OUTSIDERS IN NEWYORK

ニューヨークの アウトサイダー
□□□□■戦争や土地改革、学生闘争に貧困……苦難の歴史のなかでも
たくましく、軽やかに、前を向いて生きてきたベトナムの人びと。
そんな彼らの日常に光をあてた写真を、ベトナム人作家のテキストとともに辿る。
阪口はるか＝写真

photography ＝ HARUKA SAKAGUCHI

□□□□■ダミーキャプと呼ぶ。9 月のタムコックには小さな白い花が遠慮がちに咲いていた。花の名を聞いたけれど Hoa としかわか。◎ 65 w
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ニューヨークを掴んだ語り手たち
新元良＝文

text ＝ RYOICHI NIIMOTO

モニク・トゥルンは、ニューヨークへ帰っていた。
考えてみれば、当然のことである。京都に滞在中であった彼女
と日本で出会って、もう3 年の月日が過ぎたのだ。1990 年代の学生
時代から、モニクはこの街の住民であったし、作家としてブルック

僕自身にそのフレーズを言い聞かせようとした。
そんな思いを抱かせるのも、モニクが僕と同様異国の地で生まれ、
アメリカへ渡った経験を持つからだ。
戦火が激しいヴェトナムを、実の母と一緒に彼女が離れたのは

リンに拠点を構えても、すでに 20 年が経とうとしていた。ブックツ

1975 年のこと。父が重役だったアメリカ資本の石油企業の計ら

アーに出かけ、文芸フェスに招待を受け国内外の都市へと赴いても、

いで、モニクたち親子は米軍の輸送機で飛び立った。一方、その

最後に自宅のあるニューヨークへ戻るのは、不思議でも何でもない。

父は勤務先のヴェトナム支社が閉じるまで居残ることとなり、ハノ

それでも、ニューヨークという都会を背景に、こうしてモニクと
向き合うと、
「帰る」という言葉が自然とわき上がる。それは当の彼

イ陥落の当日、命からがら祖国を後にしたという。
「ボート難民にならなかっただけ、私と母は幸運だった」と当時を

女ではなく、僕自身の状況が、巡り会ったあの日以来大きく変わっ

述懐するモニクだが、新天地であるはずのアメリカでは、裕福だっ

たからだろう。

たこれまでとは一変し、カリフォルニアでの難民キャンプという厳

2016 年の秋、僕は 10 年以上専任教員を勤めた京都の芸大を

しい生活環境が待っていた。大きなテントに収容された多数の見

離れ、その年の暮れに家族とここニューヨークに拠点を移した。

知らぬ人々と寝食を共にするのは、いくら彼らが同郷の人間であっ

大学では文章や小説を書くことを教えたが、自分の小説の進み具

ても、幼いモニクの気持ちを落ち着かせないのは容易に想像できる。

合が滞り、二進も三進もいかない。執筆に集中する時間がほしい、

しかし、困難は生活環境だけではなかった。祖国を失い、わず

と勤務先にわがままを言い自主退職し、家族に相談した末での移
住であった。
執筆の時間を確保するだけなら、何も海外へ移住する必要はな

かな個人の空間しか与えられず、プライバシーなどないに等しい、
父も不在の共同生活を強いられた末、唯一頼れる存在の母が、心
の病に侵されてしまったのだ。

い。京都にそのまま居残っても良かったし、東京や故郷の神戸など、 「30 代初めだった母は、側から見てもわかるほどうつ状態になり、ベッ
国内で住処を探す選択肢もなくはなかった。

