビューの中では、ジュリンガーが
村の人々に「海山ホンホス」と言われていたが、現在
の視点から見れば、彼もガーダー・メイレンと同じよ
うに高く評価されるべきではないかと頻繁に繰り返し
ている。確かに、ジュリンガーのような蜂起軍の生き
残りについてはガーダー・メイレンの伝記資料でも言
及されておらず、ウリゲルト・ドーのなかでも歌われ
ていないまま忘却されている。
　それでは、戴・Lと戴（朱）・Lの語りの内容がな
ぜ異なっているのか。また、戴・Lの語りはウリゲル
ト・ドーやホーリン・ウリゲルの内容となぜ異なるの
か。戴（朱）・Lの記憶は、蜂起軍の生き残りや村の
人々、ウリゲルト・ドーなどの多様な語りによって成
り立っている。これに対して、戴・Lの記憶の根源が
非常に単純で、しかも大兄の受けた精神的なショック
が彼女にとって大きなインパクトを与え、匪賊に対し
て恐怖感を抱いていただろう。
　「匪賊としてのガーダー・メイレン」の話は他の人
の語りの中でも言及される。例えば、エムネ・ハラト
ダ（南北哈拉吐達）村に住む包・B（男、1973年生）
は村のセーヘルという老人から聞いた話を次のように
述べる。

〔…〕ガーダー・メイレンが逮捕され後、妻のムー
ダンが人々を集めて、4歳の娘を殺し、ガーダー・
メイレンを救出した。脱獄したガーダー・メイレ
ンは、人々を集めて、ヨリンモド（腰林毛都）一
帯で測量隊を殺し、ハラ・ボタイントン（qar-a 

buta-yin tüng）42を経て、トゥシェート旗の匪賊た
ちと合流した。その後、何回もダルハン旗に戻っ
て、デースンチェリグを殺した。実際に彼らはデー
スンチェリグを殺した後、トローヤのように直接
ハルハ・モンゴルに行ったらよかったね。だけど、
ガーダー・メイレンはそうしなかった。彼が立ち
上がったのは、ダルハン旗の土地のためだったの
で、何回もダルハン旗に戻って戦った。最後にガー
ダー・メイレンはダルハン王の部下（蒙奸、ガー
ダー・メイレンの親戚だったかもしれない）に騙
され、偽弾薬をもらって、結局戦死したという。
　ガーダー・メイレンは、モンゴル人の土地のた
めに立ち上がったが、匪賊と連合し、匪賊になっ
たのは本当のことだよ。彼らは人々の財産や食べ
物を奪ったことがある。匪賊というのはね、農耕
もやってないし、馬背で暮らしていた人々だから
さあ、人々の食べ物を奪い取るしかないよ。しか
も、正式な軍隊でもなく、1,000ぐらいの匪賊団
の食べ物がどこからもらえるのか？援助がないの
で、奪い取って食べるしかないよね。
　老人の話によると、〔…〕ガーダー・メイレン
の命令が厳しくて、人々に迷惑をかけなかったと
いう。だけど、食べ物があれば、絶対出してあげ
なければならなかったそうだ。〔…〕43。

　このように、「匪賊としてのガーダー・メイレン」
のイメージはその出来事の目撃者である戴・Lの世代
だけでなく、今日の一部のモンゴル人の間でも共有さ
れている。包・Bが語るように、ガーダー・メイレン
が蜂起したのはモンゴル人の土地のためだったが、匪
賊と合流し、人々の財産を奪い取った可能性は否定で
きない。しかし、他の匪賊団と違って、モンゴル人の
土地のために戦ったことは、モンゴル人の間で尊敬を
集め、世代を超えて記憶され、共有されている。包 B

は文盲なので、過去の出来事について本や教科書を読
んで知ったわけでもなく、村の老人の語りからその出
来事の記憶を継承していると考えられる。彼にとって
は、「ホンホス」としてのガーダー・メイレンのイメー
ジが強く記憶されており、それはウリゲルト・ドーで
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歌われる「ガーダー・メイレン像」とやや異なる。
　一方、ガーダー・メイレンの蜂起軍がエムネ・ハラ
トダ（南北哈拉吐達）村の東北にあるハラ・ボタイ
ンドンによく来ていたことは同村に住む包・C（女、
1945年生）と包・S（男、1982年生）の語りでも登
場するだけでなく、後の節で取り上げるウリゲルト・
ドー『ガーダー・メイレン』（1990年）にも描かれる。
ダルハン旗（ホルチン左翼中旗）は山と森林が少ない
平原であったため、ガーダー・メイレンは旗の密林な
どの険しいところを利用してデースンチェリグとゲリ
ラ戦を展開していた 44。したがって、ハラ・ボタイン
ドンとう場所に結びづいたガーダー・メイレンの記憶
は、この地域の人々の間で共有されており、現在も語
り継がれている。

