
B.バヤスガランとタクター・パブリッシングの
活動に見るモンゴル文学の現在

―「モンゴル現代詩における「鳥」の表象」講演録（抜粋）―

阿比留　美　帆

はじめに

　本稿は、2019年5月25日、日本モンゴル協会

の主催で開催された講演会「モンゴル現代詩に

おける「鳥」の表象 ―風にはためく鳥から、鳥

との訣別まで―」の内容のうち、B.バヤスガラ

ンに関する部分を抜粋して文章化し、若干の改

訂を加えたものである。

　当講演は日本モンゴル協会がモンゴル文学を

テーマに企画した連続講演会のひとつであり、筆者が担当した講演では、「モンゴル詩にお

いて“鳥”はどのように描かれてきたか。詩人たちは“鳥”を通じてなにを表現しようとし

ているのか。鳥の表象（イメージ）、象徴（シンボル）を切り口としてモンゴル現代詩への

アプローチを試みるとともに、現代に生きるモンゴル詩人たちの諸相、詩が果たす役割等

について考察する」という趣旨のもと、第一部：モンゴル人と鳥（民話、言い伝え）、第二

部：『モンゴル秘史』にみる鳥、第三部：モンゴル現代詩のなかの鳥、という三部構成で行

い、第三部ではモンゴル国の現代詩人からD.ニャムスレン（1947-2002）、L.ウルズィートゥ

グス（1972-）、B.バヤスガラン（1986-）の三人を中心に紹介した。本稿では、このうち第三

部のB.バヤスガランの項を抜粋し取り上げているが、今回バヤスガランに対象を絞った理

由は、現在躍進中の若手文学者の活動に焦点を当てることで、モンゴル文学の現状や出版・

翻訳事情、今後の展望を知るうえで一つの興味深い事例を示すことができると考えたから

である。ニャムスレンやウルズィートゥグスらの個性豊かな“鳥”に彩られた作品等につ

いては、機会を改めて紹介できればと考えている。

　なお、講演会には日本モンゴル協会会員の方々を中心に、モンゴルに関心をお持ちの一

般の方や大学生、日本在住のモンゴル人などたくさんの方がご参加くださった。モンゴル

現代文学に初めて触れたという方から様々なご感想やご意見を伺えたのは筆者にとって大

変貴重な体験であった。こうした機会を与えてくださった主催者の日本モンゴル協会、会

場となった早稲田大学関係者の皆様にはこの場を借りて改めて感謝の意を表したい。

『日本とモンゴル』第55巻（141号）

－ 202 －

講演会の様子。早稲田大学文学学術院にて。
（2019.5.25）



現代に生きる詩人：モンゴル国南西端の地から都市へ

　バトソーリ・バヤスガランは、詩人であるほか

翻訳家、出版会社「タクター・パブリッシング」

の創設者として知られている。1986年生まれの

33歳（2019年当時）、民主化後のモンゴルで育っ

た世代である。モンゴル国南西部の国境近くの地、

ゴビアルタイ県
アイマク

のボガト郡
ソム

出身のバヤスガランは

幼少期、ヤギを放牧する牧畜民の祖父母のもとで、

学校へ通う時期には両親が住むソムの定住地で過

ごした。故郷の原風景について彼女はこう語って

いる。

　「険しい山の向こうに吹く風の音が響く。びゅうびゅうと吹きすさぶ風が一時鳴り止ん

だかと思うと、煙突をガタガタと揺らしてゲルの中に吹き込んでくる。その風の音にひど

く寂しさ、哀しさを感じていた。（略）高く険しく聳える岩肌の山々に囲まれ暮らす人間は、

幼い頃からひとの存在のちっぽけさ、人生の悲哀を感じとるものだ。（略）今でもあの風の

音は忘れられない。」1

　地方のソムやアイマクの中心地での義務教育を経て、大学入学とともにウランバートル

市に移り住んだのは2000年代半ばで、モンゴル国における都市化、ウランバートルへの人

口集中が加速していた時期のことである。“慣れるまでに10年はかかった”というウラン

バートルに対する複雑な心情について、後のインタビューでバヤスガランはこう表現する。

　「私にとってウランバートルは住処というよりも首都だ。（略）首都とは国のあらゆる場

所から国民が集い、力を試し、夢を叶え、国の発展に資する場所。モンゴルの多様な文化が

共存し認め合える都市であるべき。（略）ではウランバートルが一国の首都にふさわしい空

気、親切さや寛容性を備えているかと言えば、私は即座にノーと答える。ウランバートル

出身者はウランバートルの住民であるに過ぎず、一国の首都の市民たりえていないと感じ

る。思考がとてもムラ的で偏狭だ。ウランバートルは私に傷を与えた。私はウランバート

ルが好きだが、ウランバートルは私をそれほどあたたかくは迎えてくれなかった。」2

　地方出身者として首都に移住した人が味わった苦労が端的に表されており、また外部か

らきた者としての都市部に対する客観的な視点や考察も興味深い。
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1 Zindaa.mn, N.Davaasüren “B.Bayasgalan: Namaig amjilttai yavaa emegtei gej hardag hümüüs minii 
emzegleliig medehgüi” （2018.11.29） https://news.zindaa.mn/2jbe