んな状態の母に頼れないから、わたしが列に並び、食べ物をもら

えられなかった。まだ 20 代だった 1984 年に渡り、30 代、そして

うのが日常だった。右も左もわからぬ 6 歳の女の子が、ペンドルト

40 代の半ばまで 22 年間身をおいた街は、執筆活動に費やす環境

ンという難民キャンプの大きなテントの中で、その日自分と親が口

としてどこよりも勝る、そんな風に思えた。僕という個人を形成し

にするものを待つ境遇は、経験した者でなければわからない」

たニューヨークを新生活の根城とするのは、帰省と捉えていた。

ほんの少し前まで、何不自由ない特権階級の家庭で育てられた

では、僕は何に帰るのだろうか？ そんな思いが脳裏によぎるよ

彼女には、食料をもらうため、素性も知らぬ難民たちに混じり列で

うになったのは、移住のわずか一カ月前、アメリカの大統領選挙

待つなど想像もしなかった。以前とは比較できないほど質素な食

の結果が明らかになったときだ。
我こそが正義、異論者を罵り、敵対者と見なせば徹底的に潰そ

べ物であっても、不満など言えず、受け取ったものを寝床で伏せ
る母の元へ日々運んでいく。

うと躍起になる人間が、これから家族を連れて移り住もうとしてい

「自らが責任を負って、食べ物を調達しなければならない。食事と

る国の指導者に就任する、
その事実が心に暗雲を立ち込めさせた。

いう愛情に満たされたコミュニケーションが、愛情を欠いたコミュ

まっ
血筋を問わず、国籍も問わない懐の深さを感じていたアメリカが、

ニケーションへ突然変化し、
自分はもう家にはいないのを実感した」

たく異なる場所になろうとする苛烈な現実を突きつけられ、僕は拠

これが原体験となり、モニクは食に大きな関心を持つに至った。

りどころを見失っていた。
移住後もその思いが消え去らなかったが、ニューヨークに住み
続けるモニクとの再会は、自分の中で長らく眠っていた何かを目
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ドから起き上がるのも叶わなかった。食事は配給制だったが、そ

だが僕には、ニューヨーク以外の場所での暮らしはまったく考

このとき以降、自らの家を持つとき、
「食」がいずれの場所でもベー
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食の影響は生活環境とともに、自身の創作にも反映されていく。

同じで、金が支配する部分で街は人生を破滅へと追いやることも

優秀な新人作家にとっての栄誉である、NY 図書館運営のヤング・

ある。主人公のシンは、非人間的な扱いを受ける。何かあればす

ライオンズ・フィクション賞をはじめいくつかの文学賞を獲得し、

ぐに解雇され、ほかの人間に地位や仕事を奪われてしまう恐怖心

ベストセラーにもなったモニクのデビュー作『ブック・オブ・ソルト』

を抱く彼の人物像は、弁護士だった頃の実体験がなければ描け

(2003 ) のヴェトナム人の主人公も料理人の設定であるが、それは

なかった」

まだ先の話。やがて彼女と母は難民キャンプを後にし、ノース・キャ
ロライナなど全米各地を転々する。
そして十年あまりが過ぎ、プリンストンやコロンビアといった名
門大で学業を終えたモニクは、ニューヨークに居を構えた。
「アジ

小説への高い評価により、作家として足場をたしかなものとし
たモニクだったが、これにより彼女を取り巻く状況も新局面へと
移行する。作家を含め、ニューヨークの表現者たちのコミュニティ
が彼女を迎え入れ、モニクもそこに居場所を感じた。

ア系の家庭で育った子どもが作家になるなど、親は許さなかった」 「 アメリカの中にあって、アメリカではない と言われてきたニュ
と話す彼女もまた、高収入が期待できる弁護士の道に選んだが、