3．ガーダー・メイレンの記憶と語りの根源
　 －ウリゲルト・ドーの内容

　以上のように、草の根社会に共有されるガーダー・
メイレンの記憶と語りの分析を通じて、彼らの記憶形
成において老人の語りが重要な影響を与えており、ウ
リゲルト・ドーの影響も受けていることが分かった。
そのため、本節でウリゲルト・ドー『ガーダー・メイ
レン』の内容とテキスト分析を通じて、歌による人々
の記憶のありようを描き出してみたい。
　今日の内モンゴルにおいて、初等学校や中学校のモ
ンゴル版と漢語版の音楽教科書にもウリゲルト・ドー
冒頭の 2段の歌詞が収録されている。おそらく、内モ
ンゴルで普通教育を受けた人であれば、誰でもガー
ダー・メイレンの話を知っているだろう。
　ウリゲルト・ドー『ガーダー・メイレン』の各ヴァ
リエーションの中で、マン・ムレン（Mang Mören/芒・
牧亮林）によって 1990年に出版されたウリゲルト・
ドー『ガーダー・メイレン』45の内容や構成が一番完
璧であると言えるだろう。なぜなら、このヴァリエー
ションでは長い間で語り継がれる各ヴァリエーション
の内容が包摂されたからである。ここからは、1990

の民謡ガーダー・メイレンの内容を少し紹介したい。

歌詞は異なるが、内容を繰り返している部分を省略し
た。

　3.1．ウゲルト・ドーの歌詞

（1）序歌
南から飛んでくる雁のひなよ
南のシラムレン河に舞い降りずに飛び立てようか
造反したガーダー・メイレンのことを言えば
あまねくモンゴル民衆の土地のためだったのだ

　　北から飛んでくる雁のひなよ
北のハラムレン河に舞い降りずに飛び立てようか
匪賊になったガーダー・メイレンのことを言えば
旗のモンゴル民衆の土地のためだったのだ

生まれたところの状況を言えば
ドシーンソムの南部にあるオロインモトの村だよ
勤務していたところを言えば
ダルハン王府の印務処の営舎だよ

飲んだ水の源泉を言えば
南に流れているウリジームレン河だよ
戦闘をした場所を言えば
罹災する故郷のダルハン旗だよ
〔…〕
父祖時代から生計をしてきた揺籃の地だよ
没落したダルハン王は故郷を払い下げたよ
仇敵の国民党は来て 10県の地46を開墾した後
我々モンゴル人たちは生活できなくなったよ
〔…〕
役所の印務処でメイレン職に就いていたロー・
ガーダーは
広範なモンゴル民衆の苦難の様子を見て耐えられ
るのか
父祖の故郷を守り、モンゴル民衆を助けようとし
て
遠く離れたソロン山で命を落としたよ47
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　こうして、蜂起を起こして、匪賊となったガーダー・
メイレンの目的はあまねくモンゴル民衆の土地のため
であったことが歌われ、彼の生れ育てられたダルハン
旗の美しい草原の風景が描かれる。しかし、このよう
なモンゴル人たちが昔から生活していた揺籃の地で
あったダルハン旗はダルハン王によって東北軍閥の張
作霖に払い下げられ、モンゴル人の土地と牧場が奪わ
れたことや、罹災されるモンゴル人たちの様子が歌わ
れる。
（2）ウリゲルト・ドーの本文
①蒙地開墾とモンゴル人の苦難の記憶
　歌の本文の内容は 21章から構成され、最初に、ガー
ダー・メイレンの生れたところと家族について紹介さ
れ、彼の蜂起した原因が歌われる。

青や黒と言えば色の違いだよ
残虐や狡猾と言えば性格の違いだよ
日本は愛すべき美しい中国を占領しょうと
王公の権力を頼って漢奸の張作霖と手を結んだ48

　このように、背後にある日本の侵略意図や東北軍閥
の張作霖のモンゴル地域への勢力拡大の意図が紹介さ
れた後、張作霖は日本人顧問と腹心の王祥林などに
相談して、モンゴル地域を支配するために、婚姻な
どの懐柔政策を用いて、南京の売春婦（egüden ger-ün 

ekener）のヤン・シューイン49を自分の妹として改名
して、ダルハン王に嫁がせた。その時から、ヤン・シュー
インが王に土地を払い下げ、漢人農民を移民させるよ
うにそそのかし、王が言いなりになってしまい、旗の
政務を韓色旺に頼んだ。ダルハン王は旗の土地を次々
と払い下げたため、モンゴル草原が漢人によって占領
され、開墾されてしまう。
　ある日、ガーダー・メイレンは故郷を追われる民衆
の惨状を目撃しながら、民衆の嘆きも聴く。