2  同上

B. バヤスガラン（1986-）



　バヤスガランが2007年に書いた「愁いの秋の詩
うた

」と題される次の詩は、その都市が舞台

背景として印象的に描かれている作品である。本講演のテーマでもある“鳥”の描かれ方

にも注目しつつ読んでみよう。

　　　どんよりと鈍
にびいろ

色にくすむわが祖国では

　　　哀しみに満ちた日々がつづくばかり

　　　真冬のような嘆きの風に身をすくめるが

　　　絞首台のロープを夢見たりはしなかった

　　　色褪せて物憂げなわが祖国では　   

　　　雁の列はちぎれ　秋がめぐるばかり

　　　外
おもて

はやけに冷え込むし　夢のゆくえは儚いが

　　　渡り鳥についていきたいとは望んだりしなかった

　　　去っていく鳥たちの後姿に悪態をつき

　　　どこにも逃げはしない、ここに留まるとふたたび誓い　

　　　ほろ酔いのまま酒場を後にして

　　　無用な寂しさ、切なさ、孤独を振り払う　

　　　すれ違うひとに時間を尋ね　ついでに煙草の火を乞い

　　　ひろったタクシーで宵闇の通りをさまよい

　　　たくさんの日々を空っぽに、かつ満たされて送りながら

　　　この街だけがもつ孤独の調べにいささか慣れすぎた　

　　　どんよりと鈍色にくすむわが祖国では

　　　哀しみに満ちた日々がつづくばかり

　　　窓を凍らせ樹々を丸裸にする冬はもうすぐそこ

　　　額に銃を突き付けられようと

　　　　この途方もない静寂を裏切ることはできない　

　　　　　　　　　　　　　B.バヤスガラン「愁いの秋の詩
うた

」（詩集『快復』より）3
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3  B.Bayasgalan, 2018, p.8



