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現実と幻想の狭間に生きる人間

１．はじめに

　近年のアメリカには、英語で小説を書く中国出身の一人の女性作家がいる。イーユン・リーだ。

イーユン・リー（Yiyun Li）は、1972年北京生まれ、北京大学で免疫学の学位を取った後、アイ

オワ大学に留学し、免疫学の修士学位を取得して博士後期課程に入った。しかし、博士在学中文

学創作に興味を感じたリーは免疫学科を中退し、同大学の創作科（Creative Writing）に入り、

2003年にデビュー作「あまりもの」（Extra）を発表した。それ以来、長編小説３部と短編小説集

２部を刊行している。

　中国に起源を持ち、アメリカで英語を使って文学作品を書く作家は、一般に中国系アメリカ人

作家（Chinese American Writers）、中国では華人作家と名付けられて研究されてきた。中国出

身のイーユン・リーも当然華人作家とみなされている。華人作家の系譜は19世紀アメリカで生計

を営む労働者と留学生に遡ることができるが、それが栄えるのは20世紀になってからのことであ

る。特に20世紀の後半になって、フランク・チン（Frank Chin、1940－）、エイミ・タン（Amy 

Tan、1952－）、ハ・ジン（Ha Jin、1956－）のような名手が現れた。21世紀に入っては、イー

ユン・リーとケン・リュウ（Ken Liu、1976－）が若手作家として注目を浴びている。フランク・

チン、エイミ・タン（Amy Tan、1952－）とハ・ジンは20世紀最後の三十年で創作活動を始めた。

イーユン・リーとケン・リュウはその次の世代の作家だ。この世代の華人作家の文学創作では、

アイデンティティーの問題と中国イメージが二つの重要なテーマである。

　アイデンティティーの問題とは、マイノリティーとしての中国系アメリカ人がアメリカで生き

る際に直面する様々な問題を指す。フランク・チンは Aiiieeeee! An Anthology of Asian-Ameri-

can Writers（1974年）の序文で、アメリカ人がアジア系アメリカ人に対して抱いてきた偏見を

列挙して批判している。そのような偏見を打ち砕くため、マイノリティーとしてのアジア系アメ

リカ人作家はアジア系アメリカ人の生活を描いて、自分たちの文学創作の正当性と重要性を主張

すべきだと提唱した。このような創作意識のもとで、彼は劇作や批評エッセイを創作し、斬新な

中国系（アジア系）アメリカ人像を作ろうとした。エイミ・タンの作品では、アメリカ生まれの

中国系アメリカ人の女性が描かれており、アメリカで生きる中国系アメリカ人の女性が直面する
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様々な問題についての関心が伺われる。このように、アイデンティティーの問題は華人作家の文

学創作において重要な位置を占めている。

　もう一つの重要なテーマは中国イメージである。彼らには、中国という文脈に強い関心をもっ

て、意識的に中国を描き、中国イメージを作ってアメリカ人に伝えようとする傾向が見られる。

代表的な作家として中国黒竜省ハルビン市出身のハ・ジンがあげられる。ハ・ジンが文学創作を

始めたのは1989年の天安門事件の翌年であった。彼自身がインタビューで言ったように、天安門

事件は彼に大きな衝撃を与え、彼が英語で文学を創作する原因の一つとなった（１）。その作品から、

現代中国の政治と歴史に対する強い関心、そして意識的に中国を描こうとする姿勢が読み取れる。

この世代の華人作家の作品の総体をみれば、アイデンティティーの問題と中国イメージの二つの

テーマが重要な位置を占めていると言えるだろう。

　しかし、新世代の華人作家の一人であるイーユン・リーの作品には、この二つのテーマから離

脱する傾向が見られる。まず、リーの作品には、中国系アメリカ人を描くものがほぼ見られない。

“The Princess of Nebrasaka”“A Thousand Years of Good Prayers”の二つの短篇はアメリカ在

住の若い女性たちを描いているが、アイデンティティー意識が作品の主な関心ではない。また、

リーの小説の多くは中国を物語の舞台に設定しているが、現代中国の政治や歴史を描くことはな

い。時々、天安門事件などの歴史事実に触れているが、それはあくまで小説の時間性を暗示する

ものとして機能している。とりわけ、リーの小説は中国という場所に生きる「小さな人物」を主

人公にし、荒涼とした現実と人物の内面を鋭く描いているが、現代中国という大きな文脈への関

心は読み取れない。しかも、その小説の中の人物像が現実の中国人を反映しているとは言いがた

い。これは、リーの作品ではアイデンティティー問題と中国イメージが重要性を失っていること、

そしてその作品の特徴が別のところにあることを示唆している。

　にもかかわらず、先行研究では、アイデンティティー問題と中国イメージの二つの側面から

リーの小説を検討するものが少なくない。例えば、中国では、唐蕾と愈洪亮は「アイデンティ

ティー構築」というキーワードを用いて、リーがどのように小説創作を通して英語作家としての

自分を構築しているかについて検討する（２）。日本では、濱田麻矢がリーの「市場の愛」を取り

上げて、この小説を中国という文脈へ還元して、「アメリカという国は登場人物の祖国中国への

感情を映し出す鏡として作用している」と分析している（３）。アメリカでは、“China”と“identity”

の二つのキーワードを用いて、リーの小説を解釈するものが多い（４）。今までの先行研究はイー

ユン・リーが前世代の中国系アメリカ人作家の文学創作から離脱しているという傾向に注目して

いないようだ。

　この離脱を裏付けるものとして、イーユン・リーは欧米文学の影響を受けていることが挙げら

れる。リーは中国語で小説を書いた経験がなく、最初から英語で小説を書いている。回想録

Dear Friend, From My Life I Write to You in Your Life によれば、中国文学からの影響は薄く、
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むしろ欧米文学から強い影響を受けているようだ。中国メディアのインタビューを受けたとき、

