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トラウマとしての流転
―古野菊生の�転蓬�と共感的想像力―

Edward Mack ✉ tmack@uw.edu

先日、平野克也先生(カリフォルニア大学

ロサンゼルス校 ․ 准教授)にトランスパシ

フィックワークショップに招待された。今

年のテーマは｢傷｣であり、関連する一次資

料を紹介した上で、その資料を通して｢傷｣

という概念について発表してほしいという

依頼だった。私の脳裏にすぐ浮かんだの

は、�転蓬�というブラジルで書かれた日本

語の短編小説だ。それはまさに、肉体的 ․精

神的を問わず、あらゆる傷に覆われたよう

な作品だった。ところが、｢傷｣という概念

がその小説の中でどのように扱われている

かを考えて行くうちに眼前に現れたのは、

私の予期していたのとは全く別のもので

あった。私はもともと、この短編の扱う｢傷｣

は、戦前のブラジルへの大規模な移住、ま

たは｢ディスプレイスメント｣(文字通り、い

るべきところから引き離されること)から生

じるものだろうと予測していたが、実際は

共感的想像力の限界から来るものであった。

他者の(または自己の)苦しみを言語化し、表

象することは文学の中心的な機能だが、そ

のような試みが完璧ではありえないことは

必然なのであり、他者(または過去の自分)の

情緒的または感情的経験の表象には、語り手

の感情の投影が常に含まれているのだ。つ

まり、ある現象の感情的な面を文学を通じて

理解しようとする人々は、言語表象というも

のの重要性とあやうさの双方を心に留めてお

かなければならないのだ。

�転蓬�の作者 ․古野菊生は1907年に福岡で

誕生した。早稲田大学でフランス文学を勉強

したのち、1932年にブラジルに移住した。

日本では無名の作家だが、戦前ブラジルの日

本語文学において中心的な人物だった。�転

蓬�が初めて世に出たのは�新ブラジル�とい

うブラジルで出版された雑誌を通してだっ

たそうだが、1958年には日本の�文芸首都�

にも転載された。この作品は、秋田という

名の若いブラジル移住者が日本に一時帰国す

るという設定で、おそらく1935年から翌年

にかけての、古野自身の一時帰国に着想を得

ている。作品の舞台は、北 ․南米からの引揚

者(とその子孫)を乗せた船の中で、秋田はそ

こで様々な人間模様を目の当たりにする。

そして、引揚者たちの語る様々な境遇を通

して、日本から北 ․南米への移住というもの

が当時どれほど多様な経験であったのかが

描き出される。その十人ほどの登場人物

は、少なくとも語り手 ․秋田の観点からみる

と、何らかの傷を心に負っているようであ

り、その心の傷は祖国を離れるプロセス、

つまりディスプレイスメントによって生じ

た(または、明らかになった)ものらしい(唯

一の例外はストーリー中に身体的な外傷を負
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う者だけだ)。このように考えてみると、登

