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物との別れ          チョ・ヘジン  

                              2017.10.21 吉原育子 

 

■作家について 

1976年ソウル生まれ。梨花女子大国文科卒業。2004年「여자에게 길을 묻다」で文芸

中央の新人文学賞を受賞しデビュー。シン・ドンヨプ文学賞（2013）、文学トンネ若い

作家賞（2014）、ムヨン文学賞（2016）、イ・ヒョソク文学賞（2016）受賞。他にも多

くの文学賞の候補になっている。歴史的、社会的事件を扱った作品が多い。 

 

短編集 빛의 호위 (2017),목요일에 만나요(2014),천사들의 도시(2008)  

長編 여름을 지나가다 (2015),아무도 보지 못한 숲(2013),로기완을 만났다(2011), 

한없이 멋진 꿈에(2009) 

 

■登場人物 

僕（ファン）／語り手。地下鉄駅の遺失物センターで働く。世界は物が合わさったもの

にすぎないとずっと信じている。ソ君については十数年前にエッセイを読み知っている。 

 

叔母（チャン・テヨン）／独身で 30 年以上教師をしていたが、５年前、初期のアルツ

ハイマーと診断され 60歳で自ら老人ホームに入居。60年代半ば、父親が清渓川近くの

平和市場に「テヨンレコード」という海賊版のレコード店を開き、中学から大学卒業ま

でそこで家族と暮らす。客として店にやってきたソ君が初恋の人。自分のせいでソ君が

逮捕されたという罪の意識を生涯抱き続け、痴呆が進んだ今でも忘れていない。 

 

ソ君／在日朝鮮人。71年、ソウルの K大学大学院留学中に６歳下の叔母と知り合い、

一時帰国時に日本語の原稿を預けていく。留学生スパイ事件で逮捕され、ソウル拘置所、

大田刑務所で２年半の刑期を終えると、日本に戻り、京都の私立大の教授になる。娘が

いて妻とは死別。拷問が原因とも思われる筋肉が徐々に麻痺していく病気で、２年前に

娘夫婦のいる韓国に渡り、長期入院中。今は首から下が麻痺し、人工呼吸器を挿入。 

 

■あらすじ 

１．遺失物センターに勤める僕は、叔母が病気になって初めて、初恋の人、ソ君の話を

聞く。アルツハイマーと診断された叔母は、老人ホーム入居の前日、兄妹親戚を集め、

貸し切りにした高級レストランでの最後の晩餐で、病気のこと、身辺整理をすべて済ま

せ介護施設への入居を決めたことを明かす。それから５年、叔母は急速に老い、病状も

進行するが、面会に行った僕は、薄化粧をした姿を見て、半年前の約束を叔母が覚えて

いることに気づく。 
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２．半年前、僕は叔母に、次回外出許可をもらい清渓川を見て回り、その後ソ君に会い

に行こうと提案していていた。当時留学生だったソ君は、春の終わりに立ち寄った清渓

川のテヨンレコードで叔母と出会っている。僕は、約束どおり叔母を車椅子に乗せて清

渓川に向かうが、レコード店はコーヒーショップに代わっていた。便失禁してしまった

叔母を連れて地下鉄のトイレに向かいながら、すでに認知がまだらになった叔母をソ君

に会わせていいものか僕は迷うが、もはや判断できる叔母はそこには存在しなかった。 

 

３．かつてソ君はたびたびテヨンレコードを訪れ、二人は言葉を交わし、一度だけ日曜

の午後に清渓川でデートしたこともあった。トイレから出てきた叔母に、僕は遺失物セ

ンターの話を聞かせ、寝入った叔母を教保ビル地下の駐車場の車に乗せる。ここ１、２

年、僕が叔母を訪ねる頻度が減ったのは、変わっていく姿を見るのが怖かったからで、

自分の未来を重ねるのがつらかったからだった。ソ君に会わせるという、自分の選択が

正しかったのか、まだ確信が持てなかった。 

 