「最初から英語をつかって書いているし、作家になる前に大量の英語作品を読んでいた」と言っ

ている（５）。また、同じインタビューによれば、作家になるためにフローベール、ツルゲーネフ、

トルストイ、チェーホフなどの古典作家の作品を読むべきだという。リーは明らかに欧米の文学

伝統を意識しながら、小説を書いていると言えるであろう。リーの作品の特質を理解するために

は、欧米文学の影響を無視することはできない。

２．イーユン・リーとウィリアム・トレヴァー

　欧米作家のうち、イーユン・リーは特にアイルランドの著名な作家ウィリアム・トレヴァー（６）

の影響を強く受けている。その影響について、リーは2017年に出版された上記の回想録の中でた

びたび言及している。トレヴァーの小説が大好きで、彼の小説を読んだ後、免疫学の博士課程を

中退して文学創作の道を選んだと書かれている。また、「書くことは世界をみる方法を見つけ出

すことだ。トレヴァーを読んでいる時、彼のように世界を見たいとはっきり思った。」（「To 

write is to find a way to see the world, and I did not doubt, as I was reading Trevor, that I 

wanted to see as he does」）（７）と言っている。最初の短編集が出された後、イーユン・リーはア

イルランドへ行きウィリアム・トレヴァーを訪ねた。二人は友人になり、その後も面会したり、

小説創作について話し合ったりした。その友情は、2016年にトレヴァーが逝去するまで続いた。

リーとトレヴァーの関係はよく知られているが、概ねの批評は二人の作家の作品におけるスタイ

ルとテーマの類似性を印象的に指摘することにとどまっており、仔細なテキスト分析を通じて二

人の作家を比較するような論文は未だ見られない。

　上述の回想録で、イーユン・リーはこのような一節を書いている。「長年にわたって、私はウィ

リアム・トレヴァーの『二つの人生』、「ツルゲーネフを読む声」と「ウンブリアの私の家」の二

つの中編小説を集めた小説集を持ち歩いていた。前者が私の一番好きなトレヴァーの小説だ。」（８）

（For many years I carried with me William Trevor’s Two Lives, a collection of two novellas, 

‘Reading Turgenev’ and ‘My House in Umbria’, the former my favorite work by Trevor.）『ふ

たつの人生』は1991年に出された小説集で、中には「ツルゲーネフを読む声」と「ウンブリアの

私の家」の二つの中編小説が収められている。リーはトレヴァーのこの小説集を熟読しているら

しい。

　『二つの人生』とイーユン・リーの小説を比べた結果、論者はリーの作品に似たような物語構

造の作品があるという事実に気づいた。イーユン・リーの「優しさ」とウィリアム・トレヴァー

の「ツルゲーネフを読む声」は、物語の構造において似たような「現実─読む─幻想」の構造を

持っている。そして、リーの新作 Where Reasons End とトレヴァーの「ウンブリアの私の家」

は物語の構造において似たような「現実─語る─幻想」の構造を持っている。本論はこの四つの
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作品を取り上げ、ウィリアム・トレヴァーの作品と比較しながら、イーユン・リーの小説におけ

る「現実─幻想」の構造を分析し、二人の作家の共通性を論じていく。ウィリアム・トレヴァー

との比較を通じて、今まで注目されなかったイーユン・リーの作品の持つ特質が明らかになるだ

ろう。

　「幻想」というキーワードについて少し説明しておきたい。最初にイーユン・リーの短編小説

における「幻想」という構造について議論したのは楊駿驍である。楊は「イーユン・リーの短編

小説における幻想」において、リーの四つの短編小説を取り上げて、「大きな物語」（グランド・

ナラティヴ）の失墜と「幻想」の概念から分析を行っている。楊によれば、リーの小説における

「幻想」は「大きな物語の失墜、あるいはラカンのおなじみの言葉で言うならば「象徴界」の弱

体化とその補填として」機能している（９）。楊の言う通り、リーの小説はよく小さな人物の小さ

な物語を描く。それはまさに「大きな物語」が失墜しているように思える。また、「幻想」は楊

と論者が選んだ六つの小説以外の作品にも現れており、リーの小説における重要なテーマだと言

える。リーの小説においては、現実社会から排斥された小さな人物が自分の直面する厳しい現実

生活に失望を感じて、虚しい想像を用いて現実と対峙する。「幻想」というのは、作中の人物の

作り出した現実性のない想像世界であって、現実から逃避する一つの手段でもある。

３．「現実─読む─幻想」の構造

　イーユン・リーの「優しさ」とウィリアム・トレヴァーの「ツルゲーネフを読む声」の二つの

物語には、社会から排斥された女性が描かれている。現実世界に対して失望を感じた女性は、小

説を読むことを通して一つの幻想世界を作り出し、その幻想世界を支えに生きていく。このよう

な「現実─読む─幻想」という構造が二つの作品の共通点だ。

3. 1.　ウィリアム・トレヴァーの「ツルゲーネフを読む声」

　この小説では、主人公のメアリー・ルイーズ・ダーロンは不幸な婚姻を結び、愛する人を失う。

その後、現実世界に失望を感じ、ツルゲーネフの小説を読むことを通して幻想世界を作り出し、

その幻想世界を支えに生きていく。ここでは主人公のメアリー・ルイーズに焦点を絞って、彼女

の目にみる現実世界と幻想世界について分析したい。

①メアリー・ルイーズにとっての現実世界

　メアリー・ルイーズにとって現実世界とはどのようなものだろうか。それは以下の四点にまと

めることができる。

　① 衰退したプロテスタント世界。物語の舞台となる田舎町カリーンはプロテスタント信徒とカ

トリック信徒が共存する世界だが、プロテスタント信徒は僅か30余人しかいない。メア
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リー・ルイーズもプロテスタント信徒の家に生まれている。彼女にとって、プロテスタント