　この詩からは、モンゴル詩ときいて外国人がまず思い浮かべがちな、“素朴な遊牧民”や

“悠大な草原讃歌”といったイメージとは趣が異なる、都市空間の生活者のリアルな空気感

が伝わってくる。全体にもの悲しさが漂う作品で、特に二連目、三連目における「渡り鳥」

の描かれ方は象徴的でもあり、鳥と語り手との間に微妙な距離感を感じさせる。例えば、

1980年代のD.ニャムスレンの詩に描かれる俯瞰的な位置から自然の摂理を、また自然の一

部としての人間をみつめる存在を感じさせる“鳥”や、1990年代から2000年代初頭に書か

れたL.ウルズィートゥグスの内面世界、めくるめくイメージの詩世界に現れる異界からの

メッセンジャーのような“鳥”、あるいは詩人の分身としての“鳥”とは少々雰囲気が異なる。

　一般的にモンゴルでは、渡り鳥が渡ってくることを、春の訪れや生命誕生の象徴と結び

付ける表現が多く、口承文芸にもその傾向を見ることが出来る。逆に、「去っていく鳥」は

秋の訪れを告げるものである。渡り鳥が去ったあとのモンゴルでは長く厳しい冬が待って

いる。「去っていく鳥」はここではない何処か、つまり別天地を連想させる存在ともいえる。

こことは違う場所へ連れて行ってくれるもの、憧憬やあこがれの対象として鳥が詩のなか

に謳われる例はよく見られ、「飛んでゆく渡り鳥よ、私も連れて行っておくれ」という類の

表現は、年代を問わずモンゴル文芸作品に度々現れる。

　翻って、上述のバヤスガランの詩ではどうだろう。「夢のゆくえは儚い」という表現から

も感じられるように、詩人の心象に映る“この街”や“祖国”のゆく先は決して明るいもの

として描かれてはいない。けれども、渡り鳥が暗示する別天地へと向けられる意識を打ち

消すように、「渡り鳥についていきたいとは望んだりしなかった」と作者はうたう。さらに、

ここを捨てるように去っていく鳥たちに悪態をつき、「どこにも逃げはしない、ここに留ま

る」と自分に言い聞かせるように“誓い”を立てる。

　この詩で、「去っていく鳥」は、何を表しているのだろうか。遠く離れた故郷、見知らぬ

土地へと旅立った人々を指しているのかもしれない。あるいは、「私」を置いて去った誰か

を指す比喩表現かもしれない。仮に、去っていく鳥が、淡い希望や憧れ、ここではないどこ

かへ連れ出してくれる象徴だとするなら、詩人はその鳥とまるで訣別するかのようである。

　この詩に漂うのは、都市の倦怠感や喪失感、もの寂しさである。秋で、夜で、寒くて暗い。

これから長い冬がくる。そんななか、去っていく鳥をさびしく見送るだけではなく、自分

の意志をもって「ここに留まる」と言い切るひとつの態度が、雑然とした都市の風景とと

もに描かれる。それがこの詩をありふれた抒情で終わらせず、その先につづいていく地上

での生活、「ここ」で生きていく者の姿に意識を向けさせる。

　同時期に書かれたバヤスガランの詩には、「飛び去る鳥」と「地を這う自分」といったモ

チーフが繰り返し描かれている。
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　　　思えば心が疼き出す、胸の中で

　　　鳴いていたたくさんの鳥が飛び去ったように空っぽで…

　　　（略）

　　　窓辺に佇めばまるであの人のように

　　　虚ろな瞳で飛ぶ鳥たち

　　　群れをなし、私の傍らを通りすぎていく…4

　　　あなたが飛び去っていくのはなぜ？

　　　天には雷鳴、けたたましく鳴く鳥の声

　　　手探りで地を這う私は

　　　まるであなたの夢の底

　　　真暗な闇が覆う…5

　バヤスガランのこれら一連の詩の中で、鳥はあくまで飛んで行ってしまう者、自分とは

違う空間の存在として描かれていることが分かる。そうした“鳥”のイメージとの対比に

より、地に生きる自分の存在や自分が生きる場所、立ち位置がより鮮明になっていくのだ。

　これらの詩が収められた詩集『快復（Edgerel）』は2018年に出版されたが、冒頭に挙げた

「愁いの秋の詩」が書かれたのは2007年である。創作の背景に触れる前にまず、“詩人”バ

ヤスガランが誕生するまでの地上の歩みを追ってみよう。

生きる場所をさがす、地上での歩み

　詩が書かれた2007年、バヤスガランはモンゴル国立大学で政治学を専攻する学生であっ

た。翌年に大学を卒業。2008年といえば、モンゴル国では国家大会議総選挙後に選挙の不

正を主張する市民の一部が暴徒化し、鎮圧しようとする警察当局の銃撃によって市民が

命を落とすという悲劇的な事件がおきた年である。世界規模の金融危機、リーマンショッ

クもあった。幼い頃から詩を書く文学好きだったバヤスガランは、この頃モンゴル国立

大学の文学サークルを母体とした10以上の大学に跨る文学グループ“青い感覚（Khökh 

medrehüi）”6  に所属している。大学卒業後、モンゴル公共ラジオ・テレビ局に就職するが、
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4  B.Bayasgalan, 2018, p.52
5  B.Bayasgalan, 2018, p.41
6  “Khökh medrehüi”の主要メンバーとしては他にも現在文学評論家・研究者として活躍するY.バ

ヤラー（1988-）やタクター・パブリッシングの翻訳家のTs.デルゲルマー（1984-）らが所属し
ていた。



1年半程で退職。文学と関わる仕事をしたいと考え、翻訳を中心に創作活動を続ける。2009

年、初詩集『十三月の雨』を出版するも、不満足な出来のため自ら回収したという。2010年、

トルコのノーベル賞作家オルハン・パムクの小説『雪』をモンゴル語に翻訳している。ただ

し、翻訳権取得や出版資金等の問題からすぐには出版できず、日の目を見るのは5年後の

ことである。

　こうした活動や経験を経て、2012年、26

歳の時にJ.テグシザヤ（1986-）という同年齢

の友人とともに出版社「タクター・パブリッ

シング（Tagtaa Publishing）」を設立した。バ

ヤスガランは、後のインタビューで出版社を

つくった動機について、「自分が読みたいと

思った文学作品が当時モンゴル語でなかっ

たから」と答えている。「それで自分たちは

読みたい本を読むために、まず外国語を学ぶ

必要があった。素晴らしい作品を読み、感動

を語り合いたいがまわりの人が読んでいないことが多い。だから最初は仲間たちに紹介す

る目的で翻訳を始めた」7、それが始まりだった、と。

　このように小規模で立ち上げた出版社であったが、活動の幅は着実に広がっていく。洗

練されたセンスと質の高い翻訳で世界文学の粋をいちはやく伝える媒体として、タクター・

パブリッシングは本好き、文学好きのモンゴル人に注目される存在となっていった。ない

から作った、自分たちがほしいから作ったという始まりだったが、「今では私達二人だけで

はなく一部の人たちにとって、タクターはとても必要なものなのだと理解するようになっ

た。私達が出版する書籍の選定、翻訳、質が出版業界の模範となるべき。」8と彼女は語って

いる。翻訳作品を選ぶ際、それが現在のモンゴル文学の発展や読者あるいは作家志望の若

者らにとって、どういう点で必要なのか、どのような意義があるのかを常に意識している

という。
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7  Zindaa.mn, N.Davaasüren “B.Bayasgalan: Namaig amjilttai yavaa emegtei gej hardag hümüüs minii 
emzegleliig medehgüi” （2018.11.29） https://news.zindaa.mn/2jbe　なお、バヤスガランは主に英語
からモンゴル語に翻訳を行う。他にチベット語、ドイツ語の学習経験がある（筆者によるイン
タビュー , 2019年7月）。

