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－サルマン・ルシュデイと「メタフィクション」世代の作家たち

大 熊 粂

1．はじめに

この論文の目的古まサルマン・ルシュデイの処女作『グリマス』Cわ桝帖（1975）

を取り上げ、彼がSFの方法によって「複合自我」を表象するようすを見届け

るとともに、ホルヘ・ルイス・ボルヘスからの色濃い影響を論証することで、

「メタフィクション」世代を足場に作家として出発したことを明らかにするこ

とにある。

『グリマス』はゴランツ・サイエンス・フィクション賞への応募作として善

かれ、受賞を逸した作品である。最初からSFというジャンルを念頭に置いて

書かれたものである点が注目される1。ピーター・ニコリス編『サイエンス・

フィクション百科事典』（1981）にも登録され、「不条理SF］の成功作として評

価されいている2。

しかしこの作品はこれまで失敗作と見られてきた。『サルマン・ルシュデイ

と第三世界』（1989）のティモシー・プレナンは「初期の失敗した小説」

（Brennan，70）であるばかりか「解釈不能な長編寓話」（Brennan，70）とまで言

う。その上フラッビング・イーグルを「アメリカのインディアン」（Breれnan，

70）、「カーフ島」を「地中海の島」（Brennan，70）、グリマスを「ヨーロッパ

からの亡命魔術師」（8renn弧，70）と言い切り、作品を読まない読者に途轍も

ない誤解を与えている。言語表象を「現実」と結び付けなければ「解釈不能」

と感じる因襲的読者の典型的反応である。同様の反応はニコ・イズラエルの『ア

ウトランディッシュ（奇々怪々）』（2000）にも見られる。フラッビング・イー

グルは「アメリカ・インディアンの少年」で、「一九七○年代のある時点に合

衆国南西部の町をうろつく」（Israel，130）とされている。

SFの方法は「メタフィクション」の作家たち、「フィクション」を「現実」

1Appignanesi，L．andMaitlandSリ3．

2Nicholis，P・（1979），510．
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のように見せかける因襲と縁を切った作家たちに愛用されている。ルシュデイ

も文学的因襲を踏襲する意図は最初からなかった。従って「アメリカのインデ

ィアン」や「地中海の島」や「ヨーロッパからの亡命魔術師」などは、この作

品となんら関係がない。フラツビング・イーグル、カーフ島、グリマスは北欧

やペルシャの神話から作られ、「複合自我」を表象する、まさに架空の人物や

地名なのである。プレナンが評価する『真夜中の子供たち』『恥辱』『悪魔の詩』

と続くルシュデイの一九八○年代の作品も、伝統的文学とは縁遠いものばかり

であり、その原点が『グリマス』にあったことをわれわれとしては忘れてはな

らない。

『グリマス』が「メタフィクション」であることへの不満に加え、ここでは

ルシュデイらしいハイブリッド文化のテーマが追求されていないという不満も

ある。それはプレナンにも見られるが、とりわけキャサリン・カンディの『サ

ルマン・ルシュデイ』（1996）に顕著である。「個人および国家のアイデンティ

ティに関わる観念、コロニアリズムの通産、亡命者の問題、女性のセクシュア

リティを悪鬼抜いする傾向」（Cundy，12）という、『真夜中の子供たち』以後の

作品が深めるテーマの取り扱いが希薄だとカンディは指摘する。

しかしながら、これらの研究者は『グリマス』を「複合自我」表象の側面か

ら読んでいないために、「一羽」にして「三十羽」の烏である神話上の「シム

ルグ」のアナグラムとして作られた「グリマス」という名前と、そこに込めら

れた「不死」の観念が、まさに「複合自我」表象そのものになっていることに

気づかない。アナグラムという言語遊戯が重要な役割を演じ、最初から最後ま

で「現実」の世界とは帝離した「フィクション」として作られている作品が、

実はルシュデイの一貫したテーマを担っているという事実を、彼らの研究はま

つたく無視する結果になっている。

彼らの貢献がなにもないわけではない。ルシュデイが下敷きにした西洋とア

ジアの神話と文学に関する分析は有益である。「プロットの概略はダンテから

取られ、小説の核心をなす雰囲気や状況はカフカの『城』に基づき、作品の最

終的効果は（彼がエピグラフに引用し、それを通じてダンテを取り入れている）

エリオットの『四つの四重奏』のまとめ合わせであり、ひとりよがりの哲学的

懐疑主義という立場は、ペルシャの詩の中で英訳がよく知られている数少ない

作品の一つ『ルバイヤート』に関係している」（Brennan，74）とプレナンは言

う。これに加えて、サミュエル・ジョンソンの『ァビシニアの王子ラセラス物

語』とジョイスの影響を指摘するのはカンデイである（Cundy，12）。またイズ
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ラエルは「転移（ディスプレイスメント）」のテーマをここに見出し、「アナグ

ラム好み」という点でのルシュディとピンチヨンのつながりを指摘している

（Israel，132）。

われわれはこの論考でホルへ・ルイス・ボルヘスの影響を付け加えることに

なるが、このような影響関係を見ても、『グリマス』の世界がハイブリッドな

文化に支えられていることがわかる。その雑種性はまさにルシュディの「自我」

の特徴にほかならない。

ここではまず作品の世界を詳しく眺めることで、「複合自我」表象の生成を

考察し、その上で、ルシュデイが受けた影響関係を明らかにする。最後に「メ

タフィクション」世代の文学を瞥見し、ルシュデイがその樫括からいかに自己

解放して行くかを予測する。

2．『グリマス』の世界

2－1 不明の場所と時間……第一部

『グリマス』第一部は「現在」と題されている。ここではフラツビング・イ

ーグルがカーフ島へ漂着し、ヴァージル・ジョーンズの案内でⅩへ辿り着く

までのことが善かれる。ヴァージルという名前は『神曲』においてダンテを案

内するローマの叙事詩人に由来し、実際、彼の役割はフラッビング・イーグル

の案内人である。そしてK という文字はカフカを思わせる。浜辺の場面から

始まる『グリマス』の舞台はカーフ島CalfIslandという、どことも知れない海

に浮かぶ島である。事実、それは「地中海の島」（Breれn弧，70）などでなく、

どこにもない島、いずれ分かるように、「構想された」Conceptudized島なの

である。つまり、それは作者と読者の頭の中にしか存在しない場所なのである。

同様に時間もここでは観念的である。「現在」となっていても、それがいつな

のかは分からない。「一九七○年代」（Israel，130）などでは、もとよりない。時

間の曖昧さは「不死」の観念に関わっている。登場人物はすべて「何世紀」も

生きているのである。リアリズムの立場からすると意味不明の場所と時間の中

で、登場人物たちの不条理な行為が描写される。

冒頭、午前五時にヴァージルがドロールズ・オトウールとともに小さな浜辺

に現れる。ドロールズが背中に背負ってきたロッキングチェアに、ヴァージル

が海を背にして坐る。ここには、ユーモラスで時に卑猥な点を含め、小説の伝

統的約束事を逸脱するような個所は見当たらない。十九世紀の小説が必ずそう

するように登場人物と物語の舞台についての説明もなされる。ヴァージルは近
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眼で、「ひとかどの歴史家」でもあり、「歴史家は過去をたえず再創造する現在

の出来事に影響される」（G＝Grimus，13）と考えている。ドロールズは「堕落

したカトリック教徒」（G，14）で、「教会の、ローマ産の、蝋燭で刺激を得る

行為に冒涜的快楽を覚える」（G，14）という自．癖がある。

余白的コメントとして言えば、「自．」という長く秘匿されてきた人間的行為

への暗示的表現はジェイムズ・ジョイスに始まる「上品でない」二十世紀的文

学の品質証明となり、マーティン・エイミスやピーター・ケアリーなどの現代

作家の間で流行のようになっているが、ルシュデイは処女作第一章において早

くもその仲間入りを表明したわけである。しかも「神聖冒．」的表現によって

それを表明したことが、彼のその後の暴露的で「冒．」的でもある文学『悪魔

の詩』を予告している。

この自．癖のあるドロールズは夫フランと別居中だが、「欲望とは別れられな

い」（14）ためにその行為に及ぷ。フラン・オトウールはカーフ山の山腹高く

に位置するKの町で居酒屋を営み、マダム・ジョカスタの娼窟に好んで出没す

る。そういう夫を嫌って、Kから遠く離れた浜辺に下り、ヴァージルの召使と

して暮らしながら、毎週火曜日に浜辺へロッキングチェアを運んでいるわけだ

が、彼女は愛ゆえの奴隷となっているという設定である。

陳腐なリアリズム的設定から始まるものの、ヴァージルとドロールズがひど

く醜いという点が強調されるあたりから、徐々にファンタジーヘと移行する。

というのも、彼らの醜さは「時間」の問題に関係しているからである。彼らは

まさに不死の人々なのである。ファンタジーへの移行を決定付けるのは、ヴァ

ージルの坐るロッキングチェアの下へ、フラツビング・イーグルが波に打ち寄

せられて辿りつく時である。

「目下のところ、彼に意識はなかった。海の穴に落ちたばかりなのだ。

その海は地中海だった。いまは違う。必ずしも同じでない」（G，14）

フラッビング・イーグルが地中海の「穴」に落ちたという出来事は明らかに

現実離れしていて、この部分で初めてテキストにファンタジーの世界への明確

な穴が開く。この作品がSFだという予備知識を持たないものにも、これは単

なるリアリズムの物語でないことを知らせるのである。フラッビング・イーグ

ル（羽ばたく鴬）の回想が不時着の後に続く。この途轍もない回想は彼の内的

独白になっているものの、一見リアリズムによる叙述かと思える調子で語られ
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る。しかしながら、「テキスト」レベルで仔細に見ると、特異な文体になてい

ることに気づく。

Iwastheboy．IwasJoe－Sue，Axona血dian，0叩han，nむIled弧Ibiguoslyat

bi仙because my sex was unce血n untilsome dmelate，Vlr卯，yOung

brotherofawildfemdea山m山ca】ledBird－Dog，Who was sc打ed oflosl爪g

herbeauty，Whichwasironic，brshewasnotbeaut血1．Itwas〝り（姑）

twenty・丘rstbirthday，tOO，弧dIwasabouttobecomeFlapplngEagle．And

CeaSetObeafewotherpeople．

（IwasFlappingEag】e．）（G，16）（Ⅰ血icsmine）

おれがその少年だった。ジョー＝スー、アクソナ・インディアン、孤児

だった。生まれた時に曖昧な名前を付けられたのは、おれの性別がしば

らく後になるまではっきりしなかったからだ。バード＝ドッグという名

の野生の雌動物にできたうぶで若い弟だった。バード＝ドッグは美貌を

失うことを恐れていたものだが、それは皮肉なことだった。彼女は美し
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