世界の衰退は結婚相手の選択の余地が狭いということを意味している。

　② 貧乏な農場暮らし。メアリー一家は町から三マイルを離れた郊外の農場で生活を営んでいる。

古くて質素な小さい家屋に、家族五人で住んでいる。二十七エーカーの土地で行われる農牧

業がこの家の主な収入源だ。しかし、この家屋と土地はメアリーの弟が継続するものなので、

メアリー姉妹にとって結婚は人生の唯一の道である。

　③ メアリー・ルイーズは農場生活から逃げるために、町の中心で服地屋を構えている35歳の 

エルマー・クウォーリーと結婚した。これは愛のない方
marriage of convience

便の結婚である。しかも、二人は

性
u n c o n s u m m a t e d   m a r r i a g e

交渉のない結婚生活をして、不毛な夫婦関係を保ち続ける。そして、夫の姉たちに嫌われ、

排斥されるようになる。

　④ メアリーは何年も会っていなかった病弱ないとこのロバートに偶然に出会い、彼を唯一の親

友に選び、自分の悩みを彼に訴える。二人は段々とお互いに好感を抱くようになるが、半年

もたたないうち、ロバートは病気で死んでしまう。メアリーは現実世界に失望を感じ、周り

の人間と交際しないようになる。最後は精
a s s y l u m

神病者収容所に送られて、そこで三十一年間暮ら

す。

　メアリー・ルイーズにとって現実世界とは、希望を与えてくれない、人生の可能性を持たない

荒涼たる世界にすぎない。彼女の生活空間、父母の家も夫の家も町そのものも生活の絶望を暗示

する空間である。このような荒涼たる世界と対峙するために、メアリーは幻想世界を作り出す。

②メアリー・ルイーズの幻想世界

　ロバートは生前家の近くの廃棄されたプロテスタント墓地で、ツルゲーネフの三つの小説『そ

の前夜』『初恋』『父と子』を常にメアリーに読んであげていた。その本を読む声がメアリーの記

憶に残る。ロバートが死んだ後、メアリーは人間関係を断ち切り、彼の遺品を集めて服地屋の上

のア
a t t i c

ティック（屋根裏の廃屋）に設置し、そこで日々を送るようになる。時には郊外の墓地に行

き何時間も一人でいた。ティックでも墓地でも、メアリーはツルゲーネフの小説を読んで、幻想

世界を作り出す。小説には次のようなシーンが描かれている。

　「もちろんしていないわ」居眠りしてやしないかといとこに尋ねて、彼女がまた答えた。

「するわけないじゃない、ロバート」

　……墓地で目を閉じると、緑地を背景にして塔やあずまやがあちこちに浮かび上がった。

シナノキの老樹の木陰にテーブルクロスが広げられていた。「御者と召使いとメイドが、馬

車から食べ物が入ったバスケットをいくつも運んできた。」

　……そして彼女は、この家に平穏が訪れたあかつきには金縁のカードにロバートの名前も
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添え、日付と時刻を印刷して、左下には RSVP〔ご返事たまわりたく〕と記した招待状を発

送しようと考えていた。（10）

　‘Of course I haven’t,’ she replied again when her cousin asked her if she’d fallen asleep. 

‘Of course not, Robert.’

　……When she closed her eyes in the graveyard, towers and pavilions were etched 

against the green of parkland. A tablecloth was spread beneath old limes. ‘The coachman 

and a footman and a maid brought the baskets from the coach…’

　……And if ever silence came in the house she would send out invitations ─ gold-edged, 

with her cousin’s name on them also, giving a date and a time, with RSVP on the bottom 

left-hand corner.（11）

　すでにいとこは死に、メアリー・ルイーズは一人で墓地にいる。しかし、彼女の想像の中では、

ロバートがまるでそばにいて話し合っているようだ。塔、あずまや、シナノキの老樹、テーブル

クロスなどは墓地の実景ではなく、ツルゲーネフの『その前夜』に出てくるシーンである。「御

者と召使い」の句も『その前夜』からの引用だ。つまり、メアリーは『その前夜』の小説世界を

現実に投影して、小説世界があたかも自分の目の前に広がっているように想像する。また、自分

とロバートをツルゲーネフの小説に投影して、二人が結婚した夫婦であるように想像する。

　小説にはこのように、メアリー・ルイーズが一人でツルゲーネフを読みながら、自分といとこ

が共に暮らしている世界を思い浮かべるシーンが何度も描かれている。小説の世界とメアリー・

ルイーズの想像世界が一体化して、荒涼とした現実世界と孤独を駆除する力になる。いとこが生

きていたころ、二人は互いに好感を抱いたが、愛を告白しなかった。しかし、メアリーの想像世

界では、その愛情が実体あるものとして存在し、彼女に幸福感をもたらしている。彼女はツルゲー

ネフの小説を読むことを通して愛情を幻想化しているのだ。しかも、その幻想化された愛情が一

生にわたって彼女の頭の中で生き続け、彼女の人生を支える力になる。

　精神病者収容所では、女性たちが自分の過去を語ることが日常的な慣習になっている。メア

リー・ルイーズがいつも夢見て語る過去は自分といとこの関係だ。そして、三十一年の収容所生

活を終えて夫の家に戻ったあとも、彼女はいとこの墓へ参ったり、教会で牧師に向かっていとこ

への愛情を語ったりする。メアリー・ルイーズにとって、ツルゲーネフの小説を読んで作り出し

たその幻想世界はすでに実際の記憶として、彼女の人生を支えてきた。つまり、小説世界に基づ

いた幻想世界は現実世界になりかわり、現実世界よりも現実となっている。

　このように、「ツルゲーネフを読む声」は、荒涼たる現実世界に対して失望感を抱いた女性が

小説を読むことを通して、一つの幻想世界を作り出し、その幻想世界を支えに生きていくという

構造を持っている。この仕組みを「現実─読む─幻想」の構造と名付けても差し支えないであろ
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う。面白いことに、イーユン・リーの「優しさ」にも似たような構造が見られる。

