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梁 : 茂山さんの本を読んで、在日二世というのは、似た境遇

なんだとつくづく思いました。やっぱり親父さんとの関係な

んか、本当に共通してますよね。

私には、『血と骨』という小説があるんですけど、まあ、私

の親父なんかは、どっちかというと、突出した部分があるん

ですが...。あれを読んだ多くの在日の人から「私のアボジに

共通してる面があります」とよく聞きました。

茂山 : 私も先生の本を読ませていただいて、共感するものが

ありました。私の周りにいる二世の人たちのアボジにも、何

かしらどこかに共通点があるんですよね。家庭的で、今で言

うマイホームパパみたいな人って、あの時代にはいなかった

ですよね。

梁 : あの時のあの時代というのもあったんだと思いますけど

ね。日本人でもそういう人がいたと思います。でも、茂山さ

んの小説には、共感を覚えました。大変面白く読ませていた

だきました。帯にも書かせていただきましたが、素晴らしい

文章でした。

茂山 : いえいえ、とんでもございません！私のような素人が

先生のような方に褒めていただけるなんて、大変光栄です。

帯も書いていただいて、本当にありがとうございました。

梁 : いや、面白かったですよ、本当に…。ところで、茂山さ

んは小さな頃から、自分が在日だという感覚みたいなものは

あったのですか？

茂山 : 私の場合は、ほとんど在日のいない土地で育ったんで

すね。そんな中、父は破天荒な人で、ほとんど家に帰ってこ

ないし、母は私たちを育てるのに必死で働いていましたから、

私は兄弟と一緒にしょっちゅう祖父の家に預けられたんで

す。祖父も在日の人がほとんどいない土地に家を構えてまし

てね、その祖父の家がにんにくの匂いから、何から何まで周

りの家と違うんですよ。ハルモニはチョゴリを着てて韓国語

しか話せませんし、法事になるとドンドンドンチャカやりま

すし（笑）。なので、祖父の家によく預けられるようになっ

た、小学校低学年くらいから、自分は日本人じゃないんだと

いうことは、教えられるまでもなく感じてました。でも、嫌

で嫌でたまりませんでしたね。近所の子にはいじめられます

し、遊びに誘っても「朝鮮の子と遊んだらあかんー!!」って

言われるし、学校行ってもにんにくくさいってからかわれる

し、本当に消えてなくなりたいような思いの連続でした。他

の子と違う、在日である自分が嫌だったんです。今考えると、

もっと在日の人が多い地域に生まれ育っていれば、私の意識

も違ったと思うのですが…。

先生は、在日という意識みたいなものは、いつからあったの

ですか？

梁 : 私の場合は大阪の生野にある朝鮮人長屋に住んでいて、

朝鮮人というのは当たり前でしたから、別に隠したりしなか

ったし、また隠す必要もなかったんですよ。だから、差別と

かそういうものも、あんまり経験していないんですよ。

茂山 : やっぱり、日本人社会の中にぽつんと暮らしていると、

隠す意識が生まれるんでしょうね。私は、家を出てからは、

もうすっかり国籍を隠す自分になってしまっていて、東京に

出た時は、ずっと旧姓の沼田貞子で通しておりました。とに

かく差別や貧しさから抜け出ないと！っていう気持ちが強く

って、お金を強く追い求めるようになりました。おかしなこ

とに、その感覚っていまだにあるんですよね（笑）。だから、
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鄭さんをはじめとした、ワンコリアフェスティバルのような

非営利でがんばってらっしゃる方々を見ると、すごく尊敬し

てしまいます。

梁 : 僕もいまだにお金を追い求めてしまいますよ（笑）。二

十歳前後のころは詩を書いていて文学青年でしたから、そう

ではなかったんですけどね。若い頃は、社会に疑問を感じて、

詩で雑誌を作ったりしてました。その雑誌は当時の総連とも

めて廃刊になってしまったんですけどね。その後、若いうち

に結婚して、子どもができて、どうしてもお金が必要になっ

てきたら、だんだんと変わってきましたね。欲も出てきて、

それから自分で事業を起こしたり、色々したんですけど、莫

大な借金を残して会社が倒産してね。それが29歳の時です。

僕はお金借りてくるのだけは、なぜか上手でね（笑）。当時

は「在日に新たな青年実業家が誕生した！」なんておだてら

れたりして、考えが浅かったんだと思います。たくさんの人

に迷惑かけました。馬鹿だから、それでもめちゃめちゃに飲

み歩いたりしてね、転落していくんですよ（笑）。それから

しばらくして、各地転々としながら、33歳で東京へ出てくる

んですけど、その時の所持金が、5千円でした。大阪に嫁さ

んと子ども残してね…。

茂山 : 私は18歳の時に東京に出てきたんですけど、同じよう

な状態でした。所持金もほとんどなくて・・・。だけど女は

すごいですね。女の武器というか、銀座なんか歩いてるとス

カウトがほんとにもうすごくって、夜のネオン街で働いて、

東京に出てきた途端、逆にお金に困らなくなりました（笑）。

東京ってええとこやなあ！って。

梁 : 茂山さんのようにお美しい方なら、それはもう最大の武

器になりますからね（笑）。

でも在日は職が限られてるというか、夜のネオン街にしても

そうですし、僕なんかも普通のところに勤めようと履歴書出

したら、国籍見た時点で断られるんですよね。それで、タク

シー運転手になったんです。タクシー業界っていうのはその

点では非常に緩いというか、学歴も国籍も問わないというこ

とで、雇ってもらえました。寮もあって、見習い中でも日給

3千円出しますって。

茂山 : 私たち、夜の世界と同じですね。

梁 : その時も、客が僕の名前を見て「朝鮮人が運転するタク

シーになぜ金払わなきゃならないのか」と言い出してもめて

しまったり、色々ありましたが、タクシー運転手は10年やり

ました。やっていたというより、やらざるをえなかったんで

すよね。だから、40歳過ぎるまでは一切、文学の世界とも遠

ざかってたんですよ。

茂山 : 私の通っている文章教室の先生なんかに聞くと、最近

はほとんどの方が、若い時にデビューされるというのに、先

生は45歳の時にデビューされたと聞いて驚いたんです。どん

なきっかけがあったんですか？

梁 : 僕は最初、小説を書くつもりなんて全然なかったんです。

詩はね、詩集を出したりして、それを持ち歩いたりしてたん

ですが…。東京にも詩人がいるんです。優秀な詩人がたくさ

んいるんですが、大体詩人なんて、それで飯食うことできな

いからね、みんな何かをやりながら詩を書いてるんですね。

そういう人たちと、たまに呑んだりしていたんですよ。で、

そういう人たちが集まる行きつけの飲み屋で、たまたまその
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当時、ある出版社の編集長と知り合って、小説を書くことを

薦められたんですよ。最初は全く書く気なかったんですが、

同じ出版関係の友人からも「梁さんの話はおもしろいから、

小説書いたら絶対いいと思うよ」と推薦されて、小説はそれ

がきっかけですね。それで、そこまで言うならと小説を書い

てみまして、何篇かに分けて雑誌に連載してもらったんです。

茂山 : そうですか…、やっぱり先生は心のどこか片隅でずっ

と捨てきれないものがおありになったんでしょうね。でも驚

きですね…、私はお話をお聞きするまで、先生はずっと書き

続けて来られて今日がおありなのかなあと思っておりました

から…。

梁 : まあその後、出版社が潰れたりと色々あったんですが、

そこから広がって、45歳の時に本を出しました。

茂山 : 本名でご活躍されているのには、なにか理由があるの

ですか？

梁 : 僕は高校生まで梁川（やながわ）という通名を使ってた

んですが、詩を書くようになってから、ペンネームとして本

名を名乗るようになったんですよ。

茂山 : 先生の中で、在日としての意識があって、本名を使わ

れてるのかなあと思ったんですが…。

梁 : いや、その辺はあまり意識せず…というか、僕はずっと

通名を使ってまして、近所の朝鮮長屋の友達なんかもほとん

ど通名使ってましたからね。高山とか、国本とか呉山とかね。

だけど、それは隠すとかそういう意味じゃないんです。通名

と本名の境みたいなものもなかったですよ、僕らは。

でもだんだんと、日本の社会の中で在日に対する意識が高ま

ってきたわけですよね。だから在日の中でもナショナルアイ

デンティティですかね、そういうものがだんだん高まってき

まして、意識が変わってきたと思うんですよ。そして、本名

を名乗るということが、自分のアイデンティティのもとみた

いになってるのではないかと…。

だから、茂山さんの場合もある年になってから意識が変わっ

てくるわけでしょう？

茂山 : そうですね。東京から帰ってきて、初めて在日の友達

ができたんですね。今から考えると、彼女は朝総連の子だっ

たんですよ。その彼女と知り合ってから、すごい意識付けら

れましてね。彼女はすごくプライドの高い女性で、私の本に

出てくるミヤさんという女性なんですけれども、私は彼女に

民族の誇りというものを教えられました。

梁 : でも、それは自分のなかに眠っていたものでしょうね。

潜在意識の深いところに。

茂山 : そうですね。その時ははっきりとした意識はないんで

すけど、今から思うと、彼女といるとなんとなく落ち着く、

仲間意識みたいなものを感じるというか…。日本の友達にも

すごく仲のいい親友がいるんですけど、その人たちに感じな

いものを彼女には感じるんですよね。一回目の結婚の時も、

韓国の血が混じった男性でして、そういうものに、やはりど

こか惹かれるというのか…。まあ、一回目の結婚は、失敗し

てしまったんですけどね（笑）。それで、二回目に結婚した

今の主人は、もうそれはそれは民族意識のかたまりのような

人で…。孫という本名を名乗っていましたし、ものすごく意

識を前に出すんですよ。差別なんかしてなくても、差別の目

を向けただけで殴りかかってしまいそうな…。だから、みん

な目を合わさずに横を通るという、そんな強い主人と出会っ

て、結婚して、子どもができて…。子どもが3歳くらいの頃

から韓国語を話す主人の母と同居し始めましたから、子ども

にも自然に自分たちは韓国人だという意識が生まれました。

学校のお友達なんかが家に遊びに来ると、おばあちゃんのこ

とをハンメと呼ぶから、そのお友達が「ハンメって何？」っ

て聞くと、「ハンメって韓国語でおばあちゃんっていう意味

やねん！」て。それはオープンに、なんら隠すこともなく言

ってましたね。子どもが堂々としてるせいか、友達も「ふー

ん！そうなんや！」みたいな反応で、差別なんて受けること

もなく育っておりましたから、私たちの時代とは本当に変わ

りましたね。

梁 : まあ、随分変わったとは思いますが、それでもまだまだ

自分を隠している、若い在日の人もいるんですよね…。
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茂山 : そうですね。全体的にみると、随分変わりましたが、

個人的に見ていくと、帰化した人の中で、日本人になりきっ

て過去を消してしまっている人もいるし…。また、いざ結婚

になるとやっぱり色々あるみたいですね。この度、この本を

出したことがきっかけで、たくさんの方々から手紙やメール

をいただいたんですが、その中には、在日に関する相談なん

かも結構あるんですよ。例えば、在日の娘さんが、結婚を考

えていた相手がお寺の息子さんで、お父さんに猛反対されて、

泣く泣く別れたとかね。やっぱり、結婚ともなると在日同士

じゃなきゃいけないという考えもまだまだ残っていて、茂山

さん、在日でだれかいい人紹介してくださいとか言われるこ

ともあります（笑）。

梁 : そうですねえ…。やっぱり、結婚相手は在日でないとだ

めとか、そういう考え方の人は私の世代なんかだと、結構い

るんですよ。それは、私に言わせれば、子どもは自分の所有

物みたいな考え方ですよ。だってお互い好き同士なのに、そ

れを阻害するというのは、やっぱりちょっとね、おかしいじ

ゃないですか。子どもの人生なんだから、子どもの幸せが最

優先されるわけであって…。親の幸福を追求するようなもの

になってもね。親はつまり、子どもの先々の幸福をおもんば

かって、日本人と結婚するのはだめだという話なんでしょう

けど。でも、子どもが好きな相手ですからね。

茂山 : でも私、最近感じるんですけど、私たちも差別を受け

てきましたけど、今現在の若い人たちが、日本人と結婚して

はいけないというのも、ある種ひとつの差別だと思うんです

よね。それで、たいがいそういうことをおっしゃられる方は

お金持ちの方が多いです。在日でも、成功しておられる方か

らよくそういう話を聞きますね。

梁 : 今までの意識をそのまま延長線上で考えてるわけですか

ら。時代がすごく変化していっている中で、それはすごく乖

離が生じている、すごく開きができているように思いますね。

子どもにとっても不幸なことなんかじゃないかと思うんです

よ。

でもまあ、現在は在日コリアンの80％が日本人化してますよ

ね。ナショナルアイデンティとか、国とかはありますけどね。

茂山 : そうですね。また、意識という面では、その意識すら

ない人も増えてますね。何も知らない、知ろうともしない。

そういう意味では、私は、この『在日修羅の詩』（講談社

2006年）は、そういう若い方々にも読んでいただきたいな

と思ってるんです。帰化しようが、在日であることに嫌悪を

感じようが、それは本人の自由なんですけど、まずは事実を

知ってほしいというか、在日一世や二世の方々が残してくれ

たものをきちんと感じて、様々なことを知った上での判断が

必要だと思うんです。

梁 : そうですね。そして、今、人間のアイデンティティとは

何なのかということをもう一度問い直す必要があると思いま

すね。つまり、民族とか国とかを越えて、人間の根源的なア

イデンティティが僕はあるんじゃないかと思うんですよね。

今はもう、そこに行き着くべきじゃないかと思うんです。そ

うでないと、ある意味でいうと、不自由ですよね。

本来、人間はもっと自由であるべきなんだから。

茂山 : やはり先生は先見が深いですね。色々勉強になりまし

た。お会いできて本当によかったです。

梁 : いえいえこちらこそ、楽しい時間でした。ありがとうご

ざいました。

【プロフィール】

梁石日（やんそぎる）

小説家。1936年大阪市生まれ　45才で作家デビュー。20代

で事業を興すがまもなく失敗。放浪生活、タクシー運転手、

法の目をかいくぐるビジネスも経て、小説家になる。デビュ

ー作『タクシー狂躁曲』、その後の作品に『族譜の果て』『夜

を賭けて』『血と骨』『死は炎のごとく』『裏と表』など。

茂山貞子（しげやまさだこ）

1948年兵庫県生まれ。「ファニー」「西暦」「薔薇と薔薇」を

開店。ママとして神戸一の高級クラブを維持する。カジュア

ル・バー・焼肉店などの経営にも着手し、神戸・三宮のネオ

ン街で幅広く活躍。2006年、講談社より『在日修羅の詩』出

版。

<25>  

onekorea20062  06.10.23  0:44 PM  ページ25



<26>  

鄭 : 京都のウトロで生まれ、やがて世界一のパフォーマンス

王に輝いた金昌幸くん。今日は、昌幸くんがウトロでどうい

う風に生まれ生きてきたのかということを中心にお話をお聞

きしたいと思います。

金 : 僕が生まれ育ったウトロという地域は、朝鮮集落という

より、本当にスラム街みたいなところで、僕の家はその中で

も三本の指に入るくらい貧しい家だったんですよ。だけど、

ウトロってところは、本当に人情がある町で、みんな明るい

んですね。歌があって、踊りがあって、焼肉パーティがあっ

て。僕はそういうところで、ものすごいおもろいというか、

強いオモニに育てられたんです。

僕のオモニは、貧乏で苦労して生きてきた人やから、学校

もまともに出てなくて、息子からみてもあほやなあーと思う

一面もあるんです。ほんまもんの天然やしね（笑）。でも、

ちゃんとした道徳がある人で、曲がったことが嫌いで、一本

筋が通ってる、そういうところはほんまに尊敬できるオモニ

なんです。

で、オモニの中には「虐待」という文字はないんです（笑）。

勉強はでけへんでもいいから、体育と道徳だけは一番取りな

さいって、小さい頃から言われ続けてきて、かけっこなんか

で負けることがあったらもう本気でしばかれますからね。運

動会なんか、本当に試練の場でした。他の子にはお遊戯でも、

僕からしたら死ぬか生きるかがかかってますから！練習の時

から気持ちが全然違いますよ。そうして、体育だけは必死で

やってきたから、小学校では、運動で負けたことありません

でした。

でもね、きついんは団体競技なんですよ…玉入れで負けて

もしばかれますからね。だから、それには疑問感じて、一度

訴えたことあるんです。でもその時オモニに「あんた、なに

ゆうてんの！朝鮮にはな、“ひとりはみんなのために、みん

なはひとりのために”っていう素晴らしい言葉があるねん。」

って言われて「ああ、そうか！」って。その時は納得したん

ですけど、小6ぐらいになった時に、そういうのって、ひと

りが思っててもみんなが思わな成り立たんことなんちゃうか

って気づいたんですね。で、それをオモニに言うと、「なに

ゆうてんねん！そういう気持ちはあんた一人が持ってんの

と、誰一人持ってないとでは、全然違うねんで。」と、そこ

で選挙のことを例にあげて言われたんですよ。「選挙も、自

分の１票なんて変わらんと思ってるけど、ひとりひとりがそ

ういう風に思って投票行かんかったらあかんやろ。それと一

緒や！あんたひとりでもそれぐらいの気持ちでがんばらんか

い！」って。そういうオモニに育てられました。

鄭 : 素晴らしいオモニですね（笑）。でもそんなオモニに育

てられたこそ、努力を続けられる精神みたいなものは培われ

たんだと思います。そんな中、ジャグリングに目覚めたきっ

かけは何だったんですか？

金 : 中学の時に、たまたま入ったジャグリングショップに

「To be the best?あなたにはできないことがこのビデオ

に！」みたいなことが書かれてあったビデオがあって、なん

かすごい興味が湧いて、オモニに買ってもらったんです。そ

のビデオを見て、衝撃受けたんですね。一言で言えば、その

人の技の自慢ビデオみたいな内容で、ジャグリングやってな

い人がみても面白くないビデオだったと思うんですが、ビデ

オの最後にショーの映像があったんですよ。その時のその人

の表情とか、お客さんの反応とか、それを見て感動して涙出

てきたんです。

2006年9月22日（金）かごの屋

聞き手：鄭 甲寿(ちょん かぷす)

編集協力：金 益見(きむいっきょん)

（きむ ちゃんへん)

インタビュー
「在日天才

パフォーマー」
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僕、学校の勉強が自慢できるくらいできなくて、テストで

すべてを評価されることにもずっと疑問を感じてたんです

が、こういう風に生でやってることを評価される世界もある

んやって。それで、こういうことがしたいって！思って、そ

こから練習の日々が始まりました。

その時学校の先生に言われたことが、「お前、ついにおも

ちゃで遊ぶようになったか。」って。ジャグリングなんて、

日本ではまだ大道芸のイメージが強くて、マイナースポーツ

というか、先生からしたら遊びにしか見えなかったと思うん

ですよ。だから「お前進路どうすんねん。お前はもう高校に

も行かれへん状況やねんぞ！大道芸なんてそんなんでは飯も

食われへんし、お前この先お先真っ暗やぞ。」って。僕それ

聞いて、めっちゃむかついたんですよ。勝手な思い込みかも

しれへんけど、この先生は自分のやりたかったことを実現で

けへんかった人なんちゃうかって。ジャグリングで飯くわれ

へんって、それやったら、自分ががんばってなんとかしたら

いいやん！って。

その日から練習に筋トレとかも加えたりして、とにかく必

死でがんばりました。思いつくことは全部やりましたね。5

キロの鉄アレイを机の中に、入れて授業中ずっと持ち上げて

たりとか、学校の行き帰りの鞄の中にバーベルの錘入れてわ

ざと遠回りしたりとか（笑）身体づくり的に意味なかったか

もしれませんが、精神面が鍛えられたというか、忍耐力はつ

きましたよね。僕はそれぐらいしなくちゃ、上手くなったっ

て思えないんですよ。ただ練習するだけじゃ物足りないとい

うか…。

ジャグリングはじめてから、１年後にその時アメリカで開

催されたパフォーマンスのコンテスト『ENTERTAINER

OF THE YEAR』に出場したんです。せっかく出んねんか

ら人と違うことしよう！って、今までの出場者をめっちゃ研

究して、服装にしても音楽にしても全然違うことしたんです。

すると、最初めっちゃ笑われたんですが、演技していくうち

に、笑い声が拍手に変わっていったんですね。で、優勝した

んです。お客さんの心は掴めた！と思いましたが、まさか自

分が優勝するとは思いませんでしたね（笑）。ジャージで行

って、ジャグリングを生で見たんもその時がはじめてやった

んですよ（笑）。アジア人では絶対に優勝できないと言われ

ていた大会だったし、また最年少やったから、各国の新聞と

かに取り上げられて、自分でもびっくりみたいな（笑）。

その後、帰国して、僕が学年で１番最初に進路が決まった

んです。いろんな高校から「是非うちに来てください」って

推薦もらって。そうして、僕がやりたかったことが実現しま

した。漫画みたいやけど、やっぱり努力したら夢はかなうっ

て思いましたね。

鄭 : その４年後、昌幸くんは、同じ大会で優勝するんですよ

ね。もうそれは圧倒的な実力の持ち主というか、まさに在日

が生んだ天才だと思ったんですが、いろんなことをバネにし

て、そうやって自分の道を切り開いてきた昌幸くんの今後の

目標を聞かせてください。

金 : 今は2008年に行われる大会に向けて練習してます。４

年に１回、大会に出るというのを目標にしたんで…。という

のも、僕が最初にみたビデオの人が、４年に１度その大会に

出場して３連覇を遂げた人なんですね。大会は毎年開催され

てるんですが、４年空けたら、技も世代も競争率も全部レベ

ルが上がる。そんな中で勝ち抜くことに意味があると思った

んで。

この前出た時に大会の主催者の人に言われたことなんです

けど、今度もし僕が優勝したら、国にとらわれない全く新し

い旗をあげてくれるらしいんです。この大会は優勝した人の

人生を調べるんですけど、僕が在日だということを知って、

そういう案が出たらしいんです。「私たちは、政治ではでき

ないことを芸術で実現したいと思ってるから」って。だから、

2008年の大会は、いろんな意味で歴史が動くかもしれない

大きな大会になりそうなんです。今は、それに向けて猛練習

中です！

鄭 : 本日は、貴重なお話、ありがとうございました。我々も

応援しています。がんばってください！

【プロフィール】

金昌幸（きむちゃんへん）

1985年生まれ。

1999年ジャグリングに目覚め、2000年『ENTERTAINER OF

THE YEAR IN Florida』金メダル、2004年『ENTERTAINER

OF THE YEAR IN MONTREAL』金メダル。
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うちの家族でドキュメンタリーを作ったら面白いかもしれ

ない。漠然とそんなふうに思い始めたのは、30代になってか

らです。父は総連幹部で、兄たちは北朝鮮にいる。私の育っ

た家庭は、いわば在日が抱えてきた「組織」「思想」「帰国事

業」「民族教育」などコアな問題がぎゅっと凝縮されている

わけです。

中学から芝居の魅力にとりつかれ、大学を卒業してからも

劇団活動をしていましたが、30歳になる頃、自分の興味がフ

ィクションからノンフィクションに変わっていった。それま

で自分のバックグラウンドを重く感じていたのを、少し距離

を置いて面白く見ることできるようになったのと、時期的に

重なります。当時、ラジオ番組に出演したりニュース番組や

テレビのドキュメンタリー番組を作る仕事を始めていました

が、そのうちテレビ局の単発の仕事をちょこちょここなすよ

り、自分の作品を作りたいと思うようになった。でも一生の

仕事にするには、きちんと勉強する必要があると思い、30代

半ばに思い立ってニューヨークに行きました。

最初は１年ぐらいのつもりでしたが、ドキュメンタリー映

像の勉強をするために大学院に入り、気がつくとニューヨー

クに６年近くいました。その間も、北朝鮮にも何度が行って

います。9.11のときもニューヨークにいましたが、その10日

後ぐらいにいったん日本に帰り、万峰景号に乗ってピョンヤ

ンに行きました。

実は10代の頃から、何かの形で家族について私が思ってい

ることを「表現したい」という欲求があったんです。話すの

でも、書くのでもいい。ピョンヤンに何回も通いながら自分

なりに感じること――矛盾や疑問、そこで暮らす家族との時

間を重ねながら感じたこと、作品にという形で多くの人とシ

ェアしたいと思い続けていました。もちろん兄たちは総連幹

部の息子たちということで、他の帰国者の方々に比べて恵ま

れたプロセスを踏んで生きているけれど、それでも蓋をあけ

てみたら問題が山積みされている。私はピョンヤンに行くた

びに、毎日泣いていました。まるで、泣くために来たのかな

というくらい、腹が立って泣くし、悲しくて泣くし、情けな

くて泣くし、おかしく泣くし……。

私はイヤなことがあれば、日本で気晴らしもできるけれど、

兄たちはそこから出ることができない。どういう気持ちで、

ここで生きているんだろう。

でも親にも、学校の教育でも、祖国に対して悪いことは言

ってはいけないと言われ続けてきました。アボジやオモニの

仕事やお兄さんのことも考えて、立場をわきまえて「いらん

こと、言わんときや。」とずーっと言われてきた。でも人間、

抑えつけられると、反発したくなる。言うなと言われると、

言いたくなる。今、言ってはいけないのなら、いつか口を開

こう。そんな思いが20代の頃にあったけれど、ただ表現方法

が見つからなかった。それが30代になって映像と出会い、世

界中のいろいろな映像作家が自分の家族をテーマにドキュメ

ンタリーを作っているのを見て、すごく刺激を受けて、自分

も作ってみたいと思ったんです。

それでも兄たちのことが心配で、迷惑かけたらどうしよう、

私の映画のせいで田舎に送られたらどうしようと悩んだし、

決心するまでに10年間かかった。「10年かけて映画を作った。」

と言っていますが、言い方を変えると、本当に映像として発

表しようと根性を決めるまでに、10年かかってしまった。

それでもやるしかないと真剣に思い始めたのが、ニューヨ

ークに行って５年目ぐらいです。日本から離れて親からも距

離を置くようになり、集中して映像表現というものを考える

なかで、兄たちに迷惑がかからない範囲で最大限自分の能力

を駆使して映像表現をしよう。そう思えたのは、「父を主人

公にしよう。」と決めたからです。兄たちの物語はあくまで

サイドストーリーなので、迷惑はかからないだろう。私が抱

き続けてきた祖国や組織に関する疑問を、申し訳ないけれど

全部アボジにぶつけよう、と。そうしたら、なんとかできる

んではないか。

最初にピョンヤンの兄たちに「ドキュメンタリーを撮りた

い。」と告げたときにはびっくりしていましたが、「面白いこ

映像作家である梁英姫さんの初監督作品『ディア・ピョン

ヤン』は世界各国で大きな反響を呼び、ベルリン国際映画

祭、サンダンス映画祭など数々の映画祭で賞を総ナメにし

ている。朝鮮総連幹部である父が生きてきた道。ピョンヤ

ンに暮らす３人の兄とその家族。かつては反発していた父

に、ファインダーを通して娘として向き合い直す物語に、

世界中の人が泣いて笑った。日本での映画公開と同時に書

籍『ディア･ピョンヤン　～家族は離れたらアカンのや～』

も出版した梁英姫さんに、お話を伺った。

「ディア・ピョンヤン」

にこめた想い

（ヤン ヨンヒ）

インタビュー
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とを考える妹だな。」と言ってくれたし、「そこまでやりたい

のなら、自分のやりたいことをやってほしい。」と背中を押

してもくれました。

私が作りたいのは、入り口は小さいけれど、そこから中に

入ると大きな絵が見えるドキュメンタリーです。入り口はうち

の父や家族だけど、父の生きざまを見つめることによって在日

の歴史や帰国事業のあった時代が見えたり、もしくはそういう

時代について考える入り口になるのではないか。映画は家族の

物語だけど、たぶん見終わった人は自分の家族について考える

だろうし、映画に出てこないさまざまな帰国者のことを考える

と思う。そういう映画になればいいな、と。私のナレーション

で、私の思いを伝えたいという思いもあります。

撮影をするなかで、今まで知らなかった父をたくさん発見

したし、私が気付かなかった家族の側面をたくさん見つけるこ

とができました。それまでただ父や父の思想、北朝鮮の社会シ

ステムに反発していたけれど、映画づくりは、なぜそうなって

しまったのかという理由をじっくり考える過程にもなった。一

人ひとりの人生の、一つひとつの選択に理由がある。なんでア

ボジはマンセーと言うのか。なぜ兄たちを北に送ったのだろう。

そして、なんで９万人以上の人が、北に渡っていったのか。改

めて考えるようになったんです。映画制作の過程が、知ってい

るつもりだったことを全部紐とく過程になりました。

移民というのは世界各国であるけれど、どこの国の移民も

「今いる場所よりもいい生活があるだろう。」という希望を持っ

て動く。悪くなると思っては行かないはずです。ということは、

当時は北朝鮮がよく思えたわけです。プロパガンダもあっただ

ろうけれど、そう思わせた日本の状況もあった。ただ、北朝鮮

に行った人たちの悲劇は、「思ったような場所ではなかった。」

と思っても、そこから動けなくなってしまったことです。私た

ちは、あの９万人以上をぜったい忘れてはいけない。朝鮮総連

が本当に同胞のための組織を目指すのなら、行方不明になった

帰国者たちを捜してほしいと切実に思います。

今まで海外で19の映画祭に持ってゆき、15カ国ぐらいで

上演されていますが、一つの家族の話として観てくれるのが

嬉しいですね。その国の人に住んでいる人はもちろん、その

国にいる日本人やコリアンも、熱く感想を語ってくださる。

映画を編集しているときから、海外にぜひ持って行きたい

し、いろいろな国の人に見てもらいたいと思っていました。

私たちもいろいろな国の映画を見るけれど、決してその国の

ことをよく知っているわけではない。それでも笑えるし、泣

けるし、感動するし、それがきっかけで興味が沸いて、その

国の歴史の本を読んだりしますよね。だから「あまり在日の

ことを知らない海外の人たちにこの映画が分かるだろうか。」

という心配はしなかった。全部理解できなくても、感じても

らえるものがあるだろうと信じていましたから。それは当た

っていて、どこの国でも同じシーンでみんな笑うし、泣くん

ですね。映像というのは、言葉が違っても文化が違っても、

国境を越えるんだと実感しました。上演後の質疑応答も貴重

な時間で、在日についてもいろいろ話すようにしています。

皆さん感じてくださるのは、北朝鮮も普通の人たちが暮ら

している、ということ。日本でもいろいろな北朝鮮報道があ

りますが、ほぼ方向性が決まっていて、普通の人間の営みが

まったく見えてこない。すると日本人の大多数の人たちは、

北の人たちは笑うこともないし、恋愛もしないし、ひたすら

行進して生きているような印象を持ってしまう可能性があ

る。でも私は、普通の人たちの普通の営みがある、というこ

とを出したかったんです。宿題をやっている子どもや宿題を

見てあげているお母さん、家のことをやっている奥さんとか、

そういう当たり前の人間としての姿を提示することも、私の

役割なのかなと思いました。あの国のシステムや指導者を批

判するのは個々人の自由だと思いますが、普通の人たちに対

して偏見を抱くことは許せません。

韓国での反応がよかったのが、すごく嬉しかったですね。

軍事政権時代にアボジはブラックリストに乗っていたわけで

しょう。病床にいるアボジも「韓国の人、オレのこと、どな

い言うててん？」と真剣に聞いてきたけれど、「アボジの映

画見て、泣いたり笑ったりしているよ。病気を心配してくれ

ているし、アボジの生き方に対して真剣に考えてくれていた

よ。」と言うと、考え込むような表情をしていました。

映画とあわせて本も出そうと思ったのは、活字でしか表現

できないディティールもあるから。それとドキュメンタリーと

いうのは、撮れたものしか見せられない。たとえば私が小さい

ときや兄が帰国した頃のことは、言葉で表現するしかないんで

す。それに本は、映画館がない小さな街の人たちにも届く。そ

ういう意味では、ぜひ本にはチャレンジしたかったんです。

私がかつていたコミュニティーに属する人たちのなかに

は、私が映画や本を発表したことを、批判する人たちもいる

かもしれません。でも、いいことも悪いこともオープンにし

ていかなくては、いつまでたっても日本人と理解しあえない

と思うんです。未来のためにも、私は自分なりの方法で、こ

れからも表現し続けていくつもりです。（談）

【プロフィール】

梁 英姫（ヤン ヨンヒ）

映画監督。大阪市生まれの在日コリアン２世。東京の朝鮮大

学校を卒業後、教師、劇団女優を経てラジオパーソナリティ

ーに。1995年から映像作家として、『What Is ちまちょご

り？』『揺れる心?在日韓国・朝鮮人―２つの名前の間で?』

など数々の作品がテレビ番組として放映された。1967年渡米。

約６年間ニューヨークに滞在し、さまざまなエスニックコミ

ュニティーを映像取材する。

ニューヨーク ニュースクール大学大学院 コミュニケーシ

ョン学部メディア研究科修士号取得。2003年に帰国後、日本

での活動を再開する。
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