天然の草原では山東からの漢人が溢れている
肥沃な牧場が焼かされて荒地になってしまった
墾田を置いてあげたら、田畑の畔まで残してくれ

なかった
故郷を追われた我々があっちこっちに流浪してい
る50

　ガーダー・メイレンはダルハン王に民衆の惨状を直
訴したが、「王様に対抗した罪」で免職されてしまう。
やがて、免職されたガーダー・メイレンは妻のムーダ
ンの助言を聞いて、仲間たちと協議した後、「60人の
老人で構成される開墾反対嘆願団」51を組織し、「嘆願
団」の代表たち（ハン・センゲガルブ、ジャオ・セワ
ン、ジャン・スレンニマ）と共にドゴイラン（円形署
名）を持って、民衆の惨状を役所に訴えるために奉天
へ向かった。

②「開墾反対嘆願団」とガーダー・メイレンの投獄
　彼らは、最初に嘆願書を持って、奉天にあるダルハ
ン王府（当時、張作霖は奉天市で小和園という華麗な
別荘を建てて、ダルハン王とヤン・シューインを住わ
せていたという）に向かい、嘆願書を出した。

僕自身が民衆と共に王様をまみえたのは
王様は恩を施し、開墾作業を止めさせ
わがモンゴル人たちに生計の土地を残してくれる
ように
嘆願書を呈上し、大胆にお願いしている52

　ところが、ガーダー・メイレンはダルハン王を説得
できずに、王府から追い出されてしまった。彼はやむ
を得ず、奉天の蒙蔵院（蒙一処）53へ向かい、張作霖に
直訴し、一生懸命に懇願したのだが、交渉が失敗し、「民
衆を扇動し、王様に対抗しようとした罪」で遼寧省警
察署に逮捕されてしまう。その後、ダルハン王府のウル
ジバト（Ülǰeyibatu）書記、元ダルハン王妃のウータイタ
イ54と王子などの要望でガーダー・メイレンらダルハ
ン旗印務処の牢屋に移動させた。投獄中のガーダー・
メイレンはウルジバトの助けを受けて、妻のムーダン
に手紙を書いた。手紙を受け取ったムーダンは民衆を
集め、牢屋を潰して、夫を救出する方法を検討した。
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③ムーダンの娘殺し
　民衆の協力を受けたムーダンは家の牧畜などの財産
を販売し銃と弾薬を買ったが、娘の天吉良（3歳）を
誰に頼んで世話をすればいいのかという問題に直面し
た。取りあえず、ガーダー・メイレンの兄のジョルラ
マなどの親戚を家に招いて、ガーダー・メイレン救出
の話を持ち出し、娘の世話をやってもらうように頼ん
だが、拒否されてしまう。牢屋から脱獄し、反逆した
人の娘をもらって育てる人が誰もいない。しかも、娘
が生きていても、この後、敵の手に入ったら、殺され
るので、自分の手で殺してから行くしかない。ムーダ
ンは 3歳の天吉良を見て歌う。

玉とパールのように愛していたよ、貴女を
海棠と蓮華のように咲くように、と望んでいたよ
幼い天吉良と共に幸せに生活しょうと思ったが
投獄中の父が殺されたら、母が寡婦になり、貴女
も孤児になるよ

両目に見える飾り物として、
綺麗な蓮華をドアの前に栽培したよ
死刑に処された父を救出するために
幼い天吉良を自分で殺して行くぞ、私は
　
十連発銃を持ち上げたよ、ムーダンは
幼い子天吉良の胸のほうに向けたよ
殺そうとしている母の思いを幼い子はわかるのか
銃口を触りながら、口を開けて笑っているよ55

これを見たムーダンは耐えられずに涙を流しなが
ら、目を閉じて、銃の引き金を引いた。

銃を発砲した瞬間、雷鳴のような大きな音が立て
たよ
幼い天吉良は倒れて動かなくなったよ
目を覚めて見ると、鮮血が敷布団に流れたよ
初乳で育てた母は娘の血を見て昏倒してしまった
よ56

ムーダンは娘を殺した後、民衆を集め、旗兵隊が
匪賊討伐に出発したチャンスに乗じて、牢屋を潰
し、ガーダー・メイレンを救出した。

　④武装蜂起
　脱獄したガーダー・メイレンらは北のトゥシェート
旗（ホルチン右翼中旗）へ向かい、北山地域で紅順、
白來、九斤紅、天岡などの各匪賊団と合流し、蜂起
軍は 1,000人まで拡大した。彼らは、ホンホブインオ
オラ（qungqub-yin aγula）というところで集会を行い、
荒務局とダルハン王に対抗し、払い下げられた民衆の
土地と牧場を取り戻すなどの蜂起の目的を宣言した。
そして、ガーダー・メイレンをリーダーとする武装蜂
起を展開した。ガーダー・メイレンとムーダンはそれ
ぞれ「托天保民」と「双雁公主」というあだ名が付け
られ57、蜂起運を連れて、ダルハン旗に戻り、デース
ンチェリグと戦った。

「匪賊」という名声がとどろいた、ロー・ガーダー
測量軍たちが四方から戦いに来た
広大な故郷を守り、生計を回復するために
命をかけて戦っているよ、ロー・ガーダー
旗兵隊に遭遇したら、上のほうに発砲している
黒馬隊に遭遇したら、命中するように撃つってい
る
ハラトダ村へ向かって、攻撃した
残虐な測量軍を包囲して殺している58