3. 2.　イーユン・リーの「優しさ」

　「優しさ」（Kindness）は2010年に発表された中編小説、イーユン・リーの短編小説集『黄金

の少年、エメラルドの少女』に収録されている。41歳の「私」は、魏中尉が逝去したという知ら

せを受けて、23年前のことを思い出す。一年の軍営生活、養父母のこと、杉
シャン

教授のことなどの過

去を「思い出」という形で一人称の「私」が語る。この小説は同じく「現実─読む─幻想」の構

造を取っている。本論では、「私」の養母、杉
シャン

教授と「私」の三つの人物に焦点を絞って分析する。

①「私」の養母という人物

　まずは「私」の養母という人物を見てみよう。「私」の養母は若いとき、ある既婚の男を愛し

たが、「女
n y m p h o m a n i a

子色情狂」の患者とみられて、親たちにも捨てられ、生きる場所を失った。精神患者

収容所に閉じ込められたくない養母は、三十歳年上の「私」の養父と愛のない方便の結婚を選ん

だ。結婚後、二十年間、散歩を除けば、ベッドルームを出ることはほぼなかった。まさに社会か

ら排斥され、ベッドルームという限られた現実空間に生きる女性である。養母にとって、現実世

界は希望を与えてくれない荒涼たる世界にすぎない。

　この現実世界と対峙するために「私」の養母は恋愛小説という幻想世界を構築するようになっ

た。結婚後、養母と養父はベッドを分けて寝ていた。養母のベッドには、彼女が二十年にわたっ

て収集した古典詩歌や恋愛小説が積み上げられている。養母は毎日ベッドルームで本を読んで想

像する。そして日常生活の会話でさえ、現代語を使わず古い文語を使うようになる。では、「私」

の養母が小説を読みながら想像した世界は一体どのようなものだろうか。「優しさ」では次のよ

うなシーンが描かれている。

　ときどき私たちが食べ終わるのを待ちながら、窓の外を通る人々について意見を述べた。

たとえば、上の階に住む女性のことを〈揚げたてのパンみたいにべたべたでふっくら〉と評

した。……母は世間の人々を観察するのに飽きると、一日中手放さない楕円形の鏡で自分の

顔をじっくりと鑑賞した。「召使いの運命に陥った姫」彼女は誰に言うともなくそう言った。（12）

　Sometimes, waiting for us to finish eating, she would comment on the people passing by 

outside our window: Oily and puffy as fresh fried dough……When she grew tired of watch-

ing the world, she would study her own face in an oval mirror that she kept close to her 

all day long. “A princess trapped in the fate of a handmaiden,” she would say to no one in 

particular.（13）
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　食事の途中、部屋の窓を通り過ぎた女性を見て、養母は読んだ本から「揚げたてのパンみたい

にべたべたでふっくら」という言葉を借りて批評した。また、鏡に映った顔を見て、自分を恋愛

小説の中の「召使いの運命に囚われた姫」と同一視した。つまり、「私」の養母は恋愛小説の目

を借りて現実世界を見ている。隣人と自分を小説の世界に投影して幻想世界を作り出したのだ。

希望のない荒涼たる現実世界と違って、恋愛小説に基づいた幻想世界は「優しい」運命の可能性

を暗示して慰めてくれた。養母にとっては、「幻想」を抱くという行為が生きる力になっていた

のかもしれない。「ツルゲーネフを読む声」のメアリー・ルイーズと同じく、「私」の養母にも「現

実─読む─幻想」という構造が見られると言ってよいだろう。

②杉
シャン

教授という人物

　続いて杉
シャン

教授という人物を見てみよう。孤児であった杉
シャン

教授はある単身の女性に引き取られて

育てられた。若い時は上海の一番いい女子学校で英語を勉強し、後に師
teachers college

範学校で教師を務めたが、

解放後「疑
d u b i o u s  h i s t o r y

わしい過去」の持ち主という理由で学校から解雇された。何年も前に夫が離婚もせず

に消えた。二人の子供も大学卒業後外国へ行ったきりだ。杉
シャン

教授はワンルームのアパートで一人

暮らしをしていて、近隣とは交際しない。

　小説中の杉
シャン

教授に関する描写は、概ね「私」の目を通した間接描写で、直接描写は少ない。「私」

の目からみた杉
シャン

教授はアパートという空間に一人で生き、英語小説に執着して誰に対しても冷淡

な人間である。彼女の住むアパートについて次のような描写がある。

　杉
シャン

教授の住まいはやはりワンルームで、一人暮らしにもかかわらず我が家よりごちゃご

ちゃしているように思えた。テーブルと椅子とシングルベッドを除くと、部屋は収納箱ばか

りでひしめいていた……どの収納箱の上にも本がのっていた。（14）

　Professor Shan’s place, a one-room unit also, seemed more crowded than ours even 

though she lived there by herself. Apart from a table, a chair, and a single bed, the room 

was filled with trunks……On each trunk there were books.（15）

　何はともあれ最初の日、杉
シャン

教授の部屋に座っていた私は、かつてここに一家がいたことが

想像できなかった。額入りの写真も外国の住所が書いてある手紙もなかったし、収納箱でひ

しめく部屋は彼女一人でも狭すぎるように思えた。（16）

　In any case, sitting in Professor Shan’s room on that first day, I could not imagine that 

the place had once been occupied by a family. There were no framed photographs or let-

ters bearing foreign addresses, and the room, packed with the trunks, seemed too small 

even for Professor Shan herself.（17）
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　簡素で狭いアパートには、家庭生活の気配がない。過去の記憶は全部トランクの中に閉じ込め

