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英タイ現代文学にみる『鶴の恩返し』 
―鶴の表象を中心に

コースィット・ティップティエンポン
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おわりに

はじめに

『鶴の恩返し』は日本全国でよく知られている民話の一つである。民話（folktale）とは

2008 年に発行した『ラウトレッジ物語理論百科事典』（Routledge Encyclopedia of Narrative 

Theory）によれば、形式と内容が散文として発信されている作者不明の伝統的な物語のこと

である。また、伝え方は主に口承だが、形式は複写・印刷資料集でもよく、話し手と聴衆の関

心、技能、そして要求によって内容の配列関係及び詳細が異なるものがある。

昔話とも呼ばれ 1)、作者不詳である『鶴の恩返し』は、本来「鶴女房」として東北地方を中

心に伝承されてきた物語である。「鶴女房」や「つるのよめさま」などのような様々なタイト

ルから窺えるように、内容もそれぞれ少し異なる部分があるが、異類婚姻譚という重要なあら

すじは共通している。それは、怪我をした一羽の鶴が男に助けられるという場面から始まり、

後日恩を返すため、鶴は女性に化身し、その男に嫁入りをするのである。夜に自分の仕事場を

覗かないようにと男に約束してもらい、懸命に機を織る。ところが、ある夜、男が不思議に思

いながら、約束を破って覗いたところ、そこでは一羽の鶴が自分の羽毛を抜き、糸の間に織り
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込んでいたのであった。男が約束を破ったため、正体を見られてしまった女は、元の鶴の姿に

変わり去っていった。この民話は 1949 年 10 月に戯曲作家、木下順二の『夕鶴』が初めて公演

されて以来、絵本や子供向け読み物で『鶴の恩返し』として広く知られるようになった 。

日本の民話でありながらも、『鶴の恩返し』は海外でも知られている。その興味深い内容は

国境を越え、イギリスとタイにおいて少なくともその影響を受けた現代小説が見受けられる。

それはすなわち、イギリス人作家、パトリック・ネス（Patrick Ness）による小説『The Crane 

Wife』（鶴女房）2) とタイ人作家、ポンサコーンが著した小説『コン・キモーノー』（以下、『着

物の罠』）である。注目されるべきは、イギリスはヨーロッパに、一方タイはアジアに位置し、

それぞれ遥かに離れているにもかかわらず、二人の小説家は各々日本の民話に潜んでいる価値

に共感し、それをモチーフとして自作を著したということである。

『鶴の恩返し』に登場する鶴の表象に関する先行研究は少ない。曽和信一の「共生論再考」

という論文があるが、これは「鶴女房」に基づいて恩返しと恩送りを考察し、個人と個人と

の関係性が希薄となりすぎた現代日本社会への提言を主軸としたものである。文学的な視点

よりも、社会的な意義を強調した研究である。とはいえ、文学作品に登場する人物の表象を分

析する研究は多数ある。本稿と接近手法が極めて似通っており、参考になると思われるのが、

非人間の登場人物を社会批判という観点から分析しているローナー・ジョーウィット（Lorna 

Jowett）の「Mute and Beautiful: The Representation of the Female in Anne Rice’s Interview with 

the Vampire」（寡黙な美人：アン・ライスの『夜明けのヴァンパイア』における女性の表象）

（2002）、である。同研究は、『夜明けのヴァンパイア』に登場するが、批評者にほとんど注目

されていなかったクラウディアの表象を、フェミニストの視点から分析したものである。ジョー

ウィット氏によると、ライスが描いたのは、幼児期からヴァンパイアにさせられてしまったク

ラウディアが、家父長制社会で生きながらも、堅苦しい習慣に従わず、それに逆らう女性にな

り、最終的に死んでしまうというストーリーである。

このような先行研究に見受けられる民話と文学との関係、そして異文化の表象をいかに位置

づけるかという視点から、今まで同時に取り上げられたことがなかった両作品、『The Crane 

Wife』と『着物の罠』とを分析する本研究は比較文学に貢献できると考える。本稿は、表象に

関して、カルチュラル・スタディーズの理論家のスチューアト・ホールが提唱した表象論を活

用し、両作品の構造、特質、そして表象の意義を論じる。ホール（Hall 2013：45）によると、

表象とは特定の文化のメンバーが言葉を通じて、「物事」の意味を作る過程であり、その「物事」、

つまり世の中にある物、人、出来事は本質的に固定されている。ないしは画一的な定義を持たず、

社会・文化の中で生きている人間がそれに意味を与えたり、拡大したりするのである。このよ

うに、文化と時期によって意味は変遷するので、本研究が取り上げている『The Crane Wife』
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と『着物の罠』において、日本の「鶴」のイメージは外国人の作家に解釈された上で、それぞ