くなかったからだ。折りしも、おれの（彼の）二十一歳の誕生日でもあ

り、おれはフラッビング・イーグルになろうとしていた。同時に、ほか

のだれかになるのはやめようとしているところだった。

（おれはフラヅビング・イーグルだった。）

まず、第一文の■一也eboy－■は、普通は川aby－－となるところだが、いきなり定冠

詞が付いている3。これは話者（フラツビング・イーグル）が特定の少年を眼

前に思い浮かべつつ、あるいは、後に出てくる「水晶球」にその姿を映しつつ、

話していることを暗示している。

イタリックで示した‖〝ひ（九ね）■■という特異な英語使用を可能にしたのはジョ

イスの先例があったからと考えられる4。『ユリシーズ』においでMycocklehat

3

この点についてはW・B・イェイツにおける定冠詞川仙e叩の特異な用法について論じたM・A・K
Ha11iday，’’DescnptlVelingulSticsi皿Iite叩Studjes■一山McIntosh，A爪guS，肌d Halliday，M．A．K．

（1966）およびこの論文を批判的に発展させたWiddowson（1975）を参照。
一

テキスト・レベルでのジョイスの影響あるいは模倣はほかにもある。－There，仙e G姐dles，

devotedselYa爪bo【god，immo血1invisiblegp血竹如′由g，inlightinaccessible九妙α卿抄サ郎・■’（G，57）

－■sa由in【heunchanging（吻けゆγ－’（G，57）■■Arem■tyougoingtohelpyour血1end，脚力d妙〃㈹桝‘？‥（G，

121）などにおけるイタリック部分の造語や■’仙ejeju血ephrase’■（G，107）におけるつejuれe叩という形

容詞の使用などである。ちなみに最後の形容詞については『ユリシーズ』においてマリガンがス
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誠d sb庁皿dんiざI町San血shoo爪．t－（Gabl叫3－487）とステイーヴンが独白する
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

時、マt」ガンからもらった靴を「彼の自分のサンダル靴」と表現する。あるい

はI－Agar血dofgreyh由roれhiscomminatedheadseeJ王よ桝桝βCl肌Iberingdownto

仇e footpace（あcg拙お），Clutchi爪g a
mOnStraれCe，basi】iskeyed．”（Gabler，

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

3－114－116）（「神の威嚇を受けた彼の頑を飾る白髪の花冠は、彼が自分が、バ

シリスクの目で聖体拝領台をつかんだまま祭壇上段へと這い降りる（降リル）

のを見る」）という例もある。ルシュデイが模倣したのは後者の例だ。語るも

のが自己を三人称で呼んで、すぐに一人称で言い換える。フラツビング・イー

グルの場合、その逆で、「おれの（彼の）」と代名詞が並ぶ。彼にとって「二十

一歳の自分」は第三者に等しいのである。なにしろ彼がカーフ島へ漂着するの

は七百七十七歳セカ月七日の日のことなのである。彼が「不死」であるについ

ては、事情があり、その経緯を彼は回想しているが、それは回想というより、

その期間からして歴史に近く、しかも、「現在」の語りはフラッビング・イー

グルがグリマスと合体した後の回想なので、一人称と三人称の融合ばかりか、

最後の括弧内の過去形表現－，（IwasFlappingEagle．）■，ともなる。彼がフラッビン

グ・イーグルであったのは、いまや過去のことなのである。

彼自身の回想によれば、フラツビング・イーグルは「合衆国」the United

States（G，17）もしくは「アメリンデイア」Amerindia（G，17）として知られる国

の、とある台地に生まれた、アクソナ・インディアンAxona 血diaれの子であ

る。確かに「アメリカ合衆国」を思わせる記述ではあるが、「インド」の連想

も働く。いずれにせよ、それはあくまでも架空の国であり、プレナンやイスラ

エルのように「アメリカ合衆国」と断定することはできない。

彼は『嵐が丘』のキャサリンのように、死んだ母親から生まれ、父親もすぐ

に死んでしまったので、孤児として育つ。両性具有者なので名前はジョー＝ス

ーJoe－Sue（男の名と女の名）だったが、死者から生まれたためBorn－From－Dead

とも呼ばれる。彼を育てたのは十三歳年上の姉バード＝ドッグBird－Dogであ

る。自由奔放な女で、種族の捉を破り、しばしば台地から低地の町フェニック

スPhoenixへ降りていく。このフェニックスという町の名も例えばアリゾナ州

フェニックスを想起させるが、それは見せかけで、実隙は地名であるよりも、

ティーヴンをl’仇ejejunejes山’l（Gabler，1一姫）と呼ぶ。あるいはIIinelucbbleM（G，243）という単

語の使用。これは『ユリシーズ』第三辛目頭の’－Ineluctablemodal吋0‖hevisible■■（Gabler，3－1）を

連想させる。これらはルシュデイがジョイスの影響の下に作家への適を歩みだしたことを示して

いる。
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「不死」の象徴としての鳥という意味合いが強い。

バード＝ドッグだが、女なのに性格が男勝りな点も、共同体の捉にそぐわな

い。その上フラッビング・イーグルが色白で背が高い子供に育つことまでもが

疎外の原因となり、二人は「孤立したコミュニティの追放者」（G，18）となる。

「色白」という点に作者の自己投影を見るのはプレナンである（Brennan，71）。

しかし、われわれの見方からすると、作者の自己投影が見られるのはこの点ば

かりではない。作品全体が「複合自我」としての自己投影の結果と考えられる

からである。

バード＝ドッグは二十一歳の時に行商人シスピーSispyと出会い、魔法の薬

の入った「黄色」と「青」の瓶を渡される。「黄色」は不死の薬で、「青」は死

の薬だ。彼女は黄色の液体を飲み、シスピーの女になる。このシスピーなる人

物は実はグリマスが変身した姿であり、彼女はグリマスにカーフ島へと拉致さ

れ、彼に絶対服従の召使となる。ドロールズやバード＝ドッグ、さらにはリヴ

（「第三部グリマス」に登場）と、この作品では男に絶対服従する「召使」の

女が登場し、フェミニズムの視点からそれを批判する研究者もいる5。

バード＝ドッグはフラツビング・イーグルが二十一歳になるまで共同体に留

まり、弟が成人となるその日に、彼女は弟に「黄色」と「青」の薬、および初

めての性的体験を自ら与え、シスピーとともにどこへともなく姿を消す。もち

ろんカーフ島へ拉致されるのである。

フラヅビング・イーグルは姉との性的体験によって、それまではっきりしな

かった性別として「男」となり、加えて、成人のもう一つのしるしに、ジョー

＝スーからフラツビング・イーグルへと名前を変える。名前の変更は「自我」

の「複合化」を示すものであり、それまでの両性具有性は彼の中に残る。その

ために彼はカーフ島到着後にドロールズのドレスを着せられるのである。

アクソナ・インディアンは「清潔」（G，23）を好み、「不潔な」ものは締め出

す習慣を持っている。この特徴はイスラム的というべきであり、この面でもア

クソナ・インディアンをアメリカン・インディアンに重ねるプレナンのリアリ

ズム的解釈にはむりがあるが、共同体のそうしたイスラム的特質によって、フ

ラッビング・イーグルも姉と同様に故郷から締め出されてしまう。彼は「黄色」

の薬を飲み、「青」の瓶をポケットに入れて、フェニックスの町へと下る。「不

死鳥」という、その後の物語の展開を象徴する名の町で彼を待ち構えているの

5
cundy，pp．22－23参照。
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が、男狂いの億万長者リヴイア・クラムuviaCrammだ。夫のオスカー・クラ

ムは彼女に精力を吸い取られて死んだ。いま、彼女はフラッビング・イーグル

の精力を吸い尽くすべく、彼に取りつくのである。彼女が七十歳、彼が四十六

歳になるまで、二十五年間、二人のジゴロとパトロネスの関係は続く。不死の

薬の効果で彼はまったく年を取らないが、リヴイアは老いさらばえ、それを悲

観して、フラッビング・イーグルの「青」の薬を盗み、飲み干す。つまり彼は

このことで死の機会が奪われるのである。

この破局の一年半前にニコラス・デグルという迷信深い男がリヴイアに取り

入ってくるが、この男は実はグリマスの仲間なのである。後で分かることだが、

フラツビング・イーグルをカーフ島へ送り込む目的で、島からやってきたのだ。

リヴイアの死でフラツビング・イーグルは莫大な金を手にするが、それには興

味がなく、ニコラス・デグルからヨットを借り、死に場所を求めて海を漂流す

る。しかし、不死の身ゆえにどこにも死に場所がなく、陸へ戻ると、姉のバー

ド＝ドッグとシスピーを探しはじめる。その間に気が遠くなるほどの長い歳月

が経過する。やがて彼はニコラス・デグルらしい人物と再会するけれども、相

手はロキbkkiという名だと言い張る。つまり、フラツビング・イーグルが知

らない間に、世代がいくつも変わっていたのだ。カーフ島の名前をフラッビン

グ・イーグルが初めて聞くのは、このロキからである。それはほかでもなく、

地中海の「穴」を潜って初めて辿り着ける島だ。これが半分溺死状態でカーフ

島へ打ち上げられるまでのフラツビング・イーグルの七世紀にわたる過去であ

る。

デグルの別名ロキは北欧神話『ェッダ』に出てくる神の名である。神々の相

談相手にして災いをもたらすものとされる6。デグルはグリマスの仲間だが、

後に彼に反旗を翻す。

カーフ島へ漂着したフラッビング・イーグルは、自分がどこにいるのかを知

りたいと思うが、ヴアージルとドロールズは話してくれない。結局、グリマス

と会うまで、そこがどんな島なのかを彼が知ることはないのである。そこにサ

スペンスが生まれる。謎が解けるまでのサスペンスで読者を惹きつける方法は

SFのみならず推理小説、冒険小説などの常套手段で、「メタフィクション」世

代は意識的にそれらのジャンルを利用した。ルシュデイもそれを気軽に取り入

れているわけで、彼が「メタフィクション」世代の中で育った証拠と言える。

8松谷健二訳『エッグ』訳注による。『中世文学集』10頁。
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彼が姉バード＝ドッグとシスピーを探していることを告げると、どうやら奇