られているのかもしれないが、英語小説だけが目立つようにトランクの上に積み上げられている。

過去を捨てて英語小説に執着している孤独な女性像が想像できる。悲しい過去を抱えている杉
シャン

教

授にとって、現実世界と現実世界の人間は関心を寄せる価値のないものに過ぎない。現実よりも、

英語小説の世界の方がより心を慰めてくれる世界なのだろう。彼女はいつも英語小説を読み、英

語小説の目を通して現実を冷淡に観察している。

　そしてこの杉
シャン

教授は養女に取られた「私」にも関心を払うようになる。「私」に英語を教えて

くれ、自分の過去も語ってくれた。英語小説から様々な人生に関する箴言を読み取り、それを自

分の人生と「私」の人生に適用する。つまり、英語小説の世界と現実世界を重ね合わせるのだ。

英語小説の世界を語ることと自分の過去を語ることを通して、一つの想像世界を作り出し、それ

を現実世界に置き換える。言い換えれば、アパートという限られた現実空間において、英語小説

を読むことを通して過去を幻想化しているのだ。

③「私」という人物

　最後にこの小説の主人公である「私」について分析する。

　この物語は「私」が過去の出来事を徐々に思い出す形で展開していく。しかし、語る時点では、

「私」はどのような人物だろうか。物語に散在するメッセージを集めると、そのイメージが自然

に浮かんでくる。「私」は41歳の未婚の女性で、親戚もおらず、友達もいない。そして、仕事の

とき以外、外出することはほぼないし、町を離れることもない。周りの人間や出来事を観察する

が、決して関与はしない。つまり現実世界に対して冷淡で無関心である。自分の生きる世界に対

して、ある種の失望感を抱いて距離をとっているように思われる。この「私」からは二重の幻想

の構造が読み取れる。

　一つは、養母と杉
シャン

教授と同じように、小説を読むことを通して幻想世界を形作り、現実世界と

対峙する構造である。この点に関しては、次のように書かれている。

　私はいま母の本にのっていた古代詩をそらんじている。また、恋愛小説を読み返して飽き

ることがない。ひどい文章のひどい物語だけれど、数々の障害やありえないような状況にも

負けずに人が恋人と結びつく、優しい運命について書かれている──そして、最後にはなに

もかもうまくいくという、はかない希望を必ず与えてくれる。きっと昔は、母も与えられて

いたのだろう。

　でも心から共に生きているのは、杉
シャン

教授の本の数々だ。ディケンズ、ハーディ、ロレンス。

彼らは年若い少女だった私と出会い、いつか老女となった私に出会うことになる（18）
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　I now memorize ancient poems from my mother’s books. I reread the romantic stories 

and never tired of them. They are terrible stories, terribly written, yet they are about fate, 

a kinder fate that unites one with her lover despite hardships and improbability̶and they 

never fail to give me a momentary hope as they must have given my mother years ago, as 

if all will be well in the end.

　But it is Professor Shan’s collection that I truly live with, Dickens and Hardy and Law-

rence, who once saw me as a young girl and who will one day see me as an old woman.（19）

　養母と杉
シャン

教授が死んだあと、私は養母からは部屋と恋愛小説を、杉
シャン

教授からは英語小説を相続

した。この事実が示唆するのは、私が養母と杉
シャン

教授から幻想世界を受け継いだということだ。養

母と杉
シャン

教授が生前したように、私も恋愛小説と英語小説を読んでいる。現実世界の人間と物事に

対して無関心である「私」は、小説世界に希望と優しい運命を見出す。こうして小説を読みなが

ら想像するのは一種の幻想行為だ。そして二十年近くの間、この幻想行為は「私」の日常的な慣

習になっている。これが「私」における第一の「現実─読む─幻想」の構造である。

　それだけでなく、「私」にはもう一つの幻想行為が見られる。次の引用を見てみよう。

　この二十年、繰り返して見る夢がある。いまの生活を捨てて軍に戻らなくてはならなくな

る夢で、毎回魏中尉が出てくる……私は自分の人生に関わってきた人を忘れたことはない。

私には自分の人生と言えるものがあまりないからかもしれない。私が覚えている人たちは、

彼らの分だけでなく私の分まで人生を生きている。でも私の人生を奪っている彼らは何も知

らないのであり、私は自分を責めることしかできない。（20）

　A dream has occurred repeatedly over the past twenty years, in which I have to give 

up my present life and return to the army. Always Lieutenant Wei is in the dream……I 

have never forgotten a person who has come into my life, and perhaps it is for that reason 

I cannot have much of a life myself. The people I carry with me have lived out not only 

their own rations but mine too, though they are innocent usurpers of my life, and have 

only myself to blame.（21）

　この小説は、一人称（22）で語られた物語で一回限りの思い出を語っているように見える。しか

し「私」は、実は二十年間、同じ夢を見ている。物語に現れる人物と出来事がその夢にも現れ、

「私」の人生の一部になっているのだ。二十年という長い年月にわたり、「私」は夢見ることと過

去を回顧することを通して、他人の人生と自分の過去を幻想化する作業を繰り返している。そし

て、幻想化された過去から「優しさ」を感じ取る。一人称で物語を語るという行為は、実は過去
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を語ることを通して幻想世界を作り上げる作業である。