れ異なる表象になるのではないかと推測される。比較文学においては、表象の側面を重視しな

がら検証する。加えて、本稿では『鶴の恩返し』の「鶴」が、二次的著作物である小説の中で、

どのように表現さているのか。つまり鶴の位置づけにおける原作との相違と、それが作品全体

に与える影響についても、明らかにしたい。

１．日本人と鶴

日本人は昔から現在に至るまで、鶴に馴染んできた 3)。真っ白で、長い脚で立っている姿も、

飛翔している姿も、優美に見える鳥として愛されてきたのであり、民俗学的に見ても鶴は日本

文化において様々な形で表現されている。この民俗学というのは意味が広く、習慣、社会信仰、

伝統、民話なども含む。日本でも学問として位置付けられてきたが、社会の変遷の中で、発展

してきた（Mori 2014:211）。日本で鶴は、伝説や昔話のような物語から、身近な雑貨類等に至

るまで、馴染み深い存在である。

日本人は、鶴を霊鳥として崇め、かつ長寿につながると信じてきた中国文化の影響も受けた。

例えば、中世には能の『鶴亀』が作られた（山折 1995:127）。さらに鶴に関する伝説も日本各

地に残っており、穂落神伝説 4) や滋賀県の琵琶湖近辺に伝わる、鶴の夫婦の深い絆を彷彿とさ

せる伝説がある（高橋 2010:5-6、162）。このように鶴に関する作品は多々見受けられるが、際立っ

て有名なものは『鶴の恩返し』であろう。

一方、日常的に絵、浮世絵、または身近なものとして着物の模様にも鶴がよく描かれる。伝

統文化である折り紙の鶴は特に有名である。日本航空のロゴマークでも日の丸と鶴がモチーフ

となっている。以前の千円紙幣の裏面にも鶴がデザインされていた。 さらに、諺でも例えば、「鶴

は千年、亀は万年」、「鶴の一声」、「鶏群の一鶴」などがよく知られており、また珍しい諺では

あるが「閑雲野鶴」や「鶴の脛切るべからず」も存在する。

日本人は鶴に対して、プラスのイメージを持ち、美しく優雅な鳥として認識してきた。今日、

日本の漫画、アニメ、コスプレなどカルチャーが外国に浸透しているが、そういった現代的な

ポップカルチャーのみならず、伝統文化や日本人の生き方・価値観も注目を集めている。その

過程において、『鶴の恩返し』という物語が外国で受容されてきたのは自然な流れとも言える。

ここで議題として取り上げる「鶴」とは、海外文学作品『The Crane Wife』と『着物の罠』の

モチーフになった『鶴の恩返し』における「鶴」である。
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２．『鶴の恩返し』がモチーフになった海外の小説：その著者と作品