　蜂起軍は至るところで民衆の援助を受け、測量軍と
戦って、勝利を収めたが、韓色旺の離間策にはまり、
分裂されてしまう。一方、蜂起軍の弾薬も少なくなり、
張督軍の派遣されてきた東北軍に包囲され、敗色が濃
くなった。窮地に陥った蜂起軍はアル・ホルチンを通
じて、ハルハ・モンゴル（モンゴル人民共和国）へ向かっ
た。しかし、アル・ホルチンでタルワ・トイン（taru-a 

tuyin）の軍隊に進路が阻止されたので、やむを得ず
包囲を突破し、故郷のダルハン旗へ向かった。
　弾薬がほとんどなくなった蜂起軍は洮南の王団長か
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ら弾薬などの援助を求め、扎魯徳旗のジュルヘンアイ
ル（jirüke-yin ayil）という村に宿営した。この情報を
得た韓色旺はガーダー・メイレンの昔なじみを派遣し、
偽弾薬（哑弹）を蜂起軍に送った。このように、再び
敵のわなにはまった蜂起軍は敗北し、ガーダー・メイ
レンはホンゴルオボー付近の新開河で戦死する。
　
　（3）ウリゲルト・ドーの結末
　勇猛な英雄ガーダー・メイレンは造反した戦友と共
に、あまねくモンゴル人の故郷を守るために、逆賊の
ダルハン王と仇敵の張作霖たちと命をかけて戦って戦
死した。彼の正義な戦いと英雄的な物語は後人に懐か
しく思われ、歌い継がれている。

厳冬は寒いが、春の到来を食い止めることができ
るのか
残虐者たちはガーダーを殺したが、庶民たちの恨
みを解消できるのか
暗黒が過ぎ去り、黎明が訪れる時はあるよ
英雄のガーダー・メイレンは庶民の心に永遠に刻
まるよ59

　3.2．ウリゲルト・ドーのテキスト分析

　ウリゲルト・ドー『ガーダー・メイレン』では、モ
ンゴルの故郷を守るために戦ったガーダー・メイレン
が英雄化され、ダルハン王と日本人によって殺された
軍閥の張作霖が悪役として登場するが、蒙地開墾によ
るモンゴル人の苦難の記憶も伝えられている。この点
は中国国内で作られた漢語の歌劇、映画などの諸芸術
作品と対照的である。一方、このヴァリエーションで
歌われる蜂起の目的は奪い取られたモンゴルの故郷を
戻すことであって、漢語版のウリゲルト・ドーや他の
諸芸術作品で描かれる「反日的」、「反軍閥的なガー
ダー・メイレン像」とやや異なる。
　草の根社会に歌われているウリゲルト・ドー『ガー
ダー・メイレン』は 1930年代に作られ、当初はモン
ゴル人コミュニティ内部で口承によって伝えられてい