　つまり「私」という人物においては、限られた現実空間で、小説を読むことを通して幻想世界

を作り出すことと、そして「語る」という行為を通して過去を幻想化すること、の二重の「現実

─幻想」の構造が存在していると言える。

　以上の分析が示すように、ウィリアム・トレヴァーの「ツルゲーネフを読む声」とイーユン・

リーの「優しさ」は、人物像の描き方において、似たような「現実─読む─幻想」の構造を持っ

ている。上にも述べたが、「ツルゲーネフを読む声」はイーユン・リーが最も好きなトレヴァー

の小説である。二つの作品の共通性は偶然ではなく、イーユン・リーがウィリアム・トレヴァー

を意識していることを物語っているのではなかろうか。

４．「現実─語る─幻想」の構造

　イーユン・リーとウィリアム・トレヴァーの作品に見える共通性はもう一つある。ウィリアム・

トレヴァーの「ウンブリアの私の家」とイーユン・リーの Where Reasons End には、主人公で

ある女性作家が言葉で幻想世界を作り出して、その幻想世界を自分に語る、あるいは幻想世界を

物語として他人に語る、という「現実─語る─幻想」の構造が見られる。以下、この二つの小説

について比較分析を行う。

4. 1.　ウィリアム・トレヴァーの「ウンブリアの私の家」

　主人公の「私」はロマンス小説の女性作家である。ある日、近くの町へ買い物に行くために列

車に乗った「私」は爆弾テロに遭って負傷する。同じ車両の生存者はほかに三人いた。三人の生

存者はウンブリアにある「私」の家に集まり、一夏休養することになる。この小説はその一夏の

物語である。ここでは「私」に焦点を絞って分析したい。

　「私」はイングランドのある海辺の町で生まれたあと、その町で旅行中の両親に捨てられた。

子供のいないトライス夫婦は「私」を引き取り、16歳まで育ててくれた。しかし少女時代は美し

い記憶ではない。まともな教育を受けていない上、養父に性的ないたずらをされ続け、養母にも

嫌われていた。16歳のとき「私」はトライス夫婦の家から逃げ出して不安定な人生を始めた。前

半生はイングランド、アメリカ、アフリカなど世界の各地を転々として生活を営み、何度も恋愛

を経験したが、結婚せず、やがて一人で老いていく。「私」は養父母を離れた時から、偽名を使

うようになった。生きる場所を変える度に名前も変えたせいで、いくつもの偽名を持っている。

偽名は過去の象徴である。複数の偽名を見れば、「私」は豊富な人生経験の持ち主であるに違い

ない。しかし、「私」は「名前はどうでもいいと思っている」（23）。過去の記憶はあまり好ましく

はないからだ。結婚もしていない「私」の一番好きな偽名は「ミセス・デラハンティ」である。
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これは皮肉である同時に、「私」がまだ過去の恋愛経験から解放されていないことを示唆している。

小説からわかるように、「私」はずっと過去の記憶に縛られて苦しんでいるのだ。

　「私」は、傷だらけの過去を持ち、現実世界では安定性を見出せない女性である。自分の生き

る現実世界からは幸福感も満足感も感じられない。そして「私」は「語る」＝小説を書くという

行為を通して、幻想世界を作り出すようになった。しかも、「私」の「語る」という幻想行為は

二つの面を持っている。

　一つは、小説家の「私」がハッピーエンドの物語しか書かないことである。「私」はウンブリ

アで屋敷を買い取って生活を始めた時、ロマンス小説を書き始めた。しかし、「私」の小説に登

場する女性はいつも幸運で幸せな人間である。

　わたしのロマンス小説に登場する娘たちは、男に赤ん坊を取られて、ひとりぼっちで捨て

られるような運命を背負い込みはしない。母親が小さな子どもを見限ることもない。妻が哀

れっぽく嘆願したり、絶望した妻が夫を裏切って浮気をする物語も書いていない。人生の暗

澹とした面はとりあげたくなかった。小説はいつもハッピーエンドで終わるようにした。（24）

　The girls of my romances were never left by lovers who took from them what they 

would. Mothers did not turn their backs on little children. Wives did not pitifully plead or 

in bitterness cuckold their husbands. The somber side of things did not appeal to me; in 

my words I dealt in happiness ever after.（25）

　「私」の小説に登場する女性は、若い独身女性でも母親でも妻でも、みな幸せな人生を生きて

いる。「私」は小説において幸福しか語らない。それは、「私」が実の両親に見捨てられた記憶、

そして悲しい恋愛や不倫の記憶を恐れているからだ。過去の記憶に「私」の心は病み、「私」を

幸福しか書かないように促している。「私」はロマンス小説を書くことを通して、幸せという幻

想世界を作り出し、その幻想世界によって、不幸な過去と対峙しているのだ。時に「私」は自分

の書いた小説の物語と現実世界を混同するようなことさえしている。自分の語る幻想の世界に、

現実世界にはない幸福感を見いだせるからだ。「私」にとって、「語る」＝小説を書くという幻想

行為こそが不幸な現実から逃げる方法である。これが「私」という人物に見られる第一の「現実

─語る─幻想」の構造である。

　「私」にはもう一つの「語る─幻想」の構造が見られる。

　列車爆弾テロ事件の生存者は「私」のほかに三人がいた。「将軍」と呼ばれるイングランドの

退役軍人は爆発で娘と娘婿を失った。ドイツ人の青年オトマーは片腕と恋人を失った。アメリカ

人の少女エイミーは両親と兄を失い、失語症を発症した。三人は身も心も大きな傷を負った。病

院から退院した後、三人は「私」の屋敷に集まり、そこで一夏休養することになる。三人と暮ら
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す間、「私」は三人の過去の断片的な情報を得て、頭の中で三人の過去の生活を想像する。時々、

自分の幻想を三人の本当の過去とみなしてしまうようなこともある。

　例えば、小説の第３章に、「私」とオトマーがテーブルでコーヒーを飲み、タバコを吸いなが

ら会話するシーンが描かれている。次の引用を見てみよう。

　「上等なタバコですね」オトマーはそう言いながら立ち上がった。「少し歩いてきます」わ

たしはひとり残されて空想し続けた。

　こんなロマンティックな経験ははじめて。オトマーと並んでカフェで歩くあいだ、マデ

レーンが心の中でそうつぶやくのをわたしは思い浮かべた。オトマーは、食料品が入った彼

女のレジ袋を持った。カフェで彼は、じつはマデレーンの姿を以前に見たことがある──し

ばしば見かけていたのだ──と話した。知り合える機会を待っていたと告白した彼は、マデ

レーンの顔かたちの美しさを熱っぽく賛美し、彼女がどれほど夢に出てくるかを語った。声

はどんなだろうと想像していた、とも。「まあ、わたしなんて全然きれいじゃないのに」と彼

女は言い張ったが、オトマーは聞かなかった。彼は彼女を愛していると言った。「愛
リ ー ベ

している」

と言う単語は、オーストリア人の象牙捕りが年がら年中口にしていた。オトマーは駐車場を

通って元の場所へ戻るまでのあいだ、「リーベ」を何度も繰り返した。（26）

　‘These are good cigarettes,’ Otmar remarked, rising as he spoke. ‘I must walk now,’ he 

said, and left me to my thoughts.

