PROFILE

新しい故郷で築いた人生
A WAY OF LIFE

モロッコ ━ 幸福のつかみ方

モロッコ南部の都市マラケシュで妻・母・会社経営者の3役をこなす一方、
8年前に立ち上げた日本語のホームページ『モロッコ旅のまよい方』
の
管理人「yama-san」
として多くのファンを持つ和田麻弥さん。
モロッコを初めて訪れたときに出会ったおおらかな人々が、
日本で様々な苦悩を抱えて生きていた彼女を解き放した。
モロッコを愛してやまない和田さんが、この大地の魅力を語ってくれた。

それまでの和田さんは高校まで受けた

和田 麻弥 さん
旅の目的地の変更がきっかけで
モロッコという 土地 と結婚

「あさって日本に出張なので、みんなが仕事の
できる環境にしないといけなくて。今夜は徹夜

和田 麻弥｜わだ まや

カトリック教育の影響で 原罪 を強く意識し、

南部だった。赤茶けた地肌をむき出しにした

自分の存在そのものを否定。紙を使えば「わたし

平原や山地には羊の群れや羊飼いがのんびり

のために木1本無駄になった」
と悲しみ、母親が

歩く姿が見え、街道に沿って土の城砦カスバ

好きな仕事を辞めて専業主婦になったことを

が点在する。砂漠はその先だ。初めてラクダ

知れば「わたしが母の人生を台無しにした」
と

にまたがったときに見えた風景、アルジェリア

自分を責めた。

国境近くの砂漠で過ごした夜に目にした

を経て、現在は再婚したパートナーと

流星群、オアシスのそばで仰いだ日の出など

経営する、南部モロッコを拠点と

自分が乱費した紙は地上に戻そうと、タン
ザニアでの植林活動に参加したほど生真面目

が和田さんの心の奥でよみがえる。

でもある。
砂漠に行くという彼女に同行し、まだ雪の
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イン学部視覚デザイン伝達学科
卒業後、
デザイナーとしてグラフィック
1995年
やウェブ・デザインを手がける。
に初めてモロッコを訪問し、2003年
よりモロッコ在住。結婚、出産、離婚

した 旅 行 代 理 店 Ksour Voyages
（クスール・ヴォヤージュ）
で日本人に
向けたオリジナル砂漠ツアーを展開
しつつ、日本のテレビ番組や雑誌の

残るアトラス山脈を「TOYOTA」の四輪

コーディネーターとしても活躍。
マック・

死んで、肯定的な自分が生まれたんです。この

駆動車で越える途中、切り裂かれた羊の身体

ユーザー歴は長く、
マラケ

土地は、 負 の考え方しか持てなかった私を

が入り口に吊り下がっている食堂に寄った。

解放してくれたのです」

テラスで甘いミント茶を飲みながら、和田

「泥棒の笑顔を見たときに、否定的な自分が

こうしてモロッコが和田さんの新しい故郷に

Ksour Voyages経営、コーディネーター

和田さんが特に気に入ったのはモロッコ

シュで「マック・ユーザー
の会」を立ち上げた。

さんはモロッコへの想いをこう教えてくれた。

なった。

モロッコの南部、アルジェリアとの国境の町
メルズーガの砂漠に立つ和田麻弥さん。
「笑う
ことも怒ることも感情が動くこと。
つまり 感動
なのです。すべてがうまく行くとは限らない
モロッコで、日本のお客様にはぜひ大いに
感・動 し、日本であまり出さない感情も
たくさん使ってほしいと思います」

ですよ」
と陽に焼けた頬を膨らます横で、愛娘
市場の荷車に高々と盛られたナツメヤシの
実を強い西日がなまめかしく照らし、異国の

レイラちゃんが「ママ、お腹すいたよ。夕飯
まだ？」
と催促した。

香辛料の香りが漂う。かすれたバイオリンや
古びたタンバリンの音が鳴り響き、檻の中の
サルが跳ねる。笛の音で蛇が踊る。
ジュラバという名の民族服で身体を覆った

モロッコに初めて来てから13年。しかしそこは
和田さんの本来の目的地ではなかった。
「美大時代、お金のためのデザインではなく、

通りすがりの婦人が、大道芸人におひねりを

人間が本当に描きたくて描いた絵を学ぼうと、

しぶる観光客に
「もうちょっとはずんであげたら」

アルジェリアの有名な古代の壁画を見に行く

と目配せする。四方八方から投げかけられる

つもりだったんです。でも政治情勢が悪く入国

屋台の呼び込みや手招きをよそ目に観光客は、

できなかった。そこで隣国で我慢しようとした

タジン鍋か羊肉煮込みか、と夕食のメニュー

だけなのに……」

選びに忙しい……。

ところがマラケシュで価値観を覆される事件
が起きた。泥棒に遭ったのだ。旅先で泥棒に

モロッコ南部の大都市マラケシュの、活気
にあふれるこのフナ広場からタクシーで10分
ほど離れた閑静な住宅街に、和田麻弥さん
一家は引っ越したばかりだ。
配線はまだむき出し状態で、段ボール箱や