２．１．パトリック・ネスの『The Crane Wife』

パトリック・ネスは 1971年にアメリカのバージニア州で生まれ、1999年にロンドンに移住し、

2005 年にイギリスに帰化した。ネスは小説家として、2016 年現在、短編集を含め、9 作品を

発表している。2008 年に発表した『The Knife of Letting Go』（『心のナイフ』）をはじめ、多数

の文学賞を受賞した経歴がある作家である。全作品の中、注目を集めているのはヤングアダル

ト向けの小説であり、特に 2011 年に発表し、後に映画化が決定され、2016 年末にアメリカで

公開予定のティム・バートン監督製作『A Monster Calls』（『怪物はささやく』）が話題になり

つつある。一般向け文学作品としては、2003 年に発表した処女作『The Crash of Hennington』

（ヘンニントンの衝突）、また 2005 年の短編集『Topics About Which I Know Nothing』（私がまっ

たく知らない話題）、そして 2013 年の『The Crane Wife』（鶴女房）がある 5)。

数少ない成人向け作品の中の一つである『The Crane Wife』は現代のイギリスが舞台になっ

ている。主人公ジョージ・ダンカンと、不思議な存在の、日本人と思われる女性クミコとの物

語が綴られている一方で、クミコが制作するタイルに貼られた切り絵作品が語る「鶴」を思わ

せるものと「火山」との物語が同時に展開してく。また、ジョージの恋愛と人生とともに、ジョー

ジの娘アマンダの話も同時並行で進んでいく。主人公である 48 歳のジョージはロンドンに住

んでおり、結婚生活に失敗し離婚した男性である。彼は基本的に好人物であり、親切で気配り

のできる男だが、それゆえに刺激が少ないと女性に感じられ飽きられてしまった。ジョージの

娘アマンダもフランス人の夫と離婚しており、JP というニックネームの 4 歳の息子と生活し

ている。自身をよく理解してくれていた相手と別れた後、もともと精神的に不安定であった彼

女は、離婚後さらに不安定に陥り、特に怒りを抑えることがなかなかうまくできない状態になっ

た。社会人でもあり、シングルマザーでもある彼女は父親であるジョージとの関係はよく、息

子の JP をよく彼に預けている。

ジョージは一人暮らしをしている。物語の始まりは、ジョージが夜半、トイレに行こうと起

きた際、突然聞きなれない音に気づき、外に目をやると、庭にとても優雅な鶴がいたという場

面から始まる。その鶴をよく見ると矢が刺さっており、可哀そうに思ったジョージは、鶴から

矢を引き抜き、助けた。すると、鶴は飛び去って行った。翌日、ある不思議な女性がジョー

ジの営んでいる印刷・切り絵販売の店に現れ、自分が作った切り絵の複製の仕事を依頼する。

ジョージは彼女の作品の美しさに感動し、また彼女自身の美しさにも心を奪われた。その後、

互い親密になり、共同で作品も作る機会も生まれ、ついには婚約した。彼女と共に制作したタ

イルと切り絵を組み合わせた芸術作品は評判になり、ジョージの店の売り上げも好調となった

のである。



東京外国語大学論集第 92号（2016） 257

クミコは結婚に失敗し、すさんでいたジョージの心を満たしていった。共に作品を制作して

いるうちに、ジョージは彼女の素性を知りたくなるのだが、彼女は詳しくは教えてくれず、た

だ今まで海外を飛び回っていたとしか答えなかった。ジョージが分かったことと言えば、タイ

ルに貼り付けた羽毛を使った切り絵作品に表現された彼女の優れた芸術性のみであった。この

ような背景もあり、ジョージは好奇心を持つと同時に、もどかしさを覚え、事態は急展開する。

ジョージはクミコと婚約するが、その後、元の彼女と浮気してしまったのである。心の中で、

浮気をしたことに葛藤を感じていたジョージは焦燥感に駆られる。だが、不思議なことに直後

に火事が発生し、クミコはこの世を去った。クミコはちょうどその時、32 枚のタイルで構成

された火山による世界の滅亡を描いた作品を作り終えたばかりであった。

２．２．ポンサコーンの『着物の罠』

ポンサコーンはタイ人作家、ポンサコーン・チンダーワッタナのペンネームである。彼は本

業である医師の傍ら、小説家としての顔も持っている。2001 年に刊行した処女作『ブアーン・

バン』（由縁）以来、多くの作品を発表している。また数多くの作品がドラマ化され、現在の

タイで大変注目されている作家の一人である。ポンサコーンの作品は大衆文学であり、その中

でもっとも話題になっているのは幻想的リアリズムが表現された布シリーズである。具体的な

作品としては、『サープ・プーサー』（織物の呪い）（2007）、『ローイ・マイ』（絹の跡）（2007）、

『キー・パオ』（チャイナドレス）（2011）、『スィネーハー・サーリー』（サリーの愛情）（2013）、

『レー・ルンタヤー』（ルンタヤー布の策略）（2013）、『コン・キモーノー』（着物の罠）（2014）、

そして『ルークマーイ・ラーイ・ソンタヤー』（夕焼け模様のレース）（2014）がある 6)。

『着物の罠』は長編小説であり、2014 年に発表され、翌年テレビドラマ化された。物語の舞

台は殆ど日本であるので、ドラマ撮影の大半も日本で行われ、特に佐賀県の伊万里市と有徳稲

荷神社、そして北九州の河内藤園で撮影された。また、タイのスーパースター、トンチャイ・マッ

キンタイとアーラヤー・A.・ハーゲートが共演し、テレビ放映後たちまち話題となった。この

小説は基本的に輪廻転生の物語で、日本の神話、昔話、そして怪談話をも織り込み、タイ人の

登場人物は少ない。作品の第一章は「昔々」（Pongsakorn 2014 : 7）から始まり、内容の全て

は完全に神話となっている。織姫と彦星の恋物語として日本人によく知られている七夕の話が

部分的に含まれている以外は、ポンサコーンが創作した日本神話となっている。

時代設定は、神と人間がまだ交信し合うことができた遥か大昔とされており、ツキという名

の自然豊かな谷が物語の舞台である。人々は鶴の神と狐の神の二人の神を厚く崇敬し、それぞ

れの神社を建て、ミヤカワ家が鶴の神の神社を、リョウイチ家 7) は狐の神の神社を守っている。

鶴の神は健康の神で、一方狐の神は農業の神とされている。鶴の神と狐の神は親友であり、毎
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年七夕の日に人間を祝福するため、天国からツキ谷に降りてくる。しかしある年、鶴の神への

恋が叶わなかった雪女が、鶴の神が庇護しているツキ谷の村を暴風雪で破壊しようとした。鶴

の神には既に恋人である明星がいたので雪女の思いを受け入れられなかったのだが、雪女は鶴

の神を恨み、ついには復讐を決行したのである。

戦いが引き起こされ、狐の神は亡くなり、鶴の神が着ている「星の衣
きもの

」がその戦いで破れて

しまった。鶴の神は天国に戻ることができなくなったため、その着物が元の状態に修復される

まで人間界に留まらざるを得なくなった。

だが、そこで物語の舞台は現在に移り、主人公である日本に留学しているタイ人女性リンダー

ラーの話が始まる。リンダーラーは動物と対話できる特殊な能力を持っている。だが、奨学生

であるにもかかわらず、やむを得ない事情により、奨学金の支給期間内に卒業できなかった。

リンダーラーはアルバイトで稼ぎながら、勉強を続けることを決心した。彼女は東京に住んで

いたが、京都のある家庭で住み込みのヘルパーとして働かないかという提案を受け、京都に移っ

た。そこで、彼女は住み込み先の家族と共に住んでいる星という名の不思議な紳士に出会った。

実は彼の正体は鶴の神であり、ずっとリンダーラーを待っていたのである。それと同時に、そ

の家族と仲の悪い狐の神の神社の管理人から、自分の世話をしてくれる家族を守っていたので

あった。

話が進むにつれ、鶴の神・狐の神の神話が現在で再生されていることが徐々に明らかになる。

タイ人のリンダーラーは、実は鶴の神の恋人、明星の生まれ変わりであった。明星は天国で、

人間として生まれ変わり鶴の神の化身である星を連れ戻すようにという使命を受け、現在の世

界に降りて来たのであった。そして、リンダーラーは動物との対話能力によって、自分と仲良

くなった小鶴が金鶴だと知る。その金鶴の羽毛が生え変わった時に貰い受けた金の羽毛で「星

の衣
きもの

」を繕い、星を天国に戻すことに成功したのであった。

３．文脈と作風

３．１．日本の民話から海外の小説へ

民話はもともと口伝であり、後に文字として書き留められるようになった。文学としても発

展し、研究対象にもなっている。日本の民話を学術的に研究した先駆者は、かの有名な柳田国

男である。民話を含む民俗学と、文学との関係は、改善、隠喩、借用、間テクスト性などの側

面から議論されてきた（Foster 2016:12）。『鶴の恩返し』に関しては、なぜ異文化出身の作家

がこの民話、つまり日本人の価値観に共感できたのかについて問い、続いて民話から小説へと

昇華させたことについて述べてみたい。

上述したように『鶴の恩返し』は日本国内のみならず、海外でも知られている。ネスは幼い
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ころ初めてこの民話を聞いてから、ずっと印象に残り、「元の話「鶴女房」は＜中略＞、五歳の時、