　Such a romance had never occurred in Madeleine’s life before. I imagined her saying 

that to herself as they strolled together to the café, he politely carrying the plastic bag 

that contained her supermarket groceries. In the café he confessed he’d seen her on previ-

ous occasions, that he had often seen her. He had bided his time, he confessed, and spoke 

with passion of her pretty features ‒ how they had come into his dreams, how he had 

wondered about her voice. ‘Oh, I’m not pretty in the very least,’ she protested, but he took 

no notice. He said he was in love with her, using the word that had so endlessly been on 

the lips of the Austrian ivory cutter. ‘Liebe,’ Otmar repeated as they passed again through 

the car park. ‘Liebe.’（27）

　オトマーとの会話から、「私」はオトマーとマドレーンがスーパーで出会い、後に恋人となっ

たという事実を知った。しかし、会話が終わってオトマーが去った後も、「私」は二人がカフェ

で会話を交わす情景、二人の心情、そして二人が愛を告白する場面を空想した。あたかも、二人

が「私」の書いたロマンス小説の登場人物でロマンチックな出会いをして恋人となったように。

その想像の内容が真実かどうかは読者に判断できないが、彼女を失ったばかりのオトマーが悲し
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い気持ちで過去を思い出すのとは反対に、「私」の想像した彼の過去はあまりも幸せでロマンチッ

クである。二人の語りのトーンは正反対だ。オトマーが直面している悲しい現実世界と対峙する

ために、「私」は彼の過去を幸せなものとして思い描いたのだ。

　このように他人の過去を幻想するシーンが小説の中で何度も描かれている。自分の不幸な過去

から逃げるためにハッピーエンドのロマンス小説しか書かないのと同じように、「私」は他人の

過去をロマンチックに空想して幻想世界を作り出し、幻想世界によって哀しい現実と対峙してい

るのだ。これが「私」における第二の「現実─語る─幻想」の構造である。

　ロマン小説を書くことも頭の中で他人の過去を想像することも、実は言葉で（実の言葉と意識

の言葉）で幻想世界を想像して自分に語る行為である。この「現実─語る─幻想」の構造がこの

小説の大きな特徴である。

　面白いことに、イーユン・リーの新作 Where Reasons End も似たような「現実─語る─幻想」

の構造を持っている。

4. 2.　イーユン・リーのWhere Reasons End

　『理性が終わるところ』（Where Reasons End）は2019年に出版されたイーユン・リーの最新小

説である。日本語訳はまだ出版されていない。

　この小説では、語り手の「私」は16歳の息子ニコライ（Nikolai）が自殺した後、意識の中で

死んだ息子との会話を虚構する。この小説は、その虚構にほかならない。「ウンブリアの私」と

同じように、この小説の「私」は女性作家であると同時に、現実世界に基づいて幻想世界を想像

して語る。

　息子のニコライは早熟の敏感な少年だが、子供時代から作詩の才能があり詩を書いていた。あ

る日、普段通り家を出て学校へ通学したニコライは自殺して、二度と戻ってこなかった。自殺の

理由がわからない「私」は時々息子のことを思い出しながら思索にふけった。半年の間、「私」

は息子を思い出すたびに、彼の生前を回顧しながら意識の中で彼と会話するシーンを想像する。

この想像については、次のように描かれている。

　私が今やっていることはいつもやってきたこと──物語を書くことだ。この物語では、こ

どものニコライは時間も空間も特定されていない世界で彼の親愛な母親に出会う…これが言

葉によって──言葉だけによって──構築された世界だ。イメージも音もない。

　What I was doing was what I had always been doing: writing stories. In this one the 

child Nikolai and his mother dear meet in a world unspecified in time and space…It was a 

world made up by words, and words only. No images, no sounds.（28）
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　息子はすでに死んだ。「私」は物語を書くことを通して一つの虚構世界を作り出し、その世界

で息子と会話する。この世界は言葉によって構築された時間性も空間性も持たない純粋な意識世

界である。物語を書くというのは、実際に紙やパソコンに言葉を書き込むことだけではない。自

分の意識の中で息子と会話をすることでもある。言葉とは実は「私」の意識の流れや心中の言葉

にほかならない。

　この意識の中の会話は半年にわたって反復して行われている。地下鉄に乗っているとき、車の

中で信号が変わるのを待っているとき、一人で息子の部屋にいるとき、机に向かって何かを書い

ているとき、引越し先の新家で息子の遺物を片付けるとき、秋の落葉を眺めるとき、雪を見ると

き……あらゆる時間と場所で「私」は息子との会話を頭の中で虚構するのだ。その会話がどのよ

うなものか、一例をあげてみよう。

　私も沈黙した。私は今地下鉄に乗っている。

　……

　ニコライは私が話し続けるのを待っている。彼が気長に私の話を最後まで聞くのはよくあ

ることではなかった。

　誰かを愛することはその誰かを失望させる、あるいはあざむくことではないのか。私は

言った。

　誰かを失望させるあるいはあざむく人間はいつも愛のためにそうしているわけではない。

彼は言った。

　I turned quiet, too. I was in a subway car.（29）

　……

　Nikolai waited for me to go on. He was not often this patient in hearing me out.

　Who can say to love doesn’t also mean to disappoint and to deceive? I said.

　Those who disappoint or deceive don’t always do so from love, he said.

　……（30）

　この引用で、「私」は友達と会うために一人で電車に乗っている。数週間前に息子と一緒に電

車に乗ったことを思い出し、昔気づかなかったことに気づいて反省する。そして意識の中で息子

と会話することを想像する。息子との会話において、「私」は常にある「理性」的な観念（時間、

幸福など、引用の段落では愛について）をめぐって息子と議論する。会話はいつも「私」が今ま

で抱えてきた観念に反駁して、人生に対する認識を改めることでおわる。

　しかし、「会話」とは「私」の意識の流れにほかならない。「私」は息子と会話しているのでは

なく、意識の中で自分と会話しているのにすぎない。「私」は意識の流れを語ることを通して幻
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想世界を作り上げている。その幻想世界においてのみ、「私」は息子と会話を交わすことができ

