
7

男
ファ ル ス

根的構造から根
リゾ ー ム

茎的読解へ
謝裕民「アンボン休暇」における

根
ルーツ

探しと S i n o ph on e  L i t e r a t u r e

TA N A K A   Yu t a

田中 雄大
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(1)

(2)

(3)

1. 謝裕民とSinophone Literature
1-1. 謝裕民「アンボン休暇」と根

ルーツ

探し (1)

　謝
しゃゆうみん

裕民（1959-）は、シンガポール書籍賞やシンガポール文学賞などの授賞経験を持つ、

現代シンガポール華文文学を代表する作家である。著作には『世説新語』、『最悶族』、『一般

是非』、『m40』、『甲申説明書:崇禎皇帝和他身辺的人』、『重構南洋図像』などがあり、アイ

オワ大学インターナショナル・ライティング・プログラムへの参加経験のほか、南洋理工大

学で駐校作家を務めた経験も有する(2)。

　「アンボン休暇（原題:安汶仮期）」は1997年に第一稿が完成した後、4度の改稿を経て創

作集『南洋図像再構（原題:重構南洋図像）』（2005年）において初めて公に発表された中編

小説である(3)。この創作集には「アンボン休暇」のほかに「島嶼の前身（原題:島嶼前身）」

および「民国二十四年のソーダ水（原題:民国二十四年的荷蘭水）」が収録されているが、

これら3篇の文章はある一貫した方法に基づいて創作されている。その方法とは実在する歴

史資料を踏まえた上で作者の見解を述べたり、あるいは小説のストーリーを構想したりする

というものであり、これは即ち創作集のタイトルが示しているような南洋の図像を再構築す

るという試みに他ならない(4)。

　「アンボン休暇」は、『小
しょうほうこさいよちそうしょう

方壺齋輿地叢鈔』という清末の叢書に収められた旅行記

「南
なんようじゅつぐう

洋述遇」の記述に基づいて構想された虚構のストーリーであり、その事実は作中にて語

り手であるシンガポール華人男性の「私」によって明らかにされている。

　海水のある場所には華人がいる。十九世紀末のある日にも、「闕名」という清朝の人

間がアンボン島にやって来た。「第3節」は彼の旅行記の一部であり、船に来て彼に面

本論文のタイトルでも用いたRhizomeの中国語
訳としては、「塊茎」の方が一般的であるが、王
徳威はSinophone Literature Studiesにおける「根」
の政治を論じる文脈でRhizomeを「根茎」と訳
しているため、本論文でもそれに従う。王徳威
（2015）、31頁。
柯思仁・許維賢（2016）、342頁。また同書自体
が「その中（70年に及ぶシンガポール華文文学
の中、引用者注）で模範的な創作を選び取った」
（ix頁）アンソロジーである。なお本論文において
中国語を引用する場合、訳文はすべて筆者によ
る。また英語に関しても同様であるが、引用に
際しては日本語訳・中国語訳を適宜参照した。
改稿の時期については謝裕民（2005）、129頁、
改稿の経緯については謝裕民・林康（2005）、

(4)

136-137頁。なお「アンボン休暇」の改稿に関し
ては注 (12)も参照のこと。
「島嶼の前身」は漢代から現代に至るまでの数
多くの地誌や旅行記を引用しながら、シンガポ
ール島の歴史およびその呼称の変遷を辿ってゆ
く読書ノート形式の文章である。「民国二十四年
のソーダ水」は、民国二十四年（1935年）に中
国江南の小学校でソーダ水の作り方を教授した
李鴻勲という人物が、戦後シンガポールの新聞
社で働いた際、今度は新聞社で出す年鑑のソー
ダ水の項の執筆を任されるという内容の短編で
あるが、そのストーリーの下敷きには『新中国
教科書師範学校実習指導』と『新南洋年鑑』と
いう二つの歴史資料の存在がある。南洋の図像
の再構築という試みについては『南洋図像再構』
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会したあの「鳳陽の朱氏」とは私の先祖、アンボン島での第六代目の先祖である。

　Excuse me, 字典によれば「闕」は「缺」に同じ、読み方もまた「ケツ」である。「闕

名」とは名前が無いということであり、私の叔父が残したあの黄ばんだ数ページの旅行

記の作者がまさにこの「闕名」である！　つまりこの先祖の事跡を記載した作者は、誰

なのか分からないのである。私と私の父は誰が残したのかも分からぬ数枚の旅行記を手

がかりに、ルーツ探しに来たというわけだ。

　旅行記の出所は、私の父の方々への調査によれば、1891年に断続的に出版された書

籍『小方壺齋輿地叢鈔』であり、私の先祖を記載するのはその中の「南洋述遇」という

箇所である。(5)

　「アンボン休暇」は全体が19節と後記により構成されているが、そのうち第1節と第19節

を除いた奇数節は「南洋述遇」からの引用という形をとっており、これが一つのストーリー

ラインを形成している(6)。「アンボン休暇」に引用された「南洋述遇」のあらすじは次のよ

うなものである。船の補修を行うべくアンボン島に立ち寄った闕名は、ある一人の中年男性

に遭遇する。彼は身なりは他の現地住民と変わらぬものの中国の京の言葉を話し、更に自分

は「鳳陽の朱氏」であり明朝の皇帝一族の末裔であると語る。朱氏によれば、彼の先祖は明

朝の滅亡に際し台湾の鄭成功の許に身を寄せようと試みたものの、途中で暴風雨に遭いアン

ボン島へとたどり着いたのだという(7)。闕名は朱氏や現地の子どもたちに連れられてアンボ

ンの自然や風俗を観察し、また朱氏も闕名に中国の現状について尋ねるなど互いに交流を重

ねるが、ある日朱氏の自宅に招かれて行ってみると、そこには正真正銘の明朝の骨董が保管

されていた。このようにしてアンボン滞在の時間は早々と過ぎ、出発のときとなる。すると

(5)

(6)

(7)

に附された謝裕民へのインタビュー（謝裕民・林
康（2005））にも明確な言及がある。また創作集
および各文章の冒頭には、次のような言葉がス
トーリーの下敷きとなった歴史資料の画像とと
もに掲載されている。「物語とは糖衣である。物
語を書く者は小説／散文を全て読書レポートだ
と見なすのだ」（『南洋図像再構』冒頭）。「一つ
の名前のために、図らずも古書の山へと落ちて
入ってしまった」（「島嶼の前身」冒頭）。「一枚
の炭酸水の原料リストのために、一つの物語を
想い起した」（「民国二十四年のソーダ水」冒頭）。
「三百年前の一つの物語のために、もう一つの物
語を考えてみる」（「アンボン休暇」冒頭）。また
各文章においては下敷きとなった資料の名称が
直接言及されているほか、資料本文の画像が多

数挿絵として附されている。
謝裕民（2005）、62頁。以下、「アンボン休暇」
からの引用は全て同書による。またページ数は
引用後の括弧内に数字を記すことで示す。
但し「南洋述遇」の原文（王錫祺（1891））を直
接引用しているのではなく、その内容を大幅に
省略したうえで更に順番を大きく入れ替えてい
る。主な変更点としては、アンボンの風俗や自
然に関する描写の削除や「鳳陽の朱氏」が登場
するタイミングの変更などを挙げることができ
るが、「アンボン休暇」本文にはこうした変更に
関する言及はない。なお第1節と第19節につい
ては後述する。
鄭成功（1624-1662）は明末清初の軍人で、明朝
復興を掲げて台湾を占領・統治した。
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「「アンボン休暇」は原著の闕名が立ち去る際の
結末を改変しており、原著の旅行記では闕名は
子どもを連れて帰らない」（謝裕民・林康（2005）、
135頁）。なお原文の「南洋述遇」において該当
する場面は、朱氏は闕名の船が陸を離れてから
海岸に到着したため、言葉を交わすことができ

(8) ずただ手を振って別れを告げるというものであ
る（王錫祺 (1891)、499頁）。また高嘉謙は、こ
の改変によって「アンボン休暇」の偶数節のス
トーリーラインと奇数節のストーリーラインが
一体となることを指摘している（高嘉謙 (2011)、
513頁）。

闕名が船に乗り間もなく出帆しようという頃、朱氏が海岸に駆け付ける。そして自分の息子

を中国に連れて行ってくれと闕名に頼むと、自分は海岸で手を振りながら、長男と闕名が行

くのを見送るのであった。なお作中に言及は無いが、第17節に該当するこの朱氏が息子を

闕名に託す場面は、実は「南洋述遇」の原文には存在しない謝裕民の創作である。この点は「ア

ンボン休暇」における登場人物の主体意識の問題を考えるうえで重要であり、次節以降詳し

く検討する(8)。

　そして第2節から第18節までの偶数節が、歴史資料である「南洋述遇」の記述を基に作

者である謝裕民が創造し再構築した虚構のストーリーであり、それはシンガポールに住む語

り手の「私」が、父親の親戚探しに付き添って一緒にインドネシアのアンボンへ旅行に行く

というものである。偶数節のあらすじは次のようなものである。シンガポールに住む「私」

の父親は、中国に住む弟の葬式に参加した際、亡くなった弟の息子から手紙と資料を受け取

った。その手紙には彼らの先祖が明朝の皇帝一族であること、そして明朝滅亡の際にインド

ネシアへと移住したことが記されており、また手紙に添えられた資料とは他ならぬ「南洋述

遇」であった。つまりこの清末の旅行記に登場する朱氏とは「私」の高祖父なのであり、こ

の事を知った「私」の父親はアンボンに行くことを決意する。そしてアジア通貨危機の発生

直後で時間を持て余していた株式トレーダーの「私」もまた、自分でもよくわからぬまま父

親にアンボン行きの希望を伝える。こうして「私」父子はアンボンへと向かい、手あたり次

第に自らの親戚を探すことになる。手がかりの全く無い親戚探しは難航を極めるが、4日目

にふとした会話をきっかけに、「私」父子がアンボンに到着して以来ずっと付き纏ってきた

現地のタクシー運転手阿
ア デ ィ

迪に華人の血が流れていることが判明し、その事実に驚いた「私」

父子は阿迪に連れられ、彼の親戚である萊
ラ イ ー

伊の家へと向かうことになる。すると彼の家では

「南洋述遇」の記述と寸分違わぬ明朝の骨董が保管されており、また明朝最後の年号「崇禎」

を刻んだ先祖の墓も存在していた。こうして偶然に自らの親戚を探し当てた「私」父子であ

ったが、父親は親戚と墓の存在を突き止めるや否や、すぐにシンガポールへの帰国を決意す

るのであった。

　ここまでが偶数節の内容であるが、最終節である第19節ではシンガポール帰国後の顛末

が語られる。結局ほどなくシンガポールへと戻ることになった「私」父子であったが、一
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度シンガポールに帰ってくると、「私」の中でアンボンの記憶は急速に薄れていってしまう。