ーヨークだが、今でもそれは残る。理由はいろいろあるが、生まれ

そこは彼女にとって居心地のいい場所ではなかった。

育った土地に属せないと感じ順応できない人（ misfit ）たちが世

「大手の弁護士事務所に就職したけれど、自分がまったく価値の

界中からやって来て、ここに根を下ろす。そこから躍動が生まれ、

ない人間のよう扱われた。収入でも、知性の面でも、敵対視した

街を素晴らしい場所にする。大事なのは、国籍やどの国のパスポ

相手を徹底的にやり込め、貶めるそんな職場だった。同僚と一緒

ートを所有するかではなくて、どこのトライブ（ tribe= 仲間）に属

に決着した案件も、功績を向こうに持っていかれることもあった。

するか、ということ」

あれほど冷酷さを味わったのは、人生で初めての経験だった」

トライブを決定づけるのは、個人が何に価値を見出すかによる、

言うまでもなく、生き馬の目を抜くような業界は弁護士にかぎら

とモニクは話す。何百万ドルもの大邸宅を持つことであってもい

ない。苛烈な職場環境はニューヨークでほかにもあるし、それが

いし、近くの商店の主人と懇意になれる地域での暮らしかもしれ

大都会のひとつの顔でもある。

ない。同じ価値観を共有できる人々が集うコミュニティが多数存

問題はその先だ。せわしなく、容赦もない状況に嫌気がさせば、
逃避する方法はある。
「郊外に移れば家族と一緒に広い土地で暮
らせるし、家族と平和な営みを得ることもできる」という彼女の言
葉通り、場所を変えれば解決法は見出せるだろう。
だがモニクは、ニューヨークから出て行かなかった。弁護士の

在するのがニューヨークであり、実際に会い、ともに時間を過ごす
ことで、モニクたちは連帯を作る。
「トランプの時代になって今は、社会全体が混乱した状態にある。
苦境に追い込まれて、絶望をも感じさせるつらい状況と言えるかも
しれない。それでも、SNS だけに頼らず、みんなが直にふれあい、

仕事を辞め、念願の小説執筆の道を選んだ。ここに残り、新たな

一帯になろうとする機運がたしかにあって、それが形成されるとこ

人生を自らの手で切り開く決断をした。

ろにわたしは帰属意識を感じる」

そして専業作家を目指し最初に手がけたのが、前述の『ブック・

誰もが危機感を持つ現在だからこそ、人と人とのつながりが高

オブ・ソルト』だ。1930 年代の華やかし頃のパリを舞台に、ガート

まる。しかし、だからと言って、ニューヨーカーたちが無条件で手

ルード・スタインと彼女のパートナーであったアリス・B・トクラス

を差し伸べてくれるわけではない、と彼女は付け加える。

という実在の人々が登場する物語は、ふたりのお抱え料理人シンが、 「自分が何もしなくても、ニューヨークが支えてくれると期待してい
雇用主たちとの関係についてユーモアを交え語っていく。

たら、あなたは間違った場所にいる。支えるのは自分以外誰もい

「芸術や文化における世界の中心として、当時のパリと現代のニュ

ないし、ふれあいを求めているだけで、じっとしていても何も生ま

ーヨークは共通点がある。そして、ともにビジネスの中心となって

れない、ここはそういう街。いつも周囲が暖かく迎えてくれるわけ

活況を呈した。つまりは、お金。パリがファッションや芸術の都と

ではないし、心身ともに疲弊されるところも少なからずあるから、

呼ばれたのも、経済的に潤っていたから。それはニューヨークも

それに順応しない人はたちまち出て行ってしまうでしょう」
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モニクの話を聞けば、評判通りのタフな大都会のイメージが浮
かび上がる。もちろん生半可では通用せず、他人をあてにできな
い部分を僕も否定しないが、それでニューヨークのすべてを括る
ことはできない。
彼女が語るように、世界の隅々を見渡さなくても、生活面で便
利で、広い空間を充てがわれ、安全な場所はニューヨーク以外で
見つかるだろう。
だが一方で、よその土地で手にできないものが、この街には確

料は充てがわれず、自発的に列に並ぶしかない、昔日の難民キャ
ンプでの経験で備わったのではないのか、と思えてくる。
そんなモニクは先日、第三作目となる長編小説を完成させた。
ラフカディオ・カーンにまつわる四人の女性が、小泉八雲の異名
を持つイギリス人作家との関係に触れつつ、彼女たち自身の人生
を語るという、聞くだけでも物語世界に引き込まれそうな作品である。
とりわけ小説で重要な役割を担うのが、ハーンの二番目の妻と
なる日本人女性セツだ。西洋から明治時代の日本へやって来て、