４．冬休みの直前、叔母はソ君から日本語の原稿の束を預かる。帰国するまで人目につ

かないよう預かってほしいと渡されたものだったが、休暇が終わる３月になってもソ君

は現れず、３月末、K大学法学科の事務室を訪ねた叔母は助手と勘違いした男に原稿を

預け、半月後、留学生スパイ団事件のリストにソ君の名前を発見する。叔母は大学生に

なったが、ソ君を政治犯に仕立てた罪の意識から 20歳の春と夏を家にこもって過ごす。

ただし、エッセイには２月末の時点ですでにソ君はスパイにされていたとあり、すべて

叔母のせいとは言い切れなかったが、叔母は生涯、その罪の意識とともにソ君を想い続

けるという選択をしていたのかもしれない。僕が二人を会わせようと決心したのは、叔

母の人生全体が、遺失物が発する最後の遭難信号のようにも思えたからだった。 

 

５．ソ君が入院する江北の大学病院に到着する。僕は２カ月前から隔週で病室の近くに

行き、付添人のふりをしてソ君の症状について聞きだしていた。夕食後、ソ君か唯一病

室から出てロビーで過ごす時間、僕と叔母はロビーに向かう。テレビを見る車椅子のソ

君の隣に叔母を一人座らせ、隠れて様子を見ていた僕は、予想外の場面を目にする。二

人は並んで座ったまま言葉を交わすこともなく、叔母は見知らぬ若い男に紙の手提げ袋

を手渡し、ごめんなさい、すべて忘れてくださいと深々と頭を下げて謝った。叔母はす

っきりしたかのようにも見えたが、日が暮れ夜になるまで、病院のドアを開けなかった。 

 

６．叔母を送り届け、遺失物センターに戻った僕は紙袋の中身を見る。男性用靴下と石

鹸セット、タオルとブランケット、昔、大田刑務所に面会に行き、差し入れるはずのも

のだった。面会に来ていたソ君の母親と偶然出くわし、ソ君と会えるチャンスがあった

ものの、叔母はそのままソウルに戻っていた。僕は紙袋を箱に入れ、41327の通し番号
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をつけて遺失物として処理し、棚に収めた。職場を出ようとしたとき、８歳の冬休みの

記憶がよみがえる。遊びに行った叔母の家にかかってきた１本の電話、学位を取得し、

娘ができたソ君がかけてきた電話だった。叔母はうなずくばかりで一言も発せずに電話

を切っていた。記憶はそこまでだったが、今ころ叔母は 45 年ぶりにソウルに着いた汽

車から下りた夢を見ているように僕には思えた。 

 

■本作品について 

재일교포 유학생 간첩단 사건 （学園浸透スパイ団事件／11・22事件 1971年、ソ

ウル大などの留学生がスパイ工作員として国家保安法違反の容疑で中央情報部に逮捕

され、死刑などの有罪判決を受けた事件）を扱った作品。 

 作家は、徐京植（서경식）氏のエッセイ「옥중서한」（「徐兄弟 獄中からの手紙―徐

勝、徐俊植の 10 年―」徐京植訳編 岩波新書 1981）で、徐勝(서승)徐俊植(서준식)

兄弟を知ったといい、登場人物は徐兄弟の分身ともとれる。影響を受けたとしている書

籍「옥중 19년」（서승）は「獄中 19年―韓国政治犯のたたかい―」徐勝 岩波新書（1994）。 

徐勝氏は、現在は立命館大学コリア研究センター研究顧問、東アジア平和人権平和運

動家として活動。71 年に国家保安法違反容疑で逮捕され、無期懲役を受けるがのちに

減刑、懲役７年の刑期終了後も思想転向を拒否し釈放されず、計 19年服役した。 

 

■感想 

・遺失物や物になぞらえた描き方が印象的だった。 

P360 유실물센터가 세계를 구성하는 하나의 표준적인 조각 같다는 생각이 들 때가 

있다. 

P366 쓰레기통에 버려진 뒤 매립되거나 소각되는 하나의 사물처럼… 

P368 때로는 사소해 보이는 소품 하나가 되돌릴 수 없는 비극을 불러오기도 

한다 .서군에게 할당된 고모의 기억 속에선 일본어로 씌어진 원고 뭉치가 그 

문제의 소품일지도 모르겠다… 

P370 유실물에서 빛이 날 때가 있다….유실물이 세상에 보내오는 마지막 

조난신호를 본 것 같은 상념에 빠져들곤 했다.  

P374 고모의 삶 전체가 마지막 조난신호 같았기 때문인지도 모르겠다.  

P378 그들은 정말로 세계에서부터 분실된 존재들인지도 몰랐다….동의 없이 그들을 

이 세계로 밀어내고는 향유할 기억과 움직일 수 있는 자유를 빼앗아간 뒤 결국엔 

이 어두컴컴한 병원 로비에 방치한 그 최초의 분실자를 용서할 수 없었다..  

P384 고모가 유기한 쇼핑백이 이곳에 있는 한, 유실물센터는 세계의 그 어떤 

곳으로도 대체될 수 없는 고유한 공간으로 남게 되리란 걸 나는 알 수 있었다. 

동시에, 이 세계를 구성하는 데 없어도 무방한 덧없는 조각일 뿐이란 것도.. 
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・持ち主本人に戻らなかったり、渡るべき人の手に渡らなかったもの（叔母が預かった

原稿の束、ソ君への手提げ袋、叔母のソ君への想い、ソ君から叔母への電話など）を通

して、個人の人生が非情な歴史に巻き込まれてしまう悔しさや怒り、虚しさを感じる作

品だった。叔母は、手提げ袋を渡す行為によって、忘れ物を取り戻し、また長いこと抱

き続けていたソ君への想いと原稿にまつわる罪の意識に区切りをつけることができた

のだろうか。手提げ袋や原稿を手放すこと、物との別れが、象徴的に人との別れを表し

ているように感じた。 

 

■参加者の感想など 

・事件のことがノスタルジーとして描かれている。遺失物センターを設定して工夫もし

ているが、どちらを書きたかったのかはっきりしない。叔母をあそこまでする必要はあ

ったのか。読み進めるうちに政治的な関連がありそうだと感じたが、あまりなく、やは

りノスタルジーを強く感じた。 

・叔母に捜査が入らなかったのは不自然で詰めが甘い気がする。 

・叔母の恋愛小説だと思って読み、あとで政治的な深刻な話でもあることに気づいた。 

・叔母になぜ原稿を預けたのかわからない。歴史の勉強になった。 

・ぐっとくるものがあって、うまく書けていると思った。最後になぜ遺失物センターの

設定にしたのかがわかり、わざとらしい感じも。登場人物が少なく深く世界に入りこめ

た。場面があちこちとぶが、すんなり読めた。ごちゃごちゃはしなかった。 

・語り手はしばらく女かと思った。なぜ男？ トイレに行く場面が関係？ 

・単語は易しかったが、時間の流れが行ったり来たりでついていくのが大変だった。歴

史を知らずに青春の恋の話と思って読んだが、大きな事件が組み合わさっているのを知

り、人の力の及ばないやるせなさを表現したかったのかなと思った。ただ甥っ子がいい

人すぎたり、一生懸命付き添いすぎで、現実的ではない気がするなど、つっこみどころ

も多かった。 

・甥っ子のキャラクターがよくわからない。詳しく書かれていない。 

・刑期も実際と同じく 20 年とか、叔母も巻き込まれて大変な人生だったという設定で

あれば、もう少し信ぴょう性があったのでは。甥っ子の母親代わりだったとか、甥っ子

が介護をする理由もはっきりしてほしかった。老人ホームや認知症が最近よく小説のテ

ーマになるのは、身近なものになっているせいだろうか。 

・特に深い仲でもなかったのに 40 年以上も待ち続けのは信じがたい。罪の意識の積み

重ねが大きいだろうが、原稿だけの話であり、エッセイを読んだりすればそこまでの罪

ではないと気づくチャンスもあったのでは。 

・韓国の若い人も歴史離れでまだらにしかわからないのでは。韓国の小説がこういう形

でしか過去と向き合えないとすれば物足りなさを感じる。 

・あいまいなところが多すぎて、ディティールを細かに描いてほしかった。 