しかしそうした中、ある日の昼休みに会社のあるビルの窓から近くの海港を見つめていると、

突如として父親がアンボンを離れた理由が自分なりに理解できるように感じ、自分の中でも

今回のアンボン旅行を位置付けることが出来るようになったのだった。そして帰国してから

一か月経ったある日の晩、父親は今度は先祖の遺骨を台湾の鄭成功廟の近くに移してあげよ

うと言い出すのであった。

　この他にもう一つ重要なストーリーとして、オランダから旅行に来た女性 Jolandaと「私」

の出会いがあるのだが、全体としては基本的に、「南洋述遇」の記述と「私」父子の親戚探

しとが二つの主軸となって交互に展開されるという構成になっている。また小説全体の形式

に関しては、親戚探しの場面は「私」が書いたものであり(9)、「南洋述遇」の箇所は「私」が「ア

ンボン休暇」という自らの著作の一部として収録した歴史資料であるという体裁をとってい

る(10)。そして親戚探しの場面において「私」がしばしば自らの行動やアンボンの風景を「南

洋述遇」の記述と重ね合わせることにより、二つのストーリーラインが密接に結びつくとい

う仕組みになっている。従って「アンボン休暇」は少なくとも第一義的には、シンガポール

華人による根
ルーツ

探しのテクストとして読むことが可能である(11)。

第19節の後ろに後記が附されており、その中で
「私」はアンボン旅行が行われた1997年以降の2

年間に生じた変化について言及している。また
他にも「あなたが「第11節」の闕名の旅行記を
読んでいた時、私はあなたの読書に介入して中
断し、その全てが真実であり私たちはその現場
に居たのだということを伝えたいという気持ち
に何度も衝動的に駆られた」(103-104)といった
メタ的な視点が、テクスト内の複数の箇所で開
陳されている。
但しこの収録に際し、父親が原文の文言文を白
話文へと翻訳してくれたことが作中で言及され
ている。「「第3節」は物語の始まりに過ぎないが、
父は私が原文を読めないのではないかと深く案
じ、白話文に訳してくれた。「第3節」は父が訳
したものの一部分である」(63)。
ルーツ探しの原語は「尋根」であり、文字通り
自らのアイデンティティの「根」を探すという意
味である。またこの語は1980年代に中国で展開
された「ルーツ探しの文学（尋根文学）」を想起
させるものでもある。なお作中でも「私はもちろ
ん探検にいくわけではない。少し誇張して言え
ば、ルーツを探しに行くのである」(55)という形

で、アンボンへの旅行がルーツ探しとして自覚
的に言及されているほか、高嘉謙 (2011)、張松
建 (2017)、朱崇科 (2017)といったこれまでの先
行研究も全て「アンボン休暇」をルーツ探しの
テクストとして読むところから議論を展開して
いる。また謝裕民へのインタビューにおいても、
聞き手である林康が『南洋図像再構』と関連す
る観点として「ルーツ探しの文学」を挙げてお
り、それに対し謝は次のように答えている。「「ル
ーツ探しの文学」と言えば、以前―『一般是非』
の前は確かに「ルーツ探しの文学」を幾らか書
いたのだけれど、誰も話題にしなかった。現在
はそういったものを書こうとはしておらず、あな
たが話題にしてくださって初めて「ルーツ探し
の文学」という道の上にいることに気が付いた。
もちろん、「ルーツ探しの文学」というものは個々
人の読書体験と関係があるわけですが」（謝裕民・
林康 (2005)、142頁）。

(9)

(10)

(11)
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1-2. 根
ルーツ
探しとSinophone Literature

　そしてこのルーツ探しというテーマゆえに、「アンボン休暇」はSinophone Literatureの

観点に基づいて編集されたアンソロジー『華夷風』の第3章「根と径 (Roots and Routes)」

に収録されることとなる(12)。Sinophone Literatureとは、国家の想像・正統性・大きな物語

と強い結びつきを有するChinese Literatureの枠組みから離れたところから、中国内外の中

国語文学を読むことを提唱する概念であり(13)、華人のルーツ探しに関しても、中国を絶対

的な起源と見なす視点とは距離をとりながら個別の議論を展開してきた(14)。

　従って本論文ではこのSinophone Literatureの観点に基づいて「アンボン休暇」のテクス

トを分析し、同テクストにおけるルーツ探しが自らと故郷や先祖を直線的に結びつける従

来のルーツ探しのあり方を脱構築し、その本質主義の虚構性を暴き出していること、しか

し一方でその脱構築の過程が華人男性を中心とした家族観という極めて本質主義的な「虚

構」によって支えられていることを明らかにしたい。またこの矛盾は、一方で中国中心主

義をはじめとする様々な中心主義からの離脱を訴えながら、もう一方で中国語エクリチュ

ールや華人意識といった共通性に注目することによって成り立つSinophone Literatureとい

う概念自体の矛盾とも密接に関連することから、「アンボン休暇」のテクスト分析を通じて、

Sinophone Literatureという概念に関しても再考を試みることにする。

　ここで次節以降のテクスト分析に移る前に、Sinophone Literatureの概要について簡単

に確認しておく。Sinophone Literatureとは、既存の中国文学研究や海外華人文学研究に

対抗する形で在米中国近現代文学研究者の間で提唱された新しい概念で、特に2007年に

史書美がVisuality and Identityを出版して以降、積極的に議論されるようになった。な

おSinophone Literatureという語自体は1990年代に既に用いられており、Anglophoneや

Francophoneといった宗主国以外の地域において宗主国の言語で書かれた文学テクストを指

す語との対応関係に基づいて登場したものであった(15)。主要な論者としては史書美のほか、

『華夷風』は作者の出身・居住地・アイデンティ
ティ、あるいは作品の舞台・言語・題材などの
観点から華文ないし華人と関わりを持つテクス
トを集めたアンソロジーで、2016年に台湾で出
版された。『華夷風』への収録にあたり謝裕民は
再び「アンボン休暇」を改稿しているが、本論
文における分析や議論は全て『南洋図像再構』
収録版の段階で成立することから、全て後者に
依拠することとする。またこの改稿が本論文の
分析や議論に根本的な影響を与えるものでない
ことは確認済みであるが、一部の重要な変更点
については注 (26)を参照のこと。なお同改稿の

時期については謝裕民 (2016)、312頁。
後述するように Sinophone Literature の概念
は論者により様々であるが、ここでは便宜的に
王徳威 (2016)、3頁における記述に拠って説明を
行った。
『華夷風』第3章のタイトルにもなっている「根
と径 (Roots and Routes)」とは、スチュアート・
ホールおよびジェイムズ・クリフォードの議論を
元にして、王徳威が使用した用語である。王徳
威 (2015)、29頁および高嘉謙 (2016)、195頁参照。
王徳威 (2015)、ii頁。

(12)
(13)

(14)

(15)
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(16)
(17)

(18)

チベット・内蒙古など）に対する支配を植民行
為として捉えた概念で、現在の中華人民共和国
がそれらの植民地を継承していることを批判的
に問い直すものである。「定居植民」とはディ
アスポラの主体が一方で植民者として当地の先
住民を統治したという側面に着目した概念であ
り、台湾やシンガポールへの華人の移住を一種
の植民行為として捉え直すものである。「移民」
は他の国で人口的マイノリティになることを指
しており、少数民族研究と繋がるほか、他のマ
イノリティとの関連を強調することで、マジョ
リティ／マイノリティという二元論的枠組みの
超越を試みるものでもある。詳しくはShih, Shu-
mei(2011)、711-715頁を参照のこと。

王徳威、石静遠、張錦忠、黄錦樹などが挙げられるが、その主張は論者によって大きく異な

り、統一的な理論や見解が存在するわけではない。但し既存の中国文学研究や海外華人文

学研究が有する中国中心主義から距離をとりながら、あくまで中国語（=規範的な標準語以

外の諸語・方言を含む、華語）エクリチュールもしくは華人アイデンティティへの関心を主

眼とする点は、上述の各論者の主張において概ね共通しており、これがひとまずSinophone 

Literature Studiesの最も基本的な姿勢であると見なすことができる。ここではこの点を踏

まえた上で、本論文において主に参照する史書美および王徳威の理論を確認する。

　史書美は上述のVisuality and Identityにおいて、従来の中国人ディアスポラ研究が漢族

中心主義を前提としていたことを批判しながら、「華語語系が前景化するのは個々人のエス

ニシティや人種ではなく、興隆あるいは衰退する言語コミュニティにおいて話されるその言

語たちである」とし、従って華語語系の表現の仕方は「必ずしも中国によって指命されるの

ではなく、ローカルあるいはグローバルな状況と欲望によって決定される」と述べ、個別の

文脈に即した研究の必要性を訴えている(16)。なおここで使用した「華語語系」という語は

Sinophoneの翻訳であり、中国語の議論において最も頻繁に用いられている訳語である(17)。

また続く“The Concept of the Sinophone”ではその理論を更に先鋭化させ、中国中心主義の

みならずあらゆる中心主義に反対することの必要を訴えているほか、華語語系の社会集団の

形成には「大陸植民」・「定居植民」・「移民」の3つの歴史的過程があることに注意を促し、

それぞれの過程に関して中国内部の民族的言語的多様性・先住民の存在や移民の在地化・マ

イノリティとしての華語語系文化に注目することの必要性を強調している(18)。

Shih, Shu-mei(2007)、30頁。
この「華語語系」という訳語に関して、王徳威
が「「華語語系」という語は私の中国語訳から出
てきた」（王徳威 (2016)、3頁、注1）と述べる一
方で、史書美は「Sinophoneという語の華語訳で
ある「華語語系」は、最も早くは筆者が2004年
に『清華学報』（34巻1号）に発表した「全球的
文学、認可的機制」という文にまで遡ることがで
きる。同文は紀大偉によって華文に訳されたが、
「華語語系」という語はその際に筆者によって訳
者に提供された」（史書美 (2017)、9頁、注4）と
述べており、誰による訳語であるのかははっき
りしない。但し王徳威は近年、張錦忠による訳
語である「華夷風」の方を積極的に用いるべき
だと主張している。同語の翻訳に関しては王徳
威 (2016)、3-9頁を参照のこと。
「大陸植民」とは清朝帝国の内陸（例えば新疆・
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　王徳威はこうした史書美のあまりに鮮明な反中国的色彩には疑義を呈しながらも、「とり

わけグローバル化とポストコロニアル観念の揺動下において、我々は国家と文学の間の関係

に対して、より弾力的な思考をしなければならない」とし、中国大陸と海外華人の最大公約

数たる言語を研究のインターフェイスとすることを主張している(19)。また王徳威はそれに

加えて「華」と「夷」という区分への注目をも促しており、その二元論的性質を解消しながら

他者理解の手がかりとすることに関心を示しているほか(20)、移民（海外へ移る民）・夷民（夷

へと融け込む民）・遺民（滅亡した前王朝への忠誠を誓う民）という三つの観点相互の関連

性への注意を促す「三民主義論」（21）、その「遺民」意識が更に脱臼したものとして現代にお

ける主体意識のあり方を叙述する「ポスト遺民論」などの独自の論述を複数提出しており（22）、

これらもSinophone Literature Studiesの一部として概ね理解されている。

　その中でも特に「ポスト遺民論」は、明朝の遺民である高祖父を描いた旅行記に基づいて

親戚探しを行い、それを通じて現代シンガポール華人としての自らのアイデンティティを問

い直す「アンボン休暇」というテクストにとって、極めて根幹的な論述であると言える(23)。

従って次節ではこの王徳威の「ポスト遺民論」を参照しながら、「アンボン休暇」における

ルーツ探しについて分析を行う。

2. ポスト遺民の根
ルーツ
探し

2-1. 王徳威「ポスト遺民論」
　王徳威は自身の論述において、遺民およびポスト遺民を時間の流れに関連して変化する主

体意識として定義している(24)。王は遺民を「時間との繋がりが切れた政治主体」と定義し

た上で、20世紀に入り王朝が滅亡して以降も、こうした政治主体は中国近現代史における

数々の政治的分裂を経ることで複雑化し、現代化の洗礼を受けるのだと主張する。

王徳威 (2016)、3頁。
同書、7頁。
王徳威 (2002)、416-419頁。
王徳威 (2007)。
王徳威も自身の論考において「アンボン休暇」
に言及しており、ポスト遺民論およびポスト遺民
と先住民の接触という観点から次のように述べ
ている。「我々にとってみれば、明代の遺民が回
りまわって如何にインドネシアの現地人となり、
植民経験と中国の召喚を経て新興国家シンガポ
ールの公民となるのかというのが、まるで一つ
のポスト遺民家系の寓話であるように思われる。