実にある。タフだからこそ、どんな問題や困難と引き換えても惜し

極東の地の民俗学に関する世界に名だたるエキスパートとなり、

くないと思う、いつまでも身近な存在であってほしいとニューヨー

後年東京大学でも教えたハーンに対し、モニクは当初さほど好意

カーたちが切望する、稀有な輝きのような何かだ。

的な印象を抱いていなかった。

モニクはその輝きを、人とのふれあいと捉える。

ところが、僕と出会った、三年前の日本での長期滞在における

「ステレオタイプな観察かもしれないが、見かけはつっけんどんで、

下調べで得た知識も含め、様々な国を漂流した彼とセツとの夫婦

無礼な態度をとっても、誰かが助けを求めていたら、黙って見過

間の深い絆を触れるにしたがい、ハーンの人間味あふれる側面が

ごせない、放っておけない人たちが生粋のニューヨーカーだと思う」

見えてきた。

そう言って、モニクは僕に訊ねた。
「9・11 のときはいた？」
あの日、イースト・ヴィレッジの自宅で、同じダウンタウンで起こっ
た惨劇を知った僕は頷く。
「あれが、つっけんどんな外面が脱ぎ落とされたとき。見も知らぬ

「あまりに偉大な功績の人物評もあって、以前は共感どころか、ハ
ーンに疑念すら持っていた。彼もそうだが、夫に数々の民話を伝
えたセツの人となりを知れば知るほど、
そうした疑念は解消していっ
た。彼の生涯を綴った昔の伝記によると、ハーンは語学力に長け、
日本語も流暢に操ったとされていたが、実際は夫のために、セツ

人が あなた、大丈夫？ 、といった目配せをしてくる。普段は愛想

が日本語教師を務めていた。妻から女言葉で、しかも松江の方言

がいいわけではないけれど、いざとなると関わりを厭わないところが、

をハーンが学んだ事実を知って、彼の存在がもっと身近に感じら

この街の人たちにはある」
都会生活と聞けば、孤独な暮らしを連想する向きもあるかもし
れない。一人になる時間を大事にするニューヨーカーも少なくな
いが、どこかで誰かとコネクトしている意識が彼らをこの街に繫ぎ
とめていると、モニクの話に耳を傾けながら思えてくる。
「都会とは、人と人との交流を作り出すもの。自宅のドアから顔を
出せば、必ず誰かがそこにいる。一日が終わり、家に帰ってくつろ
ぐだけの郊外とは違う。でも、自分で密集した場所を住処に選ん
だのなら、ふれあいを持たないのは、街に住んではいても、実質的
には離れているのと同じこと。重要なものを放棄しているのではな
いだろうか」と彼女は話す。
ニューヨークで生きていく上で、モニクにとって必要不可欠な

れるようになった。そして、ひ弱という日本人女性への一般的なイ
メージとは裏腹に、セツが強靭な意志の持ち主であった発見も大
きな収穫だった」
それにしても、である。
『ブック・オブ・ソルト』のヴェトナムから
来た料理人にしろ、新作のラフカディオ・ハーンにしろ、モニクが
描く小説の主人公はいずれも異文化で生きるアウトサイダーたちだ。
そこに彼女が追求しようとする何かが潜むのか、とこちらはつい邪
推したくなる。
「それは、あなた自身も含め、リスクを選択する人たちをわたしが
敬服しているから」
何気ないひと言だった。しかしそのひと言が、大学教員を辞め、
日本を去り、アメリカという国で家族と生きていくことに、正しい判

人とのふれあいとは、それを勝ち取ることにある。居場所となるト

断をしたのかと自問してきた僕に、一条の光を照らしたように思えた。

ライブを探すために、何を求めているのかを自問し、そこから表に

言葉を紡ぐことで、自分の胸の内を表現しようとする、心を通わせ

出て、志を同じにする人たちと出会い、対話をし、この街で暮らす

合える物書き仲間に会えた気がした。

意義を見出す。彼女の能動性は、じっとしていても自分や母の食

僕もまた、ニューヨークへ帰っていたのであった。
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