たので、政治的政策や圧力に制約されることがなく、
比較的に自由に歌われていた。しかし、1950年代か
ら採録されたウリゲルト・ドー『ガーダー・メイレ
ン』の各ヴァリエーションは中国共産党に文芸政策と
1958年の「民謡運動」の影響を受けつつ、ガーダー・
メイレンの記憶を継承した。後世代の人々はこのよう
な歌からガーダー・メイレンを知り、記憶していたと
考えられる。モンゴル人の故郷を守り、漢人の入植に
対抗し、立ち上がったガーダー・メイレンの戦いを歌
い称えたこの歌は草の根社会の人々の利益を代表して
おり、彼らの対抗力も表していた。内モンゴル東部地
域の特有の口承文芸の一ジャンルとして、ホールチに
よってホルチン方言で歌われ、コミュニティ内部にお
いて、聞き手の共鳴や感銘を呼び起こす効果を持って
いた。したがって、ウリゲルト・ドー『ガーダー・メ
イレン』はガーダー・メイレンの記憶を伝える媒介と
して、草の根社会の人々の集合的記憶の形成と構築の
契機ともなっている。それは「歴史史実」としてのガー
ダー・メイレンというよりは、「集合的記憶」として
のガーダー・メイレンであり、しかも、上から構築さ
れる「公式的な記憶」と異なる集合的記憶でもある。
　序歌で歌われる部分はウリゲルト・ドー全体の内容
をまとめたものであり、特に、冒頭の 2段の歌はその
精髄になる部分である。序歌では国民党やダルハン
王と軍閥の張作霖がモンゴル人の仇敵として登場す
る。しかし、続く本文の冒頭では日本人も登場するの
は、歌のテキスト化される過程において、中国共産党
の文芸政策の影響を受けているために、「反日的な特
徴」が強調され、後に挿入された可能性が高い60。ま
た、序歌で登場する「シラムレン河（黄色の河）」はガー
ダー・メイレンの戦死した河を指しており、「ハラム
レン河（黒い河）」は「シラムレン河（黄色の河）」と
音韻や意味を対比させ対句表現として整った美しさを
演出するために歌われたものである61。このような表
現はモンゴル文学作品の一つの特徴である。
　ウリゲルト・ドー『ガーダー・メイレン』で描かれ
る物語には架空したものもあるが、基本的な内容が「史
実としてのガーダー・メイレン」と一致している。特に、
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作品の中で登場する「ドシンスム」、「ハラトダ」、「ハ
ラ・ボタイントン」などの地名はダルハン旗に実在す
る地名であり、「張作霖」、「韓色旺」、「王祥林」など
の人物も実在の人物である。
　ウリゲルト・ドーのプロットをまとめると、故郷の
ダルハン旗はダルハン王によって東北軍閥の張作霖に
払い下げられ、モンゴル人の土地と牧場が奪われたの
で、ガーダー・メイレンが奉天に行って請願したが、
逮捕さてしまう。そして、ガーダー・メイレンがダル
ハン旗印務処の牢屋に移動された時、妻のムーダンに
よって救出され、武装蜂起を起こしたというストー
リーである。その中では「ムーダンの娘殺し」という
場面はウリゲルト・ドーの中で、一番典型的な部分で
あり、民間芸能者によって作られた物語である。この
ように作られたのは、ウリゲルト・ドーにおける主人
公の一人であるムーダンの「非凡な母としての深い愛」
だけではなく、「英雄的な女性としてのムーダンのイ
メージ」を描くためであろう。しかし、この場面はウ
リゲルト・ドーの一番感動的な部分であり、口承文芸
としてのもっとも魅力的な部分でもある。この場面
は一部のヴァリエーション62を除いて、多くのヴァリ
エーションで登場する。したがって、この場面は人々
の印象にもっとも強く残っている典型的な記憶になっ
ている。
　このヴァリエーションでは「匪賊になったガーダー・
メイレンのことを言えば／旗のモンゴル民衆の土地の
ためだったのだ」と歌われるが、彼は人々の財産を奪
い取った「匪賊」ではなく、至る所で民衆の援助をも
らい、人々の心に永遠に刻まれて「英雄」として描か
れる。また、ウリゲルト・ドーの中では「ホンホス」
という言葉が頻繁に登場されることは、草の根社会に
おける人々の記憶形成にも影響を与え、そのイメージ
が定着している。しかし、人々はウリゲルト・ドーで
歌われるイメージをそのまま受け止めているのではな
く、それぞれの理解や解釈を基づいて、再構築、再記
憶している。例えば、上の節で取り上げた包・Tの語
りからみれば、蜂起軍が人々の財産を奪い取ったこと
は否定できない。

おわりに

　以上、草の根社会における人々の記憶と語りをウリ
ゲルト・ドーの内容と関連させながら分析してきた。
分析を通じて、人々の記憶形成にはウリゲルト・ドー
と上の世代や老人の語りの影響を大きく受けているこ
とが確認できた。
　まず、多くの人々の意識に残っている共通の語りと
して、「ムーダンの娘殺し」の話や、モンゴル人の故
郷を守るために蜂起した「英雄の語り」が挙げられる。
「ガーダー・メイレン」という人物について、語り手
の中では、一番、最初に思い出されたのは「モンゴル
人の故郷、土地のために造反した英雄だ」という語り
であった。つまり、彼らにとっては、「モンゴルの故郷」
と「ガーダー・メイレン」という人物はほほ同じ意味
で思い出され、記憶されている。ウリゲルト・ドーの
冒頭で歌われているように、「造反したガーダー・メ
イレンのことを言えば／あまねくモンゴル民衆の土地
のためだったのだ」という歌詞は人々の心の奥まで浸
透し、もっとも馴染みのある「文化的な記号」として
受け入れられている。このことから、歌は人々の記憶
形成に如何なる影響を与えたかを推察できる。
　次に、ウリゲルト・ドーで歌われるイメージと対照
的に、草の根社会の人々の語りが非常に複雑で、多様
な語りによって成り立っている。その語り方の多様性
や多声性には、蒙地開墾によるモンゴル人の苦難の記
憶や、モンゴル人と漢人の対立の語り、「ダルハン王
と張督軍に対抗した英雄」、「遊牧文明と農耕文明の対
立と矛盾による出来事」、「モンゴル人と漢人の共同の
利益のために戦った英雄」などの複数の語り方が含ま
れている。この中では、モンゴル人と漢人の対立の語
りは国民国家と地域に構成される「公式的な記憶」と
異なる「対抗的記憶」、「マイナーな記憶」でもある。
このような記憶の語り方は今でも「忘却の穴」に投げ
込まれているが、それは完全に抹殺され、消されてし
まったわけではない。聞き取り調査の中では数少ない
人々が「ガーダー・メイレン蜂起」を巡って、漢人と
モンゴル人の対立があったと語っている。一方、語り
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手の個人的な経験や住んでいる場所によって、語りの
内容が少し異なっており、彼らの記憶形成において、
ウリゲルト・ドーだけではなく、語り手を取り巻く環
境や空間的イメージも重要な影響を与えていると考え
られる。つまり、人々は、個人の経験と集団の思い出
を特定の場所、あるいは空間的イメージで結びづける
ことによって、自分の経験を秩序づけ、解釈している
のである。
　1980年代以降、内モンゴルにおいて、ガーだー・メー
レンに関する文学作品や、映画、テレビ・ドラマなど
の映像作品も作られている。しかし、草の根社会に人々
の語りはそれと関係なく、むしろ、ホールチによる口
演（モンゴル語版のウリゲルト・ドー）の影響を強く
受けており、特にホールチのドルジとチャガンバラの