［…］確かに、ポスト遺民と先住民が接触を始
めると、記憶は再び組み直され、社会的立場は
変化し、華語語系の歴史と虚構はこの上なく繁
雑となり、「中国」は何を捨て何を取るのかとい
う問題は最終的には尋ねることができなくなる」
（王徳威 (2015)、29頁）。また張松建 (2017)も「ア
ンボン休暇」を論じる際に「ポスト遺民」とい
う概念を持ち出しているが、いずれの論考も具
体的なテクスト分析を行うことはしていない。
ポスト遺民に関する王徳威の論述は全て王徳威
(2007)による。

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

(24)
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　今日の中国大陸と台湾は各々国家ナショナリズムのトーテムとタブーに取り囲まれ

ており、古より古びることの無い正統性と主体性をも各々宣揚している。革命だと騒げ

ば騒ぐほど、歴史の正統な合法性が召喚され、民主と進歩を声高に叫べば叫ぶほど、他

に類を見ない源遠く流れ長き神話を発明せねばならなくなる。「遺民」のどこが時代遅

れであろうか?それは既に滑らかな見せかけの名義、一種のポストモダン式主体という

奇観となっているのだ。この意義において、私は「ポスト遺民」創作の論証可能性を提

出する。［…］もし遺民意識が常に時空の消滅と置き違えや、正統の交替や転換を暗示

しているとしたら、ポスト遺民の場合は一層程度が増し、その既に置き違えられた空間

を更に置き違えようとし、そのそもそも正道であったとは限らない正統を更に追想しよ

うとする。両者はあらゆる新興の想像の共同体に対する最も激しい嘲弄となる。そして

ここから生まれる焦燥と欲望、妥協と抗争は、現代文学における国家ナショナリズム論

述の焦点となる。(25)

　つまり20世紀以降、遺民意識は国家ナショナリズムという「源遠く流れ長き神話」と出

会うことで更なる時間上の脱臼を起こし、王朝の無い状況下で「懐かしみ回復することので

きる歴史、いや、欲望、対象を繋いで作りだ」しては、「過去ではなく、未来が（予め）残

しておく遺民」という「己独りの蒼茫たる位置を成し遂げる」というわけである。そしてこ

のような主体のあり方こそが、現代に生きる我々の主体意識に他ならないのだと王は述べる

のだ。

　それではこうした主体意識の形成に注目した場合、一見すると単純な親戚探しであるよう

に見える「アンボン休暇」におけるルーツ探しは、如何なる側面を示してくれるのだろうか。

以下、語り手である「私」の十代前の先祖に当たる十世祖の遺民意識から順番にその主体意

識の変遷を辿ってゆくことによって、「私」の主体意識が「真実の虚構」（127）に過ぎない

こと、そしてそのことが同じく「真実の虚構」である「アンボン休暇」というテクストによ

って明らかになるというテクスト全体の構造を確認する(26)。

2-2. 十世祖の遺民意識から高祖父の移民=夷民意識へ
　明朝の滅亡に伴い台湾への移動を試みながら、暴風雨に遭ってアンボンへと辿りついた十

(25)
(26)

同書、6頁。
謝裕民 (2005)では「十世祖」だが、謝裕民
(2016)では「九世祖」と改められている。「私」
の高祖父がアンボン島における第6代目であると
いう両版に共通する設定を踏まえれば、これは

「九世祖」が正しい。但しこの違いそのものは本
論文の分析や議論に影響を与えないことから、
この点に関しても論文全体の統一性を優先して
謝裕民 (2005)に依拠する。
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世祖の主体意識は、文字通り遺民意識である。「十世祖は中華文化の小世界を如実に虚構し

た」（127）のであり、彼にとって明朝という王朝と中華文化は等号で結ばれていた。

　但し十世祖の主体意識に関しては、「南洋述遇」の原文に十世祖は登場しないという事実

に注意する必要がある。「南洋述遇」では自身の先祖がアンボン島に辿りつくまでの経緯が

朱氏によって語られるのみだが、「アンボン休暇」において「私」は十世祖のアンボン到着

に強い関心を示し(27)、更にはその到着場面を想像して第1節を書き上げている(28)。そして

その関心とは第1節において「男（十世祖を指す、引用者注）は思った。なぜ台湾は蛮人ば

かりなのか?」（55）と「私」が想像して書き記しているように、華と夷が出会う瞬間にあ

るのだが、先ほど引用した「十世祖は中華文化の小世界を如実に虚構した」という評価もま

たその延長線上にあり、結局はそうした関心から「私
4

」の見解を述べたものであった。従っ

て正確には、明朝と中華文化とを統合で結ぶ遺民意識を抱えた存在として「私」が十世祖と

いう存在を再構築し、彼が経験したであろう華と夷の出会いを「私」父子のルーツ探しの源

流に据えたのだと考えるべきである。

　しかしそこから6代を経た高祖父（朱氏）の場合、事情は既に異なっている。確かに高祖

父は現地の習俗に従いながらも、京の言葉を守り、先祖の族譜と明朝の骨董を大切に保管し

ており、一見すると彼も明朝に対する遺民意識を保持しているように見える。しかし辮髪を

垂らした闕名が清朝の服飾や制度について語るのを聞いて、高祖父は「自らの長きにわたる

故郷への懐かしい思いはもう空想ではないのだ」（75）と感じている。つまりここでは滅亡

した王朝を悼む気持ちは、帰ることのできない土地=文化としての中国に対する郷愁へと既

に変化しており、遺民意識は移民=夷民意識へと軸足を移しているのである。これは言い換

えれば、忠君保国の意識が民族・文化アイデンティティへと変化したということであり、ゆ

えに中華文明を代表する闕名と出会うことによって、高祖父の抱えていた時間上の置き違え

（原語は「錯置」）は同時代の海外華人という立場へと読み替えられ、解消される。またこれ

と同時に、本来は明朝に起源を発する京の言葉や骨董も、中華文化を代表し高祖父の華人性

を保証するものとして読み替えられることになる。

(27) (28)例えば「急に空間が転換し、気持ちが追いつか
ず、窓の外の柔い雨のように、あたり一面霧で
真っ白だ。鄭成功の許に身を寄せようとして失
敗したあの十世祖が、初めてこの土地を踏みし
めた際の気持ちは如何なるものだったのだろう
か」（64）、「そうだ!アンボン島には砂浜は一体
いくつあるのだろう?私の十世祖は一体どの砂浜
に上陸したのだろう?」（117）など。

 「皆さんが「第1節」でご覧になったのは、先
祖がアンボン島に到着する情景を私が想像した
もので、私たちはその人を探しに行くのである」
(55-56)。
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　なおこれらの土地=文化としての中国に対する郷愁は歴史資料である「南洋述遇」の原文

に書き込まれたものであり、同資料において朱氏は伝聞や書物を通じて故国への憧れを募ら

せ、「もしいつの日にか中国への帰国が叶うことがあれば、息子をここに残して田畑を守ら

せます」と述べている(29)。しかし先述した通り「アンボン休暇」では高祖父が長男（「私」

の曽祖父）を闕名に託すという結末が創作され付け加えられており、この書き換えが「南洋

述遇」においては単純に移民=夷民意識を抱える人物として描かれていた朱氏のあり方をよ

り複雑なものにしている(30)。 

　闕名の旅行記を読む際、ここ（朱氏が長男を闕名に託す場面、引用者注）まで読むと

私は毎回特に感激する。物語がここに至って初めて私は自分が参与する感覚を覚えるの

だが、物語はもう終わってしまった。一つの「海外奇聞」。

　闕名の物語が終了することで漸く、私たちの物語は開始する。同様の画面の重複した

出現、私の祖父は私の父を親友に託し、私の父は不断に手を振る。幸い、私の父は私を

誰かに託しはしなかったけれど。私は突然理解した。私の祖父が当時わざわざ中国から

インドネシアのリアウへと向かったのは、生計を立てるためではなくて、ルーツを探し

に来たのだと。私は信じているのだが、私の曽祖父は肉親がアンボン島に居ることを私

の祖父に伝えたはずであり、それゆえに私の祖父はインドネシアへと南下してきたの

だ。私の祖父は政治的要因のために離れなければならなかったが、彼は再び帰ってくる

ことはできないと予感していたため、万一に備えて私の父を残したのであり、その目的

とは私たちの今回のアンボン行きだったのだ。一つの素朴な願望が三世代の人間により

完成された。もちろん、私を数に入れるなら四世代ということになる。私は父の感覚を

徐々に体感することができた。（124）

　この引用からも了解されるように、「南洋述遇」結末部の書き換えは十世祖の遺民意識が

変形して生じた高祖父の移民=夷民意識に対し、更に「私」父子のアンボン行きに意味をも

法に関して、「「再構築」には一定の現代感が必
要であり、それは「歳月」を以て旧い事を示す
ということである」と述べている（謝裕民・林
康 (2005)、138頁）。

(29)
(30)

王錫祺 (1891)、498頁。
第1節の創作が作中で「私」により自覚的に言
及されているのに対し、この書き換えに関して
は「アンボン休暇」のテクスト内部では如何な
る言及もなされないことから、この結末部の書
き換えは「私」のレベルではなく作者である謝
裕民のレベルで行われたと考えるのが妥当であ
る。なお謝裕民は再構築という創作集全体の方
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たらす源流という役割を、偶数節のストーリーラインに先行する形で賦与している。従って

先ほど確認した移民=夷民意識とは、一登場人物である高祖父の主体意識として理解するこ

とが可能な一方で、「アンボン休暇」を記す「私」の主体意識を支える一要素という側面を

もまた同時に持ち合わせているのであり、ゆえにこの意識は高祖父と「私」、そしてその間

に挟まれた曽祖父・祖父・父親の主体意識のあり方を大きく規定することとなる。

　闕名とのやり取りにおいて明らかだったように、高祖父は遺民意識を民族・文化アイデン

ティティへと読み替えることにより、時間上の置き違えを完全に解消していたように見え

た。しかしこの読み替えが明朝の滅亡という事実そのものを克服したものでなかったことは

重要である。このことは高祖父が中国に移り住む可能性を考えてみればより鮮明に了解され

る。つまりもし高祖父が同時代の中国に向かったとすれば、そこでは読み替えたはずの時間

上の置き違え、即ち明朝と清朝という民族的・文化的に大きな断絶を目の当たりにせざるを

得ない。そしてこの発見は普遍的な「華」というあり方にとって脅威として機能し、高祖父

の華人としてのアイデンティティを揺るがすことになる。

　従って「私」の主体意識を支える一要素として高祖父が「アンボン休暇」に書き込まれて

いる以上、この十世祖の遺民意識に端を発する時間上の置き違えは高祖父の代では完全には

解消されず、更に次の世代へと持ち越されざるを得ない。そしてそこで浮上するのが、まだ

幼い「私」の曽祖父を中国に送ることで、子どもの未熟さや成長を以て時間上の置き違えを

克服すべく試みるという選択肢であった。

2-3. 祖父の移民=逆夷民意識から父親のアンボン旅行へ
　「私」の曽祖父に関しては闕名に預けられる場面が描写されるのみで、その後の展開に関

する直接的な記述は存在しない。しかし父親の生い立ちに関して、「なんと私の父は中国で

生まれ、その後生計を立てようとする私の祖父に付き随って、南洋へと辿り着いたのだった」

（59）という記述があることから、曽祖父自身は恐らく中国に到着した後に結婚し子どもを

設け、結局中国を離れることはなかったのだと推測することができる。そしてこの推測に則

って考えるのであれば、曽祖父は清朝中国で成長することを通じて、父親（「私」の高祖父）

から継承した中華文化と清朝の中華文化との間に存在した差異を乗り越えることに成功し

たのだと言える。
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　だが曽祖父に関する直接的な記述は存在しない一方で、「私」は「アンボン休暇」におい