場人物たちが今まさに横断しつつある太平洋

という巨大な裂け目そのものが、主体が自分

の母国(とそれが保証する国家 ․国民アイデン

ティティという幻想)から引き裂かれた際の傷

を象徴しているのかもしれない。

ところが、�転蓬�を丁寧に読み解いてい

くと、このような解釈に落ち着く前に、配

慮するべきところが少なくとも三つあるこ

とに気づいた。一つ目は、登場人物の下し

た結論によれば、�転蓬�は定説化したブラ

ジル移住者の経験物語の転倒であるという

点。簡潔に言うと、�転蓬�において、登場

人物の祖国 ․日本は移住に伴う諸問題を解決

するための鍵としてではなく、諸問題の源

(みなもと)として描かれるのである。二つ

目は、自らの傷に対する憤りを表明する登場

人物とそうでない登場人物が描かれている

点である。これは、自己の置かれた苦境に

対する不満を表明しうる特権的立場と、自分

の負ったトラウマを認識する機会さえ与え

られない立場の格差が、｢持てる者｣と｢持た

ざる者｣の格差に類似することを物語ってい

る。三番目は、ソンタグの�隠喩としての病

い�(1978年、1982年訳)とホワイトの�メタ ․

ヒストリー�(1973年)が示唆したように、比

喩によってある現象の理解が却って歪めら

れる恐れがあるという点である。具体的に

は、日本人によるブラジルへの大規模移住

という現象を｢傷｣という比喩を通して眺め

る時、我々の目には｢主体性を奪われた移住

者と彼らの被害者としての歴史｣としか映ら

ない可能性があるのだ。果たして、�転蓬�

に描かれるような複雑な現実を、｢傷｣とい

う比喩の含意 ․意味合いで表現することは妥

当なのだろうか? そして、その比喩がある

程度的を得ているとしても、移住者たちを

例外的で特別な存在だと考えてしまい、ソ

ンタグが指摘するように、ある現実(この場

合、移住者として国境を越える行動)がもた

らす具体的でかつ多様な状況を無意識のうち

に精神的 ․道徳的な｢傷｣と誤認する危険があ

るのではないだろうか。

さて、これらの点を念頭に登場人物の傷

について考えていくと、いくつかのパター

ンが浮かび上がる。

この短編小説の中で、自分の将来に対す

る不安や、地理的 ․文化的ディスプレイスメ

ントに伴う過去のトラウマや、ディスプレ

イスメントによってあばかれた傷について

語る機会を与えられているのは秋田などの一

世たちだ。秋田は、自分自身が日本 ․ブラジ

ル両国に抱く｢郷愁｣という名の矛盾や両国で

経験した差別によって負った傷だけでなく、

周りの移住者たちが負っている(であろう)傷

についても心を痛めている。例えば、若林

という男性は、赤ん坊を急性肺炎で失っただ

けでなく、その幼な子が葬られている土地

を離れるという苦渋の決断をせざるを得な

かった。また、彼の苦しみは南北アメリカ

で日本人が日常的に受けている人種差別への

憤りによって増幅される。一方、若林の妻 ․

牧子は夫と同じ傷を持ちながら、帰国に際

し、祖国を離れて初めて気づいた日本の｢世

知辛｣さへの懸念を隠せないでいる。

秋田と若林夫妻とは対照的に描かれる一

世は、ブラジル生まれのジュオンとルイザ

の両親だ。彼らは困窮と心痛の長期化 ․日常

化により、そのような傷を感知する能力す

ら失ったようである。父親は長年アルコー

ル依存症で、母親は苦労の絶えない生活を余
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儀なくされてきた。この夫婦は�転蓬�に登

場する他の一世ほどよい教育を受けておら

ず、経済的にも困窮しているようだ。自分

の傷について訴えるには、ある程度の精神

的 ․物質的な余裕が必要だ。その余裕さえな

いのであれば、自分が負っている傷につい

て訴えるどころか、その存在を認識するこ

とさえ不可能になるのだ。実はもう一人、非

常に出番の少ない、例外的な一世も登場する

のだが、その一名を別にすると、秋田 ․若林

夫婦とジュオンとルイザの両親との間には決

定的な違いがある。前者が自分のトラウマを

認識し、その傷跡について語ることができ

るのに対し、後者は当然持っているであろう

傷跡について語ることがなく、この夫婦が自

己のトラウマに対する認識があるのかどう

かも、読者には知り得ないのである。

また、この作品に登場する二世は、すで

に言及した、ブラジル生まれの少年 ․ジュオ

ンとその妹 ․ルイザ、そして谷というカリ

フォルニア出身の大学生である。語り手 ․秋

田はこの三人の負う傷を自明のものとする

が、もし彼ら自身がそのような傷について

語るとするなら(語らないかもしれない

が)、それは夢やどもりなど、本人たちの意

志とは無関係の形で、身体的に表象される。

秋田は、この日本文化について不完全な知識

しか持たない二世たちが、これから日本で 

｢不完全な日本人｣として受けるであろう差別

を危惧せずにはいられない。片言の日本

語、不器用な箸の持ち方、そして青年 ․谷の

場合には、彼の派手な服装なども心配の種

だ。一世たちは、生まれ育った環境が二世

に根本的な影響を与えたのだと評する。例

えば、アメリカ育ちの谷はがさつな大声の

持ち主で、普通ではないほどの楽観主義者に

なっただけでなく、体も大きく育ちすぎ

て、腰をかがめなくてはドアを通り抜けら

れないほどである。一方、ブラジルで生ま

れ育ったジュオンとルイザは、一世たちの

目には早熟で憂鬱な子供に映る。ところ

が、この二世たちが自分自身の負っている 

｢傷｣に対する自覚があるかは疑問だ。そし

てディスプレイスメントのトラウマから生

じた(と一世たちが思っている)二世たちの 

｢傷｣―つまり、夢やどもりなど―は彼らの

意志とは無関係に身体的に表面化する。そし

てジュオンとルイザに関して言えば、彼ら

の｢傷｣は両親が自分たちが生まれる前に日本

を離れたことが原因ではなく、彼ら自身が

母国 ․ブラジルから引き離されたことによっ

て生じるのだ。

ストーリーの中でルイザが見る夢、そし

てそれに続く癇癪は、彼女がブラジルへ帰り

たがっているという事実を明らかにする

が、彼女自身にその自覚はなさそうだ。ジュ

オンは、舌足らずな発音で妹に｢サウダーデ｣

(saudade)という概念について説明するとき

や、一世たちが自分の日本語のまずさを苦々

しく思っているのではないかという焦りで

どもってしまう場面において、ディスプレ

イスメントがもたらす悲哀を認識している

ようだ。しかし、彼にとってディスプレイ

スメントというものは一時的な困難に過ぎな

いらしい。言い換えると、この作品に登場す

る二世たちは、ディスプレイスメントがも

らたす永遠かつ決して癒されることのない 

｢傷｣には考えが及んでいないかのようであ

る。その最も極端な例である谷は、自分の中

の限定された主体性やアイデンティティ危機
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の問題、ましてや精神的な傷というものの存

在に全く気付いていない。

最後に残った登場人物は、(おそらく日本

人だろうが)民族的背景が不明な、一等客室

付きのボーイだ。彼は一等客室の乗客(日本

人もそうでない人も)を喜ばせようと、雪を

見たことのないルイザに、雪玉をポケット

に入れてストーブの近くに立つように指示

する。秋田は、ルイザに恥をかかせた報復

としてボーイを｢軍隊風に平手打ち｣にし、

本作では唯一の例外となる肉体的な傷を負わ

せるが、一旦気が収まると、そのボーイの

悪ふざけはそこまでの体罰に値しなかった

ことに気づく。｢—考えてみれば、何も殴る

ほどのことはなかったんだ。しかし、僕

は、ただ、むしように腹が立ったんだ。僕

自身、白状すると移民であることにひけ目

を感じている故か何かこうブラジル移民全

体を愚弄されたような気がしたんだ。｣とこ

ろが、ほかの登場人物と違い、このボーイ

は自分のトラウマ体験について語る機会を

与えられておらず、語り手 ․ 秋田にとって

も、ボーイの内面は不可知のままで終わ

る。｢ボーイは泣き笑いに似た表情を浮かべ

たまま反撃一つしようとしなかった。｣

日本人のブラジルへの集団移住をテーマ

とする文学作品には、登場人物の抱える精神

的な傷の原因を移住そのものに帰するもの

が、初期作品を含め、決して少なくない。

その最も顕著な例は、第一回芥川賞受賞作で

ある石川達三の�蒼氓�(1935年)だろう。す

でに細川周平が指摘しているように、�転蓬�

には�蒼氓�を連想させる点が多い。まず、

両作品のタイトルは意味的 ․ 音声的 ․ 文字的

に類似しており、その意味の不明瞭さも共通

している。さらに、�転蓬�の主人公の姓で

ある秋田は、石川の出身県の名でもある。

ある意味、�転蓬�は�蒼氓�に対する返答と

して機能し、特に�蒼氓�に描かれる｢傷｣に

対して、古野は直接的な反応を示しているよ

うだ。具体的に言うと、�転蓬�は�蒼氓�で

描かれるトラウマのプロセスを転倒させて

いるのだ。まず、移住者のトラウマは日本

を離れた瞬間に移住自体によって引き起こさ

れるのではなく、日本への帰還によって生

じたり、過去の傷が明らかになったりする

のだ。さらに、�転蓬�において｢日本｣ ․ ｢日

本人｣のような概念は自明で、海外移住に

よってのみその存在が危うくなるようなも

のではなく、古野が作品を通してあばくの

は、そのような概念の脆弱さにほかならな

い。�転蓬�の登場人物が体験するトラウマ

は、｢日本｣ ․ ｢日本人｣という概念が包含す

る、｢境界的 ․人種的 ․言語的 ․文化的統一性｣

という名の幻想が崩壊することによっても

たらされる。ことによると、ブラジル在住

歴 ․ 8年の古野は、たったブラジル在住歴 ․

2ヶ月強で移住をテーマにした小説を執筆し

た石川の厚顔さに抗議する気持ちがあった

のかもしれない。古野の描く転倒は、移住

のもたらすトラウマが移住そのものによっ

て引き起こされるのではなく、国民 ․国家ア

イデンティティの本質的な脆弱さが移住経験

によって明らかにされたにすぎない、とい

う解釈の可能性を我々に示唆してくれる。

古野の�蒼氓�に対する返答、つまりトラ

ウマの形成過程における転倒を読み解く事に

は確かに意義があるものの、他の全ての弁

証法にも言えるように、単なるテーゼのア

ンチテーゼで対話が終わるわけではない。

つまり、｢専門家｣の正しい共感想像が、誤っ
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た共感想像に基づく表象に取って代わればす

むという問題ではない。石川の表象がそう

であったように、古野の表象にも彼自身が

超越し得ない地平の投影が含まれており、彼

の作品がある共同体の典型的な｢傷｣をありの

ままに表象できるとは限らないのである。

確かに、主人公 ․秋田は｢国土に規定された

統一的な主体｣という幻想にはしがみついて

いないと言え、あたかも文化によって統一

されているかのような主体には固執してい

る。このような考え方は、祖国を離れると

いう形のディスプレイスメントがそれ以外

の形のディスプレイスメントよりも深刻で

あるというような価値観や、誰もが統一的

で安定した文化アイデンティティを持って

いるかのような幻想を押し付ける可能性が

ある。かと言って、ユートピア的でハイブ

リッドでコスモポリタンなアイデンティ

ティーに正解を期待するのも間違いだ。

ディスプレイスメントが人々にもたらす心

理的影響は計り知れず、ましてや、その

ディスプレイスメントが自由意思によって

選択されたものではなかったり、法的 ․文化

的 ․ 言語的または民族的な境界を越えて起

こった場合はなおさらだ。と同時に、移住

によるトラウマを祖国からの離別に伴う共

同体の｢傷｣として扱うことによって、より

複雑で多様で、そして場合によっては有益

になりうるプロセスを単純で平板なものに

してしまう恐れがある。

そのもっとも顕著な例が、作品に登場す

る二世たちが負っているとされる傷であ

る。彼らが自らのトラウマ経験への不満を

述べないという事実はどんな意味を持つの

か考えていくと、二世の傷は全て、または

少なくとも部分的には、一世 ․秋田の幻想の

投影である可能性が見えてくる。およそ同

時代の実在の日系アメリカ人二世による小

説、たとえばモニカ ․ソネの�二世ドーター�

(1953年)やジョン ․ オカダの�ノーノー ․

ボーイ�(1957年)が二世の精神的な苦しみ

が、その両親である一世の想像と大きく異

なっていたという状況に言及していること

も示唆的である。�転蓬�において、二世た

ちの心の傷について語るのは一世の秋田、

若林、牧子の三人だけだが、二世たちが既に

負っているか、じきに負うであろう傷を、

当事者ではない一世が理解することは難し

い。言うまでもなく、これは一世の作者が

子供世代の登場人物に二世のトラウマについ

て語らせればよかった、というような単純

な問題ではない。しかし、そのような二世

の苦悩について語ることのできる二世が登

場しないという事実は、一世にとって他者

である二世の内面が不可知の領域であること

を端的に表している。念のために付け加え

るなら、これはジェネレーション ․ギャッ

プ云々以前の問題だ。そもそも、人間の内面

は常に不可知な存在であり、それが自分の

ものであっても、完全に認識したり、まし

てや言語化することには限界があるのだ。

もちろん、｢代理主体｣を以って筆者の主張 ․

憤りを描写することは文学の基本的な機能の

一つであるが、読者はその表象の暫定性 ․不

完全性を認識しておかねばならない。そし

て、個人的なトラウマを共同体に普遍化させ

る試み全般ににおいて言えることは、たと

えその描写が当該共同体に属する主体による

ものであっても、それはあくまでも暫定的

な表象にすぎないという事実を読者は認識

する必要がある。
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�転蓬�の中で描かれる｢傷｣という概念を

検討していくと、自らの負った｢傷｣につい

て語る機会を与えられた主体とそうでない

主体の差や、｢傷｣を言語的 ․文学的に表象す

るという試みの限界が見えてくる。これは

つまり、私たちが｢傷｣という比喩の価値自

体を問い直さなくてはいけないということ

ではないだろうか。また、その比喩をレン

ズにして�転蓬�と�蒼氓�を読むと、原因と

性質は異なるものの、どちらの作品もディ

スプレイスメントによって生じる喪失と損

害を中心に据えていることがはっきりす

る。しかし、流転とは常に主体に｢傷｣を負

わせるものなのだろうか。仮に流転が主体

に｢傷｣を負わせるものであるなら、その痛

みに耐えたり癒したりすべき｢傷｣は、流転

のもたらす唯一の結果なのだろうか。その｢傷｣

はジジェクの言うところの完全性を妨げる

｢突出物｣のようなものだろうか。もしも�転

蓬�に引用されているアナトール ․フランス

が言うように、｢新しい人生を始めるために

は、それまでの人生を死滅させなくてはな

らない｣のなら、一つの｢完全性｣が消滅して

も、次にまた別の新しい｢完全性｣が生まれ

てくるのではないか―特に、元の｢完全性｣

自体が国民国家の幻想である場合には。い

や、そもそも全ての｢完全性｣は幻想と言説

の産物なのであり、これは一つの幻想が立

ち行かなくなれば、別の幻想に取って代わ

られるだけのことなのだ。もちろん、流転

には苦しみがつきものであるが、流転のも

たらす影響は複雑多様であり、｢傷｣という

比喩が暗示するようなネガティブな結果だ

けとは限らないのだ。

当然、このような多義性は比喩のメリッ

トでもありデメリットでもあり、集団移住

を考える上で｢傷｣という比喩を用いる場

合、我々は常に慎重を期さねばらならな

い。特定の現象の一部を際立たせると、そ

れ以外の部分が見えにくくなるし、その現

象を一般化するほど、複雑さと多様性を犠牲

にする結果になる。移住というディスプレ

イスメントに伴う傷を明らかにすることは

必要であり、有意義でもあるが、それだけ

でディスプレイスメントの問題を語りつく

せる訳ではない。もちろん、たとえ�転蓬�

が秋田(または古野)という主体が経験したり

投影したりする傷を表象するだけの話だっ

たとしても、8年に及ぶブラジル在住に基づ

く共感的想像力の実践例として、これは十分

に価値がある作品だ。と同時に、移民への同

情や彼らの蒙った被害に対する義憤を表明す

るという行為や彼らが当然傷を負っている

という前提は、その主体を｢一面的で無力な

被害者｣という型にはめ込んでしまう可能性

をはらんでいる。そうなると、移民が移民

だという理由で経験した不当な扱いに追い討

ちをかけて、彼らはさらにその主体性と尊

厳を否定されてしまうことになる。しかし

ながら、文学がこの意味で｢失敗｣すること

は免れないことであり、過去に執筆された

いかなる著名な文学作品であっても個人 ․ま

たは集団の生きざまを正確にかつ完全に表象

できた例はない。その意味で、石川達三が

�蒼氓�で移住者の苦しみを表現しようと試

みた事は、それが不成功に終わったとは言

え、有意義な実践であったことは間違いな

い。�蒼氓�の返答であると思われる古野の�転

蓬�も同様に有効だ。この作品を�二世ドー

ター�と�ノーノー ․ボーイ�と合わせて検討

することにより、より多面的で奥深い移民
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の心情や実態が現れてくるかもしれない

が、我々の問いに完全に答えうる作品など

というものは過去にも未来にも存在しな

い。我々は眼前にあるものよりもさらに有

効な返答やアンチテーゼを探求 ․検討し続け

るのみである。

付記 論文の執筆にあたっては、シュミット堀佐知氏

にその訂正をして頂いた。
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