歌ったウリゲルト・ドーの影響を受けている。このこ
とから、草の根社会の人々（記憶する主体）は必ずし
も、「公式的な記憶」としての「ガーダー・メイレン
像」をそのまま受け止めているわけではなく、語り手
の個人的経験や、自分を取り巻く環境によって記憶が
成り立っていると言える。例えば、「ムーダンの娘殺し」
の話は、彼らにとっては、「否定できない史実」とし
て受け止められており、「テレビで演じられているの
は嘘だよ」と語る方もいる63。
　さらに、出来事の目撃者である戴・Lの語るように、
「蜂起軍は豊かな人々の財産を奪い取った」という特
別な語り方もあり、それも、草の根社会の人々の語り
方の複雑さを表していると考えられる。
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インタビューによる。

14　「ホーリン・ウリゲル」の「ホーリン」という言葉は「ホール」（胡弓）に属各語尾が付いたもので、「ウ
リゲル」は「物語」という意味、即ち、「ホーリン・ウリゲル」とは胡弓の伴奏で語る特定の語り物ジャ
ンルを指している（包金剛「内モンゴル東部地区特有の口承文芸の研究 : ホールチとホーリン・ウリゲル、
ホルボー、ウリゲルト・ドー」、1頁を参照。）。ホールチとは、「実演、演奏、歌うなどの多様な技能を持っ
ている民間芸能者のこと」を指している（Čoγtu, Erkimbayar Quγurčid-un aman teüke, Öbör mongγol-un arad-
un keblel-ün qoriy-a, 2012on,p.4）。ホーリン・ウリゲル『ガーダー・メイレン』は、「ガーダー・メイレン」
を題材として、民間芸能者ホールチによって作られた口承文芸である。

15　2013年 9月 12日、内モンゴル・ホルチン左翼中旗のジュルガンモド（珠日干毛都）における白・Ｎへの
インタビューによる。彼の元住所はソブラガインアイルという村で、ガーダー・メイレンの住んでいたと
ころ（オロインモド）から近かったので、ムーダンの娘殺しについてより詳しく語った。彼はウリゲルト・
ドー以外にも、上の世代の語りを繰り返して聞いたことがあと考えられる。

16　清朝時代、旗の王様は、モンゴルの貴族として、数年に一度、首都北京に住み、清朝中央政府や皇室に勤
務する「年班」という義務が課せられていた（特古斯巴雅爾「ガダ・メーリン」―モンゴル開墾抵抗運動
の英雄―」『日本とモンゴル』第 88号、1994年、30頁）。

17　2013年 9月 14日、内モンゴル・ホルチン左翼中旗のバローンホイト・ハラトダ（西北哈拉吐達）におけ
る金・Mへのインタビューによる。

18　徳吉徳『達爾罕文史』政協科爾沁左翼中旗文史委員会、2008年、190頁。
19　エムネ・ハラトダ（南哈拉吐達）村に住む包・C（女、1945年生）はドルジ・ホールチの歌ったウリゲルト・
ドーの中で、ムーダンの娘殺しの話を聞くたびに、感動し、涙を流してしまうと語る（2013年 9月 20日、
同村における包・Cへのインタビューによる）。

20　2013年 9月 12日、内モンゴル・ホルチン左翼中旗のジュルガンモド（珠日干毛都）における白・Sへの
インタビューによる。

21　2013年 9月 12日、内モンゴル・ホルチン左翼中旗のスーリンノトボ（民主屯 /包力召）における呉・Ｈ
へのインタビューによる。

22　ウリゲルト・ドー『ガーダー・メイレン』のテキスト化については、拙稿「中国・内モンゴルにおけるガー
ダー・メイレンの記憶とその変遷」、306－312頁に詳しい。

23　白・N（男、1937年生）は、1954年、ウリゲルト・ドー『ガーダー・メイレン』をゴーニャン・ホール
チから聞いたとはっきり語っている。

24　1930年代当時、内モンゴル東部地域では、入植者の漢人と現地のモンゴル人の間で、土地をめぐる複雑
な権利関係が作り出され、また、1932年の満州国の樹立を契機に、従来モンゴル人が蒙地に対して有し
てきた諸権利も断ち切られることになり、それは「蒙地俸上」と呼ばれていた（広川佐保「満州国におけ
る「「蒙地俸上」について―「蒙地整理案」と「開放蒙地調査資料」をもとに―」」『アジア経済』43(8)、
2001年、2頁を参照）。