るし、過去を回顧して今まで抱いてきた様々な「理性」的な観念（reasons）を反省し、人生に

対する認識を改められる。幻想世界の中で反省するというのも実は何かの理屈を見つけて自分を

説得し、息子のいなくなった現実世界と向き合う力を見つけたがっているためである。やはり、

幻想世界をもって現実世界と対峙するような仕組みになっている。この小説も「現実─語る─幻

想」の構造を持っていると言える。

５．普遍的人間行為としての幻想

　以上、四つの小説を取り上げながら、「ツルゲーネフを読む声」と「優しさ」には同じく「現

実─読む─幻想」という構造が、「ウンブリアの私の家」と「理由が終わる所」には同じく「現

実─語る─幻想」という構造があることを明らかにした。それは、イーユン・リーがウィリアム・

トレヴァーの影響を強く受けていることを示している。ただ、二人の作家の間にはもう一つの重

要な共通性が存在する。

　「ツルゲーネフを読む声」の最後の章では、メアリー・ルイーズが教会で牧師と会話するシー

ンが描かれている。牧師に向かってメアリーが語ったのは、神への祈りと聖書の言葉ではなく、

いとこへの愛情だった。メアリー・ルイーズにとって、愛情という幻想は宗教にかわって自分に

幸福を与えてくれるものであり、自分の人生を支える力でもある。そして、メアリーの話を聞い

た牧師は、「この女の人生は神の御業のように神秘的だ」（31）と思う。また、「このひとの人生につ

いて思いをめぐらすたびに、自分の信仰が試されるのを感じる。それは、信者のいない教会より

も厳しい試練だ」（32）と考える。メアリー・ルイーズの話は牧師の心に信仰に対する試練をもたら

している。幻想という行為がそれほど強い力をもつものとして描かれているのだ。人間にとって、

幻想は宗教を超えられるかもしれない、とこの作品を通してウィリアム・トレヴァーが言ってい

るようにも思える。

　「ウンブリアの私の家」では、病院から屋敷へ戻る夜、私は夢を見て、記憶と夢想、想像と現

実の境目を見極められないようになる。翌朝、「私」は「自分に書けそうな唯一の物語は、過ぎ

去っていきつつある一夏の物語だと確信」する（33）。そして、「物語を語ろうとすれば万事なりゆ

きまかせになるのであって、真実が含まれているかどうかは小説の成否とは関係がない」（34）と悟

る。「私」は最初からその一夏の出来事を真実としてではなく、物語として描くつもりだった。

物語として描くというのは三人の過去を幻想化することである。つまり、「私」は幻想行為を自

覚した上で、なお他人の過去を幻想化しているのだ。しかも、自分が狂った人間だとは思ってい

ない。ウィリアム・トレヴァーはこの幻想行為を自覚した「私」を批判せず、「私」の目を通し

てこの小説を構築している。

　「優しさ」の「私」の養母、杉
シャン

教授と「私」にとって、現実世界は荒涼たる世界にすぎず、幻
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想世界こそが幸福感や希望を与えてくれる優しい世界である。小説の最後で、「私」は自分の読

んでいる小説の世界は優しい運命を提示してくれる優しい世界だと言う。そして、「私は自分の

人生に関わってきた人を誰一人忘れたことはない」（35）と言い、他人の生活を記憶し続けることが

自分にとっての優しさだと考える。「私」にとって、幻想という行為は優しさをもたらすもので

あって、ネガティヴなものではない。これが「優しさ」という小説のタイトルの意味でもある。

イーユン・リーは明らかに幻想という行為を否定していない。

　『理由が終わるところ』の「私」は、自分と息子が会話できる世界を言葉で虚構する、という

幻想行為を最初から自覚しているが、あえて小説を書くという行為を通してこの幻想行為をやり

遂げる。「私」はこの幻想行為を通じて自己反省をして、現実世界に対する認識を改める。ここ

では、幻想はネガティヴな行為ではなく、むしろポジティブな役割を果たしていると言える。

　この四つの小説に描かれている女性は例外なく社会から排除された人間である。現実社会で生

きる場所を失われた彼女たちにとっては、読むことや語ることで作り出した幻想世界が人生を支

える力となっている。ウィリアム・トレヴァーとイーユン・リーは現実に基づいた幻想世界を描

いているが、幻想する人間を精神病者とみなすことなく、幻想という行為も否定しない。むしろ、

幻想は普通の人間行為で、人間の生存を支えていく力になりうると認めている。このように幻想

行為を肯定する態度は、ウィリアム・トレヴァーとイーユン・リーの共通性であり、二人の作家

のストリーテラーとしての特質とも言える。

６．おわりに

　本論の冒頭で触れたように、イーユン・リーより前の世代の中国系アメリカ人作家の創作では、

アイデンティティー問題と中国イメージが二つの重要なテーマである。しかし、イーユン・リー

の作品において、この二つのテーマは重要性を薄める一方、幻想という普遍的な人間行為が重要

なテーマとして位置付けられる。イーユン・リーは欧米文学の影響、特にウィリアム・トレヴァー

の影響を受けていて、前世代の中国系アメリカ人作家から離脱する傾向が見られる。これはイー

ユン・リーの文学創作の特質の一つと言えるであろう。しかし、この事実はイーユン・リーが欧

米文学の系譜に属することを意味しているのかというと、答えは容易く出ない。

　イーユン・リーの作品は中国という文脈へ還元して読むべきなのか。中国系アメリカ人作家の

系譜において解読するべきなのか。それとも欧米文学の伝統において検討すべきなのか。答えは

否であり可でもある。イーユン・リーの小説を分析するに際して、その中の一つの側面から解釈

することは可能であるが、その解釈が不十分な可能性は高い。イーユン・リーの作品は実は「越

境性」あるいは「無帰属性」、つまり一つの限定された文脈に還元されない性質、多様な解釈に

オープンである性質があり、ある特定の文脈へ還元して解釈されることを拒否している。この

「無帰属性」はイーユン・リーの文学作品の持つ重要な特質である。
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　本論では、主にウィリアム・トレヴァーとの関係（欧米文学の影響）という側面からイーユン・

リーの作品を検討してきた。しかし、リーの多くの小説のなかで背景として描かれた中国がどの

ように機能しているのか。リーは同世代の中国系アメリカ人作家、例えばケン・リュウと比較で

きるのか。そして、現代アメリカ文学においてイーユン・リーがどのように位置付けられるべき

か。諸々の問題は別論を待たなければならない。多様な側面からの検討は、イーユン・リーの「越

境性」あるいは「無帰属性」を考察するのに不可欠だ。
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