妙なカップルは名前に心当たりがあるらしいそぶりを見せる。しかし、七百七

十七年を超える時間をかけての話が急展開することはない。漂着したこの両性

具有者でもある男は濡れた衣類を脱がされ、ドレスを着せられ、夜ともなると

熟睡してしまう。

その夜、醜い老カップルは性的に興奮して、雛やら萎んだ一物やらを引っ張

りながら、欲望を満足させる。これは明らかにポルノ小説のパロディである。

バード＝ドッグがカーフ山山腹のK という場所のあたりにいるらしいとい

うことで、フラッビング・イーグルは山へ登りたいと思う。しかしそれは「魔

の山」（G，46）で、魔物がひしめき、道は迷路になっていて、案内人なしでは

登れないという。彼はドロールズに案内を頼むが、断られる。彼女はヴァージ

ルとの愛のある穏やかな生活を変えたくないのだ。しかし、フラツビング・イ

ーグルにとって思いがけないことに、ヴァージルがいっしよに登山することを

申し出る。一週間後の火曜日、ドロールズはいつものようにロッキングチェア

を浜辺へ運ぶが、ヴァージルは彼女に別れを告げる。

フラツビング・イーグルはバード＝ドッグとシスピーを見つけしだい島を抜

け出したいと思っていて、登山の途中でヴァージルにそのことを告げる。しか

し、この島の支配者グリマスの魔術「グリマス効果」GrimusE斤ectによって、

ことは簡単に運ばないと知らされる。「次元熱」Dimension一転verという熱病も

待ち構えている。ひしめく魔物もいるが、この魔物たちは「きみの心の中から

やってくるのだ」（G，69）とヴァージルは言う。フラツビング・イーグルの頭

は混乱する。

世界がさかさまになってしまった。おれは山を登りながら、地獄の深み

へ落ち込み、自分自身の奥底へ飛び込んでいた。（G，70）

これがその時の彼の自己認識である。地獄は自分自身の中にあるということ

にほかならない。ヴァージルを案内人とする地獄巡りが始まる。そこでフラッ

ビング・イーグルが見るものは言語の問題であり、狂気であり、神聖冒．であ

り、癒しの問題である。つまりは作者自身の精神の問題なのだ。

言語の問題はアナグラム遊びとして前景化する。

彼ら二人を見張っているゴルフ惑星人Gorfはゴルフ惑星me Godc planet

あるいはセラ mera とも呼ばれる星からやってきたのだが、その惑星ではア
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ナグラムが流行っている。このゲームの規則は「アナグラマー」と呼ばれる。

ゴルフ惑星人の登場とともに、アナグラムが重要な役割を担う。なにしろGorf

はFrog（蛙）の、セラneraはHe打t（心）のアナグラムなのである。ちなみ

に、こうしたアナグラム遊びの導入もまたジョイスの影響と考えられる。レオ

ポルド・ブルームは自分の名前を分解し、四通りに綴りなおしている（Gabler，

17－406）．。

カ「フ島へ来て二人を見張るゴルフ惑星人は「異端者」で、「アナグラム最

高マスター」保持者ド一夕 Dota（Toad［ヒキガエル］のアナグラム）の地位を

脅かそうとしている。ゴルフ惑星においてだれもが知る「ド一夕の疑問」とい

う文言がある。

血dareweactual】ytobetheleastinte11igentraceinourEndimions？（G，

65）

それで、われわれはほんとうにわれらがエンデイミオンの中で最も知力

の劣る種族なのか？

「異端者」はこれを「アナグラム」の技法によって次のような文へと変換し

てしまう。

Detemi爪ehowcat山ydcaneliteis；uSeOurtalentandlearning－10be．（G，

65）

エリートはいかに触媒作用を有するかを決めよ。われらが才能と学習葉

を使え。

このような高度なアナグラムの技法の披涯は、グリマスという中心的人物の

存在理由を提示するために必要な仕掛けなのである。つまりグリマスGrimus

とは「シムルグ」Simurgのアナグラムであり、このペルシャ神話の鳥こそが、

われわれの求める「複合自我」の表象となる。さらに、遊びついでに言えば、

Grimusは‖imug sr▼－と並べなおすこともできる。「私はサルマン・ルシュディ

（sr）の顔写真を掘る（mug）」という意味になる。この作品は作家の自己分析

の書という意味が隠されていると考えられるのである。

アナグラムが言葉のすり替えに通じ、流通する言語の危うさを暗示している

とすれば、『悪魔の詩』に登場する書記サルマンの仕業を先取りしているよう
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にも思われる。『コーラン』を改宜したとされる人物を取り上げたことが、神

聖冒．の一つの理由とされたが、それは歴史的事実の再評価という側面ばかり

でなく、サルマン・ルシュディその人の言語観に根ざしていたのであり、アナ

グラムはその言語観を端的に象徴しているのである。なぜなら「アナグラマー」

はまさに「個人言語（イディオレクト）」の文法であるからだ。

「アナグラム」の技法だけでなく存在論の面でも、「異端者」はド一夕に異

論を唱える。「われ思う、ゆえにそれは在る」J肋乃々，伽，ゆ柁オナ由．というド一

夕の命題があり、「なにものも、その存在を知覚する認知的知性の現存なくし

て、存在しない」（G，66）という意味だと、ド一夕は説明しているが、「異端者」

の考えでは、「そのような知性が構想化できるものであれば、いかなるものも、

それゆえに存在しなければならない」（G，66）という意味に解釈すべきなのであ

る。これを彼は「構想主義」Conceptudismと呼ぷ。それは実はグリマスの思

想の核心部分でもあることがいずれ判明する。

「構想主義者」にして「異端者」がフラツビング・イーグルの「自我」Self

の中に入り込む（G，73）ことによって、彼はグリマスのほうへ一段と引き寄せ

られたことになる。その侵入は彼が森の中の空き地で夢を見ている時に起こる

のである。その夢の中で彼はバード＝ドッグの子宮の中へ潜り込む。すると

「声」が聞こえて、「内的次元」theinnerdimensions（G，71）の講釈をする。「内

的次元」とは「心」mindsのことであり、Kの人々が次々に「内的次元」の異

常、つまりは「狂気」（G，72）に見舞われていることを知らされる。

人々が狂気に駆られる。それがKの悲劇なのだ。人々は自分自身の心

を恐れている。私も昔そうだった。しかしいまではもう恐怖心はほとん

ど残っていない。（G，72）

この「声」はグリマスのものであることが後になって分かるが、この段階で

は知る由もない。「声」はさらにKの町の自称「哲学者」イグネイシヤス・カ

シモド・グリッブの人間存在論を紹介する。

生きている人間存在はいない。われわれすべてのありのままの姿は抜け

殻で、エーテルの中を漂っているのは、［グリツブ］氏が形相と呼ぶもの

だ。感情、理性などなど。それらは時折われわれの一人を占有し、やが

てべつのものの中へ移っていく。それはそれなりにきれいなものだ。そ
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れは人間のいくつかの行為の非論理性を説明する。性格の変化など。そ

れが次元によって完全に粉砕されることは言うまでもない。次元間の推

移の中にあってもたえず残るものは、一人一人の意識だ。だがしかし、

グリツブ氏は次元を無視しようと必死だ。次元は恐るべきものなのだ。

イーグルさん、意識を養成したまえ。それが出口なのだから。（G，72）

この理論によれば、人間は「抜け殻」なのである。そこへ（おそらくアリス

トテレス的）「形相」が宿るにすぎない。しかし「次元」に捕まると、人は狂

うしかない。

これを聞いてフラッビング・イーグルは「出口」の見えない閉塞状態を感じ、

「鯨の腹の中のヨナ」（G，72）のような気分になる。「次元熱」が彼に襲いかか

り、「世界がくるくる回っていると思えた」（G，73）後、意識を失い、彼は自分

で自分の尻尾を噛んで滅亡する蛇と同じ状態に陥る（G，74）。

閉塞状態の中での狂気をどう癒すのか。その解答はヴァージルによってもた

らされる。

フラッビング・イーグルの夢の中にヴァージルが現れ、彼は自らの「記憶」

という「牢獄」の鍵を開けて、「内面次元への滅亡的旅」（G，75）を回想する。

彼はかつて「スパイラル・ダンサーズ」惑星を訪れたことがある。そこでは「科

学者＝詩人」SCientjst－pOetSが開発した一種の物理学があり、それは「高度に

象徴主義的な宗教」になっている。

彼らは物質を穿生し、あくまでも小さな単位に分割し、最後に、そのま

さに根源そのものに純粋で美しい生命体のダンスを発見した。これは無

限小のハーモニーで、そこではエネルギーと物質が液体のように動いて

いた。エネルギー勢力が優雅に集結して融合点に達すると、物質である
ヽ

ヽ
ヽ

ところのピンチ（危機）を生み出す。ピンチは融合してさらに大きなピ

ンチとなるか、分散して純粋エネルギーヘ戻るが、いずれも高度に形式

的なスパイラル・リズムに従っている。ピンチが融合する時、ストロン

グダンスを踊り、分散して原初状態へ戻る時は、ウイークダンスを踊る。

（G，75）

これは「科学」が関与している点で最もSF的な一節であり、同時に物語の

展開に関与する度合いにおいて重要でもある。ヴァージルは「スパイラル・ダ
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ンス」の儀式に参加したことがあった。このダンスには「あらゆる慎ましい不

完全な生き物にあの根本的な完全を希求させる」（G，76）効用がある。彼はいま、

裸になってこのダンスを踊ることで、意識を失ったフラッビング・イーグルを

救おうとする。癒しの象徴としての「スパイラル・ダンス」の重要性は物語の

最後で明らかになる。フラッビング・イーグル白身、メディアとともに「ウイ

ークダンス」を踊ることになるからである。

この作品での地獄巡りは神聖冒．の要素も学んでいる。

ヴァージルが裸で踊り、二人のアビシニア人（サミュエル・ジョンソンの『ラ

セラス』へのアリュージョン）が生と死についての議論をしているうちに、フ

ラッビング・イーグルは、依然として夢の中ながら、意識を取り戻し、七世紀

も昔に使われた「つむじ風魔」neWhirlwindDemon（G，79）という言葉を叫

ぶ。アクソナ・インディアンが低地の町に吹いていると信じていた悪い風のこ

とで、俗世間の象徴でもある。このデーモンはフラッビング・イーグルに宿っ

ている。

フラッビング・イーグルとヴァージルはなおも夢の中で「霧と雲の海」を

「筏」で漂う（G，80）。ヴァージルは裸のままだ。「海」を抜けると、自転車で

の旅となる。とある湖のはとりへ出ると、「偉大なるアクソナ神」也egreatgod

Axona（G，鮎）を称える賛美歌が耳に入る。フラツビング・イーグルはひとり

湖へ漕ぎ出し、「石の神殿」（G，86）へと辿り着く。ここで彼はアクソナ神を陵

辱するのだが、その理由は「おれがおまえの神聖さを冒．する時、おれは過去

を清算できる」（G，89）というものだ。その上、彼は「Kの骨」theboneofK

によって神殿をカオス状態にしてしまう。「Kの骨」とは「Ⅹ〃S」つまり「カ

オス」という駄酒落の結束である。

さて、第一部の結束のプロットを記しておこう。

フラッビング・イーグルは激しい頭痛を覚えながら悪夢から目を覚ますと、

ヴァージルがゴルフ惑星人を追い払おうとしている。しかし、ゴルフ惑星人の

声は話し相手にしか聞こえないので、一人でしやべっているかのようである。

ヴァージルはフラツビング・イーグルに入り込んだゴルフ惑星人を非難し、「不

適切」だと責めている。ゴルフ惑星人はそれに反論し、逆にヴァージルをやり

込めてしまう。議論に負けたヴァージルは気を失うが、フラツビング・イーグ

ルには彼が突然倒れたようにしか見えない。彼は駆け寄ってヴァージルを介抱

する。介抱されたものが介抱するということで、立場が逆転することになる。

ヴァージルはうわ言で「リヴ」という名を口走る。意識を取り戻してから彼は
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「リヴ」が妻だったことをフラツビング・イーグルに打ち明ける。