小っちゃくてブロンドの髪の僕が、ハワイで幼稚園の先生から初めて聞いて、それから、ずっ

と覚えていました。」（Ness 2014:309）とはっきり述べている。一方、ポンサコーンは、ネス

のように明確に述べてはいないが、自身の作品の中で「鶴」をモチーフにしたのであるから、

大いに印象に残っていると推測できる。『鶴の恩返し』が、異文化で暮している作家の自作の

モチーフになり、複数の文学作品の誕生に繋がったのは、その内容とメッセージが強いインパ

クトを作家たちに与えたからであると言えよう。その理由としてはいくつか考えられる。

まず、第一に、この物語が幻想的リアリズムという特徴を帯び、読者の興味を引きやすいか

らである。また、二番目に空想の話ではありながらも、約束の重みという普遍的なテーマが扱

われているからである。男が、仕事をしている姿を見ないという嫁との約束を好奇心という本

能ゆえに破ってしまう姿がそれである。鶴を助けた男の立場から考えると、好奇心を持つこと

は当然であるが、約束を守ることも重要な美徳である。約束を破ることは、嘘や不正直と同様、

社会的に認められないことである。この人間の本能と道徳との葛藤が、読者に大きく訴えかけ

るのである。

そして、三番目に、この民話の一番重要なメッセージが恩返しだからである。感謝する気持

ちを表す行為はどの文化でも存在しており、「恩返し」というのは普遍的な精神であると考え

られる。具体例として、イソップ寓話から得られる教訓の一つ 「Gratitude is the sign of noble 

souls.」（感謝の気持ちは高貴な魂の発現である。）、あるいはタイにおける「Khwam Katanyu 

Katawethi Pen Khuangmay Khong Khon Di」8)（孝行と恩返しは善人の証である。）　という仏

教の教えがあるように、感謝を表すことは道徳的に重要なことである。そして、この物語で恩

を返すのは動物である。 人間と人間との間において感謝の念が生じるのはありふれたことで

あろう。だが、鶴は人間の言葉を話すことができない動物であるにもかかわらず、自分の身体

を犠牲にまでして、目に見える形で恩を返すために一生懸命布を織る。これら本能と道徳との

葛藤、そして恩返しの重要性という二つの教訓を、この物語は、いかなる年齢層の読者に対し

ても分かりやすく伝えていると思われる。

次に、民話から小説への昇華という観点から見るならば、ネスとポンサコーンは、物語に対

して強い印象を持ちながらも、自分なりの解釈で民話を小説へと昇華させている。両者は、民

話で説明されていない部分を「穴埋め」しようとしたのであろう。現代小説に対して読者は、

昔話に比べ一層説得力のある筋書きを求めているからである。原作のモチーフ版が創作され続

ける限り、追加、再解釈、あるいは内容が大きく変えられていくことは不可避である。なぜな

ら、民話は基本的に言葉を多く使わず、内容も短く、舞台描写も乏しく、そして登場人物が少

ない。また、それぞれ似たようなパターンを持っているため、結末を推測しやすいのである（杉
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本 2013:71-83）。

そこで、小説家が民話を基にして作品を創作する場合、登場人物の背景を描き、あらすじを

複雑にするといった工夫を凝らすことによって、読者の興味を引こうとする。それで、原作か

らの乖離が生じるのである。作者は自身の言葉をもって、新しい作品のテーマとメッセージを

生み出すのである。民話とは異なり、著者は基本的に一人であり、たとえ共著の場合でも、そ

の人数は多くない。内容に関しても、民話が様々なバリエーションがありながらテーマとメッ

セージは直接的である一方、小説は時間が経っても内容が変わらず、時代及び読み手によって

多様な解釈ができるのである。

無論、小説の基本的な特性は、本稿が取り上げた両作品の中においても明確に見受けられる。

例えば、ネスは民話らしさを無くすため、『The Crane Wife』の主要登場人物に新たな背景と

特徴を付与している。鶴の命を助けたジョージの背景と、「女性に化身した鶴」と思われるク

ミコの生き方からその試みを窺うことができる。そして、ネスと同様にポンサコーンも民話を

元にして、『着物の罠』を創作したが、方法は異なっている。ポンサコーンは追加するという

より、物語の舞台と、登場人物の背景や特徴を大幅に再構築している。彼は、「鶴」が矢で負

傷したというあらすじを捨て、代わりに「鶴の神」の着物が破れ、天国に戻れなくなったとい

う新たな設定を作ったのである。

３．２．イギリスが舞台になっている『The Crane Wife』

ネスは、まず現代を舞台にして「鶴」を登場させ、『The Crane Wife』を展開している。単

に民話という枠組みから脱しようとしただけではなく、全知の三人称の語り手を用いて、純文

学作品として作り上げた。この物語の特徴は、構造主義的アプローチによる複雑なあらすじ、

生き生きとした描写、そしてコスモポリタニズムという 3 点にまとめることができるが、以下

順に述べよう。

一番目に関して、ネスは、構造主義的なアプローチであらすじを再構築した。曖昧な背景を

より明確化し、登場人物の個性もより際立たせている（Ryan 2012:19-31）。物語の舞台として

現代を選んだだけでなく、新たに「許し」というテーマをも盛り込んだ。物語の中で同時に展

開されていることは、大まかに見ると、ジョージとクミコとの愛、そして「雲から生まれたも

の」（Ness 2014:77）と「火山」との愛の二つである。クミコと「雲から生まれたもの」が同

一人物なのか、ネスは明確に記していないが、暗に同一であることを仄めかす描き方をしてい

る。これら二つが関連しているかどうかは解釈によるであろうが、後者には象徴主義的な部分

がある。即ち、「雲から生まれたもの」が女性の親切で柔らかい愛情を示すのに対し、「火山」

は猛烈な力による破壊力を表すのである。
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さらに、ジョージの娘アマンダの恋愛話も並行している。これも、ネスがジョージとクミコ

との恋愛話と対置させようと、意図的に盛り込んだと思われる。アマンダは、好きであった夫

と離婚したが、率直な人柄の持ち主である。対して、彼女の義理の母であるクミコは、いつま

でも自分の素性を誰にも明かさない。アマンダは最終的に、自分の思いに素直に従い、夫を許

した。クミコはそうではなく、自分の思いを表せないため、周囲を、特にジョージを惑わし、

不思議な存在のままこの世を去ったのである。

ネスはさらに、生き生きとした描写を通じて、重要なシーンや登場人物に深みを与えている。

ネスはそのような手法に長けた作家であり、流麗な文体で印象的に綴られたシーンが比較的多

く見受けられる。例えば、冒頭の場面を見てみよう。

「ある言葉が寝起きの彼の薄い意識に突然、入り込んできた。「キーン」という苦しそうな鳴

き声が聞こえたのである。何かが「キーン」と鳴いていたのだが、驚嘆のあまりに涙を流すほ

ど、鳴き声は彼を圧倒した。夢が悪夢になってしまったように、心は引き裂かれた。助けを求

める無言の叫びに対し、すぐ助けてやらなければと察したが、助けようがないとも感じた。危

険に陥った何者かを助けるには無力で、助けようとすることさえ無意味なのではないかと思っ

たのである。」9)（Ness 2014:7）と鮮明に描写されている。

ジョージは、その時点では矢で射られた瀕死の鶴の存在を知らないのだが、彼が感じた緊張

は、読者にも切迫感を抱かせしめるものではないだろうか。他にも、特に「雲から生まれたもの」

と「火山」という物語では、「『火山』はどこにでもいる。だが、戦争の時には姿を消す。その

姿はどこにも見当たらない。かような時であるからこそ、存在しているべきものではあるが、

跡形もなく姿を消してしまう。」10)（Ness 2014: 206-207）のような韻文風の描写もよく見られる。

このような描写が作品の冒頭から結末まで続くことによって、現実と夢の境目が曖昧になって

いくような印象を読者に与えていると思われる。

さらに精読すると、ネスは物語にコスモポリタニズムを帯びさせようという意図を持ってい

たのではないかと考えられる。それは登場人物の国籍からも明らかである。ジョージはイギリ

ス在住のアメリカ人である。また、クミコは、素性を明かしていないため断定はできないが、

名前からして日本人女性である。さらに、アマンダの夫はフランス人であり、ジョージの店で

勤務している店員メーメットはトルコ人である。日本の民話を基に、舞台をイギリスに移して

いるので、そもそも国際色豊かな作品となっている。それに加えて、多様な背景を持つ人物を

登場させたのは、この物語のテーマが普遍性を持つということを作者が強調したかったからで

はないか。
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３．３．日本で『着物の罠』に嵌った「鶴」とタイ人女性