遭うことは珍しいことではないが、和田さんの
視点は一風変わっている。
「用心したので幸い被害はなかったんです。
でもその泥棒がひょいと私を追い抜いて振り
返り、ニタッと笑ったんですよ。 泥棒さえ笑って

L.C.N.L

泥棒が笑っていてもいいのなら、私も笑って

電話に流暢なフランス語とアラビア語で次々

生きるのを許されないはずがないでしょう？

と応えながら、会社用ホームページの諸手続き

以来この日を私の本当の誕生日だと呼んで
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と格闘していた。

います」
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生きている 社会に、不意打ちをくらいました。

3役をこなす和田さんは、鳴り止まない携帯

L.C.N.L

書類が片づかない中、母、妻、会社経営者の

「私はモロッコという土地と結婚したと思って

モロッコの概要

います。人間としての生活を送るうえで人間と

正式国名は
「モロッコ王国」
。
モハメッド6世

結婚はしたけれど、心の夫はこの大地なんです。

神様に与えられた運だから、
みんなと分かち合いたい

国王を元首とし、立憲君主制をとる。首都は
ラバト。日本の約1.2倍の土地
（西サハラを

だからほかの国に憧れることもないですね」

10年前、フランス国籍を持つモロッコ人青年

除く）に3324万人が住む。民族構成は、

と日本で結婚したが、日本での生活を気に入り

アラブ人、ベルベル人、
その混血合わせて

もののあわれ を
モロッコ人に教わる

モロッコに戻りたがらない夫と、モロッコに住み

95%。言語は、アラビア語、フランス語の
ほかにベルベル語が広く話されている。

たい自分の間で葛藤が始まり、生まれたばかり

宗教は大半がイスラム教スンニ派。北部の

の娘の顔を見て悩む月日が続いた。

セウタとメリージャ、南部の西サハラなど

食堂のテラスから土壁の村が見え、目の前

スペインや近隣諸国との間で領土問題を

の川原には花が咲き乱れている。
「最近よく

抱えているが、
ヨーロッパへの出稼ぎ労働者

考えるのは、お金の価値と想像力について

からの仕送り、
日本向けの蛸をはじめ農水産

なんですよ」
と、和田さんは切り出した。

世界遺産のカスバ「アイト・ベン・ハッドゥ」の
「帰る
管理人マリカさんと世間話をする和田さん。
と言ったマリカさんは、熱い
ときに寄ってよね！」
ミントティを用意して待っていてくれた。

こともあまりないですよね。私たちは何も考え
ないことに慣らされているのでは？

辛くて。自分が望む生活のできるモロッコを
諦め、私が日本で毎日苛々していたら、今度は

物の輸出などで経済的に安定し始め、

娘がどう思うか……。娘の教育のためには日本

人々の表情は明るい。

か夫の国フランスかで迷ったこともありますが、
娘が幸せになるためには、まず母である私が

「日本では値段を見て自動的にお金を払うし、
流通の背後にいる人々の生活風景を想像する

「子どもの頃、悲しそうな母の顔を見るのが

モロッコ南部にあるメルズーガの砂漠は赤い砂で有名。ここから60キロ先はアルジェリアだ。モロッコと
アルジェリアの間には「サハラウィ」
と呼ばれる遊牧民が住んでいるが、独立を画策するポリサリオ戦線
との領有権をめぐる
「西サハラ問題」が横たわっているため入ることはできない。

幸せになる必要がある。だから私が選んだ土地
で自信を持って生きる姿を見せるべきだと決意
したんです。なぜ私がこの大地を愛するのか、
知ってほしかったんです」

でもモロッコでは、おしゃべりや議論を通して
相手とつながることが何よりも大事で、交渉も

気持ちばかりが焦る中、モロッコとつながり

必然。日本社会の価値観から見ると多めに払う

砂漠の街道には、土や日干し煉瓦を積み上げた
たい一心でホームページを立ち上げた。神様に
4階〜5階建ての要塞で集合住宅でもある
「カスバ」
が無数にある。廃墟もあるが、多くのカスバでまだ 「お願いです。もう一度運をください。今度こそ、
人々が生活している。