二人はまた山登りを続け、いよいよKとその上方にあるリヴの家、それに

カーフ山の頂上が見える地点まで来る。彼らは互いに信頼し合う関係になって

いる。しかし、Kの町へ到着すると間もなく、フラッビング・イーグルはヴァ

ージルを裏切ることになる。

一方、浜辺に残ったドロールズだが、カーフ島ヘフラッビング・イーグルよ

りも二週間遅れでやってきたニコラス・デグルに話しかけられ、ヴァージルが

戻ってきたと思い込む。夜ともなると、彼女は隣に寝ているデグルを誘うが、

彼は応じない。本筋と関係のないこの脇筋は、いずれ一応の悲劇的結末を迎え

るが、あくまでも本筋と有機的につながることはない。これは「物語」として

の失敗を意味すると見なされているが、作者にしてみれば、そこにこそ彼なり

の「物語」論が託されているのである。あらゆる細部が意味を持つような「物

語」はリアルな人生を写していないという見方である。これは作品第二部で明

らかにされる。

2－2 創作原理とその展開

「哲学者」Ⅰ・Q・グリッブの妻エルフリーダは、団欒の折、フラツビング

・イーグルとロシア貴族アレクサンドル・チャーカソフ伯爵の妻イリーナを前

にして、「物語」について論じる。

物語は人生のようにあるべきで、端がほつれ、辻棲が合わず、グランド

・デザインよりも偶然の出来事と重なるような人生の物語がいいわ。人

生の大半は意味がありませんもの。ですから、あらゆる一つ一つの要素

に意味があるような物語を語るなんて、絶対に人生の歪曲に遠いありま

せんよ。物語が人生を歪めるなんて、ほとんど犯罪的ですわ。だってそ

れは人生の見方まで歪めてしまうことになりかねませんからね。周りの

ことすべて、することすべて、自分に起こることすべてに意味を見出し、

深い含みを読み取らなければならないなんて、ぞっとしますわ。（G，141）

登場人物の口を借りての創作論議は「メタフィクション」の常套手段である

が、エルフリーダの意見は『グリマス』の創作原理を説明している。「物語は

人生のようにあるべきだ」という主張自体は十九世紀小説的とも言えるが、「人

生」についての見方が根本的に異なっている。彼女の言う「人生」とは「端が
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ほつれ、辻棲が合わず、グランド・デザインよりも偶然の出来事と重なる」類

のもので、「人生の大半は意味がない」というニヒリズムを根底に秘めている。

「あらゆる一つ一つの要素に意味があるような物語」への批判は「メタフィク

ション」世代の代弁とも言える。

すでに第一部で見たように、第二部においても「辻棲の合う」物語が展開す

るわけではない。「過去」と題されるこのセクションでは、フラツビング・イ

ーグルとヴァージルがKの町で離れ離れになった後、再び合流してグリマス

に会いに行くまでが扱われる。この枠組の中で狂気の殺人や迫害が行われるの

である。

フラッビング・イーグルとヴァージルがⅩの町に到着するのは夜で、そこ

ではさまざまな人物たちが思い思いのことをしている。ドロールズの夫フラン

は皐丸を半分犬に食われて、半ばインポテントになっているにもかかわらず、

バー「エルパルーム」Elbaroom（Ableのアナグラム）でだれかれとなく女に

言い寄る。バーにはハンターやペックンボーといった名前の男たちもいて、い

ずれフラツビング・イーグルの迫害に加わることになる。一方、マダム・ジョ

カスタ経営の娼窟「立ち昇る息子の家」theHouse ofthe払singSonの個室で

はサディストの「ブーム・ブーム・ド・サド」やマドモワゼル・フローレンス

・ナイティンゲール、インド人小娘カマラ、中国女曲芸師リー・コク・フクな

どの娼婦と男娼のジャイルズ・プライエイブなどが仕事に励んでいる。フラツ

ビング・イーグルにとっての「ベアトリーチェ」となるメディアもここで働い

ている。

二人は「エルバルーム」へ入っていく。ヴァージルに最初に気づくのはフラ

ン・オトウールの飼い犬である。ここでヴァージルはドロールズとの愛を告白

し、寝取られ夫のフランに殴り倒され、ハンターとペックンポーによって道路

へ放り出される。この時に彼を助けなかったことで、フラツビング・イーグル

は彼を裏切ったという自責の念に駆られるのである。

ヴァージルは意識を取り戻すと、「立ち昇る息子の家」へ行き、マダム・ジ

ョカスタを始めとして、娼婦たちから歓待され、居候を決め込む。彼はフラッ

ビング・イーグルや妻のリヴ、それにグリマスのことが気になるのだが、ジョ

カスタに嘲笑される。「無意識的なものを悪魔払いするにはけっこう時間がか

かるんだよ」（G，135）と彼は弁解する。

取り残されたフラツビング・イーグルは、酔いどれたちから質問攻めに遭っ

た後、酒場を後にする。すると、待ち構えていた女が彼に宿を提供する。この
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人物がエルフリーダ・グリツブである。「私の夫は哲学者なの」（G，126）と彼

女が言うと、「おれは哲学者の重荷さ」（G，126）と彼が答える。実際彼は「哲

学者の重荷」となって、エルフリーダによるイグネイシヤス・グリッブ殺害の

原因を作り出すのである。

Kでのフラツビング・イーグルの生酒に深く関与するのは、このグリッブ夫

妻と彼らの友人チャーカソフ伯爵夫妻である。

グリッブ夫妻は「文明社会の家庭のあらゆる特権」（G，129）を享受してい

て、フラッビング・イーグルに清潔で居心地のいい部屋を提供し、贅沢にもて

なす。「家庭を求める人間」（G，131）である彼は「家庭」へ戻ったような気分

になる。

この設定には十四歳でイギリスの学校へ留学し、心地よくもてなされるルシ

ュデイの経験が反映されていると見ていい。だが、一見居心地よさそうな場所

は、フラッビング・イーグルにとって場違いなものへと変わっていく。この面

で確かにこの作品にはイズラエルの言う「転移（ディスロケーション）」のテ

ーマが織り込まれているのである。しかしそれはメインテーマというわけでは

ない。メインテーマは「複合自我」なのである。

超小柄の哲学者グリツブはヴァージル・ジョーンズが嫌いで、「グリマス」

などはヴァージルのような「あは」がが撒き散らす「たわごと」（G，132）だ

と言う。しかしフラッビング・イーグルは、「グリマスが事実であれ、虚構で

あれ」Ghmus，Whetherhewasfactor鮎iton（G，132）、是非ともその正体を突

き止めたいという気になる。「事実であれ、虚構であれ」という、作者として

計算づくの文言は、この作品が「メタフィクション」であることのもうひとつの

証拠である。故意に「虚構」を強調しながら、作者の「内的次元」に関わる「事

実」を印象づけようという計算である。

チャーカソフ伯爵は知性が足りないため、妻イリーナからあからさまにばか

にされている。社会情勢の変化（おそらくロシア革命のこと）と妻の希望によ

り、必ずしも自分では望まない「不死」の島カーフ島へとやってきて、治安判

事の地位についているが、犯罪のない島では、仕事がまったくない。彼はもっ

ばらマダム・ジョカスタの娼境へ通うことで、イリーナヘの不満を埋め合わせ

ている。

Kへ到着した翌日、フラッビング・イーグルはグリツブ夫妻に連れられ、チ

ャーカソフ夫妻を訪問する。大きな丸テーブルを囲んでの食事の際、チャーカ

ソフ伯爵はロシア時代の悲惨な運命を長々と嘆き、それに耳を傾けていたフラ
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ッビング・イーグルはジョーンズの言葉を思い出す。Kの町は「Vdhdla（合

祀所）」（G，139）だという、北欧神話用語を使っての説明だ。つまり、彼と食

卓を囲む人々はすべて「幽霊」なのである。

食事の途中で途轍もない物音がする。町の「補給係」（G，140）という身分に

不満を持つ、徹底した平等主義者ムーンシャイが、「抑圧階級」（G，140）への

抗議として立てる物音であるが、それはまたドアを叩く音でもある。彼はロシ

ア語で「SVO－BO－DA！」（自由を！）と叫び、応対に出たチャーカソフ

伯爵を前に長広舌を振るう。例によって、このエピソードが筋の展開に関係す

るというわけではない。

騒ぎをよそに、食卓ではイリーナとエルフリーダが形而上的な話に夢中にな

っている。「神」は死んでも「死の天使」血gelofDeath（G，141）は死ねない

という冒．的な話を持ち出すのはイリーナである。一方、エルフリーダはわれ

われがすでに見たような「物語」論に興じる。

食事の後、イリーナはフラツビング・イーグルをこっそりと庭に誘い出し、’