『着物の罠』はタイ語の小説であるが、著者ポンサコーンは内容の殆どを日本で起きた出来

事としている。この長編小説の特徴として、予測可能な構造主義的なあらすじ、そして日本に

関する既成概念から脱却した上での、間テクスト性の強調、という二点をあげることができる。

以下、順番に見ていくこととする。

第一に、『着物の罠』は『The Crane Wife』と同じく全知の三人称の語り手を用い、構造主

義的な物語になっている。ここでいう構造主義とは、一つの物語が直線的に展開してクライ

マックスに向かいながら、主人公・味方役と悪役との対立が起き、最終的に主人公・味方役が

勝利するということである（Ryan 2012:19-31）。ゆえに、話の筋は、『着物の罠』の方が『The 

Crane Wife』より単純明快である。『着物の罠』は、神が主人公で、物語は何百年も前から始

まり現在まで続いているが、結局のところ、鶴の神はいかにして天国に無事に戻れたのかとい

うことだけが、テーマになっている。

このように、一つの物語が直線的に展開していくことは、タイ語の大衆文学作品においては

典型的なパターンである。善人である主人公と対立する悪役が登場し、序盤では主人公は不利

な状態になる。だが、最終的には試練を乗り越え、幸せをつかむのである。ここで、主人公の

鶴の神と、神の神社の面倒を見ているミヤカワ家は、鶴の神を誤解しているリョウイチ家と対

立している。リョウイチ家はもう一つの悪役雪女の力を借り、主人公である鶴の神と味方役で

あるミヤカワ家を倒そうとしている。このような設定から、読者はいかなる結末が待っている

か予測できるのである。

第二に、ポンサコーンは日本に関する既成概念を避けながら、『着物の罠』を日本について

の間テクスト性があふれる物語とした。タイ人は以前より日本についてよく知るようになっ

た。例えば、近年、タイ人の訪日観光客も急増しており、2014 年に 66 万人（日本政府観光局

2015:8）、2015年には約80万人に達した（日本政府観光局2016:8）。このようなポンサコーンは『着

物の罠』において、物語に新鮮味を与えるため、日本に関する既成概念を使用することを避け

たと思われる。

例えば、タイ人は日本の着物と言えば、女性のものだと思いがちである。ポンサコーンは、

それまで著した「布のシリーズ」の小説の中では登場する布は女性が身に付けるという設定に

していた。だが、『着物の罠』では着物には男性物もあると述べているのである。（Pongsakorn 

2014 : インタビュー）。星
ほしのおうじ

王子の「星の衣」がそれに当たる。もう一つ注目されるのは、ポンサコー

ンはタイ人が憧れている桜を避け、それまでタイで注目されてこなかった藤を取り上げている

ということである。『着物の罠』はドラマ化されたが、その影響でタイ人は撮影地である北九

州の河内藤園を訪れるようになった。
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そして、舞台は日本であるので、当然ながら日本に関する間テクスト性が多く見受けられる。