8  同上

タクター・パブリッシングの創設者、
B. バヤスガランと J. テグシザヤ

（2015 年、“unread.today” サイトより）



　現在、同社の出版書籍は外国文学を中心に取り扱う一方で 9、P.バヤルサイハン（1959-

2007）やD.ノロブ（1951-2020）などの優れたモンゴル作家の小説選集を現代的な装幀で甦

らせたり、若手文学評論家による文学評論・エッセイを出版するなど、モンゴル文学の再

評価に繋がる活動も行っている。バヤスガランは翻訳、出版の企画・編集業を続けながら

種々の講演やセミナー等を積極的に行い、活動の幅を広げてきた。そして、2018年に第二

詩集となる『快復』を出版する。

回復するための文学

　バヤスガランの活動の場はモンゴルに留まらない。2018年、バヤスガランはアイオワ

大学が主催するインターナショナル・ライティング・プログラム（IWP）に参加している。

IWPとは世界各国の作家が集まり、三か月ともに過ごしながら創作活動や文化交流を行う

プログラムで、50年以上の歴史があり、日本からはこれまで田村隆一、吉増剛三、中上健

次、吉原幸子など著名な詩人・作家たちが参加してきた。モンゴルの詩人・作家としては、

2003年のL.ダシニャム（1943-）10、2007年のG.アヨルザナ（1970-）に続いて、バヤスガラ

ンが三人目の参加者となる（なお、2006年にL.ウルズィートゥグスがゲストとして一部プ

ログラムに参加）。

　2018年開催の IWPに日本から参加した芥川賞作家の滝口悠生氏は、文芸誌『新潮』2018

年11月号から2019年2月号に「アイオワ日記」を連載している 11。そこには、滝口氏が言葉

や文化背景がそれぞれ異なる各国の詩人・作家たちと手探りでコミュニケーションを重ね、
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9  同社の出版書籍には、M・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』、M・A・ブルガーコフ『犬の
心臓』、イタロ・カルヴィーノ『見えない都市』、余華『活きる』、ボフミル・フラバル『厳重に
監視された列車』、ヤン・マーテル『パイの物語』、ジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』、現
代中国詩選集、エリフ・シャファク『愛に関する40の掟』等がある。B.バヤスガランの翻訳に
よる世界短編選集には、アリス・マンロー、マーガレット・アトウッド、フラナリー・オコナー、
アイザック・バシェヴィス・シンガー、ガルシア・マルケス、ナギーブ・マフフーズ、莫言、カー
ト・ヴォネガット、ジョン・チーヴァー等の作家らの作品が収録されている。

10  2003年の IWPに参加した水村美苗のベストセラー『日本語が亡びるとき』の冒頭部には、そ
こで知り合ったモンゴル人作家（“ダシュニム”と表記。L.ダシニャムのこと）のエピソード
が語られる。日本人とよく似た風貌でロシア語を流暢に使いこなしモンゴルへの郷愁を歌
うモンゴル人作家に対して日本人作家水村が抱いた印象は興味深いが、ここでは紙幅の都
合で詳しく述べない。（参照：水村美苗『日本語が亡びるとき 英語の世紀の中で』, 筑摩書房 , 
2008）

11  「アイオワ日記」は後に一部改稿され、『やがて忘れる過程の途中（アイオワ日記）』と改題し
2019年12月にNUMABOOKSより単行本として刊行された。徐々に変化していく人物たちの
関係性や微妙な心の動きを追体験するような読後感を与えてくれるとても味わい深い日記文
学である。



文学をひとつの軸として少しずつ互いを理解しあっていく過程が丁寧に綴られている。こ

の「アイオワ日記」の中には、バヤスガランについて多くの興味深い記述がみられる。「一

番の飲み友達」になったというバヤスガランとの出会いや親交、彼女が唯一のモンゴル人

参加者として、また東アジアからたったひとりの女性参加者として奮闘する様子を、作家

滝口氏の細やかな視点や独特の表現を通して私たちは窺い知ることが出来るのである。例

えば、各種イベントでバヤスガランはモンゴルの文化や文学を紹介する。ときに真意が伝

わらず空振りにおわることもあるものの、祖国に対する誇りや、同時にモンゴルにおける

セクシズムへの問題意識、それと向き合う彼女の姿勢などに対し、滝口氏はある種のリス

ペクトを込めて、「あなたはたくましいね」と言葉を発する 12。

　また、クロージングパーティーでの一幕、皆がカラオケで洋楽やポピュラーな楽曲を歌

い盛り上がる場面も印象的である。以下、滝口悠生氏の記述から引用しよう。なお、“バイサ”