まずヴァージルの狂気に注意を促してから、二つの秘密を打ち明ける。一つは、

十六歳になる知恵遅れの息子アレクセイの存在で、実際にその息子をフラツビ

ング・イーグルに紹介する。もう一つは、妊娠三ケ月の時に「不老不死の薬」

elixir oflife（146）を飲んだため、何世紀もの間妊娠したままでいるという秘密

だ。「不老不死の薬」はすべての成長を止めてしまう効用を持っているからで

ある。

イリーナとエルフリーダは美人という共通点を除けば、まったく対照的人間

で、それがフラッビング・イーグルとの付き合いから明らかとなる。彼はエル

フリーダに惹かれていて、言い寄りたいのだが、彼女は夫を愛していると言っ

て拒絶する。逆にイリーナは夫の娼窟通いを黙認する代わりに、フラッビング

・イーグルとの関係を深める。例によってポルノ的描写を伴う度重なる性的関

係の最中、フラッビング・イーグルはエルフリーダの名前を口にする。それが

原因で二人の関係には終止符が打たれるが、時を同じくして、エルフリーダが

「哲学者」の夫を殺すという事件が発生する。彼女はフラッビング・イーグル

とイリーナの関係に嫉妬していて、殺人によって夫との関係を清算した上で、

フラツビング・イーグルに愛を告白したいと考えたのである。

この殺人事件がきっかけでエルフリーダとフラツビング・イーグルはフラン

・オトウールのグループを初めとする Kの町の人々から迫害を受け、マダム

・ジョカスタの娼窟へ緊急避難する。彼はそこでヴァージルと再会し、Ⅹへの
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到着時に酒場で助けなかった「裏切り」の詫びを述べる。その上で、グリマス

に会わせてほしいと頼む。

ヴァージルは再びフラヅビング・イーグルの案内人となり、グリマスとの対

面を決意する。彼らが娼窟を出て行くと、エルフリーダは一人取り残され、自

ら志願して娼婦になる。かねてからフラツビング・イーグルに心を寄せていた

娼婦メディアは山を登る二人の後をむりやりついて行く。

話は飛んで、ニコラス・デグルが浜辺でロッキングチェアに坐っている場面

となり、ほどなくその場でドロールズが喉を掻き切る。ヴァージルに見捨てら

れて絶望したのである。カーフ島においては、喉を掻き切るような肉体への暴

力によってしか死を選べない。そのため、後にカーフ山中腹の自宅で、グリマ

ス崇拝者のリヴも喉を掻き切って死ぬことになる。

このように、フラツビング・イーグルとヴァージルとドロールズの三人を中

心にそれぞれ独立したエピソードが展開するこの第二部は、一人の人間の中に

互いに矛盾する複数の「私」がいるという「複合自我」の概念を背景において

見る時、初めて意味をもつのであり、因襲的物語として細部を読むことは、第

一部同様、時間的要素の不明さも手伝って、困難だと言わざるをえない。プレ

ナンやカンデイがこの作品を失敗作と見る理由もそのあたりにあるものと思わ

れる。しかし、歴史家ヴァージルと愛の奴隷ドロールズはいずれも、合理的理

由なしに、フラッビング・イーグルの一部なのである。あえて言えば、「シム

ルグ」を構成する三十羽の烏の一羽ということである。

2－3 グリマスとはなにか

グリマスGrimusという名がペルシャ神話における飛べない巨鳥「シムルグ」

Simurgのアナグラムであることが明かされるのは、第二部の最後の部分であ

るが（197）、その意味が深まるには、しばらく待たなければならない。

ヴァージルとフラッビング・イーグルはまずリヴの住む家まで登り、ゲート

を探す。しかし、見つからない。「ここがゲートだ」と、ヴアージルがアリパ

パのように呪文を唱えると、ようやくフラツビング・イーグルだけが家の中へ

入ることができる。

リヴはフラッビング・イーグルをグリマスの「生き写し」（205）として歓迎

し、夫ヴァージルが書き残した日記を読んで、カーフ島の歴史をフラッビング

・イーグルに教える。ヴァージルが「ひとかどの歴史家」SOmethingofahistorian

（13）と作品冒頭部分で呼ばれているのは、カーフ島の歴史の記録者という意
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味であることがここで判明する。

その日記によれば、ヴァージルはどこかヨーロッパの都市で「茎掘り人」を

していた。ニコラス・デグルは同業の友人だった。彼らはペットの埋葬も手が

けていて、ある時、ペットを埋めにいった森の中で「石のバラ」Stone Rose

を見つけ、手を触れると幻覚のような不思議なことが起こり、気を失う。そこ

ヘデグルがやってきて、「石のバラ」に触れると、やはり同じことが起こる。

震えながら森を出ると、彼らは烏の埋葬を依頼にきたグリマスという名の男

に出会う。その靴から中央ヨーロッパの難民と思われるが、正体不明の、しか

し身なりはりっばな男だ。彼はおびえた顔つきの「茎掘り人」たちを見て理由

を聞き、「石のバラ」に興味を示す。そして三人で森へ戻り、グリマスは「石の

バラ」に手を触れる。不思議な効験が三度現れるが、グリマスは気を失わない。

その夜、グリマスはヴァージルとデグルを自宅へ招き、身の上話をする。グ

リマスというのは本名でなく、「シムルグ」Simurgという神話上の鳥のアナグ

ラムだと告げる。

シムルグは巨鳥なんだ、と彼は熱っぽくわれわれに語った。巨大な巽、

絶大な力強さ、奇異な姿。それは他のすべての鳥の寄せ集めなんだ。シ

ムルグが住む山へ、三十羽の鳥がその鳥を探しにいくというスーフィー

の詩がある。鳥たちが頂上へ辿り着くと、自分たちがシムルグであるこ

と、あるいはむしろそれになってしまったことに気づく。なにしろ、そ

の名前は三十羽の鳥という意味なんだ。＜シ＞が三十。＜ムルグ＞が鳥。

面白い。実に面白いね。カーフ（Kaf）山の神話だ。（G，209）

グリマスの説明によると、「カーフ」Ⅹ止とはアラビア文字で、アルファベ

ットのKもしくはQに相当している。（ルシュディはこの神話をボルヘスの本

から知ったと考えられるので、その点については後に詳しく触れたい。）

グリマスが森からペット用棺に入れて運んできた「石のバラ」に手を触れる

と、突然彼の姿が消える。しばらくして姿が戻るのだが、その間に彼は惑星セ

ラヘ旅してきたのだと言う。その後しばしばグリマスはアナグラムに熱狂する

惑星へ旅をし、アナグラム・チャンピオンのド一夕 Dotaから「構想テクノロ

ジー」ConceptualTechno】0訂の一つとしての「構想旅行」Concept血Travels

について学び、「黄色の瓶」と「育の瓶」を持ち帰る。もちろん「不死」の薬

と「死」の薬である。
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カーフ島を創るという考えは「構想テクノロジー」の応用である。「構想テク

ノロジー」は「構想を鏡のように映す存在を顕現させる」（211）働きがあり、

グリマス、デグル、ヴァージルの三人古ょその機能を使って思い通りの「世界を

築く」（211）仕事にとりかかる。それがカーフ島であり、Kの町であり、カー

フ山である。

カーフ島での生活が始まると、ヴァージルは娼婦のリヴと結婚する。グリマ

スはかつて「修道僧」（213）であった経験を生かし、二人の結婚の儀式を執行

する。しかしリヴは「権力が好き」（214）で、グリマスに近づこうとする。リ

ヴuVという名はローマ数字の「五十四」に当たるが、グリマスが「黄色の

薬」を飲んだのは五十四歳の時だった。その縁で二人は親しくなり、ヴァージ

ルは嫉妬に狂う。「グランド・デザイン」の破局である。デグルは酒場「エル

パルーム」に入り浸って、暴力的になる。

一方、グリマスはシスピーとなってバード＝ドッグをカーフ島へ拉致すると、

「石のバラ」を守るためにカーフ山山頂での立てこもりを決意し、リヴでなく

バード＝ドッグを召使として連れていく。嫉妬に狂うリヴはひとり山腹の家に

閉じこもる。ヴァージルは山から浜辺へ下りて、ドロールズと暮らしはじめる。

ヴァージル・ジョーンズの日記が明らかにするカーフ島の歴史は以上のよう

なものである。

リヴはヴァージルの日記によってフラッビング・イーグルに島の歴史を教え

ると、彼をグリマスの「身代わり」と見立て、抱擁を求める。ポルノグラフィ

ーを意識して入念に描写される二人の性的営みが終わる頃、バード＝ドッグが

グリマスの命令でフラツビング・イーグルのみを迎えにくる。姉弟の再会だが、

バード＝ドッグはグリマスの命令のみを聞くロボットになっていて、なんら感

傷的な表情を見せない。変わり果てた姉を見て、フラヅビング・イーグルはグ

リマスへの怒りをますます募らせつつ、対面へと向かう。案内人はもはやヴァ

ージルでなく、姉である。メディアが強引に同行を主張し、認められる。ヴァ

ージルは案内役を終え、ドロールズのもとへ帰ることにするが、彼を待ってい

るのは、言うまでもなくドロールズの死である。リヴもやがて自殺し、「鷲」

は「アメリンデイア神話」において「破壊者の象徴」（G，46）だというヴァー

ジルの指摘を裏づけることとなる。

フラツビング・イーグルはついに「グリマスハウス」へ到着する。

「グリマスハウス」は「迷宮」（G，225）になっている。「その創造主の反映」

re8ecdon of仇eircreator（G，224）なのだが、実際、窓という窓に鏡が験めら
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れ、光を反射（re8ect）している。グリマスの「内的次元」を表象するこの「迷

宮」イメージの導入は、ホッケの『迷宮としての世界』など、一九六○年代か

ら七○年代にかけて盛んに行われたマニエリスム再評価と関係があるものと思

われるが、この点についても後で触れたい。

北欧神話の樹木イグドラシル（全宇宙の運命はこの木にかかっているとされ

る）が目印となって入り口があり、建物に入ると、入り組んだ六つの部屋のう

ち、だれにも分からない位置にある小部屋に「石のバラ」が安置されている。

世界中の鳥を、生きたまま、あるいは剥製や絵画として集めた部屋もある。

「魔よけの杖」the juJu stickを持ったフラツビング・イーグルは「いった

いこれらすべてはどういうことなのか」（G，231）とグリマスに訊くと、「すべ

ては死に関わっている」（G，231）という答えが返ってくる。「死だよ、イーグ

ルさん。それこそ人生が関わっているものだからね」（G，231）

グリマスの「死」についての考えは、そのまま物語論になる。

終わりがどうなるかを知らずに物語を書くものがいるだろうか？すべて

の始まりは終わりを含んでいるのだ。ヴァージル・ジョーンズには知ら

せず、ニコラス・デグルにも知らせずに、私は自分の死を中心にカーフ

山を計画したというわけだ。（G，232）

カーフ山においては、「死」は「自然にやってくるもの」でもなければ、「簡

単」でもない。それは「肉体に対する暴力行為とならなければならない」（G，232）

のだが、それだけではない。

これがカーフの本質だ。人間性をその最大の本能的衝動、すなわち再生

産を通じた種の保存の必要性から解放することによって、それを理解し

ようという試みなのだ。（G，232）

カーフ山は「人間の心の構造と作用を知るためのモデル」（G，232）である

とも説明される。

グリマスがカーフ島を「構想」した理由は、しかし、観念遊戯的であるより

も、かなり切実なものであることが、彼の口から明かされる。

私はかつて捕虜だった。毎日、殺されるのではないかと心配していた。
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そういう種類の戦争だったのだ。他の何十人もの捕虜とともにトラック