てこの曽祖父にたびたび言及しており、その存在が「決定的な役割を演じ」（65）、「私たち

一族の歴史と運命を変え」（104）、それにより「私たち家族の漂白史が始まった」（124）こ

とを強調している。またもし曽祖父の成長過程において時間上の置き違えが完全に克服され

たのであれば、「三世代の人間により完成された」「素朴な願望」という「私」の解釈が成立

しなくなってしまう。従って少なくとも「私」という「アンボン休暇」の書き手は、高祖父

の抱いた時間上の置き違えは曽祖父の成長の過程で完全に解消されたのではなく、やはり次

の世代である祖父へと引き継がれたのだと解釈したと考える方が妥当である。

　それでは祖父の主体意識において、この時間上の置き違えはどのような位置を占めていた

のであろうか。前項で引用した箇所には「私は突然理解した。私の祖父が当時わざわざ中国

からインドネシアのリアウへと向かったのは、生計を立てるためではなくて、ルーツを探し

に来たのだと」という「私」の述懐があるが、この記述に基づいて考えるのであれば、祖父

は会ったことのない親戚を探すべくインドネシアへと向かったということになる。そしてこ

の場合注目に値するのが、その際に祖父が探した対象が滅亡した王朝でも故郷でも文化上の

ルーツでも無く、自らの親戚、即ち家族であったという点である。つまりこの時点で「私」

の先祖たちのルーツ探しの焦点は祖国から血統へと移っているのであり、従ってこの際の祖

父の主体意識において、時間上の置き違えは自らの家族・血統を構成する「夷民」を探しに

ゆくという逆夷民的な形を以て顕在化していたのだと言える。

　ここで逆夷民意識という言葉を用いたのは、祖父の主体意識が高祖父の夷民意識とまさし

く逆の方向を志向しているためである。つまり高祖父が「夷」の地に身を置くことで「華」

への憧れを募らせたのに対し、祖父にとってインドネシアで暮らす親戚はあくまで自らの家

族・血統を構成する副次的な一部分に過ぎなかったのであり、彼のアイデンティティの根幹

は中国という中心の内側にあった。そこには「華（中国）」／「夷（インドネシア）」という

不均衡な対立が存在したのであって、1960年代のインドネシアにおける華人排斥運動とい

う政治的背景もあり、祖父自身は結局中国へと戻ることになる。

　それでは祖父は中国へ帰国する際に、なぜ息子（「私」の父親）をシンガポールへと向か

わせたのであろうか。先ほどの引用と同じ箇所には「私は信じているのだが、私の曽祖父は
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肉親がアンボン島に居ることを私の祖父に伝えたはずであり、それゆえに私の祖父はイン

ドネシアへと南下してきたのだ。私の祖父は政治的要因のために離れなければならなかった

が、彼はきっと再び帰ってくることはできないと予感していたため、万一に備えて私の父を

残したのであり、その目的とは私たちの今回のアンボンの旅だったのだ。一つの素朴な願望

が三世代の人間により完成された」（124）との説明があるが、曽祖父の「素朴な願望」か

ら今回のアンボン旅行に至るまでの間、とりわけ祖父から父親へと至る過程では如何なる主

体意識の変遷があったと見るべきであろうか。

　この父親のシンガポール行きに関しては、注目するべき点が二点ある。一点目は、祖父の

中にインドネシアとシンガポールとを同じ南洋（=「夷」）として一括りにする「華」の意

識が存在していたことである。またその南洋の中から当時中国系住民の国家たることを標榜

して建国されたシンガポールを選んだことにも、同様の華人意識が存在していたと言える。

二点目は、自らの家族・血統の内に存在する「夷」への関心という祖父のインドネシア行き

を支えていた要素が、祖父がインドネシアを離れる際にも依然として残っていたという点で

ある。

　この二点からは、「華」をその内部において脅かしながら支え続ける「夷」の存在を見て

取ることが出来る。そして先述したように、祖父の主体意識においてはルーツ探しの焦点が

血統へと移り、滅亡した王朝が引き起こした時間上の置き違えが、家族史における関係性へ

と読み替えられ理解されていたわけであるが、こうした家族史としての遺民意識が「華」を

脅かし支える「夷」と合わさることにより新たな置き違えが顕在化し、それが父親のアンボ

ン旅行へと繋がってゆくことになったのである。

2-4. 新たな置き違えと父親の「曖昧美学」
　このように幼い頃に家族と離れる形でインドネシアからシンガポールへと移ることにな

った父親は、当然ながら高祖父や祖父のルーツ探しのような、「根 (roots)」を起点とした「径 

(routes)」を想定する単線的で固定的な考え方に対して疑問を持つようになる。実際に父親

は「私」との会話において自らの家族史に言及して、「いつも変化していたから、所謂ルー

ツ、祖国、アイデンティティといった観念に対して非常に懐疑的なんだ」（73）と語っており、

更には「私」も場合によってはインドネシア人や中国人になっていたかもしれないと話した
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り、先祖に非華人がいることを述べた上で漢人という概念に疑問を呈したりもしている。

　それでは、このようにルーツへの疑いを持つ父親がなぜアンボンへとルーツ探しの旅に出

たのであろうか。この点を「私」に尋ねられた父親は、「考えたこともなかった。でも何が

あったわけでもなく、おまえの叔父さんの手紙を見て一度来てみたくなったというだけのこ

とだよ。願望ってやつじゃないか?」（74）と答えているが、ここでは三つの点に注目する。

即ち叔父の手紙がきっかけとなったこと、ルーツ探しを「願望」と表現していること、そし

てそれにも関わらず明確な理由は存在しないことである。一点目に関しては、前項で言及し

た祖父の主体意識における「新たな置き違え」の継承として考えることができ、また二点目

の「願望」に関しても曽祖父以降の三世代にわたる願望の継承として捉えることができる。

つまりルーツというものを疑う父親であってみても、祖父―父―自分という家族の繋が

りに対しては、大きな疑いを抱いていないのである。

　三点目に関しては、そうした「新たな置き違え」を父親が単に継承するだけでなく、自ら

の主体意識としてどのように受け止めたのかという点が問題となるのだが、この点に対して

父親は自らの生活観や時間論、および自らの美学を語ることによって間接的に応答してい

る。祖国やアイデンティティといった「根
ルーツ

」を前提とする価値観に懐疑的な父親であるが、

彼はその代わりに偶然性・適応・生活といった概念を非常に重んじる。

　「実のところ、多くの場合は些細な突発的事件が人の一生を決めるんだ。私たちの家

族だってそうで、変化は全て一連の意外な出来事によるものだった。［…］でも、人間

最大の能力とは環境に適応することだからね。」（73）

　私は別の質問に思い当ったので聞いてみた。「じゃあお父さんはどこにアイデンティ

ティを感じるの?」

　彼は既に考えたことがあったに違いなく、その答えは素早く簡単だった。「一つの場

所に長く生活すれば、その場所の人間になる。望まないにせよ、認めないにせよ、立ち

居振る舞い全てそうだ。もちろん、思想や性格の形成期に一つの場所で生活すれば、ご

く容易にその場所にアイデンティティを感じるものだよ。」（74）
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 つまり「根」という概念を疑う父親にも自らの根
4

拠となる価値観とは存在するのであり、

それが偶然性の下で適応することにより獲得した「生活」の重視なのである。そして父親は

この「生活」を土台とすることによって初めて、「新たな置き違え」という「根」の問題系

を祖父から引き受けることが可能になった。

　その引き受ける過程に関しては、父親が自ら語る時間論の内にその一端を窺うことができ

る。一緒に泊まるホテルで父親が賞味期限切れのカップ麺を食べているところを「私」が目

撃し、食べるべきでないと注意をする場面があるのだが、その忠告に対して父親は次のよう

に反論している。「私のお腹には自分の時間がある。ここでは食べなければ無くなってしま

うのであり、ここには時間がなく麺のみがある。時間とはおまえたち都会人のものだ」（95）。

つまり父親は一般的な線的時間意識（=都会人の時間）から外れることで、時間と自らの身

体とを齟齬の無い状態で一致させているのである。そして続く箇所で「私」も「私の父は正

しい。アンボン島には時間が無く、十年、更には五十年経っても何も変わらず、だからこそ

賞味期限切れのカップ麺であっても、この小さな島では未来に属するのだ」（96）と述べて

いるように、その時間論を支えているのは時間の存在しない「夷」の土地であるアンボン島

なのである。

　ここで展開される父親の時間論を支える対立として、都会と田舎、そして「華」と「夷」

を挙げることができるが、それに加えてもう一つ重要なものとして、「生活」と「旅行」と

いう対立が存在する。別の場面で「私」がアンボン島に対する感情について尋ねると、父親

は「それはただ家族に対する感情に過ぎなくて、生活の上では感情などないよ。もう少し住

めば、感情が生まれるとも限らないけれど」（116）と述べ、またアンボンに長居しない理

由を「私」が再び尋ねた際には「数日は生活じゃないんだ!息子よ!生活はどこかに行こう

と思って行ってみるというものではないんだ。それはただの国境通過あるいは旅行に過ぎな

いし、私たちの生活はやはりシンガポールにあるんだ」（116-117）と述べているが、この

ように父親にとって重要なのは「生活」であり、アンボン行きという「旅行」はあくまで「生

活」に対して副次的に位置付けられる過程に過ぎないのである。

　またこうした時間論の他に、父親は自らの美学についても語っているのだが、その美学の

中に再び「新たな置き違え」の内実を認めることができる。遠い親戚である阿
ア デ ィ

迪と萊
ラ イ ー

伊を

見つけるや否や帰国を決断した理由を「私」に尋ねられた父親は、「おまえが尋ねる問題は、
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私は考えたこともなかったよ。私たちの世代はなぜと尋ねることは少なくて、必要があると

思いさえすればやりに行くんだよ。この「必要」という概念は曖昧なものだけど。［…］曖

昧美学っていう理論はないのかな?」（115）という論を展開するのだが、この美学もまた時

間論と同様、最終的には父親の身体へと収斂してゆくことになる。この「曖昧美学」という

言い方を受けて、「私」と父親は次のような会話を繰り広げる。

　彼の曖昧美学を聞いて、私は彼の嗜好を連想した。「僕は家にある骨董を連想したよ。

お父さんは欲しかった骨董を見つけると、買って帰ってきて、最後には結局隅っこに置

いておく。言ってる意味分かるかな?　例えば僕らのご先祖様にしても、OK！　よう

やく見つけたのに、僕らは明後日にはもう帰るってわけだ」と僕は言った。

　思わぬことに父はまず私に説教した。「お前はどうして話をするときいつも「言って

る意味分かるかな」と聞くんだ?　昨日もそうだし、今日もそう。失礼なことだって、

分かってるのか?」

　失礼なことだろうか?　“you know what I mean”と言うのは失礼なことだろうか?