とはバヤスガランの愛称である。

　「…バイサが店のカラオケには音源のない、モンゴルのト

ラッドソングをアカペラで歌った。私はこのあいだの映画の

ときと同様、バイサの強い意志と責任のようなものを感じ

て感動して、歌い終わったバイサになにか言わなくてはと思

い、あなたはグレートでストロングだ、と言った。」13

　バヤスガランの毅然とした一面と、それを見過ごさず真摯

に受け止める滝口氏の人柄が伝わってくる描写である。

　「アイオワ日記」のなかで特に印象深いエピソードがある。

バヤスガランがプログラムの一環で行ったアメリカの高校

生に対する講義の一場面である。同じく、滝口悠生氏の記述

を引用しよう。

　「…最後に高校生に向けて、彼女（筆者注：バヤスガラン）

が若い頃に大切なひとをなくした経験を話した。あなたたち
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12  映画紹介イベントでバヤスガランは“Warm Ashes”（1990年制作、モンゴル語原題“Büleen 
nuram”、原作B.ルハグワスレン）を紹介するが、映画は不評で途中退席者もあり、画質の悪さ
に加えベタな展開や稚拙な演技に対して度々笑いが起きる。滝口氏は皆のそうした反応に居
心地の悪さを感じる。後にバヤスガラン自身から、映画が実は意図的に稚拙な技法を用い擬
古的に作られていること、一見伝統礼賛に見えるかもしれないが実は逆で、伝統的な価値観
のなかでいかに女性が虐げられてきたかを批判する挑発的な内容であること、上映当時モン
ゴルでも制作者側の意図は完全に理解されず怒る人もいたこと、今回の皆の反応もある程度
織り込み済みであったことなどを聞く。敢えてそうした映画を選んだバヤスガランに滝口氏
が掛けたのがこの言葉であった。（滝口 , 2019, pp.235-237）

13  滝口 , 2019, p.255

滝口悠生著
『やがて忘れる過程の途中

（アイオワ日記）』表紙
（NUMABOOKS、2019 年）
グラデーションの色が異なる
10 種類の表紙が実験的。
ブックデザインは佐藤亜沙美
氏。



は将来、多くの困難に直面するだろう。そのときあなたたちは、自分が快復する方法を見

つけなければならない。書くこと、読むこと、あるいは音楽を聴くことや、運動することな

どがその方法になる。薬物やアルコール、悪い友達などの方法を選ばないでください。あ

なたがよい方法を選べば、あなたはより強く、より成熟することができる、というような

ことを言っていた。彼女の詩集のタイトルは「Recovery」だ。」14

　そう、その詩集が先に紹介した詩集『快復』であり、詩集巻頭に掲載されているのが上述

の「愁いの秋の詩」である。詩集について、作者自身はモンゴルでのインタビューでこう語っ

ている。

　「“快復”という事は、まず病んでいたということ。自分の痛みを治す過程で詩をノート

に書いた。ノートには秘密がたまっていき、別の意味で自分を苦しめ始める。（略）出版し

たことで秘密はなくなる。今ではこの本は私とは無関係で、自分が書いたものではないよ

うに感じられる。それこそが私にとっての“快復”なのだ」15

　こうしたいきさつ、背景を知って先の詩を読み返すと、味わいが一層深まってくる気が

する。大きな喪失感や困難に直面したのち、作者はその痛みを受け入れ、自らを癒し、自分

を“回復する”道を手探りしてあるいてきた。その傷痕と快復の過程を、この詩から読むこ

とができるのではないか。陰鬱で悲愴な空気が漂う詩だが、都市の倦怠をこえたその先へ、

自分の足で、冷たい風に向かっていこうとする意志、覚悟のよう

なものをこの詩から感じるのである。同詩集におさめられた別の

詩篇には、次のような一節が見られる。

　

　　　方角は分からなくとも歩いていく

　　　遠くをみつめて悲しみとともに行く　

　　　どこかで私を待っている

　　　なにか、そのすべてを目指して

　　　暗闇の中とぼとぼとゆく…16
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B. バヤスガラン著、
詩集『快復』（Tagtaa 
Publishing,2018 年）

14  滝口 , 2019, p.240　なお、連載時には「自分を回復する方法」とされていた箇所が、単行本化
に際し「自分が快復する方法」と改訂されている。詩集のモンゴル語原題“Edgerel”の日本語
訳は「快復」となるが、英訳“Recovery”からの連想（あるいは重訳）かと思われる連載時初出
の「自分を回復する」の語感が筆者にはおもしろく感じられ、本稿本文中では「快復」と「回復」
を適宜使い分けた。

15  Zindaa.mn, N.Davaasüren “B.Bayasgalan: Namaig amjilttai yavaa emegtei gej hardag hümüüs minii 
emzegleliig medehgüi” （2018.11.29） https://news.zindaa.mn/2jbe

16  B.Bayasgalan, 2018, p.55



　　　指の先から空に吊られ

　　　人生に背を向け、私は宙に浮いている

　　　現実の生活に戻ってこいと

　　　短い便りが絶えまなく私宛に届く

　　　私は信じる、この人生には　

　　　私達のための場所がきっとあるはずだと…17

　傷付いた「私」が信じ求めてきた「場所」とはどういうものであったのか。タクター・パ

ブリッシングを設立し、翻訳家・詩人として認められた今、確かに言えるのは、彼女が自ら

その「場所」を作ってきたということである。

　今日、バヤスガランは詩人というだけではなく、翻

訳家や編集者、オピニオンリーダーとして存在感を示

している。今後は散文、小説なども著すのではと期待

する読者も多いようだ。本人はかなり早い時期から作

家としての活動に照準を合わせているようで、大学で

政治学を専攻した理由について、「作家になるには、ま

ず国家や社会の成り立ちを知っておくことが必要だと

考えたから」18と答えている。政治学を専攻したこと

で人権意識の基礎を身に付けることが出来たと語る彼

女のジェンダーやマイノリティに対する問題意識や目

配りは、翻訳や文学紹介の際にも生かされている。

　地方出身者として十代後半にウランバートルと出

会ったバヤスガランは、そこで生きる場所を見出し、

今ではウランバートルの人達を啓蒙、啓発する発言をしている。彼女の目覚ましい活動の
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アイオワ大学病院フロアに展示されて
いる G. アヨルザナのポートレイトと
B. バヤスガラン。

/ 画像提供：B.Bayasgalan/

17  B.Bayasgalan, 2018, p.11
18  ikon.mn, J.Tegshjargal, “Uran zohioliin tuhai yaria: Tsasnaar” （2015.11.16） https://ikon.mn/n/lt9
 別のインタビューでは文学部を専攻しなかった理由について、「モンゴルの大学の文学部は

文学研究者や評論家を養成するもので、作家になるための学部ではなかったから」「他の芸
術分野では作曲家や画家になるにも専門教育を受けるのに、作家になるには専門教育は不要
で才能さえあれば事足りるという見方がされているのは、この分野を最初から過小評価して
いることの表れではないか」と答えている（Zindaa.mn, N.Davaasüren “B.Bayasgalan: Namaig 
amjilttai yavaa emegtei gej hardag hümüüs minii emzegleliig medehgüi” （2018.11.29））。ちなみに、
タクター・パブリッシングの共同創設者、翻訳家、映画評論家のJ.テグシザヤは法学部出身。



根底には、「傷付いた自分を回復させること」「よい文学はその力になる」という揺るぎな

い信念が感じられる。また、深い知性とバランス感覚、それに行動力を備えている。

　バヤスガランを語るとき、彼女が影響を受けたモンゴル国を代表する作家のひとりであ

るG.アヨルザナの活動や功績について紹介することが不可欠と思われるが、この件はまた

別の機会に譲ることとする 19。こうした若い文学者、翻訳家、作家たちの活躍で、モンゴル

の文学シーンは、現在進行形で大きく変わっている。

羽ばたく鳩、モンゴルから世界へ

　タクター・パブリッシングが出版する作品に注目

してみると、その活動はグローバルな視点をもち、

欧米に偏ることなくアジア、中東、ラテンアメリカ

等を含めた世界を視野に入れていることがうかがえ

る。その中でのモンゴル文学、モンゴル人としての

自らの立ち位置、アイデンティティにも自覚的であ

る。民族固有の文化、歴史に誇りを持ちつつも、安

易な民族主義、排他的なナショナリズムに陥るので

はなく、世界のよいものを取り入れながら、新しい

価値を創り出していこうという姿勢がみてとれる。売れ筋という視点からではなく、文学

的価値の高い作品を良質な翻訳や装丁で読者に届けようとするなど、文学に向きあう姿勢

には妥協がないが、バヤスガランやテグシザヤを始め主

要なメンバーたちはいい感じで肩の力が抜けた自然体な

ところが感じられる。いわゆる“ミレニアル世代”に属す

る彼女たちは、インターネット、デジタル技術を駆使し、

SNSやライブ配信、ポッドキャスト等様々なコンテンツを

発信し、リアルタイムで世界と繋がっている。
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出版書籍の一例。装丁、デザインにも
こだわりが感じられる。/Tagtaa.mn/

19  バヤスガランは、モンゴル語で読める良質な書物が少なかった頃に出版されたアヨルザナ
の翻訳・編集による世界文学紹介の著作集（「新時代の蔵書」シリーズ、通称“黒本”）に影響
を受けたこと、作家が文筆業で生計をたてるモデルをアヨルザナが示し、作家の社会的地位
を一段階引き上げ、現代の新たな知識人像を確立してくれたことに感謝している、と述べて
いる（ikon.mn, J.Tegshjargal, “Uran zohioliin tuhai yaria: Tsasnaar” （2015.11.16） https://ikon.mn/n/
lt9）。なお、アヨルザナの活動については拙論「モンゴル現代文学における“アヨルザナ”と
いう現象（G.Ayurzanaの活動とその評価にみるモンゴル詩歌の現状及び今後の可能性）」『モ
ンゴル文学』第2号, 2014年に詳しい。

タクターの書籍宅配サービス。
/Tagtaa Publishing FB/ 



　2019年春にはバヤスガランの翻訳・編集による『セクシー』20と題する現代世界文学短編

集、バヤスガラン自身が IWPで出会い翻訳出版の交渉をしたという村田沙耶香氏の『コン

ビニ人間』等が出版された。“世界文学”といえば西欧やロシアの古典が中心で、“日本文学”

といえば松尾芭蕉や芥川龍之介、新しいものでは村上春樹という認識が長く続いたモンゴ

ルにおいて、世界の文学のいまを伝えようとする彼女たちの挑戦がモンゴルの読者たちに

新たな読書体験を与えることは間違いない。読者もまたその動きに敏感に呼応している。

彼女たちは新しい「読者層」を生み出していると言えるのかもしれない。

　

　タクター・パブリッシングでは、バヤスガランの同世代を中心とした研究者、ライター

なども加わり、出版活動のみにとどまらず、企画、プロデュース、広報、文芸評論、内外の

著名な詩人・作家へのインタビューなど、出版社としての総合的な活動が展開されている。

読者参加型の書評コーナーや愛読書の画像投稿、ジャズバーでのポエトリーリーディング

の催しなど、本と読者との距離を近づけ、文学をたのしむ場作りなども積極的に行ってい

る。特徴的なのは、若手の作家や翻訳家の育成を常に意識している点である。新人対象の

文学コンテスト「タクター・プライズ」、「ゲゲーン・ショボー」文学基金を主催し、受賞者

の作品を出版したり、同社のライター・翻訳家として登用するなど、才能ある若手の活躍

する場を作り出している。バヤスガランは、次世代の作家育成の重要性について繰り返し

発言しており、タクター・パブリッシングの活動について、「経

済的利益以上に人・人材を得ることが大切。タクターを通じて

若い人たちが成長していくのを見ることができる、それこそが

自分にとっての一番の報酬だ」21と語っている。彼女たち自身

が三十代前半と十分に若い世代だが、あとに続く世代のことを

見据えて活動している点に感銘を受ける。

　なお、タクター・パブリッシングの「タクター」とは「鳩」の
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20  同書の収録作家は、ジュンパ・ラヒリ（インド系アメリカ）、グレイス・ぺイリー、ミラン・ク
ンデラ、アリス・マンロー、ウンベルト・エーコ、イスマイル・カダレ（アルバニア）、リュドミラ・
ペトルシェフスカヤ（ロシア）、シャーマン・アレクシー（アメリカ）、アモス・オズ（イスラエ
ル）、金英夏（韓国）、エドウィージ・ダンティカ（ハイチ系アメリカ）、イタロ・カルヴィーノ、
サルマン・ラシュディ、コルム・トビーン（アイルランド）、余華（中国）、アキール・シャルマ（イ
ンド）、ユン・リー（中国）、ユウコ・サカタ（日系アメリカ）、黃崇凱（台湾）、ファティマ・ブッ
ト（パキスタン）等。

21 Zindaa.mn, N.Davaasüren “B.Bayasgalan: Namaig amjilttai yavaa emegtei gej hardag hümüüs minii 
emzegleliig medehgüi” （2018.11.29） https://news.zindaa.mn/2jbe

コロナ禍の外出制限時は
宅配サービスが活躍した。
/Tagtaa Publishing FB/ 



意味である。基金の「ゲゲーン・ショボー」は「輝く鳥」の意味を表す。ここでようやく、講

演テーマの「鳥」に戻ってきたようだ。詩の中では、「去っていく鳥」と訣別したかのよう

であったが、詩人自身が翼を得て羽ばたいている、というひとつのイメージに着地できそ

うである。バヤスガランは、タクターの共同経営者であるテグシザヤと自分のことを「鳥

の翼の片方ずつ」と譬えることがある。“90年世代”の詩人B.ガルサンスフ（1972-）の「ウ

ランバートル」という詩の中で「カラスにスズメにハトといった／しけた鳥たちばかりが

この街に残り…」22とうたわれた鳩だが、小さな鳩が国境や言葉の壁を超え、世界を飛び

回っている姿を想像すると愉快な気持ちになる。

まとめ：境界をこえる鳥たち、ことばたち

　鳥は、身近ながら生きる空間を全く異にする存在として、様々なイメージを想起させる。

詩人たちの想像力や表現力によって、その表象はさらに広がりをみせる。モンゴルでは、

その特色ある自然環境や生活文化と結びつき、様々な形で鳥が文芸作品に反映されてきた。

草原に春を告げる鳥から異界の声を伝える鳥、モンゴルの古典に描かれた勇猛さや神聖さ

のシンボルとしての鳥、さらに現代の都市空間における孤独や自由を象徴する鳥まで、多

様な鳥がみられる。「モンゴル詩における鳥の表象」には一言ではまとめられない奥行き、

広がりがある。

　天と地、地方と都市、人間界と異界、故郷と異郷…。鳥はそれらの境界を越えて、「ここ」

と「ここではない場所」を行き来し、繋ぐ存在と言える。詩人もまた、「ことば」という翼を

もち、意識と無意識の領域を越えながらなにかを繋ぎ、紡ごうとする存在のように思える。

　

　ポスト社会主義時代を迎え、モンゴル文学は「社会主義リアリズム」に代わる新たな文

学の指針、方向性を確立することが出来ずにいる、という批判が長らくされてきた。表現

の自由を得たにも関わらず、作家たちは書くべ

きものを見出せずにいるのではという問い、安

易な商業主義や大衆向けの娯楽、消費物となっ

てしまい、文学の質が低下しているのではとの

危惧、また、モンゴル固有の伝統文化や語彙・

言語の衰退、喪失に対する危機感もある。

　これらの問いや危惧に対するひとつの解、可

能性が、今回紹介した若い世代の活動から見え
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22  B.Galsansükh, “Ulaanbaatar”, Burhand heleh zövlögöö, 2007, p.81

アズホル書店のブックフェアでは
多くの若者が行列を作った。（2019.5）

/ 画像提供 :B.Bayasgalan/



てくるのではないかと感じている。タクター・パブリッシングの他にも、ネプコ、モンソ

ダル、ボロルソダルなど、それぞれの特色をもった出版社が内外の良質な文学作品を出版

し、総合的な文化発信の基地として活躍している。インターノム、アズホルなどの大型の

書店は、文化・情報の交流の場となっており、店内には多くの若者たちの姿が見られる。

　前向きなことばかり述べたが、実際には、モンゴルの詩人や作家、文学関係者らを取り

巻く環境は、決して楽観的なものではない。特に社会主義時代と異なり、生活の保証のな

い詩人にとって、経済的に厳しい状況が続く。ウランバートル出身の詩人G.スフゾリグ

（1978-）は、「大志を抱き首都を目指す親愛なる詩人の友に」と題した詩に、こう記している。

　　　…違いなどないさ、この街も

　　　　詩人求ム、なんて求人広告はどこにもありはしない…23

　詩が売れない、詩では食べていけないという状況が端的に表現されている。モンゴルに

おける詩のあり方が変化していく中で、詩人たちは「生きる場所」を模索しているように

感じる。

　一方で、現代社会では「生きる場所」は物理的な場所にとどまらない。現在モンゴル国外

に暮らす詩人、作家は少なからずいる。世界に散らばったモンゴル作家らがSNS、インター

ネットを通じて、世界中の読者と直接繋がる可能性が開かれている。外国在住のモンゴル

人がその国の文学をモンゴル語に翻訳して紹介する動きもみられる。物理的な空間の制約

を超え、情報が行き交い、コミュニティが生まれている。そうしたなかで、作家が読者を育

てるように、読者もまた作家を鍛えている。そのように相互に影響を与え合いながら変化

していく様子が、モンゴルの文学コミュニティ、文学シーンをウォッチしていると、ダイ

レクトに伝わってくる。モンゴルと日本を行き来しつなぐ“渡り鳥”たちが、当講演を聴き

に集って下さったなかにも、たくさんいるのではないだろうか。

　“渡り鳥”といえば、近代モンゴル文学の父と称されるD.ナツァグドルジ（1906-1937）の

詩「遠き地に学びゆく者」にこんな一節がある。

　　　…草原の雁が飛んで辿りつけぬ場所より

　　　　人の子は宝石を胸に帰らん 24
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23  G.Sükhzorig, “Tom möröödlöö övörtööd khot khüree zügleheer shiidsen erhem shülegch düüdee” 
（2014.7.3） https://www.facebook.com/sukhzorig.gonchig

24  内田孝 , 2003, p.229



　本稿ではモンゴル文学の新しい一面、変化していく様子を中心に紹介したが、90年前に

書かれたこの詩の精神は今日のモンゴル人に強く受け継がれているように思われる。
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