に詰め込まれ、処刑場へ連れて行かれ、目隠しされた。兵士どもの足音

が聞こえ、狙えという命令が飛ぶ・・・弾丸は当たらなかった。高度な

拷問だった。われわれにいつ死ぬか分からない思いを抱かせつづけると

いう、ただそれだけの目的のために、時々実際に捕虜を射殺した。しか

し敵がやりたかったのは拷問なのだ。心臓発作で死ぬものもいた。私は

死ななかった。私は自分自身について二つのことを学んだ。まず、自分

の肉体が生きているのか、死んでいるかのは、私にとっては極度にアポ

一夕ンス的ことがらだということ。二つめは、いつか将来、自分の人生

を組織する人間になりたいということ。自分が望むとおりの人生を、ね。

（G，238）

「アポ一夕ンス」とは「重要性の概念が事実上意味をなさなくなる場合」（G，

238）のことだと説明した上で、そうなった場合の心理状態をグリマスはフラ

ツビング・イーグルに次のように説明する。

私は従順で、なんでも信じようとし、どんな新たな恐怖でも、また自分

自身についてのどんな下劣な真実でも、進んで受け容れてしまう。私は

自分に対してなんの隠しごともしないということだ。だから私は『内的

次元』たちといっしよに住める。彼らは持続的に私の意識的自我と共存

できるのだ。分かるかね？（G，238）

この「アポ一夕ンス」というべき心の状態は、自分の中にたくさんの人間が

住んでいるという「複合自我」状態であることは明らかである。三十羽の烏か

ら合成された「シムルグ」という神話の鳥は、まさに「複合自我」のシンボル

にほかならないし、

象していのである。

生成に「戦争体験」

つまり「統合自我」

そのアナグラムを名前とするグリマスは「複合自我」を表

その背後に「戦争体験」が置かれている。「複合自我」の

が関わっているというこの設定はきわめて暗示的である。

を決定的に破壊したのは、歴史的に見て、第二次世界大戦

の経験であったからだ。

このように処女作から「戦争体験」を思想の核心部に据えるという姿勢は、

ルシュディの同世代作家マーティン・エイミス、イアン・マッキュアン、カズ

オ・イシグロなどに通底している。それは彼ら「八○年代」作家たちの品質証
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明でもある。戦争によって破壊された「人間性」の観察はプリーモ・レーヴイ

やエリ・ヴイーゼルなどの「アウシュヴィッツの文学」7のほかにも、ウイリ

アム・ゴールディングの『蝿の王』などに見られるが、その言語を絶した人類

の体験をもっぱら想像力によって捉え、人間についての新たな理解を得ようと

する試みが、いま触れた「八○年代」作家たちによってなされている。その代

表例がマーティン・エイミスの『時の矢』やイアン・マッキュアンの『イノセ

ント』やカズオ・イシグロの『日の名残り』などである。『グリマス』はサル

マン・ルシュデイが書いた作品の中で唯一それらに通底するテーマを持ってい

ることがいまや明らかになった。『真夜中の子供たち』以降の作品で彼が追究

するのは、「人間性」に対して戦争に匹敵する破壊力をもった「植民地独立」

の問題であり、その中から「複合自我」という新たな人間のありようを探り当

てていく。しかしその出発点が「戦争体験」についての想像力にあったことを

『グリマス』は示しているわけである。

「アポ一夕ンス」という造語をめぐって、もう一つ重要なのはフラツビング

・イーグルの「自我形成」（グリーンブラットの用語）との関係である。
グリマスの「生き写し」であり、分身となるフラッビング・イーグルは、物

語に登場する最初から「アポ一夕ンス」というべき心的状態を付与されている。

例えば彼がフェニックスの町でリヴイア・クラムに見初められる時、彼は次の

ように内的独白する。

おれは順応しやすい種類の人間、鷲というよりカメレオンで、能動行為

より受動行為が得意なのだ。（G，25）

また、リヴイアが死んで、フラッビング・イーグルは海へ出るが、この時の

次のような散文詩風のイタリック体叙述も彼の「アポ一夕ンス」状態を表象す

るものである。

彼は斑点の変わる豹、変色する虫だった。流砂にして引き潮だった。空

のように気まぐれで、季節のように巡り、ガラスのように無名だった。

カメレオン、取替え子、万人に対する万物、いかなる人にたいしても無

だった。彼は自らの敵となり、友人を食いつくした。彼は友人たちのす

7篠田浩一郎（1992）参照。
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べてであり、まただれでもなかった。（G，31）

さらに、フラッビング・イーグルはカーフ島到着後、エルフリーグ・グリツ

ブから次のように言われる。

思うに、あなたって他人の影響をあまりにも受けやすいのね。（G，161）

あるいはまた、カーフ島を抜け出すこともできず、そこで満ち足りた生活を

送ることもできない状態での彼の次のような感覚。

フラッビング・イーグルは空虚な人間、形相を持たない脱け殻だった。

（G，192）

この感覚は、われわれがすでに見たK在住の自称「哲学者」イグネイシヤ

ス・カシモド・グリツブの人間存在論を反映している。「われわれすべてのあ

りのままの姿は抜け殻」（G，72）で、時折「感情、理性などなど」（G，72）の「形

相」Fomsに「占有」される。「形相」は「エーテルの中を漂っている」（G，72）

ものであって、人間の内部にあるものではない。それが言わば「グリッブ哲学」

であった。この「哲学」のアキレス腱は「次元」への対処である。グリッブは

それを無視しようとする。彼の見方では「次元」を超克できるもは「意識」だ

けである。「次元間の推移の中にあってもたえず残るものは、一人一人の意識

だ」（G，72）と彼は言う。「次元」とは他者」のことであり、「形相」とは「自

己」のことだと類推して差し支えない。ここで想起されるのは、「意識」の前

で「自己」も「他者」も同列のものだとするサルトルの実存主義「自我」論で

ある8。

作品全体を通じてフラッビング・イーグルに付与されている「アポ一夕ンス」

状態は、実はグリマスの「グランド・デザイン」によって定められていたこと

が、「グリマスハウス」内部に入ることで判明する。グリマスは自在に世界を

映し出す「水晶球」Watercryst山を使ってフラッビング・イーグルの行動を逐

一監視し、コントロールしていたのである。この「水晶球」のアイデアはホル

ヘ・ルイス・ボルヘスの「アレフ」のアイデアによく似ているが、この点を含

8J－P・サルトル（2000）参照。
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め、ボルヘス的構想と『グリマス』の関係ついては後で詳しく説明したい。

グリマスはフラッビング・イーグルを自分の完壁な身代わりにする「フェニ

ックス」計画を考えていたのであり、その計画は若きアクソナ・インディアン

が「不死の薬」を飲んでフェニックスの町へ下りた時から延々と七世紀以上に

わたって実行されてきたわけである。その計画がいよいよ実現目前となり、「暴

徒の手にかかって死にたい」（G，240）という積年の願望を実現するための最

後の手続きとして、「包摂器具」Subsumer（242）なるものの使用に踏み切る。

それによってフラッビング・イーグルを文字通り「包摂」するためである。こ

れは二人が一人になるという十九世紀的「統合自我」の理念を実現するもので

なく、フラッビング・イーグルという一人の人間が二人になることである。彼

という「脱け殻」の中に「主我」が二つ生じることである。その瞬間の内的独

白風記述は次のようになっている。

自我。おれの自我。おれ自身と彼ひとり。白熱するボウルの中のおれ自

身と彼の自我。そうまさにそんなふうだった。われわれ自身から白熱す
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

るボウルヘと注ぎ込まれたおれ自身と彼自身。簡単至極だ。きみは私を
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

ヽ
ヽ

呑み込む。私はきみを呑み込む。混ぜ合わせ。いっしょくた。混合物の
ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

できあがり。一つになるぞ、さあ。きみは私に私はきみに。彼の考え。

（G，242）（強調は原文のまま）

これはまさに「複合自我」生成の瞬間である。同時にこれはグリマスによる

「フェニックス」計画の完了を意味し、以後、フラッビング・イーグルはグリ

マス＝イーグルとなる。一方、グリマスはフラン・オトウールなどの「暴徒」

に火あぶりにされ、その後を追ってリヴも喉を掻き切る。バード＝ドッグはリ

ヴの後継者となり、メディアはバード＝ドッグの後継者としてグリマス＝イー

グルに仕えることとなるし、エルフリーダはタ昌窟でメディアの後継者となる。

このように欠員はすべて補充され、カーフ島の存続はグリマスの計画通りに進

む。実際、グリマス＝イーグルは「石のバラ」に触って惑星セラへの「構想旅行」

を試みたりもするのである。「次元熱」が「他者への恐怖」であるとすれば、「石

のバラ」はその「恐怖」を解消する魔法の道具である。なぜならグリマス＝イ

ーグルの頑に浮かぶ最終的想念、あるいは「思想形相」仇ethought－brms（251）

は次のようなものであるからだ。

きみは一つの生命体だ、と思想形相は言った。「石のバラ」を使えばき
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みは何百万人もの他人に入り込み、他人そのものになれるし、無限の生

命体を生きられるし、知恵と力を獲得してきみ自身の知恵と力を形成で

きる。（G，251）

しかし、グリマス＝イーグルは「石のバラ」に頼って「次元熟」を解消する

ことに疑問を覚えている。もっと厳密に言えば、「イーグル主我」Ⅰ－Eagleは「グ

リマス主我」Ⅰ－Ghmusに対して批判的で、同じ道を歩みたくないという思い

があるのだ。

イーグル主我はカーフ島とその外であまりにもたくさんのことを見てき

た。グリマス主我が観念のためにたくさんの生命体を滅ばすやりかたを

見すぎてしまった。グリマス主我にとって観念、発見、学習、これらの

ものがなによりも重要だった。Rの人々が純粋生存という盲目的哲学に

棲小化され、偏執的にそれぞれの個性の切れ端にしがみつき、自分たち

が住んでいる環境を変えることなどできないと内心知っているのを、イ

ーグル主我は見てきた。無制限の力と無制限の学習、そしてこの二つを

人間性の最大の目標にまで高めてしまった選良的抽象的態度、それらが

組み合わさった威圧力は、イーグル主我自身には実現できない威圧力だ

つた。その効果のほどをイーグル主我は、ヴァージル・ジョーンズに、

ドロールズ・オトウールに、リヴ・ジョーンズに、そして、長らく疎遠

になっていたとはいえ自分の姉であるバード＝ドッグに見てきたのだ。

「石のバラ」は至高の贈り物なんかではないぞ、とイーグル主我は思っ

た。（G，251）

このように「イーグル主我」は「グリマス主我」を批判することで「石のバ

ラ」を不要と見なすが、その瞬間に「石のバラ」そのもが消えてなくなる。フラ

ツビング・イーグルの手元に残るのはメディアの愛だけで、彼らの「ウイーク

ダンス」によってこの物語は締めくくられる。つまり「原初状態」也e Primd

への回帰が暗示されるわけである。

3．ボルヘスの影曹

『グリマス』にはいくつかの点でホルヘ・ルイス・ボルヘスの影響が認めら

れる。まず、さきほど見たグリマス＝イーグルの最終的想念、一人の人間が「何
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百万人もの他人になれる」という「複合自我」の定義のような「構想」はボル

