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1．をまじめに

この論文の目的はルシュディが掲げる「複合自我」概念における「歴史」的

位相を、第二作『真夜中の子供たち』の分析を通じて明らかにすることである。

これは第一作『グリマス』が「複合自我」の「多面的夷体」を象徴的に示そう
としたのに対し、その多面性の一面を確認する作業でもある。

『グリマス』は「神話」から借用した象徴を使って、「複合自我」の「実体」

を表象したと考えられる。その端的な証が一羽にして三十羽の鳥シムルグとい

う、まさに神話－『鳥の会議』¶に登場する象徴の、アナグラム的換骨奪胎に

ある。イスラム教の「神」を象徴するシムルグが、ルシュディの「不条理SF」

においてをま「グリマス」とアナグラム変換されることで「複合自我」の象徴と

なっているからである。ルシュディの世界に「神」は存在しない。存在するの

はボルヘスの「不死の人」のようにすべての人間になりうる人物である。ルシ

ュディが言うような「複合自我」の生きたモデルとしては十六世紀の魔術師コ

ルネリウス・アグリッパや二十世紀モダニストのフエルナンド。ペソアが考え

られる。「自我」の「実体」的研究は精神分析や心理社会学による「自我」研

究に深く関係する。

文学は『グリマス』がそうしているようにそれを象徴的に示すことができる

し、あるいは『ユリシーズ』がそうしているように時間的枠組みの中で綿密に

観察した結果を表象することもできる。第三の道は「魔術的リアリズム」と呼

ばれる方法である。この方法はいずれ詳しく考察することになるが、「歴史」

概念に深く関わっている。『百年の孤独』がコロンビアあるいは広くラテンア

メリカの「歴史」

っていることが、

っている。「歴史」

超でなく、むしろ

るからである。

に関わり、『真夜中の子供たち』がインドの「歴史」に関わ

「魔術的リアリズム」と「歴史」の密接な関係を端的に物語

と、ここで括弧つきで呼ぶのは、確定した事実はあまり間

「記憶」の不確定性にかかわってくることがらを意味してい
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「複合自我」の「歴史」的位相は、当然ながら「実体」的位相と無線なもの

ではない。「神」の地位を纂奪した「自我」は「他者」のみならず「歴史」を

もわがものとして取り込むことで「複合化」するからである。ルシュディは「他

者」としての西洋をわがものとするとともに、祖父の時代からの「インド」の

「歴史」を、彼自身の言葉を借りるなら、「囁下」する。これはつまり「複合

自我」の「歴史」的位相に焦点を合わせるということである。

文学による「歴史」へのアブロ…チはリアリズムに頼ってきた。トルストイ

の『戦争と平和』がその典型である。あるいはフォ叫サイト家三代の家族史を
サーガ

物語るジョン。ゴールズワージーの三部作『フォ叫サイトサーガ物語』も、も

う一つの典型である。ルシュディがこの方法を採用して『真夜中の子供たち』

を書いたとすれば、おそらく歴史に残る作品とはならなかっただろう。事実、

彼は九百頁の草稿を破棄して現在の作品を書き上げたとインタビューで語って

いるが（Reder，2000，36）、それらの草稿は三人称で「もっと直接的に」書かれ

ていたという。彼はまた「社会主義リアリズム」を好まなかったことも認めて

いる（Cbauhan，22）。われわれが読む『真夜中の子供たち』は既成の方法を否

定し、新たな方法に挑戦した結果にはかならないが、それがまったく新しいも

のであるかどうかについては、議論の余地がある。

確かにこれは特異な作品である。ひとりの人間とそれを取り巻く社会がこれ

ほど複雑かつ猥雑であることをそっくりそのまま表象している作品の前例とし

てはジェイムズ。ジョイスの『ユリシーズ』が思い浮かぶ程度だ。ジョイスと

の比較をま最近のルシュディ研究の主流となりつつあり1、実際『ユリシーズ』

の影響を色濃く受けてはいるものの、時間的枠組という点に限ると、ルシュデ

イの手法はジョイスの正反対に位置している。『ユリシーズ』が一九○匹‡年六

月十六日の一日だけを扱っているのに対し、『真夜中の子供たち』は一九一五

年から一九七八年までの六十三年間を扱っているからだ。しかも、ルシュディ

自身が認めるようにディケンズに倣って、人物の伝記という手法を取り入れて

いる。それだけの時間的長さと伝記が組み合わされば、冗長な年代記風の語り

が予想されるところである。しかし『真夜中の子供たち』はそうした予想をみ

ごとに裏切り、緊密かつ巧妙な語りの構成によって長さを感じさせない作品に

なっている。

lジョイスの『ユリシ｝ズ』との比較についてはSanga，91；Israel，170；Rederin王∋00l（er，244な

どに見られる。
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「語り」の特徴はリアリズムとファンタジーの融合体になっていて、これは

「魔術的リアリズム」と呼ばれている。処女作『グリマス』のSF的ファンタ

ジーからこの「魔術的リアリズム」へと変化するにあたり、彼が影響を受けた

のはガブリエル。ガルシア＝マルケスではないかと思われるのだが、ルシュデ

イ自身は必ずしもそれを認めていない。ルシュディがあるインタビューで語っ

ているところによると、影響を受けたのはルイ¢アラゴンの『パリの農民』だ

という（Chauban，4）。アラゴンが二十六歳の時に書いた「驚異の感覚」（Aragon，

11）に基づくパリの日常生活観察は「普通のものをビザールに、ビザールなも

のを普通に変えるシュールリアリストの技法」を彼に教えたという（Chau壬Ian，

4）。数あるインタビューの中で『パリの農民』について語ったのほ一度だけだ

が、ルシュディにおける「魔術的リアリズム」のル｝ツはここにある。アラゴ

ンの「驚異の感覚」と「魔術的」という形容詞を直接結びつける記述をわれわ

れはカ叫ディナルとショートによるシュ叫ルリアリズム入門書に見つけること

ができる。シュ｝ルリアリズムと「驚異」は一心同体の関係にあるが、シュー

ルリアリストたちはその「驚異」を絵画や文学のみに見つけたわけでなく、「街

頭」にもそれが見出されると考えた。アラゴンは「なにかが起こる、なんでも

ない通路のなかになにか異常なことが現れて、事物の新しい条理を垣間見せる」

と考え、パリの街をうろつく。「一度怪しげなハンカチ屋か金の揺りのステッ

キをついている老人に目をつけると、街の光景が魔術的で信じられないなにか

になったのだ、と彼は思う」（江原訳、58）つまりアラゴンは現実が「魔術的」

に変貌する瞬間を待っているわけであり、それはまさに「魔術的リアリスト」

の姿勢を先取りするものである。

しかし『パリの農民』が持っている意義はそればかりでない。アラゴンはそ

の「序文」で、理性の制約を払いのけ、「指先や目の誤り」のみが見せてくれ

る「不条理な信念、予兆、固定観念、狂気のすばらしい庭園」へと踏み込むこ

とを宣言している。社会秩序へのこのような挑戦的態度と「自我」の関係につ

いて、『アヴァンギャルド理論』の申でピータ｝。ビュルガーは次のように述

べている。

アラゴンが『パリの農民』（1926）の中で描いているようなシュ肘ルリアリ

スト的自我の行動は社会秩序の制約を受けることへの拒否によって支配されて

いる。社会的立場の欠如によって引き起こされる行動の実際的可能性の喪失は

空虚、つまりは倦怠を生み出す。シュ…ルリアリスト的見方からすると、倦怠
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は否定的に見られるのでなく、むしろシュ】ルリアリストが追い求める日常的

現実の変形のための決定条件と見なされている。（B批ger，117）

ビュルガ一によれば「社会秩序の制約」を受けない「自我の行動」は「倦怠」

を生み出すが、この「倦怠」はシュールリアリスト的技法つまり「日常的現実

の変形」の「決定条件」ということで、ルシュディがアラゴンから感化された

ものは単に小手先の技法の問題ではなく、「社会秩序の制約」からの「自我」

の解放の問題でもあることが分かる。それを「魔術的リアリズム」と呼ぼうと

呼ぶまいと、ルシュディは『真夜中の子供たち』を書くために「社会秩序の制

約」からの「自我」の解放を試みるところから始めなければならなかったので

ある。「複合自我」とほ「統合自我」を前提に存立する「社会秩序」から開放

された「自我」と考えることができる。

ルシュディの「魔術的リアリズム」には「複合自我」の観念が関係している。

彼がガブリエル。ガルシア＝マルケスの影響をあまり認めたがらないのは、「自

我」の開放を主眼とすることでガルシア＝マルケスから距離を置こうとしてい

たと考えられ。しかし、ここには逆に一九七○年代以降の文学におけるマルケ

スの存在の大きさが浮かび上がっているのである。

アラゴン以外にルシュディが自ら影響を受けたと認める作家たちは、スウイ

フト、スターン、フィールディングなどの十八世紀イギリス作家とジョイスで

ある（Chauban，22）。十八世紀の作家たちから彼は「茜劇的風刺的伝統」comic，

satiricaltradition（Reder，2000，1－2）を学んだと言い、ジョイスについては「ジ

ョイスが示しているのは、適切にやりさえすればなんでもできるということだ」

（C‡1auban，22）とコメントしている。彼がジョイスから受けた影響はテクスト

の面に明白に出ているが、「自我」表象の方法という点では、彼はジョイスと

はまったく別の道を歩んでいる。その点をまマルケスにしても同じことで、彼も

ジョイスの達成の偉大さを十分に認識した上で別の方法を模索したのである。

ルシュディがその影響を自ら認めるもう一人の作家はチャールズ・ディケン

ズである。そのディケンズについて彼は次のように述べているが、意外なこと

にルシュディはディケンズを「魔術的リアリズム」の先駆者と見なしている。

例えば、ディケンズの使った技巧。これはきわめて注目に値するとぼくは思

つた。彼はある種の背景というか、設定を作品のために使っているけれど、そ

れはごくささやかな細部に至るまで完璧に自然主義的なのだ。この完璧に自然
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主義的背景の上にまったくシュールリアリズム的イメージを置く。まわりくど

い役所とかだ。この役所は民事サービス機関なのだが、もともとなにもしない

ように作られている。あるいは等身大以上にできている数々の登場人物。これ

らのものはそれと分かる現実世界にきちんと根ざしているので、ファンタジ｝

が機能するわけだ。（Reder，2000，18）

ここでルシュディが言及している「まわりくどい役所」は『荒涼館』Bleak

House（1852－3）の「背景」として使われる「大法宮高等裁判所」tbeHig払Cou氏Of

Chance叩を指していると思われるが、『荒涼館』の第一車は確かにルシュディ

のコメントにふさわしい書きかたになっている。いまその詳しい分析をする余

裕はないが、重要なのをまルシュディがそれについてコメントする際に「シュ｝

ルリアリズム」という用語を使い、「この完璧に自然主義的背景の上にまった

くシュ…ルリアリズム的イメージを置く」としている点である。これをままさに

「魔術的リアリズム」の技巧にほかならず、ルシュディのディケンズに対する

興味が「魔術的リアリズム」の側面にあったことを明示している。

ルシュディが自らへの影響力を認める作家たちが、こうして、彼の「魔術的

リアリズム」になんらかの責献をしていることは確かである。しかしながら、

われわれがここで詳細に明らかにしたいのは『百年の孤独』と『真夜中の子供

たち』の緊密な方法的類似性である。確かに『真夜中の子供たち』はディケン

ズの『デイヴイッド。コパフイールド』の書き出しのパロディとして始まり、

スウイフトの『ガリヴァ｝旅行記』におけるグロテスクなもの、スターンの『ト

リストラム。シャンディ』における懐胎から出産までをも含む伝記的小説の実

験、フイ…ルディングの『トム。ジョーンズ』における破天荒なプロットなど

に関係する部分がある。ジョイスの影響も明白である。しかし『百年の孤独』

との関係はそれらのすべてを凌駕して、言わば深層と表層の両面にわたり、『真

夜中の子供たち』を論じる上で欠かすことのできない要素になっている。同種

の指摘はニコ。イズラエル（Israei，137）、ジャイナ。C。サンガ（Sa喝a，77）、

ティモシー・プレナン（Brennan，66－69）などに見られるが、二つの作品そのも

のの詳細な比較はほとんど行われていない。あえてここにそれを行う所以であ

る。
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2『百年の孤独』と『寅夜中の子供たち』の類似性と差異

2－1構想の類似

二つの作品の間には、まず表層的共通点が目につく。その一つは、どちらも

家族の「歴史」を扱っているという点である。『百年の孤独』の場合、その「歴

史」は小さな共同体の「歴史」と重なり、『真夜中の子供たち』では「国家」

の「歴史」が重なる。『真夜中の子供たち』のプロットについては別のところ

で詳述することになるので、ここでは『百年の孤独』のプロットをやや詳細に

見た上で、両者の類似点を指摘したい。

「長い歳月がすぎて銃殺隊の前に立つはめになったとき、おそらくアウレリ

ヤーノ・ブエンディーア大佐は、父親に連れられて初めて氷を見にいった、遠

い昔のあの午後を思い出したにちがいない」（鼓訳、5）と始まる『百年の孤独』

の最初の三分の一はどはサスペンスの形式になっている。なぜなら読者はいつ

アウレリヤーノ。ブエンディ…アが銃殺隊の前に立たされるのかと気を持たさ

れるからである。しかもなぜ彼は銃殺隊の前に立たされるのかという疑問が残

る。この疑問が解消されるまでに読者はブエンディーア家の創設と展開に深く

巻き込まれる。

ホセ。アルカデイオ。ブエンディ…アとその妻ウルスラはマコンドという山

の中の土地に仲間ととともに住み着き、村を作っていく。彼らは従兄妹同士で、

近親相姦からほ「豚の尻尾」のついた子供が生まれるという迷信を固く信じる

ウルスラはしばらく夫を寄せつけない。しかし、やがて三人の子供を産む。そ

のうちの一人がやがて銃殺隊の前に立つアウレリャーノである。

ホセ。アルカディオ。ブエンディ｝アの采配によって村は発展し、やがて町

になると、政府任命の町長ドンサアポリナル。モスコーチが妻と娘二人を引き

連れて町へやってくる。この時から町長が体現する保守主義と、開拓者精神と

同義語にはかならない、ホセ。アルカディオ。ブエンディ…アたちの自由主義

の確執が表面化するが、両陣営の確執は小さなマコンドの町だけでなく、全国

的に偏在し、二十年に及ぶ内戦となる。（これは－八九九年から一九○三年に

かけてのコロンビアにおける「千日戦争」を連想させる。）

その戦争で主役になるのは、ホセ。アルカディオ。ブエンディーアの次男ア

ウレリヤーノだが、彼はこともあろうに保守派ドン。アポリナル。モスコーチ

の娘レメデイオスと恋仲となり、結婚する。すでにマコンドの創設という役割

を終えたホセ。アルカディオ。ブエンディーアのはうは突然狂気に陥り、家族

の手で乗の本にくくりつけられ、息子が宿敵の娘と結婚しても気にせず、実の
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木の下で信じがたいほど長生きする。アウレリヤーノは自由主義陣営の指導的

役割を演じ、大佐の肩書きで革命軍総司令官となる。しかし保守派の政府は、

全土に戒厳令を敷いて優勢に立ち、自由主義革命派の指導者たちを逮捕して処

刑しはじめる。アウレリヤーノ。ブエンディーア大佐も捕まり、ここでようや

く彼は銃殺隊の前に立たされる。ここに至るまでに妻レメデイオスの死という

「悲劇」も発生している。それが「悲劇」であるのはアウレリヤーノが妻を愛

していたからであり、また、その死が誤って毒を盛られた結果だからである。

銃殺隊の前に立たされたアウレリヤーノのその後だが、銃殺寸前に兄ホセ。

アルカディオとその妻レベーカの機転で助かり、仲間とともに逃亡する。彼は

十二年間に各地で十七人の私生児を行きずりの女に産ませ、大義名分というよ

りは自分のために戦争を続け、友人さえ処刑するような残酷な人間となる。彼

が起こした反乱は二十年間に三十二回に及び、保守派政府から大いに恐れられ

るが、革命軍総司令官としてしだいに独裁者的になり、孤独を味わうようにな

る。やがてアウレリヤーノ大佐が革命軍を代表してネ叫ルランディア協定と呼

ばれる停戦協定に署名し、自らほ政府側への譲歩の責任を取るべくピストル自

殺を図るが、銃弾が心臓に当たらなかったために生き延びる。しかし、彼は社

会の表舞台からはしだいに消えていく。

戦争に次ぐ戦争で、だれもが心を荒廃させていく中で、アウレリヤーノの母

親ウルスラだけは夫のように狂気にも見舞われず、息子のように残酷にもなら

ず、まっとうで気丈な女としてブエンディーア家のみならず、一時ほマコンド

の町をも統治する。戦争で犠牲になった若者たちの中にはウルスラの孫アルカ

ディオも含まれるが、平和が戻ってくるにつれて曾孫たち（アルカディオの忘

れ形見）が成長し、一家の担い手になる。その一人アウレリヤーノ。セダンド

は愛人ベトラ。コテスとともに企てる畜産業で成功し、山育ちながらスペイン

入費族の血を引くフエルナンダと結婚する。彼女は保守的な考えを持っていて、

祖先伝来の自由主義的考えのアウレリヤーノ。セダンドとほ意見が合わない。

彼の自由主義は放蕩三昧のそれで、結婚早々にべトラ。コテスのものとへ戻り、

フエルナンダを放ったらかしにする。それでも彼らの間には娘二人と息子一人

が生まれ、すでに百歳を越えたウルスラに生き甲斐を与える。体や視力に衰え

が生じているものの、ウルスラの気力は旺盛で、玄孫ホセ。アルカディオを聖

職者にしようとはりきるのである。これは「神」が不在の家であったことを反

省してのことで、彼女の夫ホセ。アルカディオ。ブエンディーアは「神」の不

在を銀板写真によって証明したほどなのだ。不死の女ウルスラとは対照的に、
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自由主義のために戦った息子のアウレリヤーノ大佐はついに力尽きて死ぬ。

ブエンディーア家のこうした変化のみならず、変化は社会全体にも生じつつ

あることが示唆される。それを象徴するのがマコンドでの鉄道敷設、電気、映

画、蓄音機、電話などの新技術の利用開始である。これに加えてアメリカ資本

の流入があり、マコンドにバナナ農場ができて、大童の農場労働者が集まって

くる。しかし、労働条件や待遇が極端に悪く、労働者の不満が募る。労働組合

が作られ、その指導者のひとりにブエンディ叫ア家の別の玄孫ホセ。アルカデ

イオ。セダンドが就任する。彼はブエンディ叫ア家の反骨精神を最も強く継い

でいて、暴動を扇動する。その結果、軍隊が出動しての大量虐殺が行われ、三

千の死体がバナナ運搬用の汽車で海へ運ばれたとホセ。アルカディオ・セグン

ドは言い張るが、だれも信じないし、政府は暴動の事実を否定する。（アメリ

カ資本のバナナ農場とそれをめぐる暴動は実在したユナイテッド。フルーツ。

カンパニ…とそれをめぐる暴動を暗示している。）

自分が目撃したものを否定されるということがあって、ホセ。アルカディオ

。セダンドは傍から見れば狂気に見舞われたように、しかし実際は狂った世間
に嫌気がさして蟄居し、祖先から伝わるサンスクリットで書かれた「メルキア

デスの羊皮紙」の解読に没頭する。「メルキアデスの羊皮紙」とはマコンド草

創期に毎年訪れるジプシーの一団の中にいた博識のメルキアデスがホセ・アル

カディオ¢ブエンディーアに与えた羊皮紙のことである。

ホセ。アルカディオ。セダンドの双子の兄弟アウレリヤ…ノ。セダンドをま甲

斐性のない男で愛人ベトラ。コテ女と本妻フエルナンダ。デル。カピオの間を

うろうろするだけだが、彼の子供たち（ウルスラの玄孫たち）が成長すると、

新たな物語が展開する。まず、レナ一夕・レメディアス（メメ）の場合、母親

フエルナンダの厳格なしつけに反発し、自堕落な父親の影響も手伝って自由奔

放な行勤に走る。その典型がバナナ農場労働者マウリシオり†ビロニアとの恋

である。この恋をま保守的な母親に認められるわけがなく、彼らは文字通りの密

会を続けるが、やがて男が鶏泥棒と間違えられて射殺されるという結末を迎え

る。その時メメをますでに身ごもっていて、修道院に入ってから私生児を産む。

その子はアウレリヤレノと名づけられて、ブエンディーア家に引き取られ、祖

母フエルナンダや曾祖母サンタ匂ソフィア申デ。ラ。ピエタやさらには五代前

に遡る血縁者のウルスラなどによって育てられる。この私生児の盲進生と同じこ

ろに、フエルナンダが三人目の子供アマランタ。ウルスラを産むため、この二

人の子供は途轍もない年の老女たちに囲まれ、彼女たちに手酷い悪戯を繰り返
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しながら育つ。メメの兄ホセ・アルカディアをまブエンディーア家に「神」を呼

び戻したいというウルスラの願いを叶えるべくロ叫マの神学校へ行く。これに

加えて四年十一カ月もの長い期間にわたって雨が降りつづき、マコンドの町は

壊滅的な被害を受け、バナナ会社も潰れる。雨期の後に十年に及ぶ日照りが始

まるころ、ついにウルスラが死ぬ。彼女が何歳になっていたかはだれにも分か

らない。彼女よりも長生きしてブエンディーア家の衰退を最後まで見守るのは

ピラル。テルネーラである。このトランプ占い師はウルスラの長男ホセ・アル

カディオと密通してアルカディオを産み、レメデイオス、ホセ。アルカディオ

。セグンド、アウレリヤーノ。セダンドの三人姉弟の事実上の祖母、ホセ。ア

ルカディオやメメやアマランタ。ウルスラの曾祖母なのであるが、そのことを

知るものはだれもいない。

アウレリヤーノ。セダンドは末娘のアマランタ。ウルスラを溺愛し、ブリュ

ッセルヘ留学させてやろうと考える。そのために富くじの商売に精を出すが、

娘の留学直後に喉頭痺で死ぬ。一方、アウレリヤーノは私生児であるがために

学校教育を受けられず、家の中にとじこもっているうちに、世間に嫌気がさし

て蟄居し、「メルキアデスの羊皮祇」解読に励む伯父ホセ。アルカディオ。セ

グンドと意気投合、サンスクリットを教わるだけでなく、マコンドの歴史とそ

れにかかわるブエンディ｝ア家の反骨精神の系譜をも教え込まれる。しかしホ

セ・アルカディオ。セグンドは双子の兄弟アウレリヤーノ。セグンドと同時期

に死に、ブエンディーア家の住人はしばらくアウレリヤーノと祖母フエルナン

ダおよび曾祖母サンタ。ソフィア。デ。ラ。ピエタの三人だけとなるが、女た

ちが死に果てると、アウレリヤ｝ノひとりだけになる。

母親フエルナンダの死を知ってホセやアルカディオは、聖職者になり損ねた

少年愛着として、ローマから戻る。マコンドの生家で偶然見つける財宝を元手

に、少年たちに囲まれて贅沢の限りを尽くすけれども、結局、財宝狙いの少年

たちに殺される。

こうして最後の物語の主人公たちが準備される。留学したアマランタ。ウル

スラはブリュッセルでモダン。ガ｝ルに変身し、十五歳年上で飛行機マニアの

ガストンと恋仲になり、結婚してマコンドへ戻る。二人の仲は睦まじく、その

上アマランタ。ウルスラは陽気な働き者で、倒れかけたブエンディーア家を立

て直すかに見える。しかし、同じ屋根の下に住む同年の「甥」で、「メルキア

デスの羊皮紙」解読に明け暮れるアウレリヤーノとの秘められた灼熱の恋が芽

生え、夫のガストンがベルギけへ帰ってしまうと、古く大きく腐りかけた家に
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二人だけとなって愛欲にふけり、やがて「豚の尻尾」が生えた子供を産んで、