　父は説教を「指導」へと変えてこう言った。「お前はどうして骨董のことを引き合い

に出すんだ?　おまえたちがCokeを収集するのが好きなように、骨董を収集するのは

趣味だよ。しかし今回は違う。萊伊おじさんが初日に言ったように、私たちの到来は私

たち家族の壮麗さを彼に感じさせたんだ。私たちが探しているのは自らの歴史であり、

それは自らの生命を豊かにするんだ。」（115-116）

　つまりルーツ探しの明確な理由が思い浮かばなかった父親にとって、その旅行の必然性を

最終的に担保するのは結局「自らの歴史」であり、「自らの生命
4 4

」なのである。そしてこれ

を再び「生活」と「旅行」という枠組みに当てはめるのであれば、「自らの生活」が「旅行」

の必然性を担保しているのだと理解することができる。

　以上の分析を踏まえれば、家族史としての遺民意識が「華」における「夷」と出会うこと

により生まれる「新たな置き違え」を、父親が如何に自らの主体意識のレベルで受け止めた

のかが明らかになる。父親が線的時間から脱臼した（と自らが見なす）アンボン島に自らの

身
4

を置くことで家族史としての遺民意識は解体され、ルーツ・祖国・アイデンティティとい
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った観念の恣意性が露わになるのだが、それにも関わらずそれらの観念が解体された状態は

最終的には父親自身の「生活」へと還元されてしまう。そしてこの過程こそ、自らの主体意

識における「華」／「夷」という不均衡な二項対立を血肉化
4 4 4

することによって、「新たな置

き違え」を克服しようとする父親の試みに他ならなかった。

　このようなルーツの解体および再構築という過程ゆえに、父親の主体意識にはルーツへの

固執と懐疑という一見相反する様相が同時に存在することになったのであるが、その結果と

して最後に残ったのは家族の論理であり、「生活」という根
4

拠であった。だが父親の主体意

識を支える「華」と「夷」、あるいはシンガポールとアンボンという対立に重なる形で、「お

まえたち都会人」という言い回しにより父子の対立が露わになっていたことは改めて注目に

値する。なぜならばこの「私」父子の対立は他の場面においても様々な意見の相違として表

れ、「アンボン休暇」におけるルーツ探しを特徴づけているからであり、また「私」はこの

対立の下で父親のアンボン行きを解釈することを通じて、自らの主体意識を構築してゆくこ

とになるからである。

2-5. 「真実の虚構」と「アンボン休暇」
　そもそも「私」は父親のルーツ探しの旅に対して積極的ではなく、当初の姿勢は「最近仕

事が思わしくないから、一緒にインドネシアに行くかもしれない」（58）という程度のもの

であった。「私の先祖がかつてインドネシアに行ったことなど関心が無い」（57）のであり、

従って父が潜在的に関心を寄せていた時間上の置き違えにも関心をもっていなかった。

　しかしもし「私」が最後までこの時間上の置き違えに関心を示さなかったのだとしたら、

「私」の手によるこの「アンボン休暇」というテクストは存在しなかったはずである。それ

では「私」が関心を示すきっかけは一体どこにあったのだろうか。この点を探るべく、もう

一度父親の「曖昧美学」、そしてそれに対する「私」の反応に関して分析を行う。

　父親の「曖昧美学」を耳にしたその場では、「私」は結局その美学を理解することはでき

ず、従ってなぜ父親がシンガポールに帰ろうとしているのかという点について納得すること

もできなかった。しかし「私」はシンガポールに帰った後、25階のビルから海港を眺めて

いた際に、突然十世祖がアンボンに到着したときの恐れと絶望を体得し、同時に父親がアン

ボンを急に離れた理由をも瞬時に理解することになる。
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　25階では遠くない所にある歴史的海港を十分に望むことができる。多忙な海路は霧

雨に覆われており、19世紀の西洋人による熱帯の小島に対する描写のようだ。私は突然、

十世祖が初めてアンボンに到着した時もこんな様子だったのではないかと感じ、彼の恐

れと絶望を体得することができた。意外だったのは、こうした感覚が現代的なビルにお

いて初めて体得できたということで、アンボンでは私はずっとハリウッド映画を頼りに

想像していたのであった。この事はまた私に、父のアンボンに対する体験を想起させた。

彼はまず現代的な都市で物語を虚構し、アンボンに着いてからその物語の真実性を実証

すべく方法を考えていたのである。物語が実証されるとすぐに急いで離れたが、アンボ

ンの現実の環境が彼の虚構を破壊してしまうため、彼は離れることによって真実の虚構

を保存しなければならなかったのである。（126-127）

　つまりこれは「私」が第14節で展開している「距離論」の適用に他ならない。「距離論」

とは、アンボンの砂浜が遠くから眺めればポストカードのように美しいにも関わらず、近づ

くと実際には岩や木の周りに小さな虫が蠢いているという状況を目にして「私」が思いつい

た理論である。それは「距離はやはり必要なもので、距離とは美である」（114）という「私」

の持論であるが、「私」はこの理論を適用することで、父親がアンボンを突然離れた理由を

自分なりに理解することができたのである。

　なお「私」が距離論による解釈を思いついたきっかけが、「海港」を眺めたことにあるの

は重要であり、またその際に20世紀のシンガポールから19世紀における幻想の中の小島、

更に17世紀のアンボン島へという急速な時間の移動が生じていることも注目に値する。つ

まりこの場面では、「華」と「夷」が出会う三つの場所（シンガポールの海港、幻想の小島、

アンボン島の海岸）が、その時間上の差異（17世紀、19世紀、20世紀）を一時的に乗り越

える形で連結されているのである。そしてここで、「アンボン休暇」というテクストにおい

て「華」たる都会シンガポールの線的時間と「夷」たるアンボン島の無時間性が複数の箇所

で対比されてきたことを思い出せば、「私」は「旅行」先のアンボンを離れ、「生活」の場た

るシンガポールで「海港」という「華」と「夷」の境界に注目することで初めて、今回のア

ンボン行き、即ち「三世代の人間」による「素朴な願望」を自らの問題として引き受けるこ
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とが可能になったのだと言えるだろう。

　このように距離論を使い、父親のルーツ探しを「真実の虚構」として対象化することで理

解した「私」は、続く箇所で今回の旅行の出発点である「南洋述遇」そのものが闕名による

虚構に過ぎないのではないかという意見を表明し、更にこの25階における自らの感覚もま

た一つの虚構に過ぎないのだと叙述するのだが、その流れで「アンボン休暇」の第1節に言

及していることは重要である(31)。十世祖がアンボンに到着する場面を描く第1節が、実は「南

洋述遇」に記された内容ではなく「私」の想像に基づく創造であることは既に述べた通りで

ある。つまり「私」はここで、虚構をめぐる一連の思索に「アンボン休暇」を書くという「虚

構」をも追加することにより、「真実の虚構」というあり方を「アンボン休暇」というテク

スト全体に対して適用しているのである。

　ここに至って祖父の主体意識における「新たな置き違え」は、ようやく「アンボン休暇」

というテクストの成立そのものと結びつく。「私」の父親が、自分で言語化できないながら

もルーツを探す「旅行」という形で引き受けようとした「新たな置き違え」は、「私」の手

に至ると、現代のシンガポールに「生活」する「私」という主体意識と同じ「真実の虚構」

という形で処理されることで決着を見る。そしてここで初めて「真実の虚構」たるテクスト

における「真実の虚構」たる「私」という、2度「置き違え」られた主体意識、「ポスト遺民」

が立ち現れることになる(32)。

3. 「根」と「径」の張力から排除される者たち：現地住民と女性
3-1. 排除される現地住民
　第2節において検討したように、Sinophone Literatureの観点から「アンボン休暇」にお

けるルーツ探しを分析した場合、そこに描かれていたのは家族と「生活」を基盤とする父親

のルーツ探しから「私」の「真実の虚構」論へという脱構築の過程であった。そしてその過

程とは確かに、高嘉謙が述べるところの「根 (roots)と径 (routes)［…］「の間」(in between)

の張力」そのものであり、「移動する「径」を通じて、新たな「根」のアイデンティティが

「当然、私の25階における感覚もまた別の一つの
虚構である。私の「第1節」における虚構のよう
に。」(128)

注 (30)で言及したように、曽祖父が闕名に預け
られるという結末への書き換えが謝裕民のレベ
ルによるものだったことを考慮するならば、この
第2節第3項から第5項にかけて論じた一連の主
体意識の変遷を書き記すべく、そうした書き換

えはなされたのだと考えることができる。また
祖父の主体意識における「時間の置き違え」に
関しても、同様のことが言える。

(31)

(32)
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同時に創造される」過程に他ならなかったと言える(33)。しかしここで同時に注意しなけれ

ばならないのが、その過程から排除された人々、即ち現地住民と女性の存在である。

　王徳威がポスト遺民家系の寓話に関して、「ポスト遺民と先住民が接触を始めると、記憶

は再び組み直され、社会的立場は変化し、華語語系の歴史と虚構はこの上なく繁雑とな」る

と述べているように、Sinophone Literature Studiesは先住民・現地住民の存在を無視する

のではなく、寧ろその存在に大いに注目しようとする(34)。しかし図らずも王の論述におい

て明らかになっているように、結局のところSinophone Literature Studiesにとって先住民・

現地住民とは、「華語語系の歴史と虚構」を構成するための外部的要素に他ならないのでは

ないだろうか。

　例えば「私」父子のルーツ探しの舞台となるアンボン島の位置づけからして、「華」の外

部の客体化・排除の姿勢は明らかである。前節で確認したように、父親のルーツ探しから「私」

の「真実の虚構」論へと至る変化の過程においては、「夷」たるアンボン島の無時間性が重

要な前提となっていた。アンボン島は「私」父子にとって、「ビデオカメラが、間違えて“STILL”

を押してしまい、画面が静止して動かなくなる」（71）のと同じように静止した世界でなけ

ればならなかったのであるが、当然そうした「静止して動かな」い世界においては、現地住

民が自らの「記憶」を「組み直」し、自らの「歴史と虚構」を「繁雑」にする機会は与えら

れない。

　そしてこのようなアンボン島の位置づけはそもそも、「生活」の場であるシンガポールを

基盤としたアンボンへの「旅行」という「アンボン休暇」におけるルーツ探しの構造そのも

のに由来しているのだが、この構造が露わになる場面として、「私」父子が萊
ラ イ ー

伊の家の後方

にある石碑を読む場面を確認したい。石碑の上の年数は全て明朝最後の年号「崇禎」によっ

て表記されているのだが、そこに記されている出来事が起きたのは実際には清の康熙帝の時

代であったことを知った「私」は次のように述べる。

申し訳ない！　私はまた時間の問題に思い至ってしまった。父のカップ麺と母の残り物

は時間を引き離すが、これらの先祖たちは引き離され虚構された時間のうちでずっと如

実に生活してきたのだ。十世祖はここに到着して以降、土着の世界の中で、アイデンテ

ィティを勝ち取り正統に帰するべく止むを得ず土着の妻を娶ったのだが、一方では自ら

高嘉謙 (2016)、195頁。
王徳威 (2015)、29頁。

(33)
(34)
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の文化と民族意識を維持し続け、外の環境とは全く異なる小天地の中へと引き離されて

生活し、それが後の数世代に影響を及ぼしたのだ。（113）

　「母の残り物」とは父親のカップ麺の原理と同じく時間の制限を受けないものの例えであ

り、「私の母には時空を超越する残り物が毎日ある。彼女にしてみれば冷蔵庫は時間を止め

ることができる」（95）というわけである。そしてこの残り物の比喩は「アンボン島全体が

一つの冷蔵庫であり、私たち家族はその中の残り物（原語は「隔夜菜」、引用者注）に過ぎ

ない。私たちの旅程とは「夜を越す」行程であり、十二万二千あまりの夜を越えてきたので

ある」（115）というように、「私」父子のアンボン旅行に対する比喩としても機能している。

つまりこのようにアンボン島が「静止した世界」、「冷蔵庫」であらねばならないのは、「私」

父子のルーツ探しというテクスト全体の設定がそれを要求しているからに他ならない。そし

てその要求とは取りも直さず「アンボン休暇」の書き手である「私」の要求でもあり、それ

は言い換えるならば「静止した世界」、「冷蔵庫」であるアンボン島とは結局のところ、「私」

の主体構築という主要プロジェクトを遂行するための舞台装置に過ぎないということでも

ある。

　従って主要な登場人物である現地住民の阿
ア デ ィ

迪と萊伊の家族史に関しても、あくまで「私」

父子のルーツ探しを支える概念、即ち華人性という観点からしか語られることはない。例え

彼らが自らの話として一族の話をしたとしても、それは「私」という語り手によっていと

も簡単に華人の系譜へと埋め込まれてしまうか、そうでなければ排除されてしまう。例えば

萊伊が自らの一族の話をする場面でも、彼らが保管してきた明朝の骨董と関連する部分に関

してはテクストに詳細な記述があるのに対し、その他の部分は「萊伊おじさんは続けて彼ら

一族の変遷を簡単に述べてくれたのだが、なんと私たちにはオランダへと移民した親戚がい

たのだ。明朝からオランダへと連想することなど、私には根っから不可能なことであった」

（105-106）という「私」の語りによって中断され、切り捨てられてしまう。

　また彼ら現地住民の家族史に関しては、もう一つ叙述上の特徴がある。それは女性の排除

である。萊伊が自らの家族を語る際にも、実は「その場では女こどもが多くを占めて」（105）

いるのであるが、彼女たちに発言権が与えられることは決してなく、彼女たちの家族史（各々

の母方の家族の歴史）が語られることも一切ない。こうした叙述上の特徴は現地住民を排除
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する言説と密接に結びついており、「南洋述遇」における高祖父の家族を描写する場面の中