ヘスの短編「不死の人」（1957）に見られるアイデアである。

この短編はローマ時代から生き延びている男の手記ということになってい

る。ディオクレティアヌス帝（在位284－305）の時代の記憶から始まり、お

そらく二十世紀まで生き延びた人物と考えられるが、ともあれ彼は紀元三世紀

に「不死の人々の秘密の町」thesecretCityo叫eimmortals（L＝bbyr血山s，136）

を見つけようと決意する。そしてついに見つける不死の人々は「穴居人」the

troglodytesで、彼らは「岩山の台地」a StOne plateau（L，139）に住んでいる。

これと関連しているのは、フラツビング・イーグルが属しているアクソナ・イ

ンディアンもアメリンデイアの「台地」thetable－tOp（L，17）に暮らしていたと

いう『グリマス』における設定である。「穴居人」たちが作る町は「迷宮」a

labyri爪仙（L，141）になっているが、これはカーフ山の「グリマスハウス」の

モデルと考えられる。「不死」と「迷宮」の組み合わせは、かなりの高い確度

でルシュデイがボルヘスの短編を念頭においていたことを窺わせる。

「不死の人」の語り手は、彼自身が不死の身であり、不死とはなにかについ

て思いを巡らせる。その中の一つに次のような一節がある。

何世紀にもわたる慣行によって教え込まれた結果、不死の人々の共和国

は寛容の完成を達成し、無関心の完成もほぼ達成した。無限の時間の中

にあっては、すべてのことがすべての人々に起こるということを彼らは

知ったのだ。あらゆる人間が、過去または未来の美徳ゆえに、すべての

善に値するものとなり、また、過去または未来の悪徳ゆえに、すべての

悪にも値するものとなるのである。（L，144－145）

不死は美徳と悪徳、善と悪の境目をなくす。従ってそれは人間を無限に寛容

にするとともに、無限に無関心にもする。そういう理屈について、語り手はな

おも次のように述べる。

将来何世紀か後に善となるようにと悪をなしたもの、あるいは、悪をな

して、すでに過ぎ去った歳月にそれが善となったもののことを、私は知

つている。・・・このように見ると、われわれのすべての行為は正しい

のであるが、それはまた善悪に無関心でもある。道徳やら知的功罪やら

は存在しない。ホメ一口スは『オデュッセイア』を書いた。われわれが
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無限の環境と無限の変化を含む無限の時間を仮定するならば、一度たり

とも『オデュッセイア』を書かずいることは不可能事である。だれもが

個別の人間でいられない。不死の人は一人ですでに万人なのである。コ

ルネリウス・アグリツパのように、私は神であり、英雄であり、哲学者

であり、悪魔であり、世界である。つまりこれは、私は存在しないとい

うことの極めて退屈な言い方なのだ。（L，145）

「私は存在しない」ということは、「私」＝「独我」は存在しないというこ

とである。「神であり、英雄であり、哲学者であり、悪魔であり、世界である」

ような、「万人」の、つまり「複合自我」としての「私」しか存在しないとい

うことである。ここに言及されているコルネリウス・アグリッパ（1486－1535）

は実在の「複合自我」表象だと言うべきであろうし、グリマスのモデルと考え

られなくもない。伝説によれば、死んだ女性を魔法の鏡に映して見せたとされ

るからである。女性はキルデア卿の娘で、サリー伯ヘンリー・ハワードの恋人

であった。アグリッパは伯爵にその魔術を披渡したのである9。彼はまたファ

ウストのように悪魔と交流したとされる。そういう彼が「複合自我」表象にふ

さわしいとすれば、ルシュデイが提出するこの概念には魔術と悪魔主義の影が

ちらつくことを、われわれは記憶に留める必要があるだろう。『悪魔の詩』で

書記サルマンに取りつく悪魔的誘惑は作家の内面に巣食っていたと推測する根

拠になるからである。

不死の相から見た人間は、先ほどの引用が示すように、死ぬべき運命の人間

とはまったく別の様相を呈する。しかもこの「複合自我」的様相は、まったく

気紛れな理論上のことにすぎないわけではない。不条理で時に悪魔的にもなる

人間という自己認識は、アグリッパのみならず、カラバッジョのようなルネサ

ンス後期におけるマニエリスムの芸術家たちにも見出されるし、二十世紀に入

れば、ポール・ジョンソンが批判的視点から指摘しているように10、モダニス

トからポストモダニストに至るまで、枚挙の暇がないほどの作家、詩人、芸術

家たちがその種の認識を表明している。

第二次世界大戦が人間の不条理性と悪魔性を際立たせたことも付け加えなけ

ればならないし、実際グリマスの告白にはその要素が入り込んでいる。戦争で

9Sl℃nCe（unknown），8．

⊥OJohnson（1990），306－342参照。
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の「捕虜」の経験なくして彼はカーフ島を「構想」しなかったのである。

このようにして、歴史的に蓄積された不条理性の認識の上に「不死の人」に

おける「一人は万人である」という逆説が成り立っている。ルシュデイはこの

逆説に魅力を覚え、彼なりの「不死」のヴィジョンを『グリマス』に描いたと

考えられる。それが「複合自我」の表象となったのは偶然ではなく、まさにボ

ルヘスの影響なのである。とりわけ「不死の人」の影は色濃いと言わなければ

ならない。

ボルヘスの影響を示すものとして、他にも、「複合自我」表象として使われ

ている「シムルグ」という鳥のことが挙げられる。ボルヘス（と共著者マルガ

リータ・ゲレロ）の『空想的存在の書』耶王β上わ0た〆血呼i舶りβgiタ酢（1969）

における「シムルグ」の項目は次のように始まる。

シムルグ（Simurgh）は「知識の木」の枝に巣を作る不死鳥である。バー

トンはこれを鷲と比較している。鷲は、『新エッグ』によれば、多くの

ことがらについての知識を持ち、「世界樹ユグドラシル」の枝に巣を作

る。（B＝meBookofImaginaryBeings，204）

シムルグのスペルは最後に h を付ける場合と付けない場合の両用で、ルシ

ュデイは後者の場合からグリマスというアナグラムを作った。引用文と『グリ

マス』の関係はシムルグのみでなく、「鷲」と「ユグドラシル」に及ぶ。「鷲」

はフラツビング・イーグルの名前に反映されているし、「ユグドラシル」の巨

木は「グリマスハウス」を「覆うように」（G，224）奪えているからである。「ユ

グ」とは北欧神話の主神「オーデイン」の別名で、「ユグドラシル」とは「オ

ーデインの馬」という意味だとされるが11、『エッグ』に登場する魔神「ロキ」

bkki（G，34）という名前や北欧神話で「合祀所」を意味する「Vdhdla」（G，139）

という言葉を使ってヴァージル・ジョーンズがフラツビング・イーグルに K

の町を説明することなどを合わせると、ルシュデイがペルシャ神話や北欧神話

という、西洋キリスト教文化から見れば異文化の要素を駆使して、カーフ島や

カーフ山を構想したことが分かる。そうした異文化への最初の手がかりはボル

ヘスによって与えられたと考えられる。

われわれがすでに見たように、作中でグリマスは自分の名とカーフ山の由来

11『中世文学集』10百。
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について、次のように説明している。

シムルグは巨鳥なんだ、と彼は熱っばくわれわれに語った。巨大な巽、

絶大な力強さ、奇異な姿。それは他のすべての烏の寄せ集めなんだ。シ

ムルグが住む山へ、三十羽の鳥がその鳥を探しにいくというスーフィー

の詩がある。鳥たちが頂上へ辿り着くと、自分たちがシムルグであるこ

と、あるいはむしろそれになってしまったことに気づく。なにしろ、そ

の名前は三十羽の鳥という意味なんだ。＜シ＞が三十。＜ムルグ＞が鳥。

面白い。実に面白いね。カーフ（K止）山の神話だ。（G，209）

ここに言及される「スーフィーの詩」が十三世紀に書かれた叙事詩『烏の議

会』允〟よβ椚g乃J〆β才′滋であることを、ボルヘスは次のように書いて明らカチに

している。

ファリド・アル＝デイン・アツターは十三世紀にシムルグを神の象徴と

する。このことが起こるのは『マンテイク・アル＝タイル』（鳥の議会）

の中で、四千五百ほどの対句（カブレット）で善かれたこの寓意詩（ア

レゴリー）の筋書きは驚くべきものである。遥かな地に住む鳥の王シム

ルグが中国のどこか真ん中あたりに、そのすばらしい羽を一本落とす。

これを知ると、目下の無秩序状態に飽き飽きしている他の鳥たちが、シ

ムルグを探しに行こうと決める。鳥の王の名前が「三十羽の鳥」という

意味であることを、他の鳥たちは知っている。また、王の城がカーフと

いう山、もしくは大地を取り巻く山脈にあることも知っている。最初か

らやる気をなくす烏もいて、小夜鳴き鳥はバラへの愛を理由に泣きつき、

艶鵡は自らの美しさを保ちたいと言って哀願し、籠の中の生活を選ぶ。

山鶉は山の巣でないとやっていけないし、青鴬は湿地がないとだめで、

臭は廃墟がないと生きられないと言う。しかし最終的には何羽もの鳥た

ちが危険な冒険へと旅立つ。鳥たちは七つの谷や海を渡る。最後から二

番目の海は「困惑」、最後の海は「絶滅」という名だ。巡礼たちの多く

が落伍し、残ったものたちも旅の途中で犠牲を強いられる。苦難を乗り

越えて純粋になった三十羽の鳥たちがシムルグの偉大な山頂へ到達す

る。鳥たちはついにシムルグを見る。シムルグとは自分たちのことだと

気づく。シムルグとは三十羽の鳥の一羽一羽であり、そのすべてなのだ
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と。（B，204－205）
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これがボルヘスによって語り直された「シムルグ」の神話である。ここに紹