産裾死する。ウルスラが百年以上も前に恐れた近親相姦の報いが現実のものと

なるわけである。しかも生まれた子供ほ蟻の大群に食い殺され、どこかへ運び

去られる。アウレリヤーノは「メルキアデスの羊皮紙」解読に最後のエネルギ

…を注ぎ、やがてそこにブエンディーア家の運命がすべて書かれていることを

突き止める。彼自身の死までもがそこに予言されているのである。彼が「メル

キアデスの羊皮紙」解読を終える瞬間、マコンドという「蜃気楼の町」は「人

間の記憶から消えてしまう」（鼓訳、307）のである。

2－2 細部の類似

このように『百年の孤独』は言わば「魔術的に」消滅する家族の物語である

が、『真夜中の子供たち』のシナイ家もまたサリームを最後に消えてなくなる。

両者の共通点はそうしたプロットや構想に問わることがらばかりでなく、細部

にも見出される。

例えばスカトロジ｝の要素として、ウルスラの息子二人がまだ子供のころ「尻

からひりだしたピンク色の寄生虫」（鼓訳、26）を便器ごと見せて回る場面や、

土を食う女レベーカが「やわらかいみみずを噛みちぎり」「かたつむりの殻を

噛みくだき」（鼓訳、54）嘔吐する場面があるが、『真夜中の子供たち』でも、

「サンダルバンズ」の密林で「ブッダ」（サリ叫ムの渾名）たちがミミズを食

べて猛烈な下痢をするし（M，362）、蛇使いのピクチャー◎シンが長々とした

糞を線路際にする（M，457）。

ビザールなもの、つまりビザ叫ラリーについても、ウルスラの背中に蛭が「び

っしり張りつく」（鼓訳、238）のに対して、『真夜中の子供たち』でも、同じ

「サンダルバンズ」の場面で蛭が「ブッダ」たちのからだを「覆いつくす」（M，

362）。

両者にはまた類似のエロティシズムがある。革命軍総司令官アウレリヤーノ

が兄のホセ。アルカディオと共有したトランプ占い師の女ピラル。テルネーラ

との間にできるアウレリャーノ。ホセは、アウレリヤーノの妹アマランタに育

てられる。つまり叔母が甥を育てるわけだが、甥が性に目覚めるころになって

もいっしょに寝ていて、秘密の性愛に耽る（鼓訳、113）。これと同じエロテ

ィシズムはサリームと伯父ハニフの妻で美人女優のピアとの間に垣間見られる

（M，250）。近親相姦的関係は、『百年の孤独』において、アマランタとその甥

の関係のほかに、ホセ。アルカディオとレベーカ（血のつながりのない兄妹）、
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アマランタ。ウルスラとアウレリヤ如ノ（叔母と甥）の間に見られる。『真夜

中の子供たち』にほこれをまど多くの組み合わせはないけれども、サリームほ妹

のジャミル・シンガーに報われない恋をする。彼は近親相姦が成就できない不

満を娼婦でまぎらすが（M，318）、ちょうどそれと同じことを『百年の孤独』

の最後のエピソードに登場するアウレリヤーノもやっている。アマランタ。ウ

ルスラへの欲望を娼婦ニグロマンタによって解消しようとするものの、「かわ

りの者ではどうにもならない」（鼓訳、287）と思い知る。

「不死」という点で類似しているのが『百年の孤独』におけるジプシーいか

さま師メルキアデスと、『真夜中の子供たち』における船頭タイである。メル

キアデスはブエンディーア家に錬金術の技と道具を持ち込み、ホセ。アルカデ

ィオ。ブエンディ肘アをそのいかさま技術の虜にするぉけでなく、「メルキア
デスの羊皮紙」を持ち込み、それは後に世捨て人となるホセ匂アルカディオ。

セダンドの慰めものとなるが、とっくに死んだほずのメルキアデスが時々サン

スクリット語の手ほどきに世捨て人を訪ねたりするのである。「不死の命を手

に入れた」（鼓訳、59）と自ら公言した通り、彼は死なず、さらに後になって

同じ「羊皮紙」を研究する私生児アウレリヤーノのもとにも現れる。このジプ

シーのように文字通り「不死」というわけではないが、長命の人物たちは『百

年の孤独』に何人も登場する。マコンドにブエンディーア家を創設するホセ。

アルカディオは晩年気が狂って実の木にくくりつけられたままになりながら、

明らかに百歳を越えるし、その妻ウルスラは百五十歳以前に死んだようすがな

い。ブエンディ】ア家のものたちの情婦となって家系の維持に貢献するピラル

。テルネ肘ラも同じくらい長生きする。『真夜中の子供たち』のシナイ家には

それほど長生きするものはいないが、サリ…ムがカラチの娼窟でねんごろにな

る娼婦タイ。ビビは「五百十二歳」である。

「狂気」という共通項もある。ホセ。アルカディオ。ブエンディーアやその

曾孫ホセ。アルカディオ。セグンドの狂気の晩年は、アーダム。アジズの晩年

を努解とさせる。サリ叫ムも「ブッダ」と名東る時期は頭がおかしくなってい

る。ただし、「狂気」は『百年の孤独』において遺伝的に扱われているのに対

し、『真夜中の子供たち』では社会的なものとして扱われている。「狂気」に対

する「正気」はどちらの作品でも概して女たちの所有になっている。『百年の

孤独』のウルスラやピラル。テルネ叫ラ、『真夜中の子供たち』のナシ｝ムは

「常識」的判断で男に助言し、長生きして一家を支える。

神への不信心という点でも両者に共通点がある。マコンドではだれもが神を
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信じず、子供に洗礼を受けさせないので、ニカノール神父は空中浮上の奇蹟を

実演して人々に信心を迫る。ホセ。アルカディオ。ブエンディーアはニカノい

ル神父の空中浮上を目の当たりにしても特に心を動かされず、神の銀板写真が

ないことを証拠にしてその存在を否定する（鼓訳、67）。空中浮上する人間は

『真夜中の子供たち』にも登場する。サリームを身ごもったムムターズ＝アミ

ナがデリ｝のスラム街で会うラマ教占い師シュリ。ラムラム・セスは地上から

「六インチ」浮上している状態で彼女を出迎える（M，318）。奇術師、曲芸師

が集まるスラム街のことなので、それが「奇蹟」なのか「奇術」なのか読者に

は半帽りがつかない。

信仰心は薄いが、迷信や慣習に縛られている女たちがどちらの作品にも登場

し、「進歩的」な男たちとのずれを生じて、ユ叩モアの素因になっている。近

親結婚は「豚の尻尾」を持った子供が生まれるという迷信を信じるウルスラは

結婚してからもしばらく夫を寄せつけず、そのためホセ。アルカディオ。ブエ

ンディーアは大いに欲求不満に陥るが（鼓訳、19）、『真夜中の子供たち』で

は、女は男に肌を見せないというイスラム的慣習からア肘ダム。アジズはナシ

ームを「穴あきシーツ」越しに診察するし、結婚後、慎み深いナシームがベッ

ドでじっと動かないことに不満を持ち、アーダムは「もっと動け」と要求する

（M，40）。こうした性的ユ岬モアに加えて、数字的誇張法によるユ｝モアも共

通している。『百年の孤独』においては「四年十一カ月と二日」（鼓訳、237）

雨が降りつづき、その後「十年間の畢魅」（鼓訳、248）になる。『真夜中の子

供たち』での「真夜中の子供たち」の数は五百八十一人で、内訳は男二百六十

六人、女三百十五人である（M，198）。『百年の孤独』におけるユーモアを論じ

たクライヴ。グリフィンの言葉を借りれば、これらの数字は「ばかげているほ

ど正確」（Gd放n，86）であるがゆえにおかしいのである。しかし一九一九年四

月十三日のアムリトサルで独立を求めるムスリムの群集にダイヤー准将率いる

インド挙が千六百五十発の弾丸を発射したという数字（M，36）は歴史家も確

認している2。とはいえ千五百十六人が死傷したという数字は確認されていな

い。『百年の孤独』において、バナナ農場労働者の暴動で虐殺されたものは「三

千人」とホセ。アルカディオ。セダンドが助けを求めた家の女に言うと、「こ

の土地では、死人なんか出ていませんよ」（鼓訳、232）という返事が返って

くる。これらをま誇張と現実の境が曖昧になる瞬間であり、数字がまさに「魔術

2

8ayly，195．（『イギリス帝国歴史地図』195）参照。
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的」効果を発揮する。

細部における類似点を網羅的に挙げることは不可能であり、このあたりで打

ち切るしかないが、これだけを見ても『百年の孤独』と『真夜中の子供たち』

の関係はただならないものがあると断定できる。マルケスの作品がラテンアメ

リカで生まれた「魔術的リアリズム」の最高傑作だとすれば、ルシュディのそ

れは英語で書かれた初めての．「魔術的リアリズム」の作品であり、負けず劣ら

ず傑作であると言われる所以がないわけではない。しかし、両者を切り結ぶ「魔

術的リアリズム」とはなんであるのか。そのことを考察しない限り、二つの作

品の比較研究を深めることはできない。

2－3 結節点としての「魔術的リアリズム」

『百年の孤独』と『真夜中の子供たち』の間に緊密な表層的類似性があるこ

とはすでに見てきたところだが、ルシュディがインタピュ…で言っているのは、

もっぱらガブリエル。ガルシア＝マルケスの影響下で『真夜中の子供たち』を

書いたわけではないということである。そうであるとしても、彼が「魔術的リ

アリズム」と呼ばれるような文学的方法を意識していたことは、インタビュー

での発言や、これまで見てきた『百年の孤独』との表層的類似性からも疑問の

余地はない。だが、もっと突っ込んだ深層レベルでの類似性があるのかどうか。

この点について考えてみる必要がある。結論的には両者には明確な差異がある

ということになる。『百年の孤独』は記憶の文学であるのに対し、『真夜中の子

供たち』は、ルシュディ自身が「記憶の性質についての本」（Chauban，24）と

規定することがあっても、「複合自我」の文学であるからだ。では、両者を切り

結ぶ「魔術的リアリズム」なるものが表層的な内容にすぎないのかと言えば、

そうではない。「魔術的リアリズム」の宣言書とされるカルペンティエールの

「アメリカの驚異の現実」10どeaまmar抑i110SO amedcanoという概念はその核心

部においてマルケスやルシュディの作品をも照射しているからである。

そもそも「魔術的リアリズム」には二種類ある。その一つはフランツ。ロー

の使った用語である。彼が一九二五年の美術批評「魔術的リアリズムーポスト

表現主義」で初めてこの用語を使った時、それに「特別な価値」を与えたわけ

ではなかった（ZamoraandFads，15）。表現主義から「ポスト表現主義」もしく

は「新リアリズム」へという一九二○年代のドイツにおける絵画の流れを示す

レッテルで、せいぜいそれは「スーパーリアリズム」（Zamoraandぎ好まs，16）と

いう意味にすぎなかった。しかも、アレホ。カルペンティエ仙ルが提唱したも
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う一つの「魔術的リアリズム」がリアリズム回避の傾向を示しているのに対し、

ロ｝の言う「魔術的リアリズム」はリアリズム回帰の傾向を示すものであった。

彼の主張を受けたイレーネ。グエンターは「ワイマ｝ル共和国時代の魔術的リ

アリズム、新客観主義、および芸術」において表現主義と「魔術的リアリズム」
ノイエ・ザツハリヒカイト

もしくは「新客観主義」を十五項目にわたって以下のように対比している

（ZamoraandFads，35－36）。

表現主義 新客観主義

1 恍惚とした主題 醒めた主題

2 対象の隠蔽 対象の明確化

3 リズム中心 表象中心

4 法外 純粋主義的厳格

5 動的 静的

6 けばけばしい 穏やか

7 要約的 徹底的

8 近視的 近遠視的

9 記念碑的 ミニチュア的

10 暖かい（熱い） 寒い

11 色厚塗りテクスチャ山 色薄塗り表面

12 粗い 滑らか

13 絵画制作プロセスの可視性強調 絵画制作プロセスの消去

14 遠心的 求心的

15 表現力のある変形 対象の外面的純化

このリストを見ても、「新客観主義」と同一の「魔術的リアリズム」ほカル

ペンティエ…ルの「魔術的リアリズム」とは正反対のものであることが分かる。

後者のラテンアメリカ的「魔術的リアリズム」はむしろ「表現主義」に対して

近親性を持っている。例えばマックス。ペックマン（1884～1950）の絵画と

そのメッセージを考えてみれば、そのことはいっそう明瞭になる。そこにはカ

ルペンティエールに始まる「魔術的リアリズム」の淵源を見ることができるか

らである。ペックマンの『夢』（1921）についてH。W。ジャンソンは次のよう

に言う。
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実際ペックマンはあの戦争の後のドイツの混沌を、伝統的象徴という擦り切

れた言語に頼った場合、いかに表現しえただろうか。「これが私の想像力を悩

ます生きものたちだ」と彼は言っているかのようである。「彼らは現代人の本

性を示している。いかにわれわれは弱いか、いわゆる進歩という誇らしい時代

にあっていかに自分に絶望しているかという本性を」qanson，650）

ペックマンにとって第一次大戦後の「ドイツの混沌」とそれに翻弄される「現

代人」がテーマとなっているが、「歴史」と個人の関係は今日の「魔術的リア

リスト」に共通のテ←マでもある。「伝統的象徴という擦り切れた言語」を捨

てたペックマンの方法は「表現主義」と呼ばれるわけだけれども、われわれが

その作品を見て想起するのは戯画的あるいは漫画的という言葉である。芸術院

的洗練に対置された漫画的粗雑さがそこにあり、それは明らかに今日の「魔術

的リアリズム」に通じている。

われわれとしては一九二○年代の絵画に与えられたラベルとしての「魔術的
ノイエ・ザツハリヒカイト

リアリズム」は「新客観主義」に吸収されるべきだと考える。それにもか

かわらずわれわれがフランツ。ローやイレーネ。グエンターの論文に言及した

のは、彼らの議論の中に含まれる表現主義を「魔術的リアリズム」の淵源に位

置づけたかったからである。もう一つの淵源がシュ…ルリアリズムであること

は、すでにルシュディのインタビュー談話などによっても明らかにされている

し、ラテンアメリカの「魔術的リアリズム」を最初に論じたアレホ。カルペン

ティエールはシュ叫ルリアリストと交遊があった3。

カルペンチイエ…ルは自らの小説『この世の王国』（1949）に付けた「序文」

において「アメリカの驚異の現実」という概念を提出した。これがその後の「魔

術的リアリズム」論の核心をなす概念となっている。彼は要するに「現実」の

定義を神話、魔術、自然界および人間の経験での途轍もない現象にまで広げた

のである。それらほヨーロッパ的リアリズムがある意味で非文明的ことがらと

して排除してきたものである。同じヨーロッパにおいて、リアリズム的姿勢の

背後にある合理主義や進歩主義に反発したのがシュールリアリズムであり、シ

ュールリアリストたちは、ロートレアモンの言う「解剖台の上でのミシンとこ

うもり傘の出会い」のような、まさに「驚異なるもの」を発明しようと狂奔し

3

牛島信明「カルペンティエール」（『世界の文学28 カルペンチイエール、マルケス』所収、

集英社、1978）316貢参照。
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た。発明に狂奔したのは、カルペンティエール流に言えば、「驚異なるもの」

が彼らの住む世界になかったからである。それに対して、ラテンアメリカには

現実世界に「驚異なるもの」フう号満ち溢れている。カルペンチイエールの言う「ア

メリカの驚異の現実」とはそのような意味であり、彼は『この世の王国』の「序

文」や、後にその内容を敷晒したエッセイ「バロックと驚眞の現実」（1975）

において、数多くの実例を挙をブている。馬にバケツで何杯もピ叫ルを飲ませた

ボリビアの暴君メルガレホ（Zamoraandぎads，83）。フランス革命の時代に魔法

にかかった町カエサルスを探してパタゴニアの土地を徒歩横断したフランシス

コ。メネンデス（Zamoraandぎads，67）。あるいは、料理人から島国の皇帝にな

ったヘンリー。クリストフ王。彼はナポレオンが再び島国を征服しにやってく

ると信じて、十年間抵抗できるように堅固なラ・フェリエ叩ル要塞を建設した

が、ヨーロッパ人の攻撃に耐える城壁を築くために何百頭もの牡牛の血をセメ

ントに混ぜるように命じた。「これはまさに驚異だ」とカルペンティエールは

言う（Zamoraandぎ訂is，105）。

彼はヨ川口ツパ的リアリズムと異なるラテンアメリカ的リアリズムを提唱し

たのである。彼はそれに基づく文学を「驚異の文学」（ZamoraandFads，87）と

呼ぶ。これは風変わりなことをする人間のことを書けば「魔術的リアリズム」

の文学になると言っているようなものだが、実際にはそれほど単純でないこと

は明らかである。エキゾチックなことを書けばよいというものではない。「驚

異の現実」フうミあくまで表面的なことがらであれば、それをいくら書いても深み

のある文学とはならない。カルペンティエ叫ルはそれが表面的でない理由を二

つ挙げる。一つは「驚異の現象は信仰産前提とする」（ZamoraandF血s，86）と

いうことであり、もう一つは「馴致されていない自然と歴史」（ZamoraandF訂is，

105）の存在である。

「信仰」と言っても、カトリックのような組織宗教の「信仰」でなく、魔術

的なものへの「信仰」である。これにかかわってわれわれはここで二つの書物

に言及したい。

一つはキース。トマスの『宗教と魔術の衰退』‘（1971）という清瀬な書物で、
そこに語られているように、イギリスでは（ということは、ヨ叫ロツパでは、

ということに等しいのだが）、一七00年を境にカルペンチイエールが言うよ

うな「信仰」が著しく衰退する。この場合の「信仰」とは、正確には「占星術、

ウィッチクラフト、魔術治療、占い、古くからの諸予言、亡霊、そして妖精」

（荒木訳、Ⅹi）などを信じることである。これに関連してキース・トマスがそ
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の本の冒頭に書いている次のような言葉は、問題の所在をはっきりさせる上で

役立つだろう。

「十六世紀および十七世紀のイングランドは、依然として前産業化社会であ

った。その本質的特性の多くが、今日のいわゆる－㌧低開発地域－－のそれに酷似し

ていた」（荒木訳、3）

まさに合理主義と進歩主義に基づく命名である「低開発地域」という用語を

借用するならば、「信仰」が衰えないラテンアメリカは「低開発地域」なので

あり、「知的な人々から軽蔑されている」（荒木訳、Ⅹi）地域ということにもな

る。「魔術的リアリズム」はそういう「低開発地域」め人間たちの居直りから

生まれたとも言えるが、「驚異の現実」を「驚異」として受け止める感受性が

表現主義やシュールリアリズムに通底していることを考えれば、ヨ叫ロツパや

北アメリカにも「低開発」的風土が脈々と続いているにちがいないのである。

その一つの証拠として密やかに続く悪魔祓いの儀式を挙げることができる

が、それに関連しているのがもう一冊の本、マラカイ。マーチンの『悪魔の人

質』（1976）で、そこには現代悪魔祓いの実態が詳細に報告されている4。悪魔

に取り憑かれるのは神秘主義思想家ティヤール。ド・シャルダンの影響を受け

て新興宗教の教祖となるスウェ肘デン系アメリカ人や、心霊学の研究者で、自

らに具わる高度な心霊的超能力を素材にして「精神の真の自由」を求め心霊学

的実験に取り組む大学教授や、「一切の倫理的義務」からの自己解放を図るニ

ューヨ叫クの孤独な女や、妄想に取り憑かれてわけのわからないことを延々と

しゃべるサンフランシスコの】ガや、男に生まれながら、女の無形の属性に対

する欲望を満たすために性転換し、黒ミサに加わる性同一性障害者などである。

ウイリアム・ブラッティの小説『エクソシスト』（1971）で扱われた憑依現象

は作家の取材によるものでなく、T。K。オスタ叫ライヒの『憑依の研究』（1922）

からの借用であることが分かっているが、ダブリン出身の神学者で元法王庁官

僚の肩書きがあるマラカイ。マーチンの本は著者自身が集めた実録である。こ

のはかにも実際の憑依記録としてはロバート。W。ペルトンの『悪魔とカレン

。キングストン』（1975）がある。これは十三歳の少女の三日間にわたる悪魔

祓いの記録で、知恵遅れの少女が悪魔に取り憑かれて書いたりっばな文章が、

′－

マラカイ・マーチン『悪魔の人質』（拙訳、集英社、1980）参照。
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このケースの最大の驚異となる。ただしそれを信じるならばの話である。信じ