ことはこちらの損ですが、店主の家では食卓に
久しぶりのご馳走が並び、子どもたちが喜ぶ

その幸せを皆で分かちあいますから」
と祈り、

かもしれない。想像すると見えてくることが
あって。それ以来、むやみに値切ることは控える

どん底から這い上がる気持ちで開設したホーム

ようになりました」

ページ『モロッコ旅のまよい方』は、モロッコ
ブームの火付け役となり、数々の賞にも輝いた。

また、子どもの頃から一流ホテルやグリーン

「おかげで多くの人と出会い、助けられ、今の

車に馴染み、大学生になって初めてゴールド

生活に至ることができたのです。何度もくじけ

以外のクレジットカードが存在することを知った

そうになりましたが、続けてきて本当によかった

というほど裕福な家庭に育った和田さんだが、
セレブ や プチセレブ という言葉の流行にも
疑問を感じている。
「それって、人々の心が現状に満たされて

銀の重さを量っているトゥアレグ（遊牧民）の商人。
モーリタニアの国境付近からやってきたという。1年
のうち半年はモロッコで仕事をし、残りの半年は
故郷へ帰ったり行商に出たりしている。
「ラクダで
来たの？」
と聞くと笑って「今じゃトラックでだよ」
。

南部の市場で化粧品を売っていた女性。化粧品と
いっても、壺に入ったマスカラや媚薬めいた香水など、
興味をそそられるものばかりが並んでいた。

と思っています」
マラケシュのスーク
（市場）
で売られていたミントティ用
コップとアラブ式急須のセット。

メルズーガの砂漠を案内してくれるガイドのハッ
シェムさんと、仕事の打ち合わせや世間話をする。

BOOK

モロッコ旅のまよい方
http://www.mayoikata.com/index.html

日本に比べてお金の量が決定的に少ないこの
土地で、人々の態度に心動かされる経験を何度
もした。
「私はデザイナーだったこともあり、モノ
にこだわる傾向があるし、またモノが壊れ

のあわれ の本質をさらっと語るんですね。昔の
日本に似ているかも。マテリアリストなわたしは

苦しみを乗り越えてきた今を
「幸福だ」
と和田
さんは言い切る。
「この国は2度も私に命を与えてくれました。
旅行という仕事に心血注いでいるのは、私を
支えてくれるモロッコの人々に恩をお返ししたいし、
お客様とモロッコ人の皆で『思い出』
という

WEB

旅の指差し会話帳 47 モロッコ

情報センター出版局1,800円+税
モロッコに魅せられた和田さんが、
使えるアラビア語を厳選。語学が
苦手な人でもぶっつけ本番で会話
が楽しめるよう工夫された会話帳。

小さな幸せを味わいたいからかもしれません」

Ksour Voyages
http://www.ksour-voyages.com/

を通じて、モロッコ
『モロッコ旅のまよい方』
を楽しむ情報を発信しつづける和田さんは、
第二の故郷で自らの「幸福のつかみ方」
を発見
和田さんと娘のレイラちゃん。
「私がなぜモロッコを愛するのか娘にも知ってほしい」
という和田さんは、
学校が休みの折にはレイラちゃんを旅に連れ出し、大自然の懐に飛び込ませている。

したのかもしれない。

Text by：山上郁海
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いつも諫められてしまいます」

を介抱してくれた現在の夫と再婚。様々な

L.C.N.L

L.C.N.L

割れちゃったんだからしょうがないよ と。 もの

後も顔が腫れてまっすぐに立てない和田さん

〈受賞歴〉
2005年度iSLEホームページ大賞
優秀賞、2005年度AllAbout スー
パーおすすめサイト大賞 のお奨め
サイト、ニフティ・ホームページグラン
プリ2002にてWebデザイン賞、同
トラベル賞同時受賞

モロッコにもセレブ志向の人々はいる。しかし

人はこだわらない。 壊れる運命だったんだ。

そして、交通事故で生死の境をさまよい、手術

WEB

こそ、本当のセレブかな、と」

るのを恐れるタイプです。しかし、こちらの

さんを励まし続けてくれたのは、昔からの仲間
だった。

いないことの裏返しでしょう？ 自分のお金や
権力を他人のために喜んで使える心のある人

娘を連れてマラケシュで生きる道を探る和田