に既にその端緒を認めることができる(35)。闕名が初めて高祖父の家を訪ねた際の描写は次

のようなものである。

　朱（高祖父のこと、引用者注）は我々を招き入れ座らせた後、中年の婦人一人、若い

婦人一人、少女一人と男の子二人を連れてきた。顔を合わせる際、彼らはみな手を挙げ

て上に向け、我々に礼をした。

　中年の婦人は朱の母親、若い婦人は妻、少女は彼の妹で、男の子二人は朱の子どもで

ある。

　朱の母親と妻は共に現地人で、大らかで礼儀正しい。男の子二人は京の言葉で我々に

挨拶し、煙草を持ってきて我々に吸わせてくれた。（102）

　ここでは女性=現地住民／男性=中華文化を担う者という明確な図式が表明されている。

また現地住民と明朝の遺民という二つの血統を受け継いでおり、その図式から外れた存在で

ある高祖父の妹に関しては、如何なる叙述もなされない。彼ら一族が闕名と「私」により描

写されるときには、言葉を持つ男にのみ焦点が当てられ、（華人の）言葉を持たない者、即

ち女性および現地住民は中心となる論述から押し出されてしまうのであり、そこでは男性中

心主義に基づいた家族観が直接的に表出されている。そしてこの家族観は「私」という語り

手の態度と密接に結びついている以上、先ほど確認した萊伊の家族史について適応されるの

みならず、「私」の家族史に関しても適用されることになる。

3-2. 排除される女性
　家族史の言説やルーツ探しから排除されるのは、何も朱の家族や萊伊の家族だけではな

い。第2節で分析した内容を思い出せば明らかだが、「私」父子のルーツ探しに登場する人

物もまた十世祖、高祖父、曽祖父、祖父、父親、「私」というように、全員が男性であり女

性は一人も登場しない。しかしルーツ探しがもし自らの「根
ルーツ

」への遡及を意味するのであ

こうした女性と現地住民の排除という事態は歴
史資料である「南洋述遇」において既に確認さ
れる特徴であるが、ここではそれを無批判的に
現代の華人のルーツ探しへと接ぎ木した謝裕民
の態度、およびその結果成立した「アンボン休
暇」というテクストの性質を問題にしたい。ま
たそれと同時に、「十世祖はここに到着して以
降、土着の世界の中で、アイデンティティを勝

ち取り正統に帰するべく止むを得ず土着の妻を
娶った」(113)という記述が存在することから、
テクスト内部における「私」もまたこうした排
他的言説の継承に対して無自覚であったことが
了解される。

(35)
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れば、同じく先祖であるはずの母方の系譜が辿られないのは極めて奇妙なことではないだろ

うか。その奇妙さを確認するべく、本項では「私」の周辺にいる女性が「私」の父子のルー

ツ探しとどのように関わるのかという点を検討する。

　「私」の周辺には四人の女性、即ち母親、交際相手、妹、そして Jolandaがいる。このう

ち母親と交際相手に関しては、父と子の仲介者としての役割が明確に示されている。例えば

母親の場合、ホテルで会話の話題が見つからない父子の数少ない共通の話題として登場する

ほか、「いつも変化していたから、所謂ルーツ、祖国、アイデンティティといった観念に対

して非常に懐疑的なんだ」（73）という極めて重要な父親の考え方を導き出したのも、「考

えたことある?　もし今どちらか一方で戦乱か何かが発生して、私たちとおまえのお母さん

が離れ離れになり、そこから二つの異なる場所で生活をするということを」（73）という母

親にまつわる父親の仮定であった。また母親の残り物が「私」父子のアンボン旅行の比喩と

して登場することも、既に確認した通りである。しかしこのように母親は父子のルーツ探し

にとって不可欠な存在であるにも関わらず、アンボン旅行そのものには決して参加すること

もなく、また父方と比べて人数の多い母方の親戚に関して、そのルーツが語られることも全

くない。

　これは「私」の交際相手の場合も同様であり、彼女がCoke収集を趣味にしていることが

父子共通の話題となっているほか、「私」の父親が自らの葬式の後に手紙と資料を受け取っ

たという今回のルーツ探しの端緒を「私」に伝えるのもまた彼女である。しかしそのように

アンボン旅行と結びつきを持つ一方で、彼女自身の家族についての言及は一切なされない。

寧ろ「私」との会話が全て電話で行われていることを考慮すれば、彼女は「私」たちの家族

史という垂直の関係に対して水平の関係を代表しているとも言えるのであり、この点におい

ても彼女はあくまでルーツ探しとは無関係の存在として描かれている(36)。

　また「私」の妹に関する叙述では、母親や交際相手の場合と比べてもより露骨に男性中心

主義的な家族観が表明されている。「私」の母親は、「私」の父親、祖父、曽祖父が全員若い

時に家を離れているという「私たち家族の運命」（即ち
4 4

父方の家族の運命、99）を今でも心

配しているにも関わらず、「私」の妹がオーストラリアの学校で勉強し、香港人の男性と交

際していることについては、「心配どころか喜んでいる」（99）というのである。

　以上、ここまで見てきたように、父親のルーツ探しという観点から「アンボン休暇」を読

「実際、今はどこに行っても一緒だよ。科学技術
がこんなに発達しているんだから、どの国家に
いても一緒で、電話を取ればそれで人を探しあ
てられる」(100)。

(36)
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解してみると、そこに立ち現れてきたのは現地住民と女性を他者と見なし排除する一本の

男
ファルス

根的構造であった。確かに前節で確認したように、「アンボン休暇」におけるルーツ探し

は単に一方向的で固定的なものではなく、最終的には「私」の書記行為という「真実の虚

構」へと繋がってゆくものではあった。しかしこの「ポスト遺民」的主体意識の構築の過程

が、本節で明らかにしてきたような他者を排除する男
ファルス

根的構造に支えられていたとしたらど

うであろうか。それは「置き違えられた空間を更に置き違えようと」する「ポストモダン式

主体」であっても、結局は男性中心主義的な家族観および家父長制という大前提があって初

めて成立するのだという事実を示しているのではないだろうか。

　この点は「アンボン休暇」をSinophone Literatureとして読むという読解の枠組みにも密

接に関わってくる問題であり、その理論的な側面に関しては次節において改めて論じる。し

かし理論の検討を行う前に、「アンボン休暇」という具体的なテクストにおけるルーツ探し

について、もう一度だけ分析を加えることにしたい。なぜならば、ここまでに確認してきた

Sinophone Literatureとしての読解からはやや外れる要素もまた「アンボン休暇」には存在

するからであり、そうした要素にこそ、男
ファルス

根的構造を解体・発展させる可能性が潜んでいる

からである。その要素とは即ち「ルーツ探しの旅の挿話」（83）、Jolandaの物語である。

3-3. ルーツ探しの旅の挿話：Jolanda
　Jolandaは「私」の家族史には直接関係しないため、一般的な視点であろうとSinophone 

Literature Studies的な視点であろうと、「私」父子のルーツ探しという観点から「アンボン

休暇」を読解した場合にはその読みの対象から外れることとなる。しかし Jolandaと「私」

の間には複数の共通点が存在し、そこには数多くの読解の起点が潜んでいる。その共通点と

は即ち、彼女もまた自らのルーツを探しにアンボンに来ていること、そしてその旅が熱帯へ

の幻想という植民者の視線に支えられていることである。

　「うん！　この神秘的でロマンチックな場所が、当初如何にオランダ人を惹きつけた

ことか。」私が彼女の職業に興味があることを知ってのことだろう、自ら先にこう言っ

た。「私はオランダの雑誌の記者で、あなたと同じように、自分の先祖がここに来たこ

とを知って、彼らがなぜ非常に遠くまで来たのかに興味があって。」
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　「君の先祖が来たことがあるの?」

　「分からないけど、オランダ人は早くにインドネシアに来て、色々な事をしたから。」

 私は前に見た資料を思い出して、思わず小声で話した。「するべきでない事をたくさん

したんだよ。」（78）

　この引用からも分かるように、同じルーツ探しと言っても、彼女の場合は自らの家族では

なくオランダ人という国民の系譜を辿りにアンボンに来ている。そしてそのルーツ探しの旅

とは、熱帯への幻想に支えられた典型的な植民者のそれに他ならない。例えば彼女は他の箇

所では、「今は東洋に来るのが流行っているけど、オランダ人が東洋に来るときは多くがイ

ンドネシアから始めるんだ。言葉が通じて便利だし、それに、香料もね。私にとって、香料

は神秘的な誘惑に満ちているし、人を夢中にさせるから」（83）と話したり、あるいは「私

はてっきり、ヨーロッパ人は東南アジアに商業と技術上の改革、更には現代化した生活をも

たらしたんだとばかり思ってた」（87）と述べたりしており、彼女は明らかに国民という概

念や植民地支配の正当性といったものを疑わない、極めて単純な論述をする人物として描か

れている。

　だがこうした Jolandaの熱帯への幻想は、アンボンを時間の存在しない「夷」であると見

なす「私」父子の眼差しと共犯関係を結ぶのではなく、寧ろその問題性に注意を促す。「私」

は Jolandaに接するたびに頻繁にガイドブックの存在を想起するのだが(37)、「私」自身もま

た頻繁にガイドブックを持ちながらアンボンを観光している(38)。こうしたガイドブック的

な観光のあり方は Jolandaと「私」のアンボンに対する各自の態度を特徴づけると同時に、

「中古の経験」という批判的視座をも喚起する。「私」は父親のルーツ探しを骨董探しに例え

たあと、続けて「実のところ、僕らが感じることの多くは中古の経験なんだよ。他人が彼ら

の感じたことを教えてくれて、僕らは同じ状況に出会うたびに他人の感じたことを代入して

さ。こういう砂浜もそうで、熱帯の天国っていう角度から鑑賞するべきだってガイドブック

が教えてくれるんだ」（116）と述べるのだが、このように「私」によるガイドブックへの

自覚的言及は、「生活」を基盤とした「旅行」というあり方に対する疑いを提出するという

抱く幻想を虚構したのだ」(127)と述べている。
例えば街歩きの際には「旅行の資料によれば、
ここはマルク諸島の行政・商業・通信の中心地で、
人口は20万である」(68)との言及があり、また
他の箇所には「運転手はガイドとなって父親に
話をし、父親はそれを更に私に聞かせてくれた。
とは言え、私はずっと旅行ガイドを手にしてい
たのだが」(93)という記述もある。

(38)
(37)例えばアンボンの海岸で Jolandaの写真を撮った

際には「この写真はやはりガイドブックに載せ
るに値する」(69)と述べており、また彼女の香料
に対する思い入れを聞いた際には「私はむかし
見たガイドブックを思い出した」(84)とある。ま
たシンガポールに帰国した後にも「十世祖は中
華文化の小世界を如実に虚構し、Jolandaはガイ
ドブックを片手に、西洋人が熱帯の島に対して
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Jolandaとの会話において、「私」は「また自分
が「目的論」的過ぎで、都会人過ぎると思った」
(86)と述べている。
「私は薄茶色の短い髪を撫で、証明写真を見なが
ら、次は何をするべきなのかということ、あるい
は接点に直面した今、それを越えるべきか否か
ということを考えていた」(88)。

側面を持っており、また Jolandaはそうした疑いを引き出す契機として「アンボン休暇」と

いうテクストの内部に書き込まれているのだと言える。

　そしてこの「生活」と「旅行」という点に関して、Jolandaのアンボン行きそのものもま

た重要な意味を有している。Jolandaは自らの旅に関して、「実は決まった目的は全く無くて、

ただオランダを離れて歩き回ってみたかった」（83）と話したり、「来る前は純粋にただバ

カンスに来たかった。でも来て数日して、オランダ人がインドネシアで一体どんなことをし

たのかに興味を持ち始めたんだ」（86）と述べたりしているが、このように彼女の旅には明

確な目的は存在しない(39)。また旅の終わりに関しても、作中には記述がない。「私」がシン

ガポールに帰国して以降も Jolandaは旅を続けるのだが、その終わりに関しては「私」が帰

国してから2年後に書かれた「後記」の中に「インドネシアの情勢は不安定だが、私はジャ

カルタ暴動の3日前に、1年近く連絡が無かったJolandaから送られたPostcardを受け取った。

ジャカルタに着いたばかりで情勢が変化しないか心配で、シンガポール行きを早めたいと思

うと書かれていたが、その後彼女からの音信は途絶えてしまった」（129）という記述があ

るのみである。つまり彼女の旅は初めから終わりを想定しているような、即ち最終的にオラ

ンダの「生活」へと戻ることを前提としているような、「生活」の対義語としての「旅行」、「生

活」に従属する「旅行」ではなかったのである。

　またこの他にも彼女は例えば、「私」父子が語る歴史というものが極めて男性的なもので

あることをも「私」に気づかせてくれる。バーで Jolandaと東南アジアの歴史に関する談義

を交わした後に、「私は普段こういった事を語らないのだが、知らないうちに父の長期にわ

たる「指導」の感化を受けたのか、あるいは体内の男性ホルモンが駆り立てたのだろうか」

（86）という叙述があるが、このように Jolandaとの交流は、「私」にとって異なる考え方と

の「接点」としての機能を果たしているという側面がある(40)。

　だが Jolandaに関して何より重要なのは、彼女が「書き手」、即ち文字を書く人物である

という事実である。彼女が「書き手」であるからこそ、「私」がパソコンのスクリーン上の

数字を組み合わせながら作り上げた Jolandaの顔は、彼女がアンボンから送り付けたポスト

カードという形で実質的なものとして「私」の目の前に現れることになる。そして更にその

(39)

(40)
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三日後には今度はバンテンから Jolandaのポストカードが届くのだが、その時「私」は改めて、

自らが東洋で偶然出会った男性という位置づけで、彼女の熱帯の旅におけるロマンの一部を

構成していたということに思い至る(41)。一見些末に見えるこの記述であるが、男性と華人

という二つの中心主義に支えられている「アンボン休暇」というテクストにおいて、それが

如何に重要な要素であるかはもはや自明だろう。

　そしてこの客体視される経験も含めて、「私」は Jolandaの熱帯の旅もまた「真実の虚構」

であるのだと論じるのだが(42)、このように彼女の旅行をも自らの「真実の虚構」へと取り

込むことによって、「アンボン休暇」というテクストは成立している。それは言い換えるな

らば、「アンボン休暇」というテクストには「私」父子のルーツ探しの旅以外に、Jolanda

の熱帯の旅やルーツ探しの旅もまた否応なく入り込んでいるということである。

　既に確認したように、Jolandaの「旅行」は「私」の「根
ルーツ

」を相対化する要素を持ち合

わせている一方で、彼女のルーツ探しの姿勢そのものは国民という概念も自らの植民者的姿

勢も疑わず、固定的な「根」を起点とし単線的な「径」を想定した極めて安易な考え方に基

づいており、それ自体が何か新たな脱中心主義的傾向を帯びたものでは決してなかった。し

かしこれまでに何度も確認してきた他者を排除する男
ファルス

根的構造がSinophone Literatureとし

ての読解を支えている「アンボン休暇」というテクストにおいて、その排除の対象に他なら

ない非華人女性の物語が自らの「根」を張っており、更に物語の中心にある華人男性を客

体として眼差す視座を有しているという事態は、寧ろ根
リゾーム

茎的あり方、根
リゾーム

茎的読解への可能性

を体現していると言えるのではないだろうか。そしてこのような可能性を踏まえてみれば

こそ、「私」がバーでカクテルを飲みながら Jolandaと交わした際の台詞も漸く、Sinophone 

Literatureという概念と結びつき得る。「僕らは中の液体みたいなものなんだ、もう水なの

か酒なのか区別できないよ」（86）。

4. 「アンボン休暇」からSinophone Literatureを再考する
4-1. 「Roots」と「Routes」：ジェイムズ・クリフォードとSinophone Literature
　ここまで2節にわたって、根

ルーツ

の問題を辿ってきた。この「根」の問題に関しては、既に

参照した高嘉謙の他にも、複数の論者が自身の見解を述べている。例えば史書美は「根」

を先祖伝来のものではなく現在の居住地のものとして、そして「径」を流浪状態ではなく

「Jolandaは彼女のロマンチックな熱帯の旅を続
ける。彼女が憧れるのは青空、碧い水、香料、陽光、
土着の人間だ。時おり私は突然奇想に駆られる。
私も彼女のロマンの一部分―偶然出会った一人
の東洋人男性なのではないか?」(126)。

注 (37)を参照のこと。(41) (42)
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Shih, Shu-mei(2007)、189-190頁。なお同書の中
国語版では rootsは「源」、routesは「流」と訳さ
れているが、ここでは本論文との整合性を優先
してそれぞれ「根」、「径」と訳した。同書から
の引用に関しては以下同じ。

「家
ホーム

」という観念に対するより弾力性を持った理解のあり方として捉えることにより、強烈

な地方意識を持った政治主体の存在が浮かび上がることを強調し、その上で現在の居住地を

「家」と見なすことで「径」は「根」となり得るのだという見解を示している。つまりこれ

により「根」の問題は故郷・祖国か現在の居住地かという二者択一から解放され、より「多

角的な批評」が可能なだけでなく必要になるというわけである(43)。

　しかし前節で分析したように、「アンボン休暇」における「根と径の間の張力」は他者を

排除する男
ファルス

根的構造によって支えられていたのであり、その張力は決して上述の二者択一か

ら解放された状態ではなかった。そしてこの問題は、「南洋述遇」という歴史資料における

現地住民と女性への眼差しがそのまま継承され、かつ「私」というシンガポール華人男性の

主体意識の構築に供するべくその結末が書き換えられたことにも明らかなように、第一義的

には「アンボン休暇」という個別のテクストに関する問題である。従ってこの点を補足する

べく、改めてここで「生活」と「旅行」という対立について検討を加える。

　「生活」と「旅行」は、第2節および第3節で確認したように、「アンボン休暇」における

ルーツ探しの性格を根本から規定する極めて重要な概念であった。「私」父子にとって「旅行」

とは、あくまで自らの基盤たるシンガポールでの「生活」に対して副次的なものに過ぎず、「ア

ンボン休暇」においてアンボン島が時間の存在しない「夷」の空間として設定されるのもそ

のためであった。

　だがこの「生活」と「旅行」という対立は、「アンボン休暇」において登場人物たちが発

する語であると同時に、実はSinophone Literature Studiesにおける根 (roots)と径 (routes)

の議論にとっても極めて重要な用語である。複数の論者が同議論の参照元としてジェイム

ズ・クリフォードの論考を挙げているのだが、そのクリフォードの代表作『ルーツ』におい

ても「生活 (life)」・「居住 (dwelling)」と「旅行 (travel)」との対立が重要な概念として登場

する。クリフォードは居住を前提とした従来のフィールドワークのあり方に対して、実際の

人々は絶えず移動し続けてきたことを強調した上で次のように述べる。

　『ルーツ』はこの移動という前提から出発し、旅行と接触 (contact)が未完の近代にと

って決定的な場であることを論じる。こう呼んで差し支えなければ、その一般的主題

は広大である。人間の位置は静止 (stasis)と同程度に置き換え (displacement)によって

(43)
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構成されているという見解がそれである。［…］私は初期の著作、特に『文化の窮状』

(1988)において、文化という概念が全体論や美学的形式を擁護する性質を有し、また

所謂「生活」という概念の中で価値やヒエラルキー、そして歴史的連続性が特権化さ

れる傾向があることを問題にした。これらの傾向が、多くの不純で御しにくい集団的創

造・生存の過程を等閑視し、時には積極的に抑圧しているということを私は論じたので

ある。(44)

　こうした作業を進める過程で、旅行
4 4

はますます複雑な幅を有する経験として現れるこ

とになった。文化に関する人類共通の前提たるローカリズムを撹乱する、横断と相互作

用の実践として。これらの前提（ローカリズムのこと、引用者注）の下では［…］居住

が集団生活の地域的根拠として理解される一方、旅行は補足的なものとして理解されて

いた。起源 (roots)は常に経路 (routes)に先行する。だが私は問い始めた。もし旅行が

その手綱を解かれ、複雑かつ広範なスペクトルを有する経験として見なされることがあ

るならば、一体どうなるだろうかと。そうなれば置き換え (displacement)の実践は恐ら

く、単なる移動や延長というよりも、複数の文化的な意味を構成するものとして現れる

ことになるだろう。（45）

　これらの引用から了解されるように、クリフォードの関心は「居住」や「生活」といった

静止状態を所与とみなす考え方から距離をとり、従来は「居住」と「居住」を結ぶ単なる補

足として捉えられてきた「旅行」の重要性を強調することにより、これまで等閑視され抑圧

されてきた創造や生存の過程を見つめ直すことにある。クリフォードの視点は「居住」や「生

活」が如何に特権化されたものであるのかを明らかにすると同時に、そうした特権化に囚わ

れない複数性の地平を志向するものでもある。

　それではこのような「起源 (roots)」と「経路 (routes)」の議論に対し、Sinophone 

Literature Studiesにおける根 (roots)と径 (routes)はどのように議論されてきたのだろうか。

既に本論文で言及したものも含め、改めて確認を行いたい。

　華語語系研究は、場所本位ではなく先祖伝来のものとしての「根」の概念、もしくは

(44)

(45)

Clifford, James(1997)、2頁。なお括弧内の原語
は引用の際に引用者が補った。同書からの引用
に関しては以下同じ。
同書、3頁。なお「起源」と「経路」の訳語は同
書の日本語訳に拠った。なお傍点部は原文では

斜体表記となっている。
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家という観念に関して逆説的により倫理的で場所本位な動的概念ではなく、流浪状態あ

るいは家の無い状態としての「径」の概念を疑問視することにより、「根」と「径」の

間の関係を再考することを可能にする。家という観念と起源という概念を切り離すこと

は、特定の地政学的な場所・特定の時間において、現地に対して深くのめり込む政治主

体として生きるということを認識するということである。従って家という観念を居住地

と結びつけることは、現地において具体的な政治参加のあり方を選択する倫理的な行為

になる。例えば「根」無し草的状態に関する、郷愁に駆られた中産階級の第一世代によ

る主張などは、しばしば当人たちすら自らの徹底的な保守主義そして人種主義に無自覚

になるほどにナルシスティックである。居住地は変わり得る― 1度ならず移動する人

もいる―が、居住地を家と見なすことはこのように最も高度な「根」無し草的形式で

あるのかもしれない。そこで
4 4 4

、「径
4

」は
4

「根
4

」になり得る
4 4 4 4 4

。これは現地の国民国家を自

らのものとして認識できず、現地の政治にも参加しない移動性の市民の理論ではなく、

その移動性の政治化である。（史書美『視覚性とアイデンティティ』(46)、傍点は引用者）

　霊根・野草・根
リゾーム

茎といった見解はいずれも、我々にも馴染みのある「根」の論述に

対して修正を迫るものである。この他に、ポストコロニアリズムの大家であるホール

(Stuart Hall)の「根／径」(roots and routes)論も参考になる（脚注12：Hall(2003)。

人類学者クリフォード (James Clifford)にも類似した観察がある）。しかし「根」とい

う隠喩を引用する以上、これらの見解も依然として限界あるいは極限の認証、空間ある

いは位置の定義を取り挙げて、細かく検討することになる。それぞれに政治的意図があ

りながら、含みのある象徴により限定される。我々が挑むのは、これら
4 4 4

「根
4

」を有する
4 4 4 4

―立場
4 4

／位置
4 4

、そして径すらも有する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

―論述
4 4

の他に、まだ異なる理論的突破の可能

性がないかどうかという点である。［…］ここでのキーワードが「勢」である。（王徳威

『華夷風、起こる』(47)、傍点は引用者）

そのため我々は根 (roots)と径 (routes)を並置して観察するのだが、それは恰も二つの「中

心」のようであり、論じるのは二点「の間」(in between)の張力、あるいはその二つが

進んだり退いたりする力である。これは同時に、「根」は決して常に「径」の前にある

(46)
(47)

Shih, Shu-mei(2007)、189-190頁。
王徳威 (2015)、31-32頁。なお「霊根・野草・根
茎」はそれぞれ唐君毅・魯迅・ドゥルーズの議
論を指している。また「勢」とは、中国古典の
概念である「勢」をフランスの漢学者フランソワ・

ジュリアンが理論化したものであり、『華夷風』
の第 4章は「史と勢 (History and Potentiality)」
と題され、関連するテクストが収録されている。
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のではないというクリフォードの主張に応答するものである。「径」とは旅行や移動中

の接触を観察することであるが、その意図はネーション・民族の境界や地域観念を打破

することにある。そして移動する
4 4 4 4 4 4 4

「径
4

」を通じて
4 4 4 4

、新たな
4 4 4

「根
4

」のアイデンティティが
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

同時に創造される
4 4 4 4 4 4 4 4

。（高嘉謙「根と径」(48)、傍点は引用者）

　これらの論述を並べてみると、そこには極めて重要な一つの共通点が存在することに気づ

かされる。それは三者の論述が根源的・本質主義的な「根」を相対化する必要性を訴えてい

ながら、同時に別の「根」や新たな「根」の創造を重視している、もしくはそうした「根」

の深さを容認しているということである。もちろんこれらの論述が最終的に本質主義を称

揚・容認しているということでは全くなく、またクリフォードの論述が「根」の消去、ある

いは「根」を全て「径」へと変換することを主張しているわけでもない(49)。しかし「「径」

はこの意味において「根」となり得る」、「移動する「径」を通じて、新たな「根」のアイデ

ンティティが同時に創造される」といった表現はいみじくも、ある「根」が解体されてもな

お他の「根」が張り巡らされるという「根」の政治の根深さを物語っている。そしてこうし

た事態を鑑みるのであれば、Sinophone Literature Studiesにおける「roots」はやはり「routes」

に対してより特権的で根深いものであると言え、この点においてクリフォードの論述との間

に齟齬が生じることになる。

　従って「根」への執着という事態は、男根
4

的構造へのそれにせよ、「生活」という根
4

拠へのそれ

にせよ、「アンボン休暇」という個別のテクストにのみ限られたものではなく、Sinophone 

Literatureという枠組み・概念そのものと密接に関わる問題でもあるのだと言える。そし

てこれらの深き「根」の上でSinophone Literatureとしての読解が成立しているという事

実は、史書美の主張する多角的な批評や脱中心主義とは明らかに相容れぬものである(50)。

またそもそもポストコロニアリズムを巡る一連の論述を踏まえた上で新しい概念の提出を

試みるSinophone Literature Studiesにおいて、古典的他者とも称して差し支えない現地住

高嘉謙 (2016)、195頁。
「ネイティブ」と「旅人」という表現で以て、ク
リフォードは次のように述べている。「目下の問
題において私が目指すのは、「ネイティブ」と
いう文化的形象を「旅人」という間文化的形象
に置き換えることではない。寧ろその課題とは、
歴史的緊張・歴史的関係を有する特定の事例に
おいて、その両者（「ネイティブ」と「旅人」、
引用者注）間の具体的な仲介の状況に焦点を当
てることである。」（Clifford, James(1997)、24頁）。

「もし華語語系研究の重大な働きとして中国中心
主義についての痛烈な批評が含まれているので
あれば、そこには同時にヨーロッパ中心主義や、
マレーシアにおけるマレー中心主義のようなそ
の他の中心主義についての批評も含まれている。
つまり、華語語系研究とは常に多角的な批評な
のである」（Shih, Shu-mei(2011)、711頁）。

(48)
(49)

(50)
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民と女性が排除されるという事態が含む問題性は極めて大きいと言わざるを得ない(51)。

　なお王徳威はChinese LiteratureにせよSinophone Literatureにせよ、結局は特定の地理

（中国大陸／海外）あるいは心理的座標（中国／自らのアイデンティティへの焦り）を起点

としているという事実を指摘した上で、こうした「根」の論述を脱した論述が必要であるこ

とを訴えているわけであるが、本論文における主要な参照先である「ポスト遺民論」が他な

らぬ王の理論であったことを考えれば、その訴えは少なくとも現段階では、「根」の問題に

おける根本的矛盾を解決するもの足り得ていない。

4-2. 根
リゾーム

茎的読解の理論的可能性
　それではこの矛盾に対して、Sinophone Literature Studiesは如何に応答するべきであり、

また如何に応答することができるのだろうか。次に引用したのは、Sinophone Literature 

Studiesのあり方自体について言及する史書美と王徳威の論述である。

　華語語系研究―国民国家の地政学およびその覇権的な産物の周縁にある中国語文

化についての研究であると見なされている―は中国内部の植民地主義と中国からの

移民が移住=植民したあらゆる華語語系コミュニティとの連結に注目する。華語語系研

究は、国民国家の勃興以来言語・文化・エスニシティ・ナショナリティの間に形成され

た等価関係の鎖を断ち、具体的で独特なローカルの華語語系のテクストや文化
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、そして
4 4 4

周縁で
4 4 4

／周辺から生まれる実践について深く考えることにより
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、中国と中国性、アメリ

カとアメリカ性、マレーシアとマレーシア性、台湾と台湾性などといった、変幻自在で、

多種多様で、創造的で、重なり合う周縁たちを探索するものである。（史書美「華語語

系の概念」（52）、傍点は引用者）

　『華夷風』の選集の狙いは新しい批評の方法を発明することよりも、寧ろ理論的資源

人種やジェンダーに関しても、クリフォードは
Sinophone Literature Studiesの論者と比べてより
自覚的な言及を行っている。「「良い旅行」（英
雄的、教育的、科学的、冒険的、貴族的な旅
行）とは男性がおこなう（べき）ものなのだ。
女性は重要な旅行から除外される」（Clifford, 
James(1997)、31頁）、「人種主義はこのこと（旅
行文学において有色人種が重要な表象を与えら
れないという状況、引用者注）と大いに関係が
ある。というのも旅行に関する支配的な言説に

おいて、非白人が英雄的な冒険者、美学を解釈
する者、科学の専門家として描かれることなど
あり得ないからだ」（同書、33頁）。
Shih, Shu-mei(2011)、710-711頁。

(51)

(52)
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を反省し、その作用エネルギーを歴史状況の内部で検討することにある。我々は華語語

系文学を中国と海外の文学を合わせた名詞と見なすつもりはない。我々がより期待する

のは、それを弁証の起点
4 4 4 4 4

と見なすことである。そして弁証は必ず文学の創作と読解の過
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

程において実行されねばならない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。あらゆる言語の交わりと同じように、華語語系文学

が示すのは変動するネットワークであり、それは対話で満ちながら誤解にも満ちてい

る。それらの対話・誤解はお互いに口を合わせたとしても、一つに集まることはないだ

ろう。だがいずれにせよ、元々国家文学を重点としてきた文学史研究には、改めて思考

する必要性が生じるべきなのだ。（王徳威「はじめに」『華夷風』(53)、傍点は引用者）

　両者の議論は主に中国の政治性を巡って大きく異なる方向性を示しているが、それにも関

わらずどちらもテクストというレベルで思考すること、創作と読解において弁証を行うこと

の重要性を共に強調している。つまりSinophone Literature Studiesにおいて、前項で引用

したような理論面での模索とはあくまでも具体的なテクストの読解によって支えられた試

みに他ならないのである。

　従ってここで「アンボン休暇」という具体的なテクストの読解をもう一度思い返してみる

のであれば、その過程とは男
ファルス

根的構造における異なる「根」として、Jolandaが張る「根」

をテクストの内部に発見する作業であった。Jolandaは時には「接点」として時には「書き手」

として、「私」を支える強固な「根」を相対化するだけでなく、更に「生活」を前提としない「旅

行」、それ自体で独立的価値のある「旅行」のあり方を示すことで、「私」父子のアンボン行

きに潜む「生活」の論理に対する批判的視座をも提供してくれたのであった。

　そしてこの個別の読解の結果を理論へと敷衍するのであれば、あるテクストをSinophone 

Literatureという枠組みに従って読解する場合には、同時にSinophone Literature Studiesの

最大の関心事である中国語エクリチュール・華人意識からは逸れる事象への注目が不可欠で

あり、そうした事象に注目して初めて、テクストは複数性と相対性に満ちた根
リゾーム

茎的読解の可

能性へと開かれるということになる。そのような視点を欠いた読解を強行してしまっては、

その読解が既に「多角的な批評」足り得ないことはあまりにも明白である。

　また最後に更なる理論的補足として、言語の問題について少しだけ触れておきたい。ここ

まで特に言及してこなかったが、「アンボン休暇」における会話は、発話時にはそれぞれの

(53)王徳威 (2016)、9頁。
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言語（アンボン島の現地語・インドネシア語・英語・中国語）で話されていたはずであり、

またテクスト中に引用される「南洋述遇」も元は文言文で書かれたものであった。しかしそ

れらの言語はテクストでは全て予め中国語の現代白話文に翻訳されており、またその翻訳の

過程があって初めて、「アンボン休暇」は中国語を解する読者という広範な読者を獲得した

のだと言える。

　つまり「アンボン休暇」においては、書き言葉としての中国語・現代白話文という特権的

な言語の存在が大前提とされた上で初めて言語的多様性の展示が可能となっているのであ

り、ここにはこれまでに論じたルーツ探しと同根の問題が潜んでいる（54）。例えば高祖父が「息

子」にのみ京の言葉を伝承している点などは、言葉の問題と「根」の政治とが重なるさまを

示す一つの好例である。

　従ってこうした見えづらい特権性に対してもまた十分に注意を促してゆかないと、

Sinophone Literatureという概念は男性中心主義に加えて、非中国的華文・華人中心主義と

いう新たな覇権主義へと横すべりしてしまいかねない。同概念が既存の中国文学研究や海外

華人文学研究に対抗することでその批評性を確立している以上、こうした横すべりに常に注

意を払うことが絶対的に義務付けられているのであり、その可否はテクストそのもののみな

らず、個々の読者の読解にも託されているのである。

王徳威は『華夷風』所収のテクストがすべて「漢
語」で書かれていることに言及しながら、次の
ように述べている。「Sinophoneの内側あるいは
外側で、Xenophone ―外来の・異邦の・非
華語の―要素の表象を検討することを特に提
案したい。両者は「華夷風（Sinophoneの訳語、
引用者注）」の更に微妙な含意を構成する。本書
に選ばれたのはいずれも漢語で書かれた作品で
あるが、華夷風がひとたび吹けば、テクスト内
外の多音のチャンネルが必然的に明らかになる」

（同書、8頁）。Xenophoneという概念自体はま
だ提唱段階であり、そのより具体的な内実に関
しては今後の議論を待たねばならない。但しこ
の概念が結局は再び「華」のために「夷」を参
照するのではないかという点、ないし漢語エク
リチュールの覇権性に対して果たして有効に機
能し得るのかという点については大きな疑問が
残る。

(54)
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