25　モーリス・アルヴァックス著、小関藤一郎訳『集合的記憶』行路社、1989、46頁。
26　2013年 9月 15日、内モンゴル・ホルチン右翼中旗の南バヤントハイ・ガチャにおけるテムレーホールチ

へのインタビューによる。テムレーホールチは、元々ホルチン左翼中旗のエレーンアイル（Eriyen ail）出
身だが、後に現在の住所に移動してきた。

27　ここでは、モンゴル語（ホルチン方言）から逐語訳したが、文章化されることによって、ホーリン・ウリ
ゲルとしての効力が失われてしまう可能性がある。例えば、文章化されることによって、ホールチの演奏
した曲や、感情的なものがすべて省略されてしまう。

28　1980年に録音されたホーリン・ウリゲル『ガーダー・メイレン』の内容は 1960年に出版されたエドヘシ
グ (Edükesig/義都合西格 )による『嘎達梅林的事迹』などの伝記の影響を受け、地元のモンゴル人と漢人
商人の対立が描かれるが、「階級闘争」の枠組みで描かれる「ガーダー・メイレン像」である。しかし、
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蒙地開墾によるモンゴル人の苦難の記憶もある程度、伝えられている。
29　2013年 9月 12日、内モンゴル・ホルチン左翼中旗のスーリンノトボ（民主屯 /包力召）における呉・D

へのインタビューによる。
30　スリンノトボ（民主屯 / /包力召）は韓色旺の女婿であるイェーシダンバの住んでいた村である。ここで
は、「スリン」というのは漢語の「司令」から借用した言葉であり、「トボ（tobu）」は通常、具体的な住
居－建物－を指す意味で使われていると同時に、農耕地域ではさらに村落名の一部として使われているの
がよく見られる（ボルジギン・ブレンサイン『近現代におけるモンゴル人農耕村落社会の形成』259頁）。
満州事変後、韓色旺はモンゴル自治軍の第 2司令官に就任したことがあり、おそらく、この村の名前がそ
の時からこのように名づけられるようになったと考えられる。

31　呉・Cによれば、ハリヤチャイン・エリヘ（Qariyačai-yin erki）のエリヘ（erki）は河の一番深いところで、
その傍にハリヤチャイ（ツバメ）が巣を建てたので、そのように名づけたという。

32　2013年 9月 15日、内モンゴル・ホルチン左翼中旗のホンゴルオボ（洪戈爾敖包）における呉・Cへのイ
ンタビューによる。

33　包・Tによれば、ホローンアイルというのは、「王のホロー（qoriy-a）」（＝王府）が建てられたアイル（＝
村）という意味を持っている。

34　包・Tによれば、張大叔はハラチン出身で、ジャムインホトグル（jam-yin qotoγor）というところで住ん
でいた。彼はダルハン王府ビチゲンゲルの料理人であって、ガーダー・メイレンによって、命が助けられ
たことがあり、投獄中のガーダー・メイレンも彼の助けを受けたことがある。また、彼の送った情報を受
け取ったムーダンが牢屋を潰して、ガーダー・メイレン救出に成功したという。

35　2013年 9月 16日、内モンゴル・ホルチン左翼中旗のホリヤンアイル（浩日彦艾勒）における包・Tへの
インタビューによる。

36　モーリス・アルヴァックス『集合的記憶』、175頁。
37　モンゴルでは伝統的に、人間の「スンス (sünesü)＝魂」の存在を信じ、これを行動性があり、何らかの原
因で肉体を離れ、浮遊するものであると考えられてきた 。そしてたとえば、外部から何か強いショック
を受けるなどして、正気を失ったり、普段のような元気がなくなったりした場合、また、精神的なダメー
ジから立ち直れなくなった場合などに、その原因を、肉体からの魂の離脱によると判断し、魂をもとの肉
体に呼び戻す、いわゆる「招魂」の儀礼を行う。「招魂」の儀礼＝スンス・ドーダホ儀礼は、生きた人間
の魂を肉体に呼び戻す儀礼を指す（チョク「内モンゴル東部ホルチン地域におけるスンス・ドーダホ儀礼
について―フレー・ホショーの事例を手掛かりにして、東京外国語大学修士論文、2013年、1頁） 。

38　当時、ボイントクトホという大富豪は、その村の一番豊かな人で、羊だけで 500頭以上持っていたという。
39　2013年 9月 23日、内モンゴル・ホルチン左翼中旗の宝龍山鎮における戴・Lへのインタビューによる。
彼女はインタビュー当時、宝龍山鎮の息子の家に泊まっていたが、元々の居住村は白興吐ソムのオルドマ
ンハンアイル（Uritu Mangqan ayil）に住んでいた。現在、花胡碩ソムのシャンシーンアイル（Šangsi-yin 
ail/尚辛艾勒）に住んでいる。

40　Gegereltü, “Гada meyiren uritu mangqan ail-du baγudallaγsan-i” P.Oči nar ǰokiyaba, Гada meyiren-ü durasumǰi, 
Öbör mongγol-un baγačud keüked-ün keblel-ün qoriy-a, 2005 on, pp. 192-199.