ポンサコーンが強調しているのは、タイ人女性リンダーラーの目に、日本文化と日本人の信仰

がいかに映ったかという部分である。七夕、鶴、狐、そして雪女といった物語のあらすじに織

り込まれている四つの伝承が、間テクスト性を生じさせている（Tiptiempong 2015:71）。作者

は他に、夏の花火、河童、一つ目小僧、ろくろ首などについても言及している（Pongsakorn 

2014:101, 103、140, 164）。

また、この作品は、日本のことを描く他のタイ語の小説と違い、著者はあえて作中に日本語

の表記そのものを入れている。例えば、「どうぞよろしくおねがいします」（69）、「お誕生日お

めでとうございます」（133）、「おやすみなさい」（131）というような挨拶（133）から、織物の「絡

み織」あるいは「搦み織」、そして「ひな人形」といった伝統に関する言葉まで、所々に盛り

込んでいるのである。日本、または日本語になじみのない読者にとっては読み辛いかもしれな

いが、このような間テクスト性のゆえに物語はより日本的情感を帯びるようになったと思われ

る。

４．外国語の現代小説に登場する「鶴」の表象

４．１．『The Crane Wife』における「鶴」

上述したように、ネスは原作の民話を基にしながらも、物語の背景や、登場人物の特徴に多

くの工夫を加えた。創造的な文学作品として高く評価されるものであるだろう。クミコに化身

したと思われる鶴とジョージの話、そして作中クミコが語る「雲から生まれたもの」と「火山」

の話が同時に展開されるという構造の中で、「鶴」はいかに表現されているのか。原作と比較

しながら、相違点を浮き彫りにし、また登場人物の動機についても見ていきたい。そして、そ

のような工夫によって作品がいかなる趣旨を持つに至ったのか論じていきたい。

『The Crane Wife』における、怪我した鶴が女性に化身し最終的には姿を消すという話の流

れは、民話『鶴の恩返し』と共通している。だが、ネスが「鶴」の正体をぼかしていることが

相違点である。即ち、民話では女性が「鶴」の化身であったと明確に語っている。一方、小説

ではクミコと、「 彼女は雲の息から生まれた」と物語の冒頭で言及されている、「雲から生ま

れたもの」（Ness 2014:77）が、鶴に相当すると思われるのだが、ネスはそうであると明記は

していない。比喩という視点から見ると、ジョージと結ばれたクミコは、「火山」と結ばれた「雲

から生まれたもの」との関係と、一致するとも考えられる。だが、親切なジョージからは「火

山」というイメージは読み取り難い。クミコとジョージ、そして「雲から生まれたもの」と「火

山」という、二つの組み合わせが、相互にいかに関連しているのか明確に分からないのである。

とはいえ、「雲から生まれたもの」と「火山」との話は、クミコが制作している芸術的なタ



英タイ現代文学にみる『鶴の恩返し』―鶴の表象を中心に：コースィット・ティップティエンポン264

イルに描かれているので、クミコの内面が具現化されているとも考えられる。ネスは、「雲か

ら生まれたもの」と「火山」との対話も挿入している。「本質的に」怒りを象徴する「火山」

と結ばれた「雲から生まれたもの」は、「火山」の行く先々を追って行く。だが、結局のとこ

ろ「雲から生まれたもの」は「 火山」と別れようとし、その時「火山」は自らの溶岩を矢に変え、

飛び去った「雲から生まれたもの」を射落とすのである。それは、「And she falls, falls, falls to 

earth.」（そして、彼女は、地上に落ちて、落ちて、落ちてきた。）（Ness 2014:246）と描写さ

れている。そして、クミコはジョージに「all over」（あらゆる国）（Ness 2014:69）へ行ってき

たと話している。この点から「雲から生まれたもの」とは「鶴」であり、後に「クミコ」に化

身した存在であるとも考えられる。さらに、ネスは、鶴が機織り機で布を織った代わりに、ク

ミコが羽毛を使い切り絵を作るといったような脚色も加えている。

ネスはジョージの視点から、クミコの姿を以下のように描写している。

「彼女はシンプルな白いワンピースを着ており、その白は、スーツケースを持っていない方

の手で持っているコートと同じ色で、（中略）彼女は赤い帽子を被っている。帽子自体は古め

かしい感じがしたが、なんだか身に付けている服に似合っていた。」（Ness 2004:66）この描写

からは、羽毛が白く頭部が赤い丹頂鶴が連想される。また「雲から生まれたもの」は、自分の

アイデンティティーに自信がなく、いつも父親である「雲」に自分の名前を聞いているのであ

る（Ness 2014:134）。

最初から最後まで、ネスはクミコと「雲から生まれたもの」を、曖昧模糊とした、不思議な

存在として描いている。ジョージは、スーツケースを持ち彼のお店に現れたクミコに初めて会っ

た日から、ずっと謎めいた、素性のよく分からない女性と思っていた。以下の描写から、それ

が窺える。「彼女は平均より体が小さかったが、かといってそれほど小さいというわけでもな

かった。肩まで伸びた黒い髪、青白く茶色い瞳がジョージをじっと見つめていた。誰かが彼

に、彼女の国籍はどこ？と聞いたとしても、ジョージははっきり答えられないだろう。」（Ness 

2014: 66）。ジョージとの関係が親密になっても、クミコは自身の素性を明かさなかった。以下

のような会話が、作中で幾度か繰り返されているのである。

「君は誰？」

「クミコよ。」彼女は答えた。

「僕は君のことを殆ど知らないよ。」彼は言った。「もっと君のことを知りたい。」

「あなたは、大切なことをすべて知ってるわよ。」

（中略）

「そうだけど、『クミコ』というのは日本名かい？」
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「そうかもしれない。」