なければ、それらはすべて嘘の話となるが、もし信じるならば、「前産業化社

会」や「低開発地域」がまだわれわれの内部に残っていることになる。

「驚異の現象は信仰を前提とする」とカルペンチイエールが言う時、その「信

仰」は「低開発地域」にのみあるのでなく、「先進地域」の人間の内部にもそ

の残浮が見つけられるはずだと考えていたのではないか。その残浮がある限り、

「魔術的リアリズム」は「先進地域」でも受け入れられると彼は見通していた

ように思われる。実際、「驚異の文学」はラテンアメリカのみならず英語圏、

フランス語圏、ドイツ語圏や日本語でも書かれるようになるのである。

「魔術的リアリズム」の成立について、カルペンチイエ小ルが指摘するもう

一つの要件は「馴致されていない自然と歴史」である。まず「自然」について

彼もま「自然がすでに永遠に馴致された場所に生きる大いなる喜び」（Zamoraand

Fads，105）というゲーテの言葉を引用する。ヨーロッパの自然とは人間によっ

てはるか昔に「馴致され」、公園や庭園のみならず牧草地や森として文明の一部

になっているわけだが、ラテンアメリカの「自然」は「馴致されていない」

（Zamora and Fads，105）とカルペンティエールをま言う。この「自然」は「ヒュ

叫マン。ネイチャー」つまり人間性をも含むと考えられる。荒々しい「自然」

と暴力的「人間性」の表象実例をわれわれはカルペンチイエール自身やガブリ

エル。ガルシア＝マルケスに見出すことができる。

最後に「歴史」が来る。「われわれの自然は、われわれの歴史同様、馴致さ

れていない」（Zamora and Fads，105）とカルペンティエールは言う。この「歴

史」とは「驚異の現実および不思議なるもの双方の歴史」（ZamoraandFads，105）

だと彼は規定し、「結局、驚異的現実の年代記でなければアメリカの全歴史な

ど何になるだろうか」（ZamoraandFaris，88）と『この世の王国』への「序文」

を締めくくり、さらには一九七五年のエッセイの末尾で次のように述べている。

「驚異の現実に関する限り、われわれは芋を伸ばしさえすればそれをつかむ

ことができる。われわれの現代史は毎日不思議な出来事をわれわれに提供して

くれる。南アメリカ大陸での最初の社会主義革命が最も革命など起こせそうに

ない、つまり地理的な意味で起こせそうにない国で起こったというこの単純な

事実は、現代史の不思議であり、われわれの鼻を高くすべく『征服』から今日

に至るまでアメリカ史で起こりかつすばらしい結果を残した数多くの不思議な

出来事に加えられる不思議である。しかし驚異的現実の世界でわれわれを待ち
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受けている不思議な出来事に直面しても、われわれは降参してはいけない。か

つてヘルナン・コルテスをま自分の王国に対して『余ほこれらのものの名前を知

らないので、なんと言ったらいいか分からん』と言ったが、われわれはそのよ

うなことを言ってはいけない。今日、われわれはこれらのものの名前も、これ

らのものの形式も、これらのものの生地も知っている。われわれにとっての内

外の敵がどこにいるかも知っている。われわれはわれわれの現実を表現するの

にふさわしい言語を鋳造した。われわれを待ち受ける出来事は、われわれラテ

ンアメリカの作家たちが偉大なるラテンアメリカの現実の目撃者であり、歴史

家であり、解釈者であることを知るだろう。われわれはそのための準備をして

きた。われわれの古典、われわれの作家たち、われわれの歴史を研究してきた。

アメリカにおけるわれわれの時を表現するために、熟成を求め、見出した。わ

れわれと世界にとっていまだ最も法外な驚きを保持する巨大なバロック的世界

の古典となるだろう」（ZamoraandFads，107－108）

最初のエッセイはキュ｝バのパテスタ独裁政権を逃れてベネズエラに滞在中

に書かれ、二番目のものは一九五九年のキュ…バ革命後に祖国へ戻り、カスト

ロ政権の下でパリのキュいバ大使館文化担当官などを勤めた後に善かれてい

る。従って引用文での「南アメリカ大陸での最初の社会主義革命」がキューバ

革命を指すことは言うまでもない。この引用文には「われわれにとっての内外

の敵がどこにいるかも知っている」というような、おそらく社会主義政権に参

画したことによる単純で図式的なものの見方が反映している部分もあるが、重

要なのをま「魔術的リアリズム」の論客が最終的に政治参加したという事実であ

る。カルペンチイエールにとって「歴史」と「政治」ほ一体なのである。彼の

作品について言えば、その「序文」が有名になった『この世の王国』（1949）

という一八00年前後のハイチとキューバを舞台とし、「革命」を主題とする

「歴史小説」よりも、『失われた足跡』（1953）のほうが「魔術的リアリズム」

の作品と呼ぶのにふさわしい。たぶんに自伝的要素を取り入れながら、無名の

主人公が現代の大都市（ニュ…ヨーク）とアマゾンの奥地を往復する枠組みの

中で、複雑な記憶の世界を組み立てていく。この本でのジャングルの描写には

『真夜中の子供たち』における「サンダルバンズ」の場面を彷彿とさせるとこ

ろがある。

カルペンチイエ｝ルが提起した「魔術的リアリズム」もしくは「驚異の文学」

について結論として言えることは、それが小手先の技巧の問題ではなく、「信
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仰」「自然」「歴史」に関わるものの見方であり、それは「先進地域」で非合理

として切り捨てられているものを信じる立場や「自然」を馴致しない態度、そ

して「政治」と一体化した「歴史」観を含んでいるということである。これら

の点についてはガルシアニマルケスも同じ考えをしているし、そのことを彼自

身の言葉によって確認することができる。彼はピ山ター・ストーンによるイン

タビューで、『百年の孤独』における「語りかた」を「祖母」から学んだと告白

した上で次のように語っている。

「祖母は超自然的で幻想的にきこえる話を語ってくれたのだが、まったく自

然このうえなくそうした話を語っていた」

「最も重要なのは祖母の顔の表情だった。祖母は話をしているときにまった

く表情を変えなかった。それでだれもが驚いたのだ。『百年の孤独』を書くた

めの下書きでは、私は本気で信じることなく物語を語ろうとした。私がしなけ

ればならないことは、自ら話を信じ、祖母が話をする時と同じ表情で、つまり

信じきった顔で書くことだと気づいたのだ」5

ここには「信仰」についての彼の考えが窺える。なぜなら「超自然で幻想的」

なことでも「信じきって」書くと言っているからだ。その一例として彼は風に

飛ばされるシーツに乗って昇天するメレディオスの話を挙げている。彼はそれ

を「信じきって」書いたのである。

『百年の孤独』における洪水や「四年十一カ月と二日」（鼓訳、237）の長

雨や、その後の「十年間の畢魅」（鼓訳、248）などなどの表象は、カルペン

ティエールの言う「馴致されない自然」に関係している。「現実に根ざさない

言葉は私の作品には一行もない」6という、ピーター。ストーンのインタビュ

いに答えたマルケスの言葉がそれらの表象に現実味を添えているからである。

一方、突然暴れ出して、手のつけられない暴力的人間に化し、そのため死ぬま

で乗の木にくくりつけられるホセ。アルカディオ。ブエンディーアは馴致され

ない「ヒューマン。ネイチャー」を象徴している。戦争に結びつく「ヒューマ

ン。ネイチャー」の暴力性はアウレリヤーノ。ブエンディーアが体現している。

5

ピ…ター。ストーン「ガルシア・マルケス＝想像力のダイナミズム」拙訳、集英社刊『すば

る』一九八一年四月号所収、212京。
6

同前、214貢。
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「歴史」と「政治」の一体化については、バナナ農場労働者大量虐殺のエピ

ソードがその典型と考えられる。これが現実の出来事、まさに「驚異の現実」

に基づいていることはマルケス自身が証言している。

「バナナ熱に関する部分は現実と結びついて作られている。私は文学的から

くりを歴史的に証明されたこ・とのないことがらに基づいて使うことはしていな

い。たとえば、広場での大量虐殺はまったくほんとうの話で、私は証拠や資料

に基づいてそれを書いた。しかし、正確に何人殺されたかはついにわからなか

った。私は三千という数字を使ったが、これは明らかに誇張だ。しかし、子供

のころ、たぶんバナナを満載してプランテーションを出て行く、とても長い、

ひどく長い列車を見たという記憶がある。もし死者たちが列車に乗せられ、海

へ捨てられたとすれば、三千人はいたかも知れないのだ。この国の歴史からす

ると、だれも死ななかったと主張しても、すんなり通ったかも知れない。はん

とうに驚くべきことは、三千人もの死者について、議会や新聞では今日あたり

まえのように語られているということだ。われわれの歴史の半分はこんなふう

に作られて行くのだと思う。『族長の秋』で、独裁者がこう言っている－それ

がいま真実でないかどうかは問題ではない、それは将来いずれ真実になるだろ

うからと。しかし、早晩、人々は政府よりも作家たちを信じることになるだろ

う」7

ここで問題となっている「歴史」は、うっかりするとマルケスが経験した出

来事のように思われるが、そうではない。フランク。サフォードとマルコ㌧パ

ラシオスによる歴史書『コロンビア』によれば、問題の事件は合衆国資本のコ

ロンビア進出によって労働者の間に生じた反米感情の爆発として生じた、ユナ

イティツド。フルーツ経営のバナナ農場労働者の抗議行動に対し、政府の指示

で軍隊が鎮圧に乗り出し、大義虐殺に至った出来事を指しているが、それは一

九二八年十二月のことで、マルケスはその年に生まれたばかりなのである。従

って彼は事件を目撃しているわけでもなければ、ホットニュースを聞いたわけ

でもない。もっぱら「証拠や資料に基づいて」想像力を働かせただけのことで

ある。ただし、マルケスの母方の祖父が問題の事件に関する聴聞会で証人にな

っているという事実（BelトVillada，40）もあり、マルケスが幼時からこの事件

7

同前、215－216貢。
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に関心を抱いていた可能性はある。

彼の立場は苛酷な労働条件を強いられていた労働者の側にある。それはすで

に「政治」的立場であり、彼のような立場に立たないものは「大量虐殺」など

なかったと言うだろう。実際、小説の中では、死体を積み込んだバナナ列車が

海へ向かったというアウレリヤーノ。セグンドの話をだれも信じず、「死人は

出ていない」とだれもが言うばかりである。「この国の歴史からすると、だれ

も死ななかったと主張しても、すんなり通ったかも知れない」とマルケスは言

っている。だれも死ななければ、当然出来事自体の意味も薄れる。歴史家にと

っての「歴史」と作家にとっての「歴史」の差盛は「政治」的立場を選択して

いるかどうかにかかっていると言えるだろう。歴史家としてのサフォ岬ドとパ

ラシオスは作家としてのマルケスが挙シブた犠牲者「三千人」という数字を問題

にして次のように言う。

バナナ地帯の小さな町に生まれたガブリエル。ガルシア＝マルケスの有名な

小説『百年の孤独』の出額は集団的記憶をさらに混濁させた。大量虐殺で三千
人は殺されなかったと知って直面した問題について、著者は一九九一年にイギ

リスのテレビが行ったインタビュ｝で告白している。「大童虐殺の噂があった。

黙示録的大量虐殺という噂だ。確かなことはなにもないが、たくさんの死者が

出たことはありえない。。。それは私にとって問題だった。。。大規模虐殺で

なかったと知った時はね。『百年の孤独』のようなものごとが誇張される本で

は…。列車全体を死体で満員にする必要があったのだ」

この告白によって明らかになっているのは、これは作家にとっての問題とい

うより、彼の作品を事実にかかわる典拠として引用してきた歴史家の問題だと

いうことである。（Sa致汀dandPalacios，28且）

歴史家は出来事の事実を明らかにしようとするが、作家は出来事の意味を明

らかにしようとするのであって、「三千人」という数字はマルケスが受け止め

た「労働者虐殺」事件の衝撃を強調するための修辞的表象なのである。「驚異

の現実」の驚異性を認知するところに作家の「歴史」感覚あるいは「政治」的立

場が現れるとすれば、「驚眞」を「驚異」として表象するのが作家の仕事であ

る。バナナの代わりに三千の死体を運ぶ列車の場面を描いたマルケスは「歴史」

を捻じ曲げたのでなく、作家として当然のことをしただけなのである。しかし、

歴史家たちはそれをどうやら「事実にかかわる典拠」としてきたようで、これ
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は「魔術的リアリズム」の難解さのなせる業と言える。「早晩、人々は政府よ

りも作家たちを信じることになるだろう」とマルケスは言ったが、それが現実

のものとなったということでもある。

こうしてカルペンチイエ洲ルの「魔術的リアリズム」論の核心部は「信仰」

「自然」「歴史」によって構成され、それらはまたマルケスの『百年の孤独』

の方法的核心となっていると結論づけることができるが、この作品と表層的に

強い類似性を示す『真夜中の子供たち』が、深層部でどこか『百年の孤独』に

つながっているとすれば、それはマルケスの「歴史」感覚である。その点を端

的に示す山例として一九七一年における東西パキスタンの「内戦」を挙げるこ

とができる。その年早々の選挙で、東パキスタンでムジブ率いるアワミ連盟が

圧勝する。これに危機感を抱いた西パキスタンは軍事介入を始め、三月二十五

日にバングラデシュ独立を宣言が出されると、ダッカでの破壊工作が激化し、

虐殺や凌辱が行われる。大量の難民に悩まされたインドが軍事介入して停戦と

なるが、物語でをま、敗者となるパキスタン軍司令官タイガー。ニアジとバング

ラデシュ側の司令官サム。メネクショーとの対話において、「虐殺やら死体の

山」はもとより「CUTIAと呼ばれる特殊部隊」など存在しなかったことが確

認される。

ルシュディはインタビューにおいてもー九七一年のパキスタンによるバング

ラデッシュ侵略に閲し、パキスタンでは、その年に「なにも起こらなかった」

（Cbauban，53）とされていることを報告している。

パロディとしての「歴史」の歪曲も含め、『真夜中の子供たち』は「歴史と

個人生活の関係を論じる本」（C壬Iauban，43）であり、「サリームと歴史の関係を

見つけるゲーム」がそこに仕込まれている（Chatl壬Ian，53）というのがルシュデ

イによる自作解説である。彼はガブリエル。ガルシア＝マルケスから受けた深

層部での影響をそのような言葉で表明していることになる。『百年の孤独』に

おけるバナナ農場労働者虐殺事件の意味と『真夜中の子供たち』におけるパキ

スタンによるバングラデッシュでの隠密作戦の意味は、いまや明らかに同一と

言えるからである。

考えてみると、「魔術的リアリズム」の傑作とされる作品ほそうような言わ

ば「記憶の中の歴史」に関わるものが多い。『百年の孤独』のはかにも、ホセ

・ドノソの『夜のみだらな鳥』（1969）があって、これは聾唖者の老人の「記

憶」に隠されたチリの「歴史」に関わるし、マリオ。バルガス＝ジョサの『ラ

。カテドラルでの対話』（1969）ほ居酒屋で対話する二人の人物の「記憶」に
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理め込まれたペルーの「歴史」に関わる。これらは『百年の孤独』に触発され

た向きが大きい。キュサバ革命がきっかけで起こったとされるラテンアメリカ

文学ブームの中核的作品群を束ねていたのは「記憶の中の歴史」であり、それ

が『真夜中の子供たち』を生み、さらにはグレアム。スウイフトの『ウオータ

叫ランド』（19S3）やピーター。ケアリ仰の『イリワッカー』（1988）などをも

もたらしたと考えられる。

2－4 『百年の孤独』と『真夜中の子供たち』の間の差異

『百年の孤独』の物語はすべて「メルキアデスの羊皮紙」にサンスクリット

語で書かれている物語の「翻訳」にすぎないというトリックが隠されている。

「翻訳」という概念に焦点を当ててこの作品を解読しているアニパル・ゴンザ

レスによれば「『百年の孤独』における行動はメルキアデスの予言約手稿に分

かちがたく結びついている」（Gonzales，65）のである。物語の中では「メルキ

アデスの羊皮紙」の解読に三人の男が取り組む。アウレリヤーノ・ブエンディ

…ア、ホセ。アルカディオ。セダンド、およびアウレl」ヤーノ・バビロニアで

ある。最後に解読に成功するアウレリヤ叫ノ。バビロニアの死までもがそこに

書かれているとされていて、彼が解読する瞬間にマコンドの町は「人間の記憶

から消えてしまう」ことになっている。「百年の孤独を運命づけられた家系」

も消えてなくなる。ではこの予言の書をだれが書いたのだろうか。言うまでも

なく、予言者のふりをしたガブリエル。ガルシアニマルケスである。メルキア

デスは彼の分身だが、錬金術の道具や羊皮紙をマコンドへ運ぶ以外にほとんど

なにもしない。つまりマルケスほストーリーテラ…としての役賓りに徹している

のである。これは物語に作家が顔を出す「自己意識的フィクション」（Waugh，2）

としての「メタフィクション」ではない。

これに対して『真夜中の子供たち』ほ「魔術的リアリズム」で書かれた「メ

タフィクション」である。われわれの言葉で言えば、それは「複合自我」の作

品であって、それ以外のものではない。もちろんサリームは作者そのものでは

ないが、社会的に作られてきた作者の「自我」がそのモデルになっている。「自

我」は複合的にできているという彼の主張はこの二十年来変わっていないし、

そういう「自我」を作品に投入することについて少しも躊躇していない。彼は

一九八三年のインタビューで次のように言っている。

「ぼくぼまたパ肘ソナリティについて、一つの考えを持っていた。一人の人
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物について書こうとしていて、そうするた捌こは世界を呑み込まなければなら

ないと分かり、その人物にそう言わせている。登場人物を一人創るためには、

理論的に言うと、宇宙を創造しなければならないのだ。ああいう何億もの人間

の中の一人であるとはどんな意味があるのかということにぼくぼ興味があっ

た。普通の反応は何十万人の中の一人であるよりは影が薄いというものだろう。

しかしぼくは反対のことを意味することもありうると思ったんだ。そのため作

品ではある種のコミカルな反転を実行した。浜辺の砂の一粒である代わりに、

サリームは浜辺を含む一粒になった。もっともそれほ実際にはメッセ叫ジを持

つという意味での目的でほない。それはパーソナリティを調べる方法だった。

音なら、パブリックな世界とプライベートな世界とが互いに別々であるような

小説を書くことができた。ジェイン砂オMステインはウオータールーの戦いに

ついて言及する必要はなかったし、それはそれでよかったわけだ。しかし、種

としての人間についてわれわれが学んだことの一つは、われわれが非常に緊密

な相互関係の状態に置かれているということだとぼくは思う。もともとこの作

品の第一行ほ、それほもうどこかに埋められてしまったけれど、「人生の重大

事はたいてい留守中に起こる」というもので、これが中心観念だった。ぼくに

とって重要な観念をま、人間は相互に染み込み合っているということだ。サリー

ムがある時点で言っている言葉を使えば「料理をする時の香りのように」染み

込み合っている。それでぼくはどのように人々が互いに相手の一部になってい

るかを書こうとしたわけだ。パブリックな生活がプライベートな生活に影響す

るだけでなく、個別に営まれるプライベ叫卜な生活がきわめて根本的なところ

で相互に影響しうるという面もある。自分の中心的な部分になっているものが、

実際には自分から三世代も前に起こっていて、一連の染み込み作用によって眉

分に伝えられたというように」（毘eder，2000，46）

「パーソナリティ」と「自我」はどう違うのかという問題は心理学者に任せる

として、われわれはそれらを「類概念」として扱うしかない。その上でここに展

開されている「自我」論を考えると、われわれが置かれている「非常に緊密な

相互関係の状態」についての指摘が重要である。これは必ずしも家族のような

血縁関係の影響を言っているわけではない。血縁がなくても「非常に緊密な相

互関係」の申にわれわれがいることを指摘しているのである。考えてみれば、

サリームはそのことを明瞭に体現している。彼は血縁のない家族の中で暮らし

ているからである。しかも彼の「自我」には「一連の染み込み作用」によって
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「三世代も前」からの思想やら心情やらが入り込んでいる。これに加えて「自

我」は「パブリックな世界」からの影響も受ける。ルシュディがこの談話で紹

介している『真夜中の子供たち』の第一草稿の書き出し、「人生の重大事はた

いてい留守中に起こる」という文はパブリックな出来事つまりは「歴史」を指

しているものと思われる。それが「留守中に起こる」ということは、自分と無

関係に起こるということだろう。それでいてそれは「人生の重大事」として「自

我」に影響するのである。このようにしてできる「自我」を彼は同じインタビ

ューで「全自我」a負111selぎ（Reder，2000，46）と呼び、一九九七年のエッセイ「豊

富の国」では「複合自我」と呼ぶ。名称こそ違っていても、実体はかわらず、

ルシュディの「自我」論は一貫していることを示す。そのような「自我」を「解

放する」場所は「書きものの中だけだ」と彼は断っている（Reder，2000，46）。

「全自我」と区別して彼が「ソーシャル。セルフ」asocialself（Reder，2000，46）

という時、それはG。壬i。ミードの言う意味でなく、単に「人前に曝す自我」

「外面」というほどの意味である。しかし「ソーシャル。セルフ」は「全自我」

と別のものということでなく、その一部であることは言うまでもない。

ルシュディは「全自我」あるいは「複合自我」を解放するために『真夜中の

子供たち』を書いたのである。とはいえ、はんとうに解放できたのは「複合自

我」の「歴史」的位相だけである。その証拠としてルシュディは同じインタビ

ューで次のように言っている。

「『恥辱』は『真夜中の子供たち』とは異なる種類の本だけれど、それもま

たぼくなのだ。本というのをま作家の意識の暫定的報告書で、それは変転する。

いまぼくに『真夜中の子供たち』が書けるとは思わない。」（Reder，2000，46）

ルシュディは常に「複合自我」をテーマにするが、その位相は変わっていく

ということである。『グリマス』では「自我」の全体を扱ったが、『真夜中の子

供たち』ではその「歴史」的位相に的を絞り、『恥辱』では「狂気」的位相へ

と視点を移す。そして『悪魔の詩』では「移民」的位相が問題となるだろう。

どの作品においてもルシュディは「複合自我」から離れられず、そこに職人的

ストーリーテラーにして「魔術的リアリスト」のガブリエル。ガルシア＝マル

ケスとの差眞がある。
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3 『グリマス』から『轟夜中の子供たち』へめ転餞

3－1 『グリマス』からの発展としての『轟夜中の子供たち』

『グリマス』は失敗作で、『真夜中の子供たち』がルシュデイの事実上の出

世作だとする見方はかなり普及しているし、その通りだとも言えるが、この作

家の技法や思考の継続性から見ると、両者には深い関係がある。実際、『真夜

中の子供たち』が前作『グリマス』を意識しつつ善かれていることは作品その

ものの中のいくつかの点から窺われる。例えば～

もしなにかを意味して終わろうとするのであれば、ぼくは急いで、シェへラ

ザ…ドよりも速く仕事をしなければならない。なにかを意味することが肝腎だ

と思う。ぼくはなによりもまず不条理を恐れる。（M，9）

この部分は『グリマス』が「不条理SF」と呼ばれたことへのアリエージョ

ンであり、また前作が不評だったことへの反省も込められていると思われる。

もちろんこれは「複合自我」の「歴史」的位相を「意味」ある形で表象しなけ

ればならないという決意表明でもあるし、その決意は確かに実現する。

他にも、サリ肘ムの祖父アダム。アジズがドイツから帰ると、祖父の父（サ

リームの曽祖父）が卒中で倒れ、「鳥の鳴き声」（M，12）を出しながら窓辺に坐

つていて、その彼を「三十羽の異なる鳥が訪れる」（M，12）とある。「三十羽の

異なる鳥」をま明らかに神話の鳥「シムルグ」へのアリエージョンであり、曽祖

父が「シムルグ」であったとすれば、サリームがその末裔ということにもなる。

ただし、いずれ判明するように、曽祖父との血縁はないので、観念上の末裔に

すぎないのだが。

あるいはタイという名の、シーカラ（小舟）を操る船頭。彼の役割は単にア

ーダム・アジズをシーカラに乗せて、グル湖を渡り、ガーニ。ナシームのもと

へ運ぶだけでほない。「タイが若かったころをだれも思い出せない」のである。

タイが若かったころをだれも思い出せなかった。いつも腰を曲げた同じ姿勢

で立ち、この同じ小舟を漕いで、グル湖とナギーン湖を渡っているのだ…永遠

に。（M，14）

このように、タイという船頭は「不死の人」のように見える点で、『グリマ

ス』の登場人物たちに似ているのである。「不死の人」である彼の象徴性はカ
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シミ…ル的地霊の化身という点にある。『真夜中の子供たち』はカシミール藩

主国を舞台に一九一五年から始まり、一九四七年のインド、パキスタン分離独

立によって最初の区切り（第一部の終わり）を迎えるが、独立とともにタイをま

死ぬ。「歴史」が「不死の人」に死をもたらすという含みがここにはあり、「複

合自我」を「実体」として可能にする「不死」に代わって、「歴史」が前景化

することをも暗示する。

「不条理」に対する「意味」や「三十羽の鳥」や「不死の人」的人物への言

及ばかりでなく、「メタフィクション」的方法の導入においても、『真夜中の子

供たち』は『グリマス』に比べて巧妙になっている。ふたつの作品ともファン

タジ岬として成り立っているが、インドニ十世紀の「歴史」を取り込んだ『真

夜中の子供たち』は、「不死」の概念を中心に成り立つ形而上的世界としての

『グリマス』にないリアリティを生み出している。そのことに責献しているの

が虚構の虚構の虚構とでも言うべき虚構の入れ子細工としての語りの構造であ

る。

サリーム。シナイは作者が作っているという意味で、虚構の語り手である。

パドマは同じ意味で虚構の聞き手である。このふたりは実際にはまだ夫婦では

ないし、ついに夫婦になりえないのだが、それでも夫婦のような雰囲気を醸し

出しながら、サリームの語る「家族史」への読者の興味をつなぎとめようとす

る。パドマが疑い、サリ肘ムがそれを打ち消すことで、「語り」の真実味が増

すしかけになっている。やがてサリームは自らが語る「物語」の虚構性を明ら

かにする。パドマに自分の「家族史」と思わせていた「物語」が実は虚構なの

だと告白するのである。彼が語る祖父母や父母や叔父叔母や妹は、実は彼との

血縁を持たない。それにもかかわらずサリ肘ムは彼らすべてとの関係を主張す

る。なぜなら祖父母も父母も妹も船頭のタイも「歴史」の表象であり、サリー

ムはそのすべてを「自分の遺産」myinheritance（107）としているからである。

すでに触れた「染み込み作用」がここに関係している。彼は単なる虚構の語り

手でなく、「複合自我」表象そのものであり、それこそがこの作品での究極の

虚構となっている。

これは伝記的物語を現代の「個人神話」へ変換するひとつの方法である。ル

シュディは『グリマス』においてペルシャ古来の神話に依拠し、「シムルグ」

を「複合自我」の象徴とした。『真夜中の子供たち』においてもガネーシヤな

どのインド古来のヒンドゥー神話を使っているが、焦点は現代的「複合自我」

の「歴史」的位相に合わされ、「歴史」的事実に根拠をもつ「個人神話」の創
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出に、この作品の最終目標がある。いま「個人神話」という用語を使ったが、

その適切な定義はマイケル。リーダーが与えている。「インド人が彼らの個人

的文化的過去と折り合いをつける新しい方法」（Rederまn Booker，229）という

ことである。この作品は∨「現代版オデッセイ」amodemo軸ssey（Gya鴫38）だ

と言う研究者もいる。

3－2 『ユリシーズ』模倣の深ゼb

創作方法に関してここでもうひとつだけ付け加えておきたいのは≠『真夜中

の子供たち』に見て取れるジェイムズ砂ジョイスの影響である。『グリマス』
イデイオレクト

に見られるジョイス的「個人言語」表現についてはすでに別のところで指摘し

た8。重複を恐れずに要点のみを繰り返すならば、－－‡twa畠my払is）twen好一畠rst

birtbday－－（G＝Grimus，16）における代名詞の並置や－－godoniyⅥrまse－－（G，57）、

－－bid女omoureye－－（G，57）、‖wbat－syoourname－－（121）のような造語、あるいは

simurg→如musのようなアナグラム遊びなどである。ここに新たにもう一つ

の例を加えるならば、パリンドロームpalin血ome（回文）がある。『ユリシー

ズ』第七章の新聞社の場面でレネハンが「アダム」という名前を聞きつけて、

次のような回文を披妻歴する。

’’Madam，ItmAdam．AndAblewas‡ere王saⅥrElba．‖（Gabler，7－683）

『グリマス』において、ヴァージル。ジョーンズが毘の町に到着後、「エル

パルーム」Elbaroomという酒場で呟くのは、まさにこれと同じ－Åblewas‡ere

IsawElba－－（G，108）という回文である。酒場の名前がこの回文に由来すること

は言うまでもない。

『真夜中の子供たち』においてはもっと大胆かつ巧妙に『ユリシ叫ズ』の模

倣が敢行される。まず、イギリスの植民地であった国の「歴史」を扱うという

目論見そのものの模倣がある。ただし『ユリシーズ』の場合、一九○四年六月

十六日という限定された枠組があるため、稀にその日のうちに起こる「歴史」

的事件への言及が登場人物の口を通じてなされることはあるものの、「歴史」

は主に登場人物たちの「記憶」の申にあり、それが時々意識される。その日の

出来事の一例としてはフィンランド総督ポプリコフ将軍暗殺事件を拳をヂること

名

大熊発「『グリマス』における『複合自我』表象」、5－6貢、および10賞参照。
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ができる。これは現地時間午前十一時（ダブリン午前八時三十五分）に発生し、

新聞社の場面でJ。J。オモロイが早速その事件に触れるのは十二時過ぎであ

る。これはロシアの植民地での事件だが、植民地という共通項を持っているが

ゆえにJ。J。オモロイの関心を引き、ちょうど新聞社へディ｝ジー先生から頼

まれた原稿を持ってきたステイ｝ヴン。ディーダラスをからかって言う。

Or wasまt you sbot t‡lelordlieutenant ofFinland between youア Youlook as

t壬10ugbyouhaddonetbedeed．GeneralBobdko鑑（Gabler，7－601）

それともフィンランド総督を射殺したのはきみの仲間だったのかね？なにやら

暗殺したような顔つきだな。ポプリコフ将軍をさ。

これに対してステイーヴンは次のように答える。

Ⅶewereonlytbinki喝aboutit．（Gabler，7－603）

われわれはただその案を考えていただけですよ。

このやや物騒な冗談は作品に底流する宗主国イギリスへの反感を表面化させ

ているが、まさにその反感こそが登場人物たちの「記憶」に仕舞い込まれたア

イルランド独立運動の「歴史」に付着しているものである。文学作品における

「歴史」は「感情」に関わっていることをルシュディはジョイスから学ぶ。実

際、『真夜中の子供たち』においても、「歴史」とほ極言すれば「衝撃」や「怒

り」という主観的反応にほかならないのである。

技法的な面でも、主要人物が短時間の間に取る単純な行動の合間にその人物

の過去や信条が語られるという方法は『ユリシーズ』の模倣である。『ユリシ

｝ズ』でほ呼び覚まされた「記憶」の表象が過去や信条についての情報をもた

らす。『真夜中の子供たち』では、その第一部第一車が端的に示すように、枠

組としての単純な行動も過去や信条も、「語り手」によって語られ、説明され

る。その違いはあるけれども、時間的処理はきわめてよく似ているのである。

アーダム。アジズほ朝の四時単にグル湖のほとりで礼拝を始め、鼻を大地に

ぶっつけてとりやめにした後、迎えにきた船頭タイの小舟でグル湖を渡り、地

主の娘ナシーム。ガ肘この診察に出かけ、穴の開いたシーツ越しに診察する。

これが登場人物の取る行動である。この行動を語る「語り手」サリーム。シナ

イがいて、さらに「聞き手」のパドマもいる。彼らは一九七八年現在を生きて
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いて、「物語」は一九一五年から始まる。「語り手」は過去と現在を自在に往来

しながら語り進めるわけだが、第一章の「物語」の中心にいるア叫ダム・アジ

ズの行動枠は至って単純なのである。「語り手」をまその枠を意識しながらアー

ダム。アジズの経歴や信条を説明する。その結果として、第一章を読み終えた

読者はア肘ダム。アジズがハイデルベルクに五年間留学して医者となり、その

間に恋もすれば左翼思想にも触れ、アナーキストの友人たちができたことを知

るばかりでなく、イスラムの信仰に懐疑を覚え、植民地人の立場を思い知らさ

れることを知る。

この冒頭の章の技法に最も関係が深いのは『ユリシ｝ズ』の第三章である。

そこでのステイーヴン。デイーダラスの行動は浜辺を歩いて行き、岩の上に仰

向けに寝て自演するだけの単純なものである。彼は瞑想に耽りながらサンディ

マウント浜を歩いている。リーヒーズ。テラスと呼ばれる場所から二人の女が

浜辺へ降りてくる。それを見ながらステイーヴンは勝手な空想を弄びつつ歩き

つづける。勤め先の学校長デイージーから預かった手紙を新聞社へ届ける用事

や午後十二時半にシップ酒場へ行く約束、あるいはセアラ叔母の家へ行くべき

かどうかという現実的思案が脳裏をよぎる。しかし、気がつくとセアラ叔母の

家へ向かうべき道を通り過ぎていて、いつの間にか胸を張って歩いている。水

際近くを歩いて靴を滞らす。水辺の岩に腰かけ、犬が遠くから走って近づいて

くるのを眺める。その後から男と女が歩いてきて、海へ入りザルガイを採る。

犬と男女が去ると、詩を書きたくなってデイージーの手紙の隅をちぎる。詩を

書きつけると、岩に仰向けに寝て「四文字言葉の波語」a氏）uⅣOrdedwavespeecb

（Gabler，3－456））を聞きながら自演する9。やがて、波に流されかけているトネ

リコのステッキを拾い上げ、浜辺を後にする。

このように歩行と停止だけの行動は明らかに単純であるが、脳裏を去来する

記憶や思念は複雑であり、それらが複雑なままに表象されている。まず、ステ

イ肘ヴンは「目に見えるもの」t‡leVisible（Gabler，3－1）の「記号」signs（Gabler，

3－4）を解読しようとする0その思念は「造物主ロス」Los De叫ばgOS（Gabler，

3＿18）へと結びつき、神の存在への懐疑へと展開して、自分が聖人に向いてい

なかったことを思い知る。そのことを明確に示しているのが「従兄弟のステイ

ーヴン君、きみは聖人にほ絶対なれないね」CousinStepben，yOuWillneverbea

9

一個e仕ergettbisjoboverquick．‖（Gabler，3－456）の解釈については川口喬一『「ユリシーズ」演

義』44－47参照。
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saint．（Gabler，3－12釦という、ドライデンがスウイフトに言った言葉のもじり

である。留学していたパリの記憶が廷る。猥雑な雰囲気の中での飲み食いや政

治的議論、毒舌などからその記憶は成り立つ。ステイーヴンが神への懐疑を抱

きはじめるのは、アイルランドの支配者イギリスの官憲から追われる亡命活動

家ケヴィン。イ…ガンとの付き合いからである。「ぼくは社会主義者だ。神の

存在を信じない」肋才力ざ朗才ぶOCぬgねお．カ乃βC和ぬクαぶβ乃エーβズゐね邦Cg∂gか才β〝．

（Gabler，3－169，170）とイーガンは言う。これに加えてウエイトレスから「オラ

ンダ人」と間違えられるという、ある意味で屈辱の経験もある（Gabler，3－220）。

ある意味でというのは、ステイ…ヴンはイーガンほどの愛国者ではないものの、

アイルランド人であることに多少の誇りを持ちたいという気持ちもあるから

だ。こういう植民地人の悲哀や神への懐疑はまさにアーダム。アジズがハデル

ベルクで経験するものと同じである。

こうして、技法と内容の両面で、『真夜中の子供たち』冒頭の章は『ユリシ

｝ズ』の所謂「プロテウス」の車をモデルにしていると考えられる。

『ユリシーズ』第六車「ハーデス」においてレオポルド。ブル肘ムはディグ

ナムの葬儀に参列し、同乗者三人とともに馬車でダブリンの街を南から北へと

進む。その際に街路名や建物名や橋の名が車内の会話やブル｝ムの意識の流れ

の合間に句読点のようにして告げられ、馬車が街のどのあたりにいるかを読者

に教えるとともに、地理的対象物がブル…ムの目を通して見つめられる。つま

りここに表象されているダブリンは「ブルームのダブリン」（Tindall，159）な

のだが、この主観的な地理的リアリズムは『真夜中の子供たち』における「サ

リームのボンベイ」表象に利用される。九歳のサリ叫ムをまアウトラム・ロード

Outram Roadにある「ザ◎カテドラル。アンド。ジョン。コノン。ボれイズ。

ハイスクール」tbeCatbe血dandJohnConnonBoy’sHighScboolにスクール

バスで通う。

…バスはがたがたとケンブス。コ…ナーを回り、トマス。ケンプ社（製薬会社）

の前を通り、インド航空王のポスター（「鰐君、【またね！インド航空でロンド

ンヘ！」）ともう一枚の広告板、そこにはぼくの子供時代ずっとコリノス。キ

ッズという緑のかわいい葉緑素帽子姿のきらきら輝く歯をした小妖精が「いつ

も歯を琵Ieenに、Bdteに、KoiynosSuper軌iteに！」とコリノス練り歯磨き

粉の効用を主張している広告板の下を潜った。（M，153）
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この「サリ｝ムのボンベイ」は「子供の時のルシュディのボンベイ」である

ことを彼自身が告白しているが（Cbauban，50）、この種の主観的な地理的リア

リズムの発明者はジョイスであり、ルシュディほここでその手法を模倣したわ

けである。同じ手法はサリームがベナレスの「未亡人ホステル」で睾丸を抜か

れた後、ニューデリーへ戻った時の街の表象でも使われるし（M，舶9）、十四

年ぶりに彼が戻る変わり果てたボンベイの表象においても使われている（M，

452）。

『真夜中の子供たち』の最後のエペ－ジにおいては、サリームがパドマとの

結婚を灰めかしながら、独立記念日を祝う群衆の中へ二人で入っていき、人波

に呑まれるようにパドマと離れ離れになった後で、身体の崩壊を予告するよう

すが、ほとんど切れ目のない、ピリオドを使わない文車で叙述される。それは、

短いながらも、『ユリシーズ』最終章でのモリ叫による句読点のないモノロー

グを賢察とさせずにはいない。また次に引用する『真夜中の子供たち』最終パ

ラグラフ冒頭の「イエス」を『ユリシーズ』最終行のモリーの独白に結びつけ

るマイケル・リーダーの解釈もある。

Yes，tbeywilltramplemeunder払ot，thenumbersmarcbingonetw（）tbree，ぬur

hundredmillion丘vehundredsix，reducまngmetospecksofvoicelessdust，‥．（M，

463）

そう、彼らはぼくを足で踏みつけるだろう、後から後から一人二人三人四億五

百六人と次から次と踏みつけぼくを声の出ない攻のひとかけらにしてしまうだ

ろう。・。

モリ山の“yesIsaidyes三wiliYes．”（18－1608－9）という独白に見られる「相

手への許諾と許容」alettinggoandacceptance（毘ederinBooker，244）の意味合

いがこの引用の「イエス」にも見られるというのである。

その他のジョイスからの影響は表面的文体に関わるもので、特にジョイス風

「個人言語」としての造語、名詞や形容詞の単語羅列、不完全文などがあり、

これは全巻にわたって見出される。

4 『轟夜中の子供たち』における「複合自我」の「歴史」的位相

『真夜中の子供たち』は確かに「魔術的リアリズム」の作品であるが、その

技巧を駆使してルシュディが表象しようとしたテーマは「複合自我」であり、
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サリ…ム。シナイほその化身にをまかならない。彼はE。M。フオ｝スターが『／j＼

説の諸相』AspectsoftbeNovel（1927）で言った「ラウンドキャラクター」10か

らは程遠いキャラクターであり、むしろ伝統的絵画に対置された表現派的戯画

の系譜につらなる人物であるので、組み立てられたロボットのように彼がどの

ようなパーツから成り立ってい浸かを調べることは難しくない。ロボットの比

喩で言えば、三部構成の『真夜中の子供たち』の第一部は組み立て前のパーツ

に関わっていて、第二部でようやく組み立てが終わってサリームというロボッ

トが動き出すが、第三部では早くも分解されてしまう。パ｝ツの製造、組み立

て、分解というこの機械工学的作業に作者を向かわせる動機は、「魔術的リア

リズム」の作家たちに共有される「歴史」感覚である。彼らはたいてい「権力」

あるいは「独裁者」の横暴や「歴史」の隠蔽に腹を立てている。ルシュディの

場合、一九七一年のパキスタンによるバングラデシュ侵攻の隠蔽やインディラ

。ガンディ一による一九七五年の「非常事態宣言」が『真夜中の子供たち』を

書く引き金となっている。

われわれがここで詳細に検討したいのは、まずサリーム・シナイという「複

合自我」の化身はどんな「構成要素」フう＼らできているかという問題であり、次

に彼と「歴史」との関わりである。「歴史」はしばしば彼の身体をもぎ取り、

最後には畢丸まで抜いてしまう。それはどに彼と「歴史」の関わりは深刻なので

ある。

4－1 サリーム。シナイの構成要素

サリームの構成要素は誕生前に決められている。しかし、サリームがまず明

らかにするのは、自らが「複合自我」の化身だという、その点である。彼自身

は「八月十五日という新しい神話の化身」theincamation ofthe new myth of

August15th（M，382）と言っている。「八月十五日」が「複合自我」と結びつく

には、やや複雑な手続きが必要だが、その手続きは自らの出生について語るこ

とから始まる。

ぼくはボンベイの街に生まれた。‥昔々さ。いや、これはまずい。日付か

ら逃げるわけにいかない。ぼくは一九四七年八月十五日にドクター。ナルリカ

ル経営のナ←シング。ホームで生まれた。時間は、だって？時間も重要だ。そ

10

E．M．Forster，AゆβCね〆払g爬）γeg，73参照。
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う、夜だよ。いや、重要なのはもっと。。。実は真夜中の十二時ちょうどだっ

た。（M，9）

この冒頭部はディケンズの『ディヴイッド。コッパーフィールド』冒頭部の

パロディという側面もある。ディケンズの作品の第一章ほ「私は生まれる」Iam

Bornと題され、「私は金曜日の夜十二時に生まれた」（DavidCopper鮎1d，1）と、

主人公の誕生の瞬間を告げる文で始まるからである。

『真夜中の子供たち』はこのように伝記小説風に始まるのだが、実質的「物

語」は『トリストラム。シャンデイ』風に主人公の誕生より前に遡って、三十

二年前の一九一五年から始まる。『ディヴイッド。コツパ…フィ肘ルド』にお

いても、主人公誕生以前の父親の死などへの遡及的言及はあるものの、時間は
年代記風に前へ前へと進む。出だしこそ『ディヴイッドやコツパーフィールド』

風であっても、『真夜中の子供たち』における時間は現在と過去をジグザグに

往来する。伝記的組み立てはあくまでも見せかけのもので、登場する人物はす

べてサリけムの構成費索となるための象徴的役割を担う。つまりこの作品の本

質は、伝記物語でなく、ルシュディ的「複合自我」の物語なのである。それを

マイケル。リーダーに倣って「個人神話」と呼ぶこともできる。つまり「イン

ド人が彼らの個人的文化的過去と折り合いをつける新しい方法」（Rederin

Booker，229）と考えることもできる。しかし、物語が「複合自我」に関わるこ

とを明らかにしているのはサリームサシナイ自身であり、強いて言えばこれは

「複合自我神話」なのである。

作品の最初の部分で、サリームは次のように自己規定する。

ぼくは摩討不思議なしかたで歴史に手錠をかけられ、ぼくの運命は国の運命

に分かちがたく鎖でつながれている。（M，9）

「歴史」や「国の運命」と一体化するとはどういうことなのか。それへの答

は次の引用に示さる。

ぼくはもろもろの生命の噴下着だ。ぼくというたったひとりの人間を知るた

めにをま、読者は多数の人間をも囁下しなければならない。噴下された群集がぼ

くの中で押し合い圧し合いしているからだ。（M，9）
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このように彼は「歴史」や「匡lの運命」と一体化することで「もろもろの生