41　2013年 9月 23日、内モンゴル・ホルチン左翼中旗の宝龍山鎮における戴（朱）・Lへのインタビューによる。
42　トン（tüng）は「漆黒の密林」という意味を持っている。「ハラ・ボタイントン」は現在のホルチン左翼
中旗のヨリンモド（腰林毛都）鎮エムネ・ハラトダ（南哈拉吐達）村の東北にあった密林のことをさして
いる。昔は「匪賊のトン」と言われていたという。

43　2013年 9月 21日、内モンゴル・ホルチン左翼中旗のエムネ・ハラトダ（南哈拉吐達）村における包・B
へのインタビューによる。

44　P.Oči, Гada meyiren-ü durasumǰi, pp. 201-202.
45　Mang Mören, “Arad-un daγuu Γada Meyiren” Γada meyiren, ündüsüten-ü kebelel-ün qoriy-a, 1990 on.
46　ここでいう「10県の地」は、1870～ 1928年までの約 60年間で蒙地開墾によって設置された「法庫」、「康
平」「懐徳」、「梨樹」、「遼原」、「双山」、「通遼」などの県を指す（同上、 p. 53）。

47　Mang Mören, “Arad-un daγuu Γada Meyiren”, pp. 45-51.
48　同上、pp. 54-55。
49　楊淑英（Yang Shuying）という漢人女のことを指しているがウリゲルト・ドーの多くのヴァリエーション
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では張作霖の妹として登場する。史実では、ダルハン王は張作霖の媒介で満州人のジュボル（朱博儒）と
結婚するが、ウリゲルト・ドーでは楊淑英のような「売春婦」や、人を惑わす「妖婦」として描かれる。

50　同上、pp. 89-90.
51　モンゴル人の習慣では、地元の老人 3人が合同で意見を出したら、役人も聞くべきであった。この伝統に
従って、ガーダー・メイレンらはダルハン旗の範囲で徳望が高い 60人の老人を選んで、ダルハン王と奉
天側へ嘆願書を出した（同上、p. 146）。

52　同上、pp. 170-178.
53　ここでは、蒙蔵院（蒙一処）で張作霖に直訴したと歌われるが、実際に代表団に会見したのは、遼寧省民
事長の庁長の瀋文雪であった。張作霖はこの時点で日本人によって殺されていた。

54　ウリゲルト・ドーの一部のヴァリエーションでは、元ダルハン王妃のウータイタイ（五太太）という人物
が登場するが、史実と異なる。これについては Kingγan, “Üligertü daγuu “Гada meyiren”-ü doturaki ǰüriyen tai 
kedün kereg učir-un toqai” Öbör mongγol-un ündüsüten-ü yeke surγaγuli-yin erdem sinǰilegen-ü sedgül(gün uqaγan 
neigem-ün sinǰilekü uqaγan-u mongγol keblel), 2008 on-u 3 duγar quγučaγ-a. pp. 66-67に詳しい。

55　Mang Mören, “Arad-un daγuu Γada Meyiren”, pp. 294-297．
56　同上、pp.308-309．
57　ここでいう「托天保民」は「天の加護で、民衆を守る」という意味を持っており、ウリゲルト・ドー『ガーダー・
メイレン』の他のヴァリエーションでは「護国托天」とも登場する。「ガーダー・メイレン蜂起」に参加
した匪賊団の匪首たちはそれぞれあだ名を持っていた。

58　Mang Mören, “Arad-un daγ uu Γ ada Meyiren”, pp.416-419．
59　同上、p. 513-515．
60　これについは、石原邦子「内モンゴル民歌「ガダ・メーリン」についての一考察―モンゴル英雄はなぜ中
国で歌われたか」、27頁でも指摘されている。

61　同上、26頁 .
62　例えば、包玉林採録（雑誌『内蒙古文芸』1978年 3号掲載）と、道尼日布扎木蘇等採録（吉林人民出版社、

1979年出版）の中で、鎖柱ホールチの語ったヴァリエーションでは、一人の老人が娘の天金良を連れい
くが、民間芸能者のマンドラ（Mandul-a）の歌ったヴァリエーションでは、天金良が病死するように歌わ
れる。また、ドーライ採録（「ガーダー・メイレンの歌」1947-1948年）では天金良の運命については取
り上げられてないが、これ以外のすべてのヴァリエーションでは、天金良が母のムーダンによって殺され
るように歌われる（Mang Mören, “Arad-un daγuu Γada Meyiren”, p. 537．を参照）。

63　聞き取り調査の中では、呉・Cと白・Nはテレビ・ドラマ『ガーダー・メイレン』を見たことがあると答
えているが、「ムーダンの娘殺し」について、「テレビで演じられているのは嘘だよ」と語る。