「君は日本人？」

彼女はからかうように彼を見ている。

「ある意味、あなたが私の名前を日本の名前だと思うのなら、私は日本人かもしれないわ

ね。」（Ness 2014:93）

クミコは優れた芸術的感性を持った女性であった。ジョージは「ヨーロッパ風の羽毛を纏っ

た中国の龍」などの彼女が作った切り絵を見て、「息を飲むほど」美しいと衝撃を受けた。彼

女の切り絵に比較して、自身のそれは「初心者のもの」とまで思ってしまう（Ness 2014:68-

69）。クミコは、タイルの切り絵を作る様子をジョージに見せないが（Ness 2014:88）、羽毛を使っ

た切り絵の完成作を見せる。来店する客も、クミコとジョージが作った「龍」と「鶴」のタイ

ルを見て、「素晴らしい」と言って、じっと鑑賞する（Ness 2014:96）。クミコの芸術性は高く

評価され、彼女の作品は「非常に高い値段」で売れた。

そして、クミコは「私は生きているのよ。ジョージ」とジョージに向かって戸惑いと痛みを

感じたような表情で言ったことがある。そして「人生で何ができるかしら。生きて。生き続け

て。全てを受け入れながら、歴史を作っていく。そうやって歩み続けるのね。」とも語った（Ness 

2014:92）11)「雲から生まれたもの」も涙を流すことがあるが、いつまでも飛び回る。「彼女は、

生きている間、あるいはそれ以上長く、ずっと飛び回る」（Ness 2014:130）とネスは描写して

いる。

以上より、ネスは『The Crane Wife』において、女性像を強調したかったと読み取ることが

できる。主人公ジョージは好人物であるが、心は弱い。ジョージは離婚した独り身であり、寂

しい人生を送っている。そんな境遇の中でクミコに惚れたジョージは、相手の家に殆ど入った

こともなく、それまでの経緯や出身も分からないにもかかわらず、求婚するという不合理な行

動を取る。ネスは、女性は鶴のように傷つけられやすいかもしれないが、潜在的な強さを持っ

ているのだということを強調したかったのではないか。

物語の終盤で、クミコは婚約したジョージの浮気を許す。約束をやぶられたと知ってもジョー

ジを許してしまったのである。その直後に火事が起きるが、クミコは自らを犠牲にし、ジョー

ジもアマンダも助けた。それは最高の恩返しかもしれない。また、話に奥行きを持たせるため、

もう一つの「許し」も物語に織り込まれている。主人公の娘アマンダは、元夫との関係を修復

しているのである。ネスは、これらの行動を描写することを通じて、女性が鶴と同じような強

さを持っていると訴えたかったのではないかと考えられる。日本の「鶴」とは、丹頂鶴の外見

から窺えるように、不安定なアイデンティティー、不可思議性、芸術性を感じさせる。だが、



英タイ現代文学にみる『鶴の恩返し』―鶴の表象を中心に：コースィット・ティップティエンポン266

その一方で人間の強さと知性をも象徴しているように思われる。ネスは、「クミコ」と「雲か

ら生まれたもの」、そして「アマンダ」を通じて、このような人間の複雑性を浮き彫りにしたかっ

たのではないか。

４．２．『着物の罠』における「鶴」

ポンサコーンはネスと違い、あらすじを複雑にしていない。「鶴」を再解釈し、日本に関す

る事物を織り込み、輪廻転生の物語を作り出した。タイ人読者の好みの一つである幻想的リア

リズムを基調に話が進んでいく。ポンサコーンが民話『鶴の恩返し』を土台にしながら、原作

からどれほど乖離していったのか、また「鶴」をいかに特徴づけようとしたのか、分析していく。 

第一に、「鶴」のアイデンティティーである。ネスは「鶴」を曖昧な存在として描いているが、

ポンサコーンは民話『鶴の恩返し』と同様に、鶴模様の「星の衣」を着る鶴の神を登場させて

いる。実際に、ポンサコーンは民話『鶴の恩返し』よりも、「鶴」の正体を明確化していると

言えるだろう。「鶴の神」と「星
ほしのおうじ

王子」が同一であるということに読者が自然と気づくのである。

ネスの「鶴」とは異なるが、『鶴の恩返し』と同様に「鶴」の正体が明確にされているという

ことである。しかし、『鶴の恩返し』の鶴は、もし人間でないことがばれたら、そのまま男と

暮らせなくなると思っているのに対し、ポンサコーンの鶴の神は自分の正体をあまり隠そうと

していない。作中で「星王子」の周囲のうち、何人かは彼の正体を初めから知っている。

この存在の明確性というポンサコーンの小説の特徴から、第二の論点が導き出される。それ

は、即ち「鶴」の属性の変更である。ポンサコーンは「鶴」の性別を男性にしただけでなく、

神にまで格上げした。『鶴の恩返し』では、鶴は人間に化身できる力を持っていても、あくま

でも動物であり、人間より格下と認識されがちな存在である。しかし、『着物の罠』では人間

よりさらに高次元の存在とされる神として描かれている。自らの神通力により不老の状態を維

持し、永遠の若さを保っている。「あの方はいつもミヤカワ屋敷の最上階にいらっしゃる。ア

キラは祖母であるミキに、星様の年齢を尋ねたことがある。なぜ初めて会った日から今まで容

姿が変わらないのですか、と。しかし、ミキは微笑むだけで直接彼の実際の年齢を明かすこと

はなかった。ただ一言「不可思議」と呟くだけだった。」（Pongsakorn 2013:119）とミヤカワ

家の家族が話す場面がある。

第三に、恩返しのきっかけである。『鶴の恩返し』では、人間に命を助けてもらった瀕死の鶴は、

自分の体を犠牲にしてまで恩を返そうとする。一方、星王子は、鶴の神の体の一部とも捉えら

れる「星の衣」を傷つけられたため、天国に戻れなくなったが、それは命にかかわるほどのこ

とではない。そして、人間の世界で世話になったミヤカワ家の人々と、長年神として敬ってく

れた村の人々に対して恩を返している。
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次にポンサコーンが描いている「鶴」が何を表象しているか、考えてみよう。ポンサコーン

の「鶴」は神である。神は、鶴と同じように肌の白さが際立っており、神秘性と信心深さ、そ

して芸術性が窺える。ネスの作品では、動物としての「鶴」が冒頭部分に登場するが、『着物

の罠』では「鶴」そのものの姿は見受けられない。あくまで、人間の世界で生活している鶴の

神が登場するに過ぎない。鶴の神である星王子の容貌は、鶴らしく、肌は目が覚めるように白

い。リンダーラーはそれをじっと見ることができた。一度、彼の話を聞きながら、近くまで顔

を近づけて星王子の外貌を見たのである。彼女は、初めて彼の透き通るような白い肌に気づき、

「その白さは自ら光るほど明るかった。」（Pongsakorn 2014:64）と感じた。

また、星王子はミヤカワ家に世話になっているが、不可思議な存在である。「星王子の実際

の年齢にもかかわらず、体形と顔立ちの変化は随分前から止まったらしい。いつ会っても彼は

常に気品に溢れ、若く見え、顔立ちもよい。時の流れの影響を受けないのだろう。皺さえもな

かった。」（Pongsakorn 2014:119）。村人も彼の存在について、以下のように噂話をしている。

「私の旦那が、ミヤカワ家の最上階の部屋に、不思議な男が一人いるっていうのよ。彼は

何百年も生きているんだって。私の旦那のお父さんの、お父さんの、お父さんの、そのま

たお父さんの時から、ずっと生きてきたんだってさ。不老不死なのよ。どこの人間がそん

なに生きられるっていうの。これはね、間違いなく神様だわ。ここの人たちは、あの人が

天国に戻れなくなった鶴の神だって信じているのよ。」（Pongsakorn 2014:210）

芸術性に関してはネスのクミコと異なり、星王子は美術品を作るだけではなく、琴を弾き、

歌うこともできる。

杉は大きく高く、葉は細長く整然と揃っている。

それらは木々に隠れ、過去が隠されている山の中に聳え立っている。

小さな星が遠くから、風に抗ってやってきた。

十万の朝、十万の日、十万の夜を経た。

彼女は、乗っている車から景色を満喫している時に、その雰囲気に合った、胸を揺さぶるよ

うな、綺麗な歌声を耳にした。それは、男性的でやわらかく、聴いたら、心が楽になり、夢中

になるような歌声だった。リンダーラーは、その曲を銀の鐘のような美声で歌っている若い男

性が星王子だと分かった途端、驚嘆した。（Pongsakorn 2014:60-61）

全体的にポンサコーンは大幅に「鶴」の特徴を変更した印象を受けるが、批判的に見れば星



英タイ現代文学にみる『鶴の恩返し』―鶴の表象を中心に：コースィット・ティップティエンポン268

王子は際立った存在ではない。神であるにもかかわらず、ミヤカワ家から離れると、神として

の力が減るため、ずっと引きこもって生活している。このように居候生活を続けながら、周囲

への恩返しとして、音楽を奏で、人々の健康のため鶴である自分の血を飲んでもらっている。

だが、物語全体で行動に変化はなく、何百年もミヤカワ家の世話になり、「星の衣」を繕うた

めの金鶴の羽毛を求め続けてきただけである。天国へ戻る機会を待っているだけの彼は、受け

身な存在であると言ってもいいだろう。逆に、大活躍するのは動物との対話能力を持っている

リンダーラーである。彼女は、鶴の神が天国にいた時の恋人明星の分身であり、恋人を天国へ

戻すため懸命に努力をする。結局のところ、男性かつ鶴の神である星王子よりも、女性である

リンダーラーの活躍の方が強調されているのである。

おわりに

本稿は民話『鶴の恩返し』をモチーフにした英語の小説『The Crane Wife』とタイ語の小説『着

物の罠』を取り上げ、作品とその「鶴」の表象を分析した。両作品が、現代小説として原作の

民話から離れ、それぞれの作風によって新たな雰囲気を持つ物語となったのは当然であるが、

特に「鶴」の描かれ方の考察から興味深い知見が得られた。『The Crane Wife』の著者ネスは、

構造を中心としてあらすじを再構成し、「許し」というテーマも盛り込んだ。だが、女性に化

身した鶴という位置づけは『鶴の恩返し』と同一である。一方、『着物の罠』の著者ポンサコー

ンは、タイの大衆文学においてよく見受けられる典型的な構造主義を採用し、物語を綴ってい

るが、既存の「鶴」のイメージを覆すような人物設定をした。

両作品における「鶴」の表象に関して、「鶴」が共に美しい外見、神秘性、そして芸術性を

象徴しているという点は共通している。ただし、相違点も存在する。ネスの「鶴」は女性であ

るが、女性なりの強さと、男性への影響力を持っており、最終的には相手を「許す」という強

さをも見せる。一方、ポンサコーンの「鶴」は男の神であるが、女性に依存する傾向にある。

このように考えて見ると、男性優位性の否定という点も、両作品に共通していると言えるだろ

う。

註

1) 「民話」の分類として、世間話、昔話、伝説、神話の四つに分けられる。

2) パトリック・ネスはアメリカとイギリスの二重国籍である。アメリカ生まれの彼は大学を卒業するま

でアメリカで教育を受けたが、『The Crane Wife』を書いた時点ですでにイギリスに居住しており、ま

た現在に至るまでイギリスに在住している。ゆえに、本稿のタイトルにある「英タイ」の「英」とは、

英国籍を持っている作家が書いた文学作品、または英語の文学作品という意味である。

3) 日本語で「鶴」というのは、多くの場合、丹頂鶴のことを指す。丹頂鶴はツル科の鳥である。
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4) 穂
ほお

落
とし

神
かみ

伝説とは、米を求める神の子孫が鶴を使い、中国から稲穂を沖縄へ持ち帰ろうとしたという話

である。

5) ネスの『The Crane Wife』は 2013 年に発表された作品であるが、本稿が使用している資料は、2014
年に発行された書籍である。

6) 読みやすさを考慮し、文中にはタイ語の表記を残さないが、今後の研究のため、タイ語の人名や作品

名をタイ語でも表記しておく。具体的に「ポンサコーン」－「พงศกร」、「ポンサコーン・チンダーワッ

タナ」－「พงศกร จินดาวัฒนะ」、『サープ・プーサー』－『สาปภูษา』、『ローイ・マイ』－『รอยไหม』、『キー・

パオ』－『กี่เพ้า』、『スィネーハー・サーリー』－『สิเน่หาส่าหรี』、『レー・ルンタヤー』－『เล่ห์ลุนตยา』、『コ

ン・キモーノー』－『กลกิโมโน』、『ルーマーイ・ラーリ・ソンタヤー』－『ลูกไม้ลายสนธยา』である。

7) 「リョウイチ」は基本的に日本人の名前に聞こえるが、『着物の罠』では名字として使われている。こ

れは著者の誤解ではないかと思われる。また同作品において、後に出てくる日本語の中に、いくつか

不自然な日本語がある。『着物の罠』はタイ人である著者が作った空想物語なので、日本人が推敲した

とは限らない。本稿は学術分析を目的としており、部分的に意訳しているが、読者に原作の雰囲気を

感じ取ったもらうために、不自然な日本名はそのままあげている。

8) このタイ語の文章はやや長いため、カタカナではなく、ローマ字で表記する。公開している固有名詞

以外、タイ語のローマ字表記はタイの学士院（Royal Society）が指定している法則によって書き表す。

9) この描写をより明確するため、ここで原文を載せる。A word sprang to his groggy, shivering mind. It 
had sounded like a keen. Something was keening and it welled him up with entirely unexpected, in fact, 
frankly astonishing tears. It tore at his heart like a dream gone wrong, a wordless cry for help that almost 
instantly made him feel inadequate to the task, helpless to save whatever was in danger, pointless to even 
try. 

10) この文を理解するのは困難なため、原文もここにも載せる。The volcano is everywhere and nowhere in 
the war, all things to it all points and therefore, in an important way, absent by ever-presence.」。この時、「雲

から生まれたもの」が戦争の中で「火山」を探している。

11) ‘I live, George” she would say, an expression of pained perplexity glancing across her brow “What does 
anyone do? They live, the survive, they take themselves and their history and they carry on” 
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The Gratitude of the Crane in English and Thai 
Contemporary Literature:  

The Representation of the Crane

TIPTIEMPONG Kosit

The folktale The Gratitude of the Crane is well-known in Japan. It has also become a motif in 

foreign literature. The novel The Crane Wife by English novelist Patrick Ness and the novel Kon 

Kimono (The Kimono Trap) by Thai novelist Pongsakorn are modern novels that have the very 

elements taken from the Japanese old story.

The current study is a comparative analysis of The Crane Wife and The Kimono Trap focusing 

on the representation of the crane in both novels written by the writers from different countries. 

The objective of the study is to scrutinize how the same source material has changed when 

presented by different cultural lenses. Starting from the Japanese view toward the crane as 

an elegant animal that plays a commendable part in Japanese culture, the study examines the 

structure and plot of the two novels by drawing from Stuart Hall’s theory of representation.

The results show that Ness created a complex structure for his novel by making two plots of the 

crane progress at the same time and making its identity vague. On the other hand, Pongsakorn 

twisted the original image of the crane by making it a male god. By the literary sense, both novels 

can be read as feminist literature in that, through their own images of the crane, both novelists, 

intentionally or not, highlighted women’s roles and strength in achieving specific purposes. 