命の噴下着」となるのだが、これについてミハイールり†フチ…ンがガルガン

チェアの誕生に関して述べたコメントを持ち出し、その影響を考えることもで

きる。すなわちパフチーンは「グロテスクな肉体」について「この肉体は世界

を呑みこみ、自らも世界に呑戦こまれる」（『フランソア・ラブレーの作品と中

世。ルネッサンスの民衆文化』272）と言っているのである。サリームの肉体

が異様に長い鼻などによって「グロテスクな肉体」の持ち主であることは間違

いないのだ。

しかし、われわれとしては、これこそルシュディがしている「複合自我」の

定義にほかならないと考える。これについてのルシュディ自身の解説はすでに

何度か触れたが、これは逆転の発想の所産である。「歴史」や「国」は「個人」の

外にあるのでなく、内側にある。集団の「運命」に関心を抱き、それにいささ

かなりとも関与しようとするとか、どの「国」の「歴史」にもある影や負の部

分をも自分のこととして引き受けるということでなく、すでにそれらが自分の

内部にあると思い定める時、われわれは否応なく「複合自我」的になる。ルシ

ュデイが『真夜中の子供たち』における「複合自我」表象で言おうとしている

ことは、そのことである。

「複合自我」の定義に関わる表現は冒頭部のみならず、作品の随所に登場す

る。例えばサリームが結成する「真夜中の子供たち会議」Midnight Children’s

Conぬrence（M．C．C．）には五百八十一人のメンバーがいるが、彼らについての

次のような記述がある。

彼らのプライバシーのために、ぼくは彼ら一人一人の声を区別することは拒

否する。理由はほかにもある。ひとつは、ぼくの物語は五百八十一人の十分に

生き生きとしたパーソナリティを扱いきれないということがある。また別の理

由として、子供たちは驚異的なほど個別で多様な才能にもかかわらず、ぼくの

頭の中では、何百というバベルのような言語を話す多頭の怪物なのであり、多

様性の真髄そのものであるからだ。目下のところ彼らをばらばらにする意味が

ないと思っている。（M，229）

M．C．C．メンバーはサリームの頭の中にしか存在せず、例外的に具体的な登

場人物として活動するのほシヴァとパルヴァティの二人だけである。つまり彼

らはサリームの中にいる「複数の私」の誇張された暗喩なのであり、そのため



「複合自我」の「歴史」的位相
81

にここで「何百というバベルのような言語を話す多頭の怪物」というイメージ

になるのであり、また「多様性の真髄そのもの」と呼ばれるわけである。

あるいは、サリームがボンベイの学校で先生から髪を引き抜かれ、ドアに挟

まれて中指の先を失った後、身体損傷の比喩的意味を考える前に「自我」につ

いて次のように述べる。

おお、内面と外面の永遠の対立よ。人間はその内面において統一体などに程

遠く、同質体などにも程遠い。内面ではなにからなにまであらゆることがごち

やごちゃになっている。ある瞬間の自分と次の瞬間の自分は別人である。一方、

身体はなによりもまず同質である。ワンピースのドレスのように、あるいはお

望みとあらば神聖な寺院のように、分割不能なのである。この統一性を維持す

ることが重要なのだ。（M，237）

人間の内面と外面の対比において、際立った差異は「統一性」Vbolenessに

あるとサリ｝ムは考える。内面は「統一体などに程遠く、同質体などにも種違

い」のである。「ある瞬間の自分と次の瞬間の自分は別人である」という部分

には、インド独立五十周年に際して書いたエッセイ「豊富の国」でルシュディ

が与えた「複合自我」の定義の反復にほかならない11。

サリームは一九六三年二月にパキスタン（「清浄の国」を意味する）へ血縁

のない「両親」とともに移住する。その際の次のような記述も「複合自我」と

無縁でない。

「私たちはすべて新しい人間にならなければならない」とサリームの両親は言

った。清浄なるものの国において、清浄さはわれわれの理念となった。しかし

サリームは永遠にボンベイ性に汚染されていて、彼の頭はアラー以外のすべて

の種類の宗教でいっぱいだった。（M，310）

つまり彼の「自我」は「宗教」的位相においても「複合的」にできていると

いうことであるが、同趣旨の記述は、インディラ。ガンディーが「非常事態宣

言」を出し、「神」を気取って民衆の崇拝を求める状況下で、それに反発するサ

11saimanRusbdie，－－bndofPlenty，t－乃桝ちAugustll，1997および大熊発「サルマン。ルシュデ

イの『複合自我』論について」参照。
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リームが次のように言う言葉にも見出される（ジョイス的表記に要注意）。

しかしぼくはボンベイで育てられた。そこではシヴァビシュヌガネ｝シヤア

フラマズダアラーその他無数のものが群れをなしていたのだ。。。（M，438）

サリームは「語り」の現在である一九七八年にインディラ。ガンディいの「非

常事態宣言」下で受けた睾丸除去（断種手術）への怒りを思い出しつつ、物語

冒頭での自己規定を反復する。

ぼくは自分のいまの存在以外のいかなるものにもなりたくない。ぼくはだれ

でなにものなのか？ぼくの答はこうだ。ぼくぼこれまでに経験したものすべて、

自分がしていることを目撃されたもののすべて、自分に対してなされたことす

べての総計なのだ。世界における存在がぼくの存在に影響を与え、また逆にぼ

くが影響を与えたものすべての人と物、それがぼくだ。ぼくが死んだ後に生じ

るもの、ぼくが生まれてこなかったならば生じなかったもののすべて、それが

ぼくだ。この間題ではぼくは特に例外的というわけではない。一人一人の「私」、

いまや六億を超えるわれわれの一人一人が同様な群集を含んでも）る。最後に繰

り返すならば、ぼくを理解するためには、あなたがたは世界を呑み込まなけれ

ばならないのだ。（M，383）

ルシュディが「複合自我」を「由家」と結びつける際のヒントになったのは、
「インドはインディラ、インディラはインド」というキャッチフレーズであっ

たかも知れないことを思わせる記述もある。

国家とぼく自身をまイコールとする等式へのぼくの終生の信念が「マダム」の

頭の中で変形され、「インドはインディラ、インディラはインド」という当時

の有名なフレーズになったのだろうか？（M，420）

ここでは順序が逆になり、サリ叫ムがインディラ。ガンディ一に影響を与え

たような記述になっている。もとよりそれはフィクションにすぎないが、われ

われとって重要なのほ、「国家」イコ叫ル「ぽく自身」という等式が物語の終

盤に至って再確認されていることである。

こうして、『真夜中の子供たち』ほ、作品の随所で確認される「歴史」イコ
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…ル「匡‡家」イコ｝ル「複合自我」という等式を基礎とする「複合自我神話」
の創造と考えて差し支えない。この「複合自我」にほサリーム。シナイという

名前が与えられ、彼が山九四七年八月十五日午前零時（真夜中）に誕生するま

での、「祖父」のことから始まる三十二年間の経緯が第一部に語られる。「祖父」

と言っても、重要なのはサリ叫ムとの血縁ではなく、その象徴的役割である。

「祖父」のみならず「祖母」「父」「母」すべてが、「嬰児取り替え」事件によ

つて「虚構の祖先」丘ctionalancestors（114）ということになるからである。「祖

先」が「虚構」であるならば、サリ｝ムそのひともまた「虚構」であるしかな

い。つまり彼はルシュディの思い描く「複合自我」に与えられた名前であり、

とりわけその「歴史」的位相を象徴する「虚構」の存在なのである。

換言すれば、サリームはインドの「歴史」（つまり個人的な思い入れによっ

て回想される歴史）を象徴する見せかけの血縁によって盲誕生する。彼の誕生ま

での概略を述べれば、まずカシミールを舞台として「祖父」アーダム・アジズ

が登場し、ナシームと結婚してアグラへ移住する。そこで娘三人息子二人をも

うけるが、焦点は次女ムムタいズに当たる。最初の結婚に失敗した後、彼女をま

アミナと名前を変えて、アブマド・シナイという離女昏経験者と再顛昏し、デリー

に移り住んで子供を宿すからである。臨月近くになってムムターズ＝アミナと

アフマド。シナイは、不動産が安くなっているからという理由で、デリ｝から

ボンベイヘと引っ越す。ムムターズ＝アミナはデリーで占い師に予言された通

り、インド独立の瞬間、ナリルカル。ナーシング。ホ｝ムで子供を産む。この

子供がサリ肘ムかと言うと、そうではない。彼は同じ産院で同時に生まれる子

供と、貧乏人に同情する看護婦マリア。ベレイラによって取り替えられるので

ある。彼の本当の親はアフマドとアミナでなく、父親はウイリアム。メスウオ

ルドというイギリス人、母親はヴァニタという、盲目の貧乏歌手ウイ。ウイリ
ハイブリッド

ー・ウインキーの賓であって、つまり彼は混血児なのである。このようにサ

リームはボンベイというハイブリッドな都市のハイプリディティを象徴する

「複合自我」となるために「噴下された群集」を「自我」に詰め込んで生まれ

てくる。そのような彼の「複合自我」

は「祖父」アーダム。アジズである。

いて、詳細に検討する必要があるが、

なるかを簡単に見ておきたい。

彼は生まれつきの超能力者である。

を構成する上で最も影響力のあった人物

ほかにも船頭タイその他の影響を受けて

その前に、生まれた後のサリームがどう

特異な長い鼻が競馬の勝ち馬から近所の

人たちの秘密までを嗅ぎつける。シナイ家が「資産凍結」の危機に曝される際、
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ムムタ｝ズ＝アミナが競馬で一儲けして有能な弁護士を雇い、一家の危機を救

う経緯については、サリームの鼻が関与し、儲けに役立つのである。脳内に無

線交換能力あるいはテレパシ…能力もあり、自らが無線局となってインド中の

「真夜中の子供たち」と交信する。一九四七年八月十五日の午前零時に生まれ

た「真夜中の子供たち」が千一人いて、彼らが十歳になった時、そのうちの五

百八十一人がサリ｝ムを中心として「真夜中の子供たち会議」（M．C．C．）を

結成するのである。「マリア。ベレイラの犯罪」によってサリ｝ムと取り替え

られ、貧困世界で育つシヴァ、オールドデリーのスラム街で育つ魔女パルヴァ

ティなどがメンバ｝となるが、シヴァはサリームとの主導権争いに敗れて姿を

消す。とはいえM．C．C．はサリームの頭の中だけに存在するので、メンバーが

互いに会うことほないし、サリームの超能力が失われると、M．C．C．も消滅す

る。それまではインド各地の情報がサリ…ムの頭に集まる仕掛けである。

M．C．C．消滅のきっかけになるのは、それまで仲の悪かった「両親」の仲直

りと中印戦争の勃発である。そとに至るまでにサリームは「母親」ムムターズ

＝アミナが前夫ナディル。カ…ンと密会しているのを突き止めたり、ボンベイ

の学校で一連の出来事を経験したりする。意地の悪い人文地理の先生から髪の

毛を一束引き抜かれ、意地の惑い同級生のためにドアに指を挟んで、中指の先

端を千切り取られるというような事件である。中指切断事件に際して病院で血

液検査があり、彼が「両親」の血液型と合わない特殊な血液型の持ち主である

ことが判明し、「両親」の不和に拍車をかける。彼は映画監督の叔父ハニフの

家にしばらく預けられることとなり、そこから大人たちの情事に干渉すること

となる。ハニフの妻で貴人女優のピアは不倫をしていたが、不倫相手で映画制

作者のホミ。キャトラックが別の女に乗り換える。乗り換えた相手はサバルマ

テイ提督の妻リラで、サリームはサバルマテイ提督をよく知っている。この込

み入った人間関係を知る羽目になったサリームはサバルマテイ提督に密告し、

その結果としてサバルマテイ提督はホミめキヤトラックとリラを射殺する。推

理小説風のこうした展開の果てに、叔父ハニフは仕事に行き詰まって自殺し、

さらにマリア。ベレイラが嬰児取替えの「犯罪」∨を告白することとなって、サ

リームほ一時パキスタンの叔母に預けられるが、そこで彼はアユブ。カーンに

よるクーデターを目撃する。一九五八年十月のことである。彼が不在の間に「両

親」は仲直りを果たし、中印戦争勃発（一九六二年十月）をきっかけに彼らは

パキスタン移住を決意し、一九六三年二月に最終的にボンベイを後にする。こ

の段階でサリームの超能力ほ消え、M．C．C．も消滅するのである。
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「清浄の国」パキスタンでのサリームの行状は彼自身が言っているように「不

浄」impure（M，310）の一語に尽きる。彼には一歳年下の妹ブラス。モンキー

がいるが、彼女はジャミラきシンガ｝の名でパキスタンのアイドル歌手となる。

その妹にサリームは密かに恋をするのである。その一方でカラチの街の娼婦を

買いあさる。そのうちの一人はタイ。ビビという名で、年は五百十士歳となっ

ている。やがて彼は殊に恋心を打ち明け、手酷いしっぺ返しを受ける。有名歌

手としてのコネクションを使ってジャミル。シンガーをまサリ叫ムを軍隊へ入れ

てしまうのである。彼は召集を待つ身となるが、一九六四年から一九六五年に

かけて彼の家族の内外であわただしい動きが生じる。アグラに住んでいたアけ

ダム。アジズと妻ナシームだが、アいダムの死を契機にナシ｝ムはパキスタン

移住を決行しラワルピンジに住み着く。そして息子ハニフの自殺で未亡人とな

ったピアを呼び寄せ、ガソリンスタンドの経営を始めるのである。一方、サリ

ームの「父親」アフメド。シナイはパキスタン移住後タオル製造業で一儲けす

るが、その事業が不振に陥り、かつてそうであったようにアルコール中毒患者

に後戻りする。妻ムムターズ＝アミナは夫との仲直りの結果妊娠し、出産を待

つ身となっている。このような家庭の事情に加え、外部でほ印パ関係が険悪に

なってきて、一九六五年四月に始まるカッチ湿地での八十二日紛争に続き、八

月には印パ戦争へと突入する。その結果、インド空軍の空襲によりサリームの

家族は彼と妹を除いて全滅するのである。

生き延びたサリームは六年後の一九七一年に兵士となっている。「追跡。情

報収集活動用犬部隊」CUT払＝Canine Unit わr Tracking andIntelligence

Activities（M，347）第22部隊所属で、持ち前の嗅覚を活かした犬の役割担当で

ある。部隊員ほ彼のほかに十六歳の若者が三人で、彼らの名前ほアヨーバ、シ

ャヒ｝ド、ファロークである。彼自身は「ブッダ」と呼ばれているが、これは

ウルドゥ一語で「d」を破裂音として発音する「老人」という意味の単語であ

り、「d」を歌書として発音する「仏陀」の意味ではない。しかし菩提樹の下で

瞑想する「仏陀」のパロディとなっている部分もあり、「ブッダ」は絶えず瞑

想していて、仲間の隊員には薄気味悪い存在である。

東パキスタンでは一九七一年早々の選挙でムジブ率いるアワミ連盟が議会で

圧倒的多数を占める事態となり、隠密部隊CUT王Aの二十部隊がセイロン経由

でダッカへ侵入する。三月二十五日にムジブが「ベンガル人の国」バングラデ

シュの独立を宣言すると、パキスタンの破壊工作が激化する。隠密部隊は破壊

と陵辱の限りを尽くし、大量の難民がインドへ流入するが、「ブッダ」の部隊
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は危険分子追跡を名目にひたすら「南へ」と向かい「サンダルバンズ」のジャ

ングルへ入り込む。そこで彼らは「煉獄」・を経験した後、十月にバングラデシ

ュヘ戻るが、その頃はベンガル人のゲリラ部隊「ムクテイ。バヒニ」の活動が

盛んになっていて、彼らの芋にかかってアヨーバとシヤヒードが殺される。し

かし大義に投入されたパキスタ叫ン軍の破壊工作も煉烈をきわめ、知識人が何百

人も虐殺されたり、女医たちがレイプされて殺されたりする（M，375）。大量

の難民に悩まされたインドが軍隊を派遣して介入し、十二月十五日にパキスタ

ン軍司令官タイガー。ニアジが投降した結果、七万三千のパキスタン兵が捕虜

となる（M，379）。それにもかかわらず、停戦後のタイガーとバングラデシュ側

の司令官サム。メネクショーとの対話において、「虐殺やら死体の山」はもと

より「CUTIAと呼ばれる特殊部隊」など存在しなかったことが確認される。

物語でほ、インド撃とともにインド奇術団がやってきて、その中にM．C．C，

のメンバーであった魔女パルヴァティが加わっていることから、彼女とサリ｝

ムの出会いがあり、彼女の奇術によってサリ叩ムはインドへの脱出に成功する。

舞台は再びインドになる。そこで繰り広げられるスト山り仙には首相のインデ

ィラ・ガンディ仰が絡んでくる。基本的な対立の構図は権力と奇術師たちのそ

れである。サリ…ムはしばらく叔父にして上級公務員のムスタファの家で世話

になるが、その後は奇術師たちの「ゲットー」に住み着き、そのスラム街の政

治的指導者で蛇使いのピクチャー。シンに敬意を抱く。ピクチャ叫。シンの奇

妙な社会主義的思想に共鳴し、その宣伝に努めるのである。一方、サリームの

「分身」にしてM．C．C．メンバーであったシヴァはいまやインド軍少佐となっ

ていて、その「膝カ」によって次々と手柄を立てる。「ガンディ…夫人の堅固

な崇拝者」a畠madmirerofMrsGandムi（M，408）にして「悪名高い女たらし」a

notodotlS Seducer（408）でもあり、パルヴァティをも誘惑して妊娠させる。彼

はそのようにしてインド中に数限りない私生児を作るのである。それらの私生

児たちが、やがて生まれるア…ダムとともに、次世代のインドを担うことにな

る。

ピクチャ叫。シンの勧めがあり、サリ｝ムはシヴァの身代わりのようにして

パルヴァティと結婚する。やがて生まれてくる子供は文字通りの「祖父」にち

なんでアーダムと名づけられる。「文字通りの」というのはア…ダム¢アジズ

の血を引くのはサリームでなくシヴァだからである。この子供の誕生と時を同

じくしてインディラ。ガンディーが「非常事態」を宣言し、彼女の息子サンジ

エイが中心となる「サンジェイ青年中央委員会」Sa由ayYouもbCenもraまCommitもee
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（429）による「市街美化プログラム」CivicBeatま畠catまon㌘rogrammeが始まる。

これは事実上「スラム街一掃プログラム」tbes呈umcまearancepr呼amme（429）

であり、ここに政府と奇術師集団の対立が決定的になる。ブルド…ザーと銃口

の峯撃に素手で立ち向かう奇術師たちに犠牲者と逮捕者が数多く出る。パルヴ

アティは死に、サリームは逮捕され、ベナレスの「未亡人ホステル」theWidoⅥ唱－

Hostel（M，431）へ送られる。ここには四百二十人の元M．C．C．メンバーが送り

込まれるが、その逮捕作戦の指揮を取るのは「ガンディ一夫人の堅固な崇拝者」

シヴァである。サリームを含む「真夜中の子供たち」は「未亡人ホステル」で

不妊手術や断種手術を強制されれる。「サンジェイ青年中央委員会」による「不

妊」運動の一環にほかならない。除去された睾丸は焼いて犬に食わせたとされ

る（M，舶0）。

性的不能者となったサリームほベナレスからデリーへ戻り、ピクチャ…。シ

ンと再会する。この蛇使いをま洗濯女ドゥルガとともにサリームの「息子」アー

ダムを育てている。この再会の直後に「世界一の蛇使い」tbeMostCharmingMan

In Tbe World（M，舶9）がボンベイにいると判明し、ピクチャ叩。シンは決着

をつけるためにサリームの生地へ向かう。同行するのはサリームとアーダムで

ある。ドゥルガをまデリ叩に残る。

こうして物語の最終舞台ほ再びボンベイとなる。しかしそこは音のボンベイ

ではない。アメリカ資本の進出が目覚しい、新しい街である。蛇使いコンテス

トの結果はピクチャー。シンの勝利に終わり、祝勝の塞に出された「チャツネ」

がヒントとなって、サリームはメアリー・ベレイラの居所を突き止め、再会す

る。彼女の住まいはかつてシナイ家が住んでいたバッキンガム。ヴィラの跡地

に建つアパートである。彼女はブラガンザ。ピクルス有限会社敷aganzaPickles

（Private）Ltd（456）の監督を出資者から任されていて、アーダムの世話をする

代わりに、サリ｝ムにピクルス工場の監督を任せる。この工場で働いている女

たちの一人がパドマであり、彼女ほサリ｝ムが語る物語の聞き役になるばかり

か、結婚を迫る。

最後の場面は一九七八年八月十五日、つまりサリーム三十一歳の誕生日で、

街は独立記念日を祝い賑わっている。サリームとパドマは結婚を広めかすよう

にして群集の中へ入っていく。しかし二人は人込みの中で離れ離れになり、サ

リームは一人自己崩壊を始めるのである。
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以上が『真夜中の子供たち』のストーリーの概略である。サリ｝ム誕生後の

ストーリーはメビウスの輪のように捻じれながら閉じている。古いボンベイか

ら新しいボンベイへ、「犯罪者」メアリー。ベレイラから「保護者」メアリー

。ベレイラへという具合に。そして物語全体はアーダム・アジズからア肘ダム

・シナイへと結ばれて閉じる。

さて、長い回り道をしてきたけれども、「複合自我」の化身サリ｝ムの構成

費索は誕生前に決っているとわれわれはすでに指摘した。これからはその詳細

を見届ける時である。まず、「祖父」アーダム。アジズの要素がある。「祖父」

とは名ばかりで血のつながりはないわけだが、この「虚構の祖先」に込められ

た寓意的要素は確実にサリームヘと流れ込んでいる。それは彼の「相続財産」

inhedtance（M，107）の一つなのである。なお、ア｝ダム。アジズの造形にはル

シュディ自身の自伝的要素が込められている。彼の祖先はカシミールの出身で

あり、また祖父の一人は医者で，ドイツ留学経験を持っている。ただし、その

祖父はカシミ叫ルに住んだことがない（Cbauhan，40）。小説の中のア肘ダム。

アジズはドイツでの五年間の留学を終え、医者となってカシミ…ルヘ帰ったば

かりである。

ハイプリデイティ

4－2 アーダム。アジズと文化的雑種性

最初に前景化するのは信仰の問題である。カシミール地方シュリナガルでは

春先でも早朝の大地は霜柱が立っていて、イスラム教徒としての祈りを捧げよ

うと大地にひれ伏すアーダム。アジズは、象の頭をした神「ガネーシヤ」Ganesh

（M，13）のような大きな鼻を凍った大地にぶつけ、信心をいっそう鈍らせる。

彼が選ぶのは「信仰と背信の間に仕掛けられた奇妙な中間的立場」（M，12）で

ある。この立場にあって彼をま「ある種の神の存在を完全に信じられないわけで

はないが、その神を崇めることができない」（M，12）ということになる。

彼の信仰心を鈍らせたのは留学時の友人たちである。一時は彼の恋人となる

イングリッド、無政府主義者のオスカ岬とイルゼといった友人たちは、こぞっ

てアーダムの信仰を「嘲笑した」mock（M，11）のだった。ハイデルベルクで

の思い出がすべて詰まったトランクにほレーニンの『何をなすべきか』も含ま

れている（M，111）。彼が西洋で受けた思想的影響の形見である。左糞思想が

アダム。アジズを政治行動へ駆り立てたことはないが、しかし友人たちの唯物

論が彼の信仰を揺るがしたことは確かである。

アーダム。アジズの西洋体験が頂点に達するのは、友人たちにエドワード・
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サイードの言う「オリエンタリズム」（後述）の意識が染みついていることに

気づく時である。

ハイデルベルク。そこで彼は医学と政治のほかにも学んだものがある。それ

はインドがラジウムのようにヨ叫ロツパ人によって「発見された」と見られて

いることだ。オスカーですらヴァスコ。ダ。ガマを賛美してはばからなかった。

彼らがアーダムをヨーロッパ人祖先による発明品かなにかのように見ているこ

と。アーダム。アジズが友人たちと最終的に決別したのは、彼らのこの考えだ

つた。（M，11）

オスカーはア｝ダム。アジズがハイデルベルグで親交のあった「アナ…キス

ト」だが、その彼までがインドを「発見」したヴァスコ◎ダ。ガマを賞賛し、

ア肘ダムを彼ら西洋人の「祖先たちによる発明品」かなにかのように見なして

いることを知り、アーダムは彼らと狭を分かつ。つまり彼は懐疑主義者となる

ばかりでなく、明確に反「オリエンタリズム」の立場にも立つのである。なぜ

なら、インドはヨ｝ロツパ人の「発明品」とするものの見方ほ、エドワ肘ド。

サイードが「オリエンタリズム」と名づけたものそのものであるからだ。「オ

リエントとはヨ｝ロツパ人の発明品のようなものだった」（Said，1）とサイード

は『オリエンタリズム』の冒頭に書いている。「オリエンタリズム」には三つ

の意味があるとサイードは言う。「地域研究」areastudies（Said，2）とも呼ばれ

る学問分野の意味、「オリエント」と「オクシデント」を区別する「思考様式」a

styleofthouか（Said，2）という意味、それに「オリエントを支配し、再構築し、
権力を揮う西洋的様式」（Said，3）という意味の三つである。これらほ相互に

関係し合っているが、アーダムがハイデルベルクで経験するのはサイードが詳

細に分析する第三の意味の「オリエンタリズム」にほかならない。

インド人アーダムが反「オリエンタリズム」の立場を取るということは、自

動的に反イギリス支配につながる。イギリスへの態度変更が、懐疑主義に加え

てのもうひとつの留学結果だが、彼は政治的に反イギリスとなるのでなく、文

化的にそうなるところが、その後の彼の行動を予告する。アムリトサルの虐殺

現場での救護活動、アグラでの独立運動活動家支援、独立後のパキスタン行書

拒否、ネル一首相の死後はどなくしてのカシミールでの死。これらの行動が象
ハイプリデイティ

徹するのをま彼の内なる文化的雑 種 性なのである。そうした自己認識は留学

から帰国した直後から芽生える。
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友人たちの存在が脳姦を去らなかったものの、彼は今の自我をかつての自我

と再結合しようとしていた。彼らの影響を無視しつつ、しかし、例えば服従な

ど、わきまえるべきことはすべてわきまえていた、かつての自我と。（M，11）

「友人たち」は「西洋」の象徴である。それに対してアンヴィバレントな気

持ちをもっているのが現在の「自我」で、イギリス支配に文化的に反発しはじ

めている。一方、「かつての自我」は「西洋の影響」を「無視」しつつも、あ

る種の知恵として、それに「服従」していたのであった。留学前の「自我」か

ら新しい「自我」へと脱皮して帰国し、いま、この二つの「自我」を「再結合」

しようとしている。二つの「自我」を共存させ、「複合自我」となることによ

って、彼は「奇妙な中間地帯」a strange middle ground（M，12）に入り込むの

である。これは「ハイブリッドな自我」の表象にはかならず、ホ｝ミ。バーバ

であれば「インターステイシヤル」な「自我」と呼ぶだろう12。サリームが「相

続」するのはこの「自我」である。

一九一五年の春先、アーダム。アジズはハイデルベルクでの留学生括を終え、

医師の資格を取得して、懐疑主義と反「オリエンタリズム」を胸に帰国したば

かりである。目下の目的は、医師として開業するために金持ちの患者を見つけ

ることにある。その目的は地主ガーニの登場で達せられる。西洋帰りの青年医

師を娘ナシームと結婚させようという地主の思惑がアーダム。アジズの願望と

一致するからである。

アーダムは地主の家に入って娘め診察をしようとするが、娘はセインチ四方

の穴の開いたシ｝ツの陰に隠れて姿を見せない。診察すべき腹部を穴越しに見

るだけとなる。女性は医者に対しても肌を見せないというイスラム教徒の慣習

の一つであり、映画『カンダハール』にも似たような診察場面が見られる13。

インドの結婚「制度」（サムナ仰の言う意味での「制度」14）もここに寓意され

ている。娘の結婚を決める権限を持つ父親はできるだけ社会的に優越したもの

を婿に選ぼうとする。西洋帰りの医者ほ鰐として申し分ないはずである。一方、

婿は嫁の持参財が目当てで、持参財が少ないと嫁を焼き殺す風習もあり、ルシ

12

Bhabha，2，および大熊衆「サルマン。ルシュディと英語」参照。
13

モフセン・マフマルパフ監督作品『カンダハール』（2001）においては轟ん中に穴の開いた黒

いカーテンによって女患者と医者が隔てられている診察場面がある。
14

sumner，ゐ如何岱および大熊発「サルマン・ルシュディの『複合自我』論について」参照。
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ユディ自身そのことに言及している15。西洋で懐疑主義を吹き込まれ、同時に
反「オリエンタt」ズム」にも目覚めた、「モダン」16なアーダムだが、開業と

いう目的のために、嫁の持参財が必要なことを隠さないし、地主の娘である以

上持参財が少ないことはないと計算している。この打算性は地主ガーニはもと

より、アフマド。シナイ（サリームの「虚構」の父親）の「ビジネス主義」

businessism（M，397）にも通じている。

こうしてアーダム。アジズに見られるイスラム的慣習やインド的「ビジネス

主義」や「モダニテイ」や反「オリエンタリズム」ほサリ叫ムに「相続」され、

「複合自我」の中身となるのである。

4－3 船頭タイと「不変」およびタイの後藤着

船頭タイが象徴する要素もまたア肘ダム的要素に劣らず重要である。年齢不

詳という点やカシミールのことなら太古のことから知っているという点からす

ると、彼は「不死の人」であり、変化を求めないカシミール魂の権化でもある。

外国へ留学して変身してしまったア叫ダム。アジズを不愉快に思っている。聴

診器の入った医師用鞄は、船頭にとって外国からの影響を象徴するものに映る。

船頭にとって鞄は「外国」の表象だ。それは見知らぬものであり、侵入者で

あり、進歩なのだ。しかも確かにそれは若い医者の心をしっかりつかんでしま

つている。（M，21）

彼は西洋人はもとよりインド人とも異なるカシミール人の化身であり、かつ

ての「独立した帝国」（M，33）の存在を証明する生き証人なのである。アーダ

ム。アジズがタイの次のような言葉を思い出す瞬間がある。その時彼は結婚し

たばかりで、アグラへ向かう途中のアムリトサルに一時滞在している。その町

ではガンディーの提唱する「ハルタール」（同盟休業）に呼応した群集の不穏

な動きが生じている。

1S

see，Rushdie，－－bndofPlen吋－andMalaSen，かβα肋砂肋．
1＄

一事Ⅶ七訂egOingtobeamodemcouple．‥Rusbdie，乃eS∽β呼g砂〆泌あ妙善一ざαg妙β乃，30．結婚

後のサリ叩ムはこのように宣言し、サリ｝ムにヴェールを被らせないことに決める。ここに言う

「モダン」は「新しい」というほどの意味だが、思想信条にも関わっている。
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カシミいル人は違う。例えば、臆病者という点がある。カシミ小ル人の手に

銃を渡しても、銃は勝手に暴発するしかない。カシミール人には引き金を引く

勇気がないんだ。わしらは、いつも戦いばかりしているインド人とは違う。（M，

33）

このタイの言葉によれば、カシミール入は「戦い」を好まない平和愛好者だ

と言える。一九一九年四月にアムリトサルへ到着し、町の不穏な雰囲気の中で

ア…ダムゆアジズと新妻ナシームが恐怖心とともにインド人への違和感を覚え

るのは、彼らがカシミ｝ル人であり、平和愛好者だからである。そのようなカ

シミール人のイヒ身としてのタイをまカシミ…ルの西洋化やインド化に抗議して身

体清拭を拒否し、悪臭のために仕事を失い、病気になり、一九四七年のインド

独立とともに死ぬ。

タイは死ぬが、彼の魔術はまだぼくたちの上にかかっていて、人々を離れ離

れにしている。（M，107）

このように、タイは死んでもなお「魔術」となって残っている。「不変の象

徴としてのタイ」Taトぬr－Changelessness（M，107）は「不死」なのである。しか

しタイはカシミ岬ル入というアイデンティティにこだわる点で、他の民族主義

者と変わらず、結局はインド分裂の固定化をもたらしてしまう。「彼の魔術」

が「人々を離れ離れにしている」ということの意味もそこにある。
「不変の象徴としてのタイ」の役割ほサリームの「虚構の祖母」にして「尊

師」Reverendと呼ばれるナシ叫ムに受け継がれている。彼女は「伝統と確信

という難攻不落の要塞」（M，40）であり、結婚後ベッドでの抱擁で「動け」（40）

という西洋かぶれのア叫ダムの執拗な要求を頑として受けつけず、家庭内での

「自己防衛システム」（M，40）を完成させ、とりわけ「政治問題」（M，41）を

家庭内へ持ち込ませないという鉄則を作る。しかし「歴史」がその「家庭内ル

…ル」（M，40）を捻じ曲をブることとなる。

アグラに移ってからのアーダムは、インドの分離独立を主張するジェンナー

のムスリム連盟に反対し、統合独立を主張するグループとの接触を始める。「自

由イスラム会議」tbeぎree‡sla三㍊Convocation（M，40）という「虚構」のグルー

プの創設者ミアン。アブドゥラーMian Abduliah（渾名ハミング。バード
ラニ

Hummin宮bird）やその支援者タッチ。ナヒーン女王との親交を深めるのだが、
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逆に家庭内では政治嫌いのナシームとの対立を深めてしまう。一九三二年にほ

子供たちの教育をめぐって大喧嘩になる。その段階で彼らは五人の子供の親に

なっている。問題の原因ほ宗教教育の是非である。ナシームが雇ったイスラム

教を教える教師が「ヒンドゥー教徒、仏教徒、ジャイナ教徒、シーク教徒」な

どを「憎め」と教えているとして、アーダムはその教師を叩き出し、「人を憎

む子供たちにしたいのか、おまえ」（M，43）とナシームに言う。これに対し「あ

なたは神を信じない子供たちにしたいの？」（M，胡）とナシームは応じる。彼

女は夫が教師を呼び戻さない限り食事を作ってやらないと宣言し、ア←ダムを

断食へと追い込む。異なる宗教の共存を考えるアーダムとイスラム信仰を第一

に考えるナシームのこの対立は統合か分離かで争うイスラム内部抗争の雛型に

ほかならない。

分離独立後、ナシ肘ムはパキスタンへの移住を希望するが、ア肘ダムが応じ

ず、二人はアグラに留まる。ナシームがパキスタンヘ移住するのはアーダムが

死んでからの一九六四年になる。彼女はガソリンスタンドを経営しながら、一

九六五年の第二次インド。パキスタン戦争の戦火に巻き込まれて死ぬ。

糧食を断たれ、餓死寸前のアーダムを窮地から救うのは、「賢い子供」t王1eⅥ7ise

child（M，43）の長女アリアである。「モダン」な父親の影響で自由奔放に育つ

子供たちの中でアリアは母親の厳格な考えを受け継ぎ、大学を出て教師となる。

二十一歳の一九四二年にアフマド。シナイという「模造皮とレザ肘クロスを扱

う若い商人」（M，54）がアリアに会いにくるようになる。彼には二十歳の時に

離婚した経験があり、それがアーダムとナシームの知るところとなって、アリ

アとの結婚に待ったがかかる。この猶予期間に起こる出来事のために、結局ア

リアは結婚しないことになり、その後も依怯地に独身を通すのである。彼女の

二歳下の妹で自由奔放なムムターズが二度目の結婚相手にアフマド。シナイを

選び、アリアは男に見捨てられた上に殊に裏切られた格好になる。そのために

彼女をま妹とその家族への隠微な「復讐」を続けることとなる。「復讐」は効を

奏し、妹の家族、すなわち「語り手」サリーム。シナイの家族に災禍がふりか

か革。分離独立後、逸早くパキスタンへ移住するアリアは、カラチで学校を創

設してモラル教育に情熱を注ぐ。シナイ家がパキスタンへ移住した後、サリ｝

ムやその妹も一時彼女の学校へ通うことになる。アリアこそ母親ナシームの「伝

統と確信という難攻不落の要塞」を守り抜く存在であるが、船頭タイにもつな

がる純粋さの持ち主でもあり、「清浄の国」を意味するパキスタンにふさわし

い存在でもある。しかし、彼女もまた一九六五年の戦争で死ぬ。
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平和と清浄を愛するカシミール魂は船頭タイから「尊師」ナシームを経てア

リアへと流れている。それはまた、部分的ながら、アーダム・アジズにもサリ

㌦ムにも流れ込んでいるのである。そうであるがゆえにアーダム・アジズは最

後の死に場所をカシミールに選び、サリームは絶えず「虚構の祖父」への愛着

を示すのだ。「不変の象徴としてのタイ」が彼らの内部にあるとすれば、それ

は内部矛盾でもある。「タイ」的なものは「清浄な」宗教を守るためにインド

の分離を促したと考えられるからだが、しかし内部矛盾こそ「複合自我」の証

でもある。

4－4 ムムターズ＝アミナの「乱雑な」内面

アーダム。アジズの次女ムムターズ（後にアミナと改名）は父親の「モダン」

なるものを過激に受け継ぐ。二つの名前を持つことは「複合自我」の品質証明

でもあるので、ここでは彼女を一貫してムムターズ＝アミナと呼ぶことにした

い。彼女が物語に登場するのは一九四二年、十九歳の時のことである。その年、

「自由イスラム会議」の創設者ミアン。アブドゥラ｝がアグラで暗殺されるが、

彼の腹心で詩人のナディル。カーン（後にカシム・カーンと改名）が危うく難

を逃れ、アジズ家に逃げ込む。この男がアジズ家の地下室に匿われることで、

物語をま犯罪推理小説兼恋愛小説風になる。ナディル・カーンは現場から逃亡し

たためにミアン。アブドゥラー殺害の嫌疑をかけられ、ドッドソン准将の率い

るインド軍のお尋ね者となる。そして准将の副官ズルフィカル少佐がアジズ家

に聞き込みにやってくる。この少佐がそこで見つけるのはナデイル。カーンで

なく、将来の妻エメラルドである。ナデイル。カいン自身は次女のムムターズ

に気に入られ、はどなくふたりは結婚して地下室生活を始める。しかし、彼ら

の地下室での結婚生活は異様で、三年間に一度も性的交渉を持たないまま、ム

ムターズ＝アミナが病気になる。父親が医者として彼女の診察と治療をするこ

とになって、地下室での結婚生活の実態が明るみに出るが、その間にズルフィ

カル少佐の追跡を恐れたナディル。力付ンは離縁状を残して姿を消す。これに

よって彼女の最初の結婚には終止符が打たれるけれども、すぐに恋の新たな展

開が始まる。相手は姉アリナの恋人アフマド。シナイである。姉を裏切ってム

ムターズ＝アミナがこの若い「半カシミール入」（M，66）の商人と再婚するの

は一九四六年六月である。持参財は「銀のサモワール、ブロケード織のサリー、

金貨」（M，66）で「少なくもなければ莫大でもない」（M，や6）とアーダムはコ

メントしている。彼らは「モダン」であっても結婚「制度」のしきたりは守る
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わけである。アーダムが西洋医学とイスラム医学のハキミhakimimedicine（67）

を折衷するように、ムムターズ＝アミナも奔放な行勤を取る反面、迷信を信じ

る。

独立を前にした政治的に不穏な状況の中で、ムムターズ＝アミナはアフマド

・シナイとともに、アグラからデリーへ移り住む。布地商人のアフマド。シナ
イは、妻の妹エメラルドの夫という関係にあるズルフィカル少佐の口利きで陸

軍との取引にありつき、大もうけをするものの、ムスリムとヒンドゥ…の反目

に否応なく巻き込まれる。ムムターズ＝アミナの妊娠が判明するころ、ヒンド

ゥーの暴徒に追われたムスリムの男が家の中へ転がり込むからである。リファ

プア・ダースというこの男はデリーのスラム街に住み、貧困と迷信の化身であ

る。ムムタ｝ズ＝アミナはナディル・カ肘ンから統合主義という政治的立場や

モダニズムを取り入れたように、リファフア。ダースからインドの貧困と迷信

を教えられ、彼に案内されて赴いたスラム街で占星術師から「多頭の怪物」

many功eaded monsters（M，78）を産むだろうと予言されると、彼女はそれを信

じる。「多頭の怪物」は「複合自我」の象徴であり、サリームがその化身とな

ることは言うまでもないが、すでに触れたように、サリ｝ムはムムターズ＝ア

ミナと血のつながりを持たずに生まれる。それにもかかわらず彼はムムターズ

ニアミナの「複合自我」を受け継ぎ、統合主義、モダニズム、迷信などをその

構成要素として付け加える。

サリームがムムタ肘ズ＝アミナから受け継ぐのほそればかりではない。十歳

のサリームは「母親」ムムターズ＝アミナが別れた最初の夫と密会しているこ

とを嗅ぎつけ、その証拠を擦ることになるが、そのような「母親」の内面を持

ち前の超能力で覗き見した後、次のように述懐する。

ぼくは当時すでに人々を内面の整い具合で分類し、自分としては内面が混乱

しているタイプが好きだと気づきはじめていた。一つの思いが別の思いへと絶

えず染込んでいくため、食べ物のことを思い浮かべているかと思うと生計を立

てるという重大事が邪魔してきたり、性的空想に政治的瞑想が重なったりタイ

プで、それはぼくの脳の乱雑きわまる混乱ぶりに密接に関係していた。ぼくの

脳の中ではあらゆるものが他のあらゆるものと混ざり合い、意識の白い点が一

つのことから別のことへと手に負えない蚤のように飛び回っていた。（M，214）

ここでほ実質的に「統合自我」と「複合自我」が対比されていると考えられ
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る。「統合自我」に見られるはずの「内面の整い」は、「複合自我」には見られ

ない。それが「複合自我」の特質なのである。サリ｝ムは「気が散りやすい」

というような「気質」を問題にしているのでなく、表面的にはなにごともきち

んとしているムムターズ＝アミナの内面、前の夫と密会するような「乱雑な」

pelトmell内面を問題にしている。

「複合自我」とは「整っていない」「乱雑な」内面だとして、それが具体的

にどのような行動となって表面化するかをムムターズ＝アミナについて考えて

みたい。

彼女は分離独立反対論者ナディル・カーンと結婚し、夫が政治的危険分子と

してインド植民地警察から追われる身となったために、言わば戦術的に離婚す

る。その後、「ビジネス主義者」アフメド。シナイと結婚して、子供を二人生

むが、インド独立政府が二度目の総選挙を行うことになると、合法的インド共

産党の公認候補となっているカシム。カーン（ことナディル。カーン）との密

会を始める。サリームの血液型が夫婦の型と適合しないことが分かることなど

から、アーダム。アジズと夫の関係は冷え切ってしまうが、メアリ叫・ベレイ

ラが嬰児取替えを告白することで、彼らの関係が修復する。パキスタンへ移住

してからほ子供を宿しさえするのである。しかし最後は印パ戦争の犠牲になっ

て胎児もろともに死ぬ。

これがムムターズ＝アミナの内面的「乱雑さ」の実情である。その「混乱」

ほ独立前後のインドの「歴史」に振り回された結果と言える。サリームが彼女

から受け継ぐ最も重要な要素とは、結局、「歴史」との関係の仕方である。

「複合自我」の化身であるサリームの構成要素には、これまで見てきたもの

をまとめれば、イスラム的慣習やインド的「ビジネス主義」や「モダニテイ」

や反「オリエンタリズム」などのア｝ダム。アジズの遺産、カシミ…ル人とい

うアイデンティティや平和と清浄を愛するカシミール魂などの船頭タイの遺

産、そして「歴史」との関係の仕方というムムターズ＝アミナの遺産などが含

まれる。これに加えて、ジャイナ・C。サンガが指摘しているように（Sanga，

87）、「実の父親」ウイリアム。メスウオルドの遺産と．してのイギリス的なる

もの、乳母として育ての親となるメアリー。ベレイラの遺産としてのカトリッ

ク的なものも考えられる。しかし、サリーム誕生後の作品の展開を考えた場合、

これらの中で最も重要なのはサリームと「歴史」との関係である。
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5 「複合自我」の「歴史」的位相

5－1 四種類の中間的関係性

サリーム白身は「歴史」との関係について一つの理論を持っている。「ぼく

をま文字通りにして比喩的に、また積極的にして受動的に、歴史に繋がれている」

（M，238）と彼は言い、四通りの「繋がり方」を示すのである。これを図にする

と、次のようになる。

積極的activeまy 受動的passiveまy

直接的1iterally くA〉 くB〉

比喩的metaphorically くC〉 くD〉

くA〉（直接的一積極的）の定義－「生産的歴史的事件に直接一文字通りに一

影響を与え、その道筋を変えるぼくのすべての行動」（M，238）その実例－「ぼ

くが言語デモ隊にスロ叫ガンを与えたやりかた」（M，238）

くB〉（直接的一受動的）の定義－「国家的事件がぼく自身や家族の生活に直

接関係するすべての瞬間」（M，238）その実例－「ぼくの父の資産凍結」（M，238）

くC〉（比喩的一積極的）の定義－「ぼくによって、あるいはぼくに対してな

されたことが公的出来事というマクロコスモスの鍍像となっているとか、ぼく

という個人的な存在が象徴的に歴史と一体となっていることが示されるような

場合」（M，238）その実例－「中指切断が適切な実例だ。なぜなら指先がぼくの

身体から切り離され、血（アルファでもオメガでもない）が噴水のようにほと

ばしった時、類似のことが歴史に起こり、ありとあらゆることがわれわれに降

りかかりはじめからだ。しかし歴史はいかなる個人よりも大きなスケ叫ルで動

いているので、傷口を縫合し、血まみれの汚れを拭くのにはるかに長い時間が

かかる」（M，238）

くD〉（比喩的一受動的）の定義－「単に存在するだけでぼくに比喩的に影響

を与えたすべての社会。政治的傾向や出来事」（M，23釦その実例仙「幼児国家

があわてて成長しきった大人国家になろうとするさまとぼく自身の幼時におけ

る成長への爆発的な努力との間の不可避的関係」（M，238）

このようにサリーム自身が「複合自我」の「歴史」的位相を明確に分析して

いる。『真夜中の子供たち』にはこのような社会心理学的記述も含まれている

という事実にわれわれは改めて驚きの念を覚える。これも「魔術的リアリズム」

の一部であるとすれば、そのラテンアメリカ産の小説手法が個人による歴史と
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の新たな関係の発見をも含んでいることは明らかである。サリームの分析が独