介された「一羽にして三十羽」という逆説的な鳥「シムルグ」の巣が「カーフ

山」にあるという『鳥の議会』の設定を、ルシュデイは『グリマス』において

借用したわけだが、彼の「複合自我」概念には神話的根拠があったことになる。

ただし、神話にあっては「神」の表象がルシュデイにあっては人間の表象にな

っている。「複合自我」とは「神」の座を脅かす概念でもあるのだ。その意味

で、冒．的と言えば、あまりに冒．的な概念なのである。

「不死の人」やシムルグの話に加え、世界が見える「水晶球」という、グリ

マスが重用した魔法の物体もまた、ボルヘスの短編「アレフ」（1945）に登場

する物体に似ている。「アレフ」とはヘブライ語の最初の文字の名であるとと

もに、ここでは魔法の物体の名前でもある。この短編はベアトリス・ビテルボ

という女が一九二九年に死に、その命日の四月三十日には必ず彼女の家に行く

という人物がいて、この男が語り手になっている。彼がボルヘスその人なのか

どうかは分からないが、「ボルヘス」（A＝TheAleph and OtherStodes，24）と

名乗っていることは事実である。彼がベアトリスの家で毎年会うカルロス・ア

ルヘンティノ・ダネリはベアトリスの弟で、ブエノスアイレス郊外の図書館で

目立たない仕事をしながら、全世界をくまなく韻文に書こうとしている。語り

手は毎年一度その韻文の一部を読み聞かされているのだが、ある年、ダネリか

ら命日以外の日に会いたいと要望される。ダネリの両親、つまりベアトリスの

親が住んでいたガライ街の古い家を大家が取り壊すと通告してきて、彼は大い

に腹を立てているというのである。その家の地下室に「アレフ」があって、そ

れなくしては彼は詩が書けないというのが理由だ。語り手はダネリから「アレ

フ」を見にいこうと誘われる。地下室に下りて、彼はダネリの指示通りに横た

わり、真っ暗闇の中で階段の段数を数える。ここで彼は当然ながら「アレフ」

を見ることになるのだが、その前に作家として直面している困難について語る

一節があり、そこには「シムルグ」への言及が見られるし、「メタフィクショ

ン」の見せ場でもあるので、ここに引用する。

私はいまこの物語の、言語に絶する核心部に到達している。そしてここ

から作家としての私の絶望が始まる。すべての言語は一組の象徴で、当

該言語話者の間での象徴使用は、共有された過去を前提としている。だ
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とするなら、無限のアレフをいかにして言葉に翻訳できるだろうか。混

乱を極める私の頑ではとても把握が難しい対象なのだ。同じ問題に直面

した場合、神秘家ならば神を象徴に頼る。あるペルシャ人は神を表徴す

るために、一羽ながらすべての烏である鳥について語る。・・・おそら

く神々は類似の暗喩の使用を私に認めてくださるだろうが、しかしその

場合の私の説明は、文学によって、つまりフィクションによって、汚染

されてしまう。（A，26）

フィクションがフィクション性を自己否定して、「物語の核心部」の信憑性

を高めようとするトリックがここに使われている。ナイーブな読者は語り手が

なんとか真実を語ろうと必死になっているように思うだろう。従って、この後

に続く次のような一節を「フィクション」でなく「現実」だと受け留めるに違

いないし、それこそがこのトリックの狙いなのである。

階段の右手奥に私はほとんど目が肱むほどに輝く小さな虹色の球体を見

た。最初それは回転していると思ったが、やがてこの動きは球体が撥ね

返す眩しい世界が創り出す幻影だと分かった。アレフの直径はおそらく

一インチにも満たないものだったが、すべての空間が実際に縮小されず

にそこにあった。一つ一つの事物（言わば、鏡の表面）が無限の事物で

あった。というのも、私は宇宙のあらゆる角度からそれをはっきりと見

たからである。（A，26－27）

ここにもまた「一つの事物が無限の事物」という逆説が含まれているが、と

もあれこの後に語り手が目にした事物が列挙される。溢れるほどの海、夜明け

と日暮れ、アメリカの群集、黒いピラミッドの真ん中の銀色の蜘蛛の巣、破壊

された迷宮（ロンドンのこと）、鏡を覗き込むように私を覗き込む際限のない

目、地上のすべての鏡などなど。

このようなものが見える「アレフ」の機能はグリマスの「水晶球」のそれと

同じである。しかし「アレフ」は人が見たいものを自在に見せてくれるわけで

はない。この違いはあっても、「アレフ」が「水晶球」のモデルになったであ

ろうという推測は、あながち間違いとも言えないだろう。

『グリマス』はルシュディが二十八歳の時の作品であるが、彼が二十歳のこ

ころに愛読していた文学作品リストにボルヘスの最初の短編集『フィクション
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ズ』の名が見られる12。もちろんその短編集には「不死の人」も「アレフ」も

入っていないが、一九八五年に行った稚誌のインタビューで、ルシュデイは影

響を受けた作家の一人としてボルヘスの名を挙げている13。従ってそれらの短

編や『空想的存在の書』も読んでいたと思われる。

4．ルシュデイと「メタフィクション」世代

ボルヘスを「メタフィクション」世代の作家と呼ぶとすれば、『グリマス』

が示しているのは、ルシュデイがその世代の樫桔から脱しきれないまま、作家

としてのスタートを切ったということである。この出発のしかたは彼と同世代

の作家たち、例えばマーティン・エイミスなどに共有されている。しかしなが

ら、エイミスが「メタフィクション」世代からあまり離れられずに一九八○年

代を送るのに対し、ルシュディは「魔術的リアリズム」という、ガブリエル・

ガルシア＝マルケスなどが開発した新たな革袋に、ポストコロニアリズムのハ

イブリッドな「複合自我」表象を盛り込むことで、閉塞的と言われる「メタフ

ィクション」世代の樫桔を断ち、少なくとも社会に問題を投げかけることに成

功するのである。彼の『真夜中の子供たち』『恥辱』『悪魔の詩』はそういう作

品である。

パトリシア・ウオーが『メタフィクションー自己意識的フィクションの理論

と実際』において言う「メタフィクション」とは「フィクションと現実の関係

に疑問を提示するために、人工品としてのフィクションの状態に対して自己意

識的、かつ組織的に関心を向けるフィクション・ライティング」（Waugh，2）

だと定義されている。

『グリマス』が示すように、ルシュディも「フィクション・ライティング」

について十分に「自己意識的」であり、その意味で「メタフィクション」の影

響を最初は十分に受けていた。われわれはここで『グリマス』における「フィ

クション・ライティング」への言及を想起することができる。例えば、「物語

は人生のようにあるべきで、端がほつれ、辻棲が合わず、グランド・デザイン

よりも偶然の出来事と重なるような人生の物語がいい」（G，141）というエルフ

リーダの「物語」論。その理由は「人生の大半は意味がありませんもの」（G，141）

というニヒリズム、おそらくは「不死」が生んだニヒリズムにある。それはま

12Rushdie（1991），276．

1コCundy（1996），5参照。
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た人生が不条理であることの別な表現でもあり、従って「あらゆる一つ一つの

要素に意味があるような物語を語るなんて、絶対に人生の歪曲に違いありませ

ん」（G，141）という、おそらくは十九世紀小説を念頭に置いた、約束事に基づ

く（コンヴェンショナルな）物語への批判が根拠を持つ。

すでに触れたように『グリマス』は「不条理フィクション」に分類される。P

・ニコリスによれば、「不条理」という言葉はアルベール・カミュ（1913－60）

によって意味を与えられ、「不条理フィクション」というジャンルを生んだ。

それは「人間が理解不能なシステムに翻弄されている世界」（Nicholis，15）とい

う設定を持ち、「合理的一貫性、フェアプレイ、正義を、神であれ人間であれ、

だれかに期待しても、しばしば失望に終わる」（Nicholis，15）世界でもある。そ

の世界は「現実にこの地上に存在しないという意味で非現実的」（Nicholis，15）

なのだが、「それが暗喩となるような精神状態はしばしばきわめて現実的」

（Nicholis，15）だと指摘される。

『グリマス』も、不死、超能力、自我融合などの非現実的世界を描きながら

も、「複合自我」の「暗喰」として、あるいは「表象」として、現実的な意味

を持っていることは、われわれがすでに見てきた通りである。ルシュディはこ

のような作品を書く際に、「不条理フィクション」の大家ボルヘスの影響下に

あったことも明らかとなった。

パトリシア・ウオーはルシュディに言及していないけれども、『グリマス』

が彼女の言う「メタフィクション」に相当することは明白であり、彼女が中心

的に取り上げた、ボルヘスを含む「メタフィクション」世代の作家たちの刺激

なくしてはルシュデイの文学はありえなかったと言っても過言ではない。

パトリシア・ウオーの扱う「メタフィクション」作家は、ルシュディよりも

一世代前の作家たちであり、ベトナム戦争と学園紛争の時期を生きていて、し

かも、ジョン・バースやジョン・ファウルズを見るかぎりにおいて、ポストコ

ロニアリズムにはあまり関心を寄せていない。彼らの関心はもっばら独我論的

「自我」とそれを映す歪んだ鏡あるいは手法のための手法である。当時、パル

ミジャニーノの絵画作品『凸面鏡の自画像』に象徴されるマニエリスムあるい

はバロックの再評価が盛んに行われたことも、「メタフィクション」流行と関

係があった（バロックとマニエリスムの差異はきわめて微妙なので、ここでは

両者を類概念として扱いたい）。高度に発達したルネサンスの絵画手法の後で、

手法（マニエラ）そのものを目的化したのがマニエリスムあるいはバロックで
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あったが14、伝統的小説作法を自己意識化する「メタフィクション」は、それを

「枯渇の文学」と呼んだジョン・バースによれば、「バロック」と大いに関係

がある。

ジョン・バースのエッセイ「枯渇の文学」The Literature ofExhaustionは一

九六七年に善かれた。すでに『酔いどれ草の仲買人』を含めた自身の実験的作

品を発表し終えていて、いわば自己弁護と、バケットやナボコフとりわけボル

ヘスの称揚のために書いたのである。このエッセイはマルカム・ブラッドベリ

一編『今日の小説』（1977）に取り入れられ、さらにバース自身のエッセイ集
『金曜の本』（1984）にも、それが善かれた頃の回想を添えて収められ、「メ

タフィクション」世代の「宣言」的役割を果たした。「枯渇」しているのは作

家たちのオリジナルなテーマで、すべて善かれてしまったために、もはや彼ら

が書くべきことはなにもないということを意味する。このことを知り、なおか

つ、予感される新たなテーマを書くにