エッセイ―跨境の言葉

線をまたいでいいのか
深沢潮

✉chocojunky2000@gmail.com

境、というものを考えたとき、わたしの

在日文学、というジャンルがある。研究

頭に浮かぶのは、体育の先生が小学校の校庭

者 では ない、 実作者 である わたし にとっ

でラインカーを引く様子だ。ドッジボール

て、つねづねその定義はあいまいに感じら

をやるとき、石灰で描かれた線によって敵

れ、正直に言うと、いまだによくわからな

味方 の陣地 が分けられる。線を 越えること

い。在日外国人が小説を書けばすべてが在日

は許されない。

文学 になるかといえば そうでもないよう

また、算数の先生が黒板にチョークで円

だ。実際、純文学やミステリー作家のなか

を描く光景も浮かんでくる。いくつもの円

に、在日コリアンの属性を持っていても、

は、まったく重ならなかったり、一部分が

決して在日作家とは呼ばれないひとびとが

重なったりしている。引かれた線で分けら

いることを知っている。もちろん、在日コ

れた円のなかは、共通の属性を持つ集合体。

リアンがこれまで 日本語で 書いてきた文学

たしか、帰属関係だとか、包含関係、部分集

は在日文学と 言われるものの方が 多いのも

合などという 単語は中学で習ったが、なぜ

事実だし、わたしの書いた小説は在日文学の

だかいまだによく覚えている。

円のなかにくくられ、わたしは在日朝鮮人

わたしにとって、境、という単語は、線

作家と呼ばれることが頻繁にある。それは

を 引 く、とい うイメージと 結 びついてい

在日コリアンという 出自に 加えて、在日 コ

る。 厳密 に いうと 、 線 を 引 かれ ること 、

リアンのことを小説に描いているからだろ

だ。なぜならわたしは、この日本という国

う。とすると、作家の属性と作品の両方が在

において 長らく、日本人、という線からは

日性を帯びているか否かが、在日文学や在日

じかれてきた、外国人、だからだ。ここで

作家と 呼ばれるためには重要な要素のよう

言う 外国人とは、 日本国籍 でないというこ

だ。

とだけでなく、民族、 血統という意味にお

とはいえ、わたし自身は在日文学や在日

いて、あるいはルーツが日本以外のどこに

朝鮮人作家という分類を自意識から追い出す

あるかという意味において。そしてそれだ

ようにして物語を紡いでいる。それは、在

けでなく、在日コリアンのわたしは、祖国

日コリアンのことを描こうが、そうでなか

であるはずの韓国に行っても、言葉ができ

ろうが、変わらない。ゆえに、わたしの作

ないこともあって、韓国人、という線から

品がつねに在日コリアンの 属性と 結び付 け

もはじかれる。

る分析をされることを、ときどき 負担に思
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う。それは、｢わたしは、あまり、それらし

あ、どうしたらいいのか。

い、ふるまいができない｣と自分では思って

わたしは、線を踏んでいたいのだ。

いるからである。

テニスもバレーボールもサッカーも、

わたしたちの暮らす社会では、ある属性

ボールが 線 の 上 であれ ばセーフだ。しか

を持つと、それにふさわしい所作というも

し、別にセーフでありたいわけではない。

のが強く求められる。大学教授なら大学教授

ぎりぎり仲間に入れてくれ、ということで

らしく、作家 なら作家 らしく、 女なら女 ら

もない。ただ、いつも線の上にいて、いつ

しく、母親なら母親らしく、在日 なら 在日

でも線をまたいだり、越えたりして、分け

らしく。

られたどちら側 にも 自由自在 に行 ける存在

そんな 枷 は 息苦 しい。そんなふるまい

でありたいだけなのだ。そして、属性から

は、うんざり する。そもそも、 在日 らし

離れたわたし 自身の 個を大事にしたい。 線

さって、どんなことを指しているのか。在

の外にいさせられたわたしだからこそ、円

日朝鮮人作家 らしいとか、 在日文学 ならで

の外に追いやられる人のことを気にかけな

は、というのはいったいなんなのだろう。

ければ。 自分と違 う円の人 たちのことも考

アイデンティティに葛藤すること?民族意

えなければ。さまざまな立場のひとに、共

識を強く持つこと?差別に耐える姿を描くこ

感 できるようでありた い。そう 思 ってい

と?

た。

もちろんそういったことはわたしの描く

しかし、そんな私の鬱陶しい正義感はも

物語のなかにあまた見られる。もしかした

ろくも打 ち崩された。もう 一昨年前 のこと

ら、こうして、在日コリアンというスタン

になるが、わたしは新作小説の取材 のため

プを押され、その属性の円 のなかに入れら

に、沖縄に行った。取材の目的は、太平洋戦

れることに抵抗を感じること自体がもっと

争中に沖縄にいた朝鮮人慰安婦の足跡をたど

も在日コリアンらしい 感情の表出なのかも

るというものだった。

しれない。

戦争体験を語り継いでいるご老人や、戦

それでもやはり、わたしは、くくられる

争体 験 を 聞 き 取 り し てい るひ とた ちを 訪

ことが苦手 だ。誤解を招 くので 言い直 す。

ね、朝鮮人慰安婦の目撃証言を集めた。戦地

在日 コ リアンであ ることが 嫌 なのでは な

をめぐり、ガマにも入り、 慰安所跡 の残る

い。そ れは 紛 れも ない 事実 だ。なんで あ

離島 にも 足 を 延 ば し た。 現地 のコ ーデ ィ

れ、くくられることに耐えられないのだ。

ネーターは、移住10年になるナイチャー(本

線を引かれ、はじかれてきたわたしは、
一周まわって、｢たやすく円のなかにくくら

土の人)のフリーライターNに頼んだ。彼は

わたしの大学時代の同級生だ。

れるものか｣と思う気持ちが強いのかもしれ

わたしは、終始ウチナー(沖縄の人)の懐

ない。属性、というものに対して過剰に 忌

に入っていくように努めた。彼らもわたし

避反応 があるのか もしれな い。かとい っ

が在日と 打ち明けると心を 開いてくれるよ

て、線から離れることもできない。自分で

うな感触を得て、取材もスムーズだった。

も 面倒 くさい 奴 だ とわかっ ている。じ ゃ

米国との地上戦の被害にあった戦時中から、

線をまたいでいいのか
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米国に占領された戦後、返還後も米軍基地を

こを軽々とそうやって、すぐに線を越えよ

多 く 押 し 付 け られて いる 現在 に いた るま

うとするのは傲慢なんじゃないの。共感っ

で、 日本政府 から虐げられているという 意

て、暴力になる場合もあるからね｣

味において、ウチナーの人たちと、日本の

わたしは、頬を張られたようにはっとし

植民地だった朝鮮半島をルーツに持つ在日コ

た。在日コリアンという円に入れられるこ

リアンであるわたしのあいだには、互いに

とに 抵抗 があ るく せ に、 自分 で 線 を 引 い

共感 できる ことが 多 いよ うな 気 がして い

て、しかもそれを越えてウチナーの円に押

た。

し入ろうとしてしまった。簡単にわかりあ

取材は進 み、基地反対運動の先頭に立っ

おうとすることが、どんなに傲慢か、とい

ている(戦争体験の聞き取りをしているひと

うことに 気 づかなかった。うぬぼれてい

は、多くが基地反対運動を始め、平和運動の

た。同じく日本社会のなかのマイノリティ

担い手だった)ひとりの女性に会った。

である、ということを盾に、勝手にシンパ

｢ 沖縄へのヘイトスピーチ、ひどいです

シーを持つのは、失礼なことなのだ。乱暴

よね。わたしも在日コリアンだからバッシ

なことなのだ。自分だって、帰国子女だと

ングはよくされます｣と会うなり言った。基

いう人に｢在日コリアンって大変だよね、わ

地反対運動にわたしも 強く 共感していたの

かるよ、わかる｣と言われて、いらっとした

で、そういう発言も自然と 出てきたのだと

ことがあるではないか。

思う。すると、彼女は、｢ああ、あなたのこ

沖縄取材を終えて、わたしはしばらく自

とはネットで調べたけど、バッシングされ

己嫌悪に陥り、新作小説の執筆にとりかかれ

て大変なのにわざわざ 慰安婦のことを書 く

ずにいた。そんな折、作家であると同時に

なんて、どうして?目立ちたいの?あなたが

精神科医でもある帚木蓬生氏の講演を聴く機

書かなくても誰かが書くんじゃない?｣と言

会に恵まれた。そこで、｢ネガティブケイパ

われた。

ビリティ」という概念を知 り、帚木氏の 著

｢いえ、目立ちたいとかではなく｣と言葉
を濁したものの、その後の会話はよそよそ

作、 ネガティブ ․ ケイパビリティ答えの出

ない事態に耐える力 という本を読んだ。

しく、ぎこちない時間 を過ごした。取材後

｢ ネガティブ ․ケイパビリティ(negative

に落ち込んで、コーディネーターのNに｢な

capability, 負の能力もしくは陰性能力)とは、

んだか、冷たかったよね。線を引かれたっ

どうにも答えの出ない、どうにも対処しよ

て感じ｣と言うと、彼は、当たり前だよ、と

うのない事態に耐える能力 をさします。あ

応えて続けた。

るいは、 性急に証明や理由を求めずに、不

｢ 僕 の実感だけど、10年いたって、ウチ
ナーはナイチャーに線を引くよ。もちろん

確実 さや 不思議 さ、 懐疑 の中 にいることが

できる能力 を意味します 」

沖縄 の人はいい人たちだよ。これまで取材

ページを読み進めていくと、だんだんと

した人たちだって、親切だった。だけど、

もやもやが晴れていった。この概念は、18

在日コリアンっていったって、ウチナーに

世紀の詩人ジョン ․ キーツにより提唱された

とってはナイチャーにしかすぎないよ。そ

もの で 、ネ ガテ ィ ブ ․ ケイ パビ リ ティ と
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は、簡単に｢わかった｣とか、｢ 理解した｣つ
もりになろうとしないこと、だというの
だ。脳はもともと、無理にでもわかろうと
する仕組みになっているから、それに耐え
て抗うべきで、そうすることで対象の本質
に迫り、これが深い思考を導き、相手が人間
なら、相手を本当に思いやる共感に至る手立
てだと書かれている。
つまり、私なりに解釈すると、線の上で
踏みとどまることが大事だということ。自
分の線の上にはいてもいいし、そこから離

れようとまた近づこうと勝手だが、ほかの
人の線を簡単にまたいではいけない、とい

うことだ。
いまわたしは、簡単に線をまたいだり越
え たり せ ずに 、ネ ガ ティ ブ ․ ケイ パ ビリ
ティを駆使して線の上に踏 みとどまらなけ
れば ならな いと、 自分 を 厳 しく 戒 めて い
る。そして、線の上に踏みとどまる手段と
いうのが、まさに小説を書くことそのもの
ではないかと信じて、原稿に向きあってい
る。
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