創的なものであるかどうかは分からないが、少なくとも個人と歴史の曖昧な関

係を手際よく整理していることは否定しようがない。キャサリン・カンディは

その手際を『ハムレット』においてボローニアスがする劇の分類になぞらえて

いる（Cun申，34）。「悲劇、茜劇、歴史劇、牧歌劇、牧歌的喜劇、歴史的牧歌

劇、悲劇的歴史劇、悲茜劇的歴史的牧歌劇」tragedy，COmedy，bisto叩，paStOral，

pastoraトcomical，historicaトpastoral，はa由caトムistorica㌔tragicaトcomical－bistodcaト

pastoぎal（HamletI王，2）という分類である。しかしこれは手際の問題であり、中

身には関係がない。

中身を考える場合、上のくÅ〉くB〉くC〉くD〉とも「ハイフン」で結ばれているこ

とは注目に催する。この種の「ハイフン」のポストコロニアリズム的意義を明

らかにしたのはホーミ。K。バーバであるが、彼によれば「雑種的ハイフン結

合は文化的自己規定の基礎としての、同一華準で測れない要素、頑固な部分を
強調する」（Bhabha，219）という働きがある。ジャイナ。サンガが指摘するよ

うに（Sa喝a，82）、「中間的なもの」つまりバーバの言う「インターステイシ

ヤル」なものがそこに意味されるのである。「溶接性」「比喩性」「積極性」「受

動性」という単一の基準では収まらない「歴史」との関係性が問題になってい

るわけである。われわれはこれら四種類の境界的関係性を「複合自我」の「歴

史」的位相と捉え、それぞれについての具体的事例を物語の中から拾い上をブて

みたい。

5－2 「直接的一機極的」の関係

くA〉の関係の実例としてサリームは「言語デモ隊にスローガンを与えた」こ

とを挙げている。この「言語デモ」は一九五七年に行われているが、その背景

にをまボンベイ州を言語上の境界線で二つに分けるという独立政府の政策があっ

た17。それは実際一九六○年にマハーラーシュトラ州とグジャラート州に分割

されるが、そこに至るまでに分割要求デモが繰り返され、一九五六年のデモで

は、サリームが生まれた病院の経営者ドクター。ハスレシュ。ナルリカルが「言

語デモ隊」に殺されている（M，177）。サリームはまだ九歳の一九五七年二月、

憧れのアメリカ人少女エヴィり†－ンズの銀色の自転車に乗って転倒し、「言

語デモ隊」に突っ込む。マハーラーシュトラの言語、マラ叫ティ語話者のデモ

17

p・N・チョプラ著、三浦愛明訳『インド史』（法蔵館、1994）p．249
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隊である。ウルドゥ一語話者のサリームはデモ隊に囲まれ、なにかグジャラー

ト語を話せと要求される。そこで彼は学校で覚えた語句を並べ“Soo che？Sam

che！Dandalekemamche！”と言うが、その意味は「ご機嫌いかが。元気だよ。

棒切れでこっぴどく殴ってやるぞ」というものである。デモ隊は意味がわから

ないまま、面白半分にそれをスローガンとして叫ぶ。そこヘグジャラート語の

デモ隊が来たため、誤解から乱闘となる。その結果十五人が死に、負傷者は三

百人余りに上る。サリームは「乱闘の引き金を引く直接の責任者」（M，192）

となるわけである。ただし、これはもちろん虚構であり、〈A〉の実例はすべて

虚構となるほかにない。

サリームが中心となるくA〉の実例はこのほかに二つしかない。一つは一九七

一年のバングラデシュ独立に絡む東西パキスタン内戦でのエピソードであり、
もう一つはインディラ・ガンディ一による「非常自他宣言」直前にサリ｝ムが

「奇術師ゲットー」で行う政治活動である。

一九七一年に彼はCUTIA第22部隊員としてバングラデシュへ侵入する。

これ自体は直接的に行動しているものの、軍隊の命令に従っているだけなので

受動的であり、つまりくB〉の範疇に属する。しかし危険分子追跡の名目で、ほ

かの三人の隊員とともに彼が「サンダルバンズ」の熱帯雨林へ逃げ込むのは明

らかにくA〉に関係する。彼ほたえず進路案内役を演じ、「直接的一積極的」に

行動する。ただし、その結果としてなにか「歴史」が変わるわけではない。

ダッカを脱出し、デリーヘ舞い戻るサリームは「奇術師ゲットー」に住み着

く。そのスラム街の主ピクチャー。シンは単に「世界一の蛇使い」にすぎない

のでなく、独特な「社会主義」を説いて、街の表通りでも裏通りでも「有名」

であり、サリ…ムにとって「それまでに出会った最も偉大な人間」（M，397）

なのである。ピクチャー。シンの「社会主義」はスターリンや毛沢東やトロツ

キ｝などとなんら関係のないスラム街土着の思想で、政治腐敗の告発に中心が

ある。サリームは彼の右腕となって、コブラ踊りを見に集まる群集に、賄賂政

治や「響察官の職権濫用、飢え、病気、文盲」などの問題を演説する（M，413）。

この時のサリームは直接行動を取り、政治を変えようと積極的になっている。

ここでの彼の「歴史」への関わりほまさにくA〉の範疇に属しているのである。

しかしながら、この行動もなんら「歴史」を変えることはなく、むしろ常に警

察の「催涙ガス」に追い散らされて終わる。「ぼくはついに歴史の周辺へと追

いやられた」（M，395）とサリ←ムは言うけれども、彼が「歴史の中心」にいた

ことはない。M．C．C．はくB〉くC〉くD〉に関わるものであっても、ついにくA〉に閑
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係するに至らなかったことほサリーム自身が認めている（M，238）。「歴史の中

心」にいて、真にくA〉の範疇に属する行動が取れるのは、サリ肘ムが憎むイン

ディラ。ガンディーなのである。彼女こそをま「インドをまインディラ、インディ

ラはインド」と豪語してはばからない程度に「国家」と一体化しているのであ

る。その点で彼女はカルペンティエールやマルケスが語るラテンアメリカの独

裁者たちに比肩しているのであり、実際『真夜中の子供たち』では、彼女は「独

裁者」として扱われる。独裁者（あるいは民主主義で選ばれる権力者）になる

人間は数少なく、大部分の人間は「歴史の周辺」にいる。サリ肘ムはくA〉の範

疇の行動を幻想しつつ生まれてきて、自分の限界を悟りつつ消滅する。しかし、

彼とともにほんとうに消滅するのはくA〉の範疇との関わりであって、それ以外

の「歴史」との関係性は残る。それが多くの人間に通底する真実だからである。

一九五七年のムムターズ＝アミナの行動はくÅ〉の実例と考えられる。その年

「総選挙」があり、ムムターズ＝アミナの前夫ナディル・カーンがカシム・カ

ーンと名前を変えて、公認政党インド共産党公認候補者になっている。ムムタ

ーズニアミナは彼と密会し、その政治活動を支援する。この「総選挙」におい

てインド共産党は大躍進し、国民会議派に次ぐ議会第二党となる。ナディル。

カーンは落選するが、そのような「歴史」的出来事にムムターズ＝アミナは「直

接的一機極的」に関わったわけである。

5－3 「渡接約－「愛執的」の関係

くB〉の実例としてサリームが挙げるのほ「ぼくの父の資産凍結」である。イ

ンド独立政府は「非宗教国家」を謳い文句にしていたにもかかわらず、「ムス

リム資産凍結」（M，135）という方針を打ち出し、アフメド。シナイの資産も

その対象になる。衝撃のあまりアルコ山ル中毒になって寝込む夫アフメドを尻

目に、ムムタ｝ズ＝アミナは憤激を戦意に変え、裁判に打って出るとともに、

裁判官買収費用調達のために競馬を始める。「ガネーシヤ」のような鼻をした、

まだほんの乳飲み子にすぎないサリームの超能力が一役買って、ムムターズ

＝アミナをま競馬で連戦連勝し、大金を手にして買収に励み、裁判に勝つ。この

経線をま別として、資産凍結の通知があったのはおそらく一九四七年暮れにかけ

てのことである。なぜなら、アブメドは「歴史」との「直接的一受動的」関係

に置かれて打ちのめされ、妾ムムターズ＝アミナとの関係まで冷え込ませるが、

実はムムターズ＝アミナは一九四八年九月にサリームの「妹」ブラス。モンキ

ーを出産するからである。ということは、少なくともその十ヶ月前までは彼ら
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の夫婦関係は良好だったということで、その時期は十二月ということになる。

もう一つの補強証拠は、夫の無能に困り果てたムムタ…ズ＝アミナがアグラに

住む両親の助けを求め、アーダム。アジズと豪ナシームが一九四八年一月のお

そらく早い時期にボンベイヘ駆けつけるという事実である。

このように日付にこだわるのは、くB〉のもう一つの重要な実例と関係してい

るからである。それほマハトマ。ガンディー暗殺という「歴史」的出来事がサ

リ｝ムの家族に与える影響である。ガンディー暗殺は一九四八年一月三十日午

後五時十二分となっていて、この日付を変えることはできない。しかし問題の

エピソードは、サリーム自身が認めるように（M，166）、「間違った日付」の中

で語られる。それにもかかわらず「歴史」の「衝撃」と呼ぶのにふさわしいエ

ピソードになっているのだが、その詳細は次のようなものである。

サリーム。シナイの叔父ハニフ。アジズは若いころから映画に憧れ、ボンベ

イで映画監督になり、美人女優ピアと結婚する。彼の最初の大作『カシミール

の恋人たち』の主演女優はピアであり、この映画はリンゴなどを使った「間接

キス」で評判を呼ぶ。ある晩、ハニフとピアは姉夫婦ムムターズ＝アミナとア

フメド。シナイを映画館へ誘ってその話題作を鑑賞することになるが、「間接

キス」の場面でクライマックスを迎えようとした時、「おどおどした、むさく

るしい髭面男」（M，143）がスクリーンの前に立ちふさがって告げる。

「紳士淑女のみなさん、お許しを願います。恐ろしいニュースが入りました」

男の声は途切れた。毒牙に猛毒を込めるための蛇のすすり泣きだ！やがて彼は

続けた。「今日の午後、デリーのピルラり＼ウスでわれらが愛するマハトマが

殺されたのです。どこかの狂った男がわれらが父の腹を撃ち抜いたのです一紳

士淑女のみなさん、われらが父はもういません！」（M，143）

この「ニュース」を聞いた観客の反応は次のように説明される。

男の話が終わる前に、観客は悲鳴を上げはじめた。男の言葉の寿が観客の血

管に回った。大人たちが腹を抱えて通路を転びまわった。笑っているのでなく、

泣いているのだ。ああ、なんてことだ！なんてことだ！そして女たちは髪を掻

きむしる。ボンベイで一番の髪型が毒にやられた女たちの耳の周りで崩れる。

漁師のかみさんたちのように映画スターたちが泣き叫んでいる。あたり一面に

なにか恐ろしいにおいがする。ハニフは囁いた。「姉さん、ここを出よう。ム
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スリムがこれをやったとしたら、とんでもない災難がふりかかるぞ」（M，143）

この一節は「蛇と階段」18と題された章にあり、そこで一貫して使われてい

る毒蛇の比喩がここにも顔を出している。毒蛇に噛まれた女たちの中にムムタ

ーズ＝アミナが含まれていることは言うまでもない。「もしムスリムがこんな

ことをしたのなら、大変な仕返しを受けるぞ」というハニフの切迫した台詞は

独立後のインドでムスリムが感じていた緊張感を代弁していると考えられる。

物語では、ガンディーの死後二日間、シナイ家およびそこに滞在中のアジズ

夫妻が緊張に曝されることになる。ヒンドゥー教徒の召使を帰宅させたり、ド

アにバリケードを築いて暴徒の侵入に備えるのである。

しかしあらゆる蛇に梯子がある。ラジオがついにその名前を明かした。ナト

ウラム。ゴドセ。「まあ、ありがたいわ」とアミナは叫ぶ。「ムスリムの名前で

なかったのね！」

「ゴドセなんぞをありがたがることはないぞ！」とアーダム。ガンディーの

死のニュースは彼の背に新たな時代の重荷を背負わせたのだった。

しかしながらアミナは言う。「あら、この期に及んでどうしてだめなの？だ

ってゴドセという名だからこそ私たちの命は助かったのよ！」柵彼女は安堵感

から気分が明るくなり、安心の長い梯子を眩魯がするほどのスピ…ドで駆け上

がっていたのだ。（M，143）

犯人ナトウラム。ゴドセNatburam Godseについて言えば、この狂信的ヒン

ドゥー教徒は至近距離から三発の銃弾をガンディ｝の腹部へ撃ち込んだとされ

るが、その場で捕まったかどうかは分からない。彼はインドの統合独立を主張

していたガンディーをかねてから憎悪していたのだった19。当時の情報伝達メ

ディアからすると、犯人のことまでもがその日のうちにインド中へ伝わるとは

考えにくく、ムムタ｝ズ＝アミナたちのように二日後にラジオで知るというこ

とは、十分にありうる話だ。映画館からムムターズ＝アミナの安堵感に至るこ

のエピソードの流れは辻接が合っていて、不自然さはないし、そこに込められ

18

GitaMebb，5乃αゐgぶα乃dエα戯g作，ⅩⅤによればr蛇と梯子」はサイコロを使って陣地を進む伝統

的な子供の遊びである。

19

狭間直樹・長崎暢子『世界の歴史27・自立へ向かうアジア良（中央公論社、1999）P．405
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たメッセージを要約すれば次のようになるだろう。つまり、ここに見られるよ

うな「衝撃」から「安堵感」までの感受性の申に「歴史」がある。そのような

感受性への想像力が過去の「国家的」経験を自分のものに変える。「匡‡家的」

体験が単なる知識でなく、生きたものとなる。その「生きた歴史」こそが「自

我」を複合化させずにおかないのだ、と。

「衝撃」や「安堵感」という感情の揺れを直接的に経験しながらも、事件そ

のものに受動的な影響を受けているにすぎないという点で、これはくB〉の範疇

に属するエビソ岬ドであり、ここまでは問題がない。

問題は「歴史的事実」との整合性にある。この場面が置かれているのはシナ

イ家の「資産凍結」、アーダム。アジズ夫妻のボンベイ来訪、ムムタ肘ズ＝ア

ミナの「つわり」などの記述を経て、一九四八年九月たサリ叩ムの妹ブラス。

モンキー（後のジャミラ。シンガー）が生まれた後のいずれかの時期となって

いる。つまりガンディー暗殺の一年後ぐらいの設定なのである。

サリーム自身はガンディー暗殺に関わる年代記的間違いについて次のように

述べる。

自分の作品を読み返していて、ぽくは年代記的間違いに気づいた。マハトマ

。ガンディー暗殺の日付がこの本では間違った日付になっている。しかし、一

連の出来事の実際の推移がどうであったかは、ぼくにはさしあたり言えない。

インドではガンディ肘ほあらぬ時間に死につづけるだろう。（M，166）

好意的に解釈すれば、サリームは自分自身の経験を語っているわけではない

という利点がある。「両親」や「叔父」の経験を聞きかじりの知識で再現して

いるだけなのである。重要なのは彼らの体験を擬似的に自分も追体験している

という点である。言い換えれば、くB〉の範疇に属する「歴史」との関係を内在

化させることこそが重要なのである。

彼はさらに次のように弁明している。

間違いがひとつあれば、全体の織物がだめになるのだろうか？必死に意味を

求めるあまり、行き過ぎがあり、ぼくぼあらゆるものを歪めてもいいという気

になっているのだろうか？もっぱら自分を主役に置きたいがために、自分の時

代のすべての歴史を書き直してもかまわないという気になっているのだろう

か。今日のこの混乱の中でほ、ぼくにほ判断できない。判断は他人に任せるし
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かない。ぼくとしては後戻りほできず、始めたことを終わらせなければならな

い。たとえ書き終えるものが書きはじめたときのものでないことが判明しよう

とも、これは不可避的なことだ。（M，166）

サリームが必死に求める「意味」とは、「自分の時代のすべての歴史」に関

する年代記的正確さではない。それは「歴史」がもたらす「衝撃」や「苦痛」

の共有にある。ガンディー暗殺に関して、サリームはその「衝撃」の共有を劇

的手法で目論んだのである。それが共有されなければ、「歴史」は「意味」を

なさないのだ。

これについてルシュディは作者として「正誤表、『真夜中の子供たち』にお

ける危なっかしい語り」（『想像のホームランド』加藤乃αり ヱわ椚gわ邦ゐ＝IH所

収）というエッセイや、いくつかのインタビューでも弁明している20。「記憶

はとんでもない悪戯をする」と彼ほ言い、サリームほその「悪戯」の被害者な

のだと主張する。ルシュディ自身が日付を間違ったのでをまないかというインタ

ビュアーの間に、とんでもないと打ち消し、ほかにも細部についての「間違い」

の指摘を受けていると打ち明ける。彼は意図的にサリームの記憶をあやふやに

したのである。日付の正確さは歴史家やノンフィクションライタ⊥に任せてお

けばいいのであって、彼の本は「歴史を利用している」けれども、「歴史小説」

ではないというわけだ。単に「事実」をありのままに書くのは小説ではなく、

その意味でトマス。ケニ肘リーの『シンドラ叶の方舟』（アメリカ版『シンド

ラーのリスト』一九八二）は「小説ではない」と彼は言い切る（Chauhan，43）。

ちなみに、これはケニーリーの『シンドラーの方舟』がブッカー賞を取ったこ

ろの発言であるが、同時にルシュディが自己の文学的立場を強烈にアピールし

た瞬間でもある。「『真夜中の子供たち』は独立後のインドの歴史への権威ある

案内書などには程遠いものである」（IH、22－23）とした上で、「彼（サリーム）

ほ自分の都合に合わせて歴史を切り貼りしている」（IH，24）とルシュディは

言う。ここでわれわれは世界を見るための別の尺度が提供されていることに気

づかなければならない。つまり反合理主義の尺度である。これこそがラテンア

メリカの「魔術的リアリズム」に通じる尺度なのだ。「切り貼り」は「捏造」

でもあるが、われわれそれを「フィクション」と呼ぶ。ルシュディは反合理主

義「フィクション」の書き手なのである。

2－）cf．Reder，2000，12；Cbauhan，21；24－25；40；43．
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こうしてガンディー暗殺にまつわるエピソードは不合理ではあっても、くB〉

に属する「歴史」との関係が劇的に示されていると言える。同じことはアムリ

トサルでのア…ダム。アジズとナシームの経験についても指摘できる。

彼らは一九一九年四月に結婚し、シュリナガ肘ルから新居となるアグアへ向

かう途中のアムリトサルで、「史実」として名高い四月十三日の事件に巻き込

まれる。『イギリス帝国歴史地図』Aぬ〆肋gβ㌢gぬゐ物才柁によって事件の

背景をまとめておくと、一九一九年にほイギリスの飴と鞭政策による法律がふ

たつ成立する。インドに政策立案の権限を多少認めるインド統治法と無断検閲

や審理抜きの拘置など人権無視の権限を含めたローラット法である。この結果

パンジャブ地方に抗議運動が起こり、アムリトサルに戒厳令が敷かれ、四月十

三日の事件となる。ジャリアーンワーラーリーグ公園に集結した群集に対し、

ダイア司令官率いる五十部隊の兵士が千六百五十発の銃弾を発射し、三百七十

九人が射殺され、千人が負傷した。

『真夜中の子供たち』においてこの事件がア仙ダムとナシームを巻き込む場

面でをま、千六百五十発中千五百十六発が命中し、その数だけの死傷者を出した

と記される。「史実」と虚構が融合するこの場面で、ナシームをホテルへ残し、

修羅場へ駆けつける医師アーダムは「マーキュロクローム」を塗って負傷者救

言斐に当たり、血にまみれてホテルへ戻る。ナシームにとって血まみれの夫の姿

は大変な衝撃となるが、この衝撃こそ、史実と虚構の融合という「魔術的リア

リズムの手法」によって、作者が読者へ伝えようとしているものである。

こうしてくB〉は「歴史」的出来事に巻き込まれて現場に居合わせるという状

況が特徴となる。当時、遠いところで第一次世界大戦が起こっていて、インド

も義勇兵を戦場へ送っていたが、それだけではアーダム。アジズにとってくB〉

に属する「歴史」的経験とはならない。そうであるがゆえにガンディー暗殺は

映画館の場面と結びつけられたのである。デリーでの暗殺のニュースをボンベ

イの自宅のラジオで聞いてもくB〉の体験とはならないからである。同様にして、

日本軍とバ｝ス。チャンドラ。ボース、八月六日と九日の原爆投下など、遠景

のように戦争への言及がなされても、ネルー、ジンナ仙、マウントバッテン、

「インドを立ち退け」QuitIndia運動、会議派、ムスリム連盟など、独立前の

キーワードが並んでいても、それだけではくB〉とならないのである。

アーダムとナシームがもう一つのくB〉体験として「歴史」に巻き込まれるの

は第二次世界大戦中の一九四二年のアグラにおいてである。大学病院勤務医ア

ーダムは五十二歳で、二十一歳の長女アリア、十九歳の次女ムムターズ、十八
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歳の長男ハニフ、十六歳の次男ムスタフア、十五歳の三女エメラルドの五人の

子供がいる。彼は分離主義のムスリム連盟に反発し、彼と面識のあるミアン・

アブドゥラー（渾名はハミングバード）が創設した自由イスラム会議FreeIslam

Convocation（FIC）を支持している。「敵の多い」（M，47）アブドゥラ｝が暗殺

されるに及んで、「歴史と家系が結合する」（M，45）瞬間が訪れる。アブドゥラ

ーにナデイル。カーンという私設秘書がいて、「モダニスト」（M，45）の詩人で

もあるこの男が暗殺現場を逃れ アーダムの家に逃げこむからである。

アジズ家と融合する「歴史」はナディル。カ叫ンやズルフィカル少佐という名

前をもつ。皮肉なことに、サリ叫ム。シナイの「父」となるアフマド。シナイ

は「歴史」とあまり縁のない存在である。この三人の男と三人のアジズ姉妹と

の組み合わせは、一九四五年に至って劇的に変化する。ズルフィカル少佐とエ

メラルドの関係は変わらないが、ミアン。アブドゥラー殺害犯人の検挙に執念

を燃やす少佐の行動が残り二組の関係を変えてしまう。エメラルドの密告を受

けて少佐がアジズ家へ乗り込んでくるが、その動きを事前に察知したナディル

。カーンはムムターズに離縁状を残して姿を消す。しかもムムターズとは三年

の結婚期間中一度も身体的に関係しないままの逃亡である。ムムターズにとっ

てナディル。カーンは「歴史」という名の精神的存在でしかなく、そのために

かえって彼女の記憶から消えることがない

ナディル。カーン駆け込みという事態が生じる一連のエビソ肘ドにおいて、

ミアン。アブドゥラーが特技とする「ハミング」の効果で犬がパニックを起こ

し、アグラにいる野良犬という野良犬が暗殺現場へ馳せ参じるという場面が印

象に残るが、もっと印象的なのはサリームの次の言葉である。

犬だって？暗殺だって？‥・ぼくを信じないなら、調べればいい。ミアン。ア

ブドゥラーと彼の自由イスラム会議について調べ上げればいい。（M，48）

聞き手へのこの挑発は、権力者による「歴史」的事実の接み消しを逆手に取

つている。もちろん「ミアン。アブドゥラー」も「自由イスラム会議」も、分

離主義に反対するイスラム勢力の存在という「史実」を踏まえただけの、もっ

ともらしい虚構であり、「歴史」を「家系」に結びつけるトリックである。あ

る意味で「歴史」が大胆に「捏造」されているわけだが、ガンディー暗殺の日付

問題同様、われわれはそれを「捏造」とほ言わない。それはくB〉の範疇に属す

る「歴史」との関係を劇化する「フィクション」なのである。
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5－4 「比喩的一棟麺的」の関係

くC〉の実例としてはサリームの「中指切断」が挙げられている。身体の異変

が「歴史」の異変の比喩になる関係である。

サリ如ムにとっての身体的異変は一九四八年八月にチフスで死に損なうことか

ら始まる。その時は八十二歳のドクター。シャープステカーが作ったキングコ

ブラの希釈液を飲んで奇跡的に命を取りとめる。この病気は独立政府の「ムス

リム資産凍結」政策実行と比喩的に関係している。

次なる異変は十歳の時に学校で起こる。まず、人文地理の教師に髪をつかま

れ、引き抜かれる事件がある。それに続いてガールフレンドとデけト中に友だ

ちにからまれ、逃げ込んだ教室のドアに指を挟まれて、右手中指の先端をちぎ

り取られ、大童に出血する。これが「中指切断」事件である。

トッド。M。クチタは『真夜中の子供たち』において「手」が公的出来事の

暗喩となっていることを論じつつ、「中指切断はサリームの個人的性的トラウ

マを示すにとどまらない。それをままたインドにおける一九五七年の総選挙とい

うもっと公的な文脈の中で起こってもいる」（KtlChta，218）と述べている。し

かし実際には分離独立がプライべいトな生活にも及ぶという展開になってい

る。一九五七年の総選挙が関係しているのは、すでにわれわれが触れたように

くA〉の範疇に属するムムターズ＝アミナの行動である。われわれはここに「中

指切断」事件の波及効果を詳しく見ておきたい。

サリームが病院へかつぎこまれて輸血する段になり、駆けつけた母親ムムタ

｝ズ＝アミナに医師が血液型を訊く。彼女はÅ型で、「父親」アフマド。シナ

イは0型、ふたりともRbプラスなのだが、サリいムはRbマイナスで、血液

型も合わないことが判明する。このことがあってムムターズ＝アミナとアブマ

ド。シナイの夫婦仲は、ただでさえ悪かったところなのに、さらに悪化し、サ

リームをま叔父のハニフ。アジズとその棄で女優のピアの家に一時預けられるこ

とになる。ここまでが最初の波及効果である。

続いての波及効果は叔父の家で起こる。映画監督で脚本家でもあるハニフ。

アジズは『ピクルス工場』の脚本を書いている。『カシミールの恋人たち』以

降鳴かず飛ばずの彼だが、それでも彼の家には芸能人や芸能ジャーナリストが

集まり、政治や映画の話に耽ったり、ゲ叩ムに打ち興じたりする。映画製作者

ホミ。キヤトラックもそこに来ていて、サリームにピア宛の秘密の手紙を託す。

ピアはホミ。キヤトラックと密通していたのだが、手紙の内容はホミ。キャト

ラックが新たな密通相手を見つけたのでピアに別れを告げるというものであ
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る。新たな密通相手はシナイ家の近所に住む海軍中佐の妻リラだ。不実な女た

ちの存在が明るみに出るのが第二の波及効果である。不実と言えば、サリーム

の「母」もナディル。カーンと密会しているところを彼は目撃している。

そこまでならば、たいした出来事もなく終わったはずである。しかしサリ｝

ムは不実な妻たちである「母」やピアやリラを懲らしめようと、積極的な行動

に出る。海軍中佐サバルマテイに密告の手紙を書くことにするのである。手紙

といっても、新聞記事の見出しの文字を切り抜いて貼り付けたもので、その新

聞切り貼り作業の過程で、当時の政治状況や世相が伝えられる仕掛桝こなって

いる。それによれば、ネル肘首相辞任が取りざたされ、後継者はだれなのかが

話題になっている。

密告の手紙は効力を発揮し、海軍中佐サバルマテイが密会中の妻リラと映画

製作者ホミ。キャトラックを射殺するという展開になる。サバルマテイは警察

に出頭し、裁判になるが、彼の海軍中佐としての国家への責献と同情すべき犯

罪が秤にかけられ、無罪を求める声が高まる。しかし最終的には有罪となる。

これが第三の波及効果である。

この事件の第四の波及効果は深刻で、ハニフ。アジズの自殺をもたらす。射

殺されたホミ。キヤトラックがピアを通じて出していた金銭が彼の生活費とな

っていたため、ホミ◎キヤトラックの死とともに、生活に困ることになり、結

局彼をま自殺するのである。このあたりの話の展開はメロドラマを意識して善か

れている。ハニフ。アジズほメロドラマを拒否して『ピクルス工場』の脚本を

書いていた。それが彼を追い詰めたことにもなる。

ハニフの親や兄弟姉妹たちがボンベイへ集まり、四十日の喪に服すこととな

る。無心論者アーダム。アジズがその二十二日目に「神」を見るということも

あるが、サリームの「中指切断」に始まる第五の波及効果はマリア。ベレイラ

が「犯罪」を告白し、サリームの「両親」が感じていた血液検査の疑問を解消

したことである。そ・して最終的波及効果としてアフメド。シナイー家は一九六

三年二月にパキスタンへ移住する。

こうしてサリームの身体の部分的欠如は、彼の積極的行動ともあいまって、

ア｝ダム。アジズー家離散の暗喩となるのである。それはまたインド。パキス

タン分離独立後の混乱の暗喩にもなっている。

サリームの身体異変は一九セセ年一月に強制的に行われる皐丸切除手術によ

つてきわまる。これは言うまでもなくインディラ。ガンディ一による「非常事
態」宣言の暗喩にほかならない。
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物語の中での「非常事態宣言」に至る経緯は生殖能力と密接に関係している。

「ガンディ一夫人の堅固な崇拝者」（M，408）シヴァは絶大な生殖能力を誇り、

インド中にその種子を植えつけるばかりでなく、一九七四年夏にはパルヴァテ

ィにもその種を植え込んだため、ガンディ一夫人が一九七五年六月二十五日に

二件の選挙違反で有罪判決を受けた当日、パルヴァティの陣痛が始まり、十三
日後にようやくアーダム。シナイを産み落とす。ガンディ一夫人は首相辞任の

必要なしという最高裁判決を受け、アーダムの誕生と同時に「非常事態宣言」

を出し、全インドで人民の逮捕が始まる。憲法を改正して首相権限を強大なも

のとするなど、サリームの目から見ると彼女は「独裁というきつい匂い」（M，

424）を放ちはじめるのである。彼女の指令を受けて、息子のサンジェイはシ

ヴァを手先に使いつつ「スラム街一掃プログラム」のなかに「不妊。断種手術

運動」を開始するが、これが結局／てルヴァティの死とサリームの逮捕および「未

亡人ホステル」への収容をもたらす。彼ばかりでなく、四百二十人のM．C．C．

メンバーも、一九七六年四月から十二月にかけてそこへ収容され、生殖能力を

奪われる。サリームは「ブッダ」に戻ったように壁に向かって坐り、M．C．C．

メンバーに囁きかける。その中で彼はM．C．C．などを組織したことである種の

「罪障感」guilt（M，434）を覚えていることを告白する。その上で彼は次のよ

うに言う。

政治はだね、諸君、どんなにいい時代でもひどい汚れ仕事なのだ。ぼくらは

それを避けるべきだった。ぼくは目的を夢見たりすべきでなかった。プライバ

シーという人間のささやかな個人的生活はこういうすべての膨れ上がったマク

ロコスモス的活動よりも好ましいという結論にぼくは達しつつある。しかし手

遅れだ。どうにもならない。治せないものは耐えなければならない。（M，435）

「政治」と「膨れ上がったマクロコスモス的活動」への嫌悪感が表明され、

「プライバシー」への回帰願望が手後れながら語られる。これが断種手術を待

つサリ叫ムの脳裏に浮かぶ想念である。そうしてみると、「断種」の比喩的意

味には「政治」の苛酷さだけでなく、「プライバシー」への回帰願望も含まれ

ていることが分かる。逆に「政治」に必要なのはシヴァに示される破壊力と旺

盛な生殖能力であることもまた明らかとなる。
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5－5 「比喩的一受動的」の関係

生まれながらの身体が比喩的意味を持つという点でくD〉はくC〉と異なる。も

ちろん、この場合に「自然な」身体である必要はなく、それが空想の産物であ

ってもかまわない。外部的な力で変形しなければ、いかにグロテスクな形態の

身体であっても、生まれながら廿の身体なのである。この範疇の実例としてサリ

…ムが挙げているのは「幼児国家」インドの急速な成長とサリ｝ム自身の異常
な速度での成長ぶりとの「不可避的関係」である。具体的には次のような一節

がある。

幼いころのぼくの生活の興味深い特徴。大きくて見苦しかったが、自分でも

満足していなかったようすであること。生れ落ちてごく最初のころからぼくは

自己拡大という英雄的な計画に乗り出した。（将来の生活の重みを背負うには、

かなり大きくならなければならないと分かっていたかのようだ）九月半ばまで

に母親のあまり小さくはない胸の乳を飲み尽してしまった。乳母が短期的に雇

われたが、わずか二週間で砂漠のように干上がってしまった上に、ベイビー・

サリ…ムは歯のない歯茎で乳首を噛み切ろうとすると泣き言を言って撤退し

た。ぼくは哺乳瓶へと這っていき、大量の合成ミルクを飲み干したが、哺乳瓶

の乳首もまた被害に遭って、乳母の泣き言を裏づけた。育児手帳の記録は入念

につけられていて、それによるとぼくは日に日にでかくなり、目に見えるはど

に膨らんでいったが、残念なことに鼻の測定ほ行われなかったので、ぽくのこ

の呼吸器官がほかの部分に厳密に比例して成長したのか、ほかよりも急速だっ

たのかは分からない。新陳代謝は健康的だったと言わなければならない。排泄

物はしかるべき穴から大量に排泄された。轟からはてかてかねばねばしたもの

が滝のように流れ出していた。ハンカチーフの大軍、おむつの大群が母親専用

バスルームの大きな洗濯籠へと運び込まれた…。あちこちの開口部から排泄

物を出しながらも、ぼくの目はからからに乾いたままだった。「とてもおりこ

うな赤ちゃんですね、奥様」とメアリ叫。ベレイラは言った。「涙を一粒も流

さないんですから」（M，124）

このラブレー的な一節が「歴史」に関わってどのような比喩的意味を持って

いるのだろうか。まずサリームの身体が「ばかでかくて醜い」のはインドの地

理的大きさとそれが内包する貧困に照応するだろう。その貪欲なガルガンチュ

ア的食欲は不足物資の調達に明け暮れる「幼児国家」の宿命や国家体制作りの
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あわただしさと重なる。巨大な轟から流れ出す「再演」やそのほかの「穴」ori魚ces

から大量に流れ出す排泄物は八百万人とも千五百万人とも言われる21難民の流

出入を思わせる。涙を流さない「乾いた目」、やがて「肯すぎて瞬きできない」

（M，125）こともわかるその日は、インド的なものの見方の暗喩に違いない。

サリームはそれを別のところでそれを「インド的痛い」（M，75）と睦ぶ。「現実

の全体をカプセルに閉じ込めようとする衝動」（M，75）のことである。

いま引用した一節では巨大な鼻自体の比喩性は取り上むブられていない。サリ

肘ムが持って生まれた象のように長い鼻は、当然ながら比喩性が高い。ミハイ

ール。パフチーンは伝統的「グロテスク。モチーフ」である鼻に「ファロスの
代行」（『フランソワ。ラブレーの作品と中世。ルネッサンスの民衆文化』279）

という意味を見出しているが、われわれはインドの「虚史」との関わりを探ら
なければならない。象の頭をした神「ガネーシヤ」との結びつきは明白である

（M，13）。インド神話において「ガネーシヤ」は「シヴァ」と「パルヴァテイ」

の子供だが、真の父親が曖昧であるとして「シヴァ」によって首を切られてし

まう。しかし破壊の神「シヴァ」は後悔して、手近にあった象の首を「ガネー

シヤ」に与えたという（Goonetilleke，29）。物語の中でほシヴァもパルヴァテ

ィもM．C．C．メンバーとして登場し、インドの「歴史」、とりわけ一九七一年

のバングラデシュ戦争介入や一九七五年のインディラ。ガンディ肘による「非

常事態宣言」に関与する。つまりサリームの「鼻」は「フィクション」が「歴

史」に関与する素因となっているのである。

サリームが通う学校の人文地理教師ザガロはサリームの顔を「インドの地図」

に見たて、長い鼻はデカン半島、右耳の母斑は東パキスタン、左頬のひどい母

斑ほ西パキスタンだと説明する（M，231－232）。り1キスタンほインドの顔の染

みだ」（M，232）というのが彼の理屈である。その時、サリームは鼻にむずがゆ

さを覚え、青涜がザカロの芋にかかる。生徒たちは育演をセイロンに見立てて

はしやぐが、ザカロは手を汚されて怒り狂い、サリームの毛髪を一束引き抜い

てしまう。その結果としてザカロは引責辞任をすることになるが、最初の「人

間地理」bumangeograpby（M，231）の部分はくD〉の実例としての条件を満たし

ている。

『真夜中の子供たち』においては、シヴァとパルヴァティの間に生まれる子

21p・N・チョプラ著、三浦愛明訳『インド史』P．246、狭間直樹・長崎陽子『世界の歴史27・

自立へ向かうアジア』P．404参照。
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「ガネーシヤ」でなく、アーダムである。彼の場合は象のような巨

を持って生まれる。その歪んだ「象的肥大」elpbantiasis（M，420）

の歪みの暗喩にをまかならない。そのことは次の一節に明瞭に示され

ちなみにこの一節は『真夜中の子供たち』が「回文」的構造になっ

ていることの明白な証拠でもある。

彼はニューデリーに生まれた。。。昔々さ。いや、これはまずい。目付から

逃げるわけにいかない。アーダム・シナイは一九七五年六月二十五日に真っ暗

闇のスラム街で生まれた。時間は、だって？時間も重要だ。そう、夜だよ。い

や、重要なのはもっと‥。実は真夜中の十二時ちょうどだった。時計の針が

拝むように重なっていた。おお、はっきり書こう、をまっきり。インドが非常事

態に突入したまさにその瞬間に、彼は現れた。溜め息ばかりだった。国中に沈

黙と恐怖が広がっていた。あの真っ暗闇の時間のオカルト的専制のおかげで、

彼は産前不思議なしかたで歴史に手錠をかけられ、彼の運命は国の運命に分か

ちがたく鎖でつながれていた。予言もなければ、祝福もなく、彼は生まれた。

彼に手紙をくれる首相もいなかった。しかし、それにもかかわらず、ぼくのつ

ながりの時間が終わりかけている時に、彼の時間は始まった。彼はもちろんこ

の件について一言も言わずにいた。なんと言っても彼はその時まだ演も拭けな

かったのだ。（M，420）

このように物語はねじれながら冒頭へ回帰するが、アーダム・シナイのグロ

テスクな「耳」と「歴史」との関係については、さらに次のように説明される。

彼は縦横途轍もなく大きくぼたばた動く耳を持って生まれたので、ビハ叫ル
ラーティ

での銃撃音やボンベイで棍棒に追い回される港湾労働者たちの悲鳴を聞いた

に違いない。あまりにも多くのことが聞こえ、その結果として一言もしやべら

ず、音の氾濫で聾者となった子供なのだ。従ってぼくは当時から今に至るまで、

スラム街からピクルス工場に至るまで、彼がしやべるのを一度も聞いたことが

ない。（M，420）

ビハールでなにがあったかについてをま、「非常事態宣言」下のインドを訪れ

たⅤ。S。ナイポ｝ルのルポルタージュ『インドー傷ついた文明』の中に、マ
ハリジャン

ハトマ。ガンディーが「神の子」と名づけたアンタッチャブルの村が焼き討ち
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され、ハリジャンが焼き殺されたという説明がある。ガンディ｝夫人が「ハリ

ジャンの福祉」tbeweぬ托OftbeHa均ans（Naipaul，160）について語っていた最

中のことである。

サリームは息子が「しやべるのを一度も聞いたことがない」と言っているが、

実際には一言だけしやべる。彼らはピクチャー。シンとともにデリーからボン

ベイへ「アブラカダブラ、アブラカダブラ」と走る汽車で移動するが、ア｝ダ

ムは後にメアリー。ベレイラにあやされながら、「アブラカダブラ」という音

を出すのである（M，459）。サリ…ムは『千夜一夜物語』の語り部「シェへラ

ザード」をモデルとしてパドマ相手に物語を語りつづけるが、アーダムもまた

『千夜一夜物語』からの一語をこの世で初めてしゃべることで、サリームの後

継者となることが暗示される。インド全土に生まれるシヴァの子供たちのこと

もあり、新たな『真夜中の子供たち』の準備は整っているのである。『真夜中

の子供たち』はそのようにして終わり、われわれの分析作業もここで終わる。

5－6 結論

「複合自我」の「歴史」的位相を考察するために、サリームが提起した「歴

史」への関与の四つの様態を分析した。分析を終えて明らかになるのほ、「比

喩的」に「歴史」へ関わることは、くC〉の「比喩的一積極的」であれ、くD〉の

「比喩的一受動的」であれ、現実の人間にほできないということである。しか

し、サリームにはそれができる。もっと正確に言えば、サリームがその化身と

なっている「複合自我」はその「歴史」的位相の中に「比喩的」な「歴史」へ

の関わりを含んでいる。事柄の必然として、サリームは自然界の生き物をモデ

ルにした人物でなく、作りものであり、空想の生きものであることがはっきり

する。従って「複合自我」概念も、現実の人間に見出されるような代物ではな

く、一つの観念ということになる。想像上の概念と言ってもよい。しかしなが

ら、少なく・とも想像力の中では、それほ現実のものであり、『真夜中の子供た

ち』によって明らかにされるまでは気づかれなかった新しい発明である。想像

力もまたわれわれにとって現実だとすれば、「複合自我」概念ほわれわれに新

たな光を投げかけている。つまりわれわれにも、想像力の中においては、．「歴

史」に対して「比喩的」に関わる可能性があるかも知れないということである。

「複合自我」という視点からでなくても、「自我」や「アイデンティティ」
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の視点から『真夜中の子供たち』ヘアブローチする研究者ほ少なくない22。D

。C。R。A・グ｝ネティレケはその一人だが、彼はルシュディが「ノンリアリ
スト」の系譜に身を置き、「ハイブリッド」としての「アイデンティティ」を

意識しつつ、「想像力の解放」を実践していると見ている。これは必ずしもル

シュディの達成を適切に解釈しているとは言えない。彼が引用しているルシュ

ディの言葉は重要であるが、その言葉自体を誤解している。それはルシュディ

があるインタビューの申で語った言葉で、グ叫ネティレケは次のようをこ引用す

る。

ファンタジーはリアリティの凝縮したイメージを生み出す方法だと思う‥・フ

ィクションの価値の一つは現実をもっと凝縮させるテクニックを見つけること

にある。そのことによって読者は書きものの外部においてよりも書きものの内

部において凝縮的に現実を経験できるからだ。（Goonetilleke，19）

この引用では「ファンタジー」がいかにも重要な用語のように読める。ルシ

ュディは「ファンタジ｝」という形式で「想像力の解放」を実践しているのか

と、ありきたりの納得をして終わりになりかねない。しかし実際には、ルシュ

ディは「ファンタジー」という伝統的用語を否定し、その再定義を行うととも

に、自分の作品の中での「ノンナチュラリズム的な素材」non－naturalisticmaterial
フエイブル

を強調しているのである。「ファンタジーと寓 話の区別をしているか」とい

うインタビュア肘、ジョン。ハッウニンデンの質問に対して、ルシュディは『グ

リマス』と『恥辱』に触れながら実際には次のように答えたのであった。

『グリマス』についてぼくが気に入らない点は現実世界から生まれていない

ファンタジーを使うのはあまりにも安易だと思えることだ。気まぐれと受け取

れる。実際問題として、ぼくの作品の中にあるようなノンナチュラリズム的な

素材を説明する用語としてファンタジーという言葉は好きでない。ファンタジ

ーには気まぐれとかでたらめという観念が含まれているように思えるかちだ。

これにたいしてぼくが今ファンタジーとして考えているのは現実の凝縮された

イメージを生み出す方法なのだ。観察可能、実証可能な事実の中に根ざすイメ

ージということだ。スフィア。ズイノピアという女の登場人物を除いて、『恥

㌶

Go00etilleke，43；Sanga，67；Hassumani，41参照。
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辱』は『真夜中の子供たち』に比べ途方もなさが少し足りないかも知れないが、

ビルキースの父親が映画館で吹き飛ばされる時、一種の幻覚のような場面が続

く。しかし考えてみれば、ビルキースはショック状態にあるわけで、この場面

が幻覚のようになるについてはナチュラリズム的な根拠があることになる。フ

ィクションの価値の一つは現実をもっと凝縮させるテクニックを見つけること

にあると、ぼくはほんとうにそう思っている。そのことによって読者ほ書きも

のの外部においてよりも書きものの内部において凝縮的に現実を経験できるか

らだ。（Reder，2000，43）

この引用に若干の注釈を加えるならば、『恥辱』におけるビルキースの父親

マフム叫ド・ケマルは分離独立前のデリーで場末の映画館を経営していたが、

暴動によって爆破された映画館とともに吹き飛ばされる。ピルキ叫スも衣服を

吹き飛ばされ、丸裸で街をうろつきながら、幻覚を見る。その後、彼女はイス

ラム教徒保護を名目とする収容所に辿り着いて、ラザリ＼イダ｝と出会い、結

婚する。ラザリ＼イダ｝は後年、一国の最高権力者となる人物だが、ピルキー

スは狂気に陥る。彼らの間に生まれるのが知恵遅れの娘スフィア。ズイノビア

だが、この人物こそ最も「ノンナチュラル」な特性を持ち、「恥辱の化身」と

して発作のように摩耐不思議な暴力的行動に出る。彼女はやがて物語の「アン

テイ・ヒーロー」オマル。カイヤーム。シヤキールと結婚することになるが、

不可解な殺人事件の主役となることをやめない。

『真夜中の子供たち』や『恥辱』においてルシュディが扱うのは、彼の言葉

を借りるなら、「ナチュラリズム的な根拠」を持つ「ノンナチュラリズム的な

素材」である。彼は『恥辱』における幻覚シーンを例に挙げているが、ほかに

も先の引用以外の発言で『真夜中の子供たち』における「奇術師ゲットー」の

場面や熱帯雨林「サンダルバンズ」の場面を挙げている彷。その種の「素材」

は「場面」として切り取れるようなイメージばかりでほないとわれわれは考え

る。「複合自我」概念もその種の「素材」の一つだからである。その「ノンナ

チュラリズム的」な性質について、われわれは「歴史」的位相の分析の中で明

らかにすることができた。この意味で彼は「気まぐれ」な「ファンタジスト」

なのでなく、現実に根ざした「ノンナチュラリスト」なのである。それは「魔

術的リアリズム」という手垢にまみれた用語では明らかにできないルシュディ

刀

Reder，2000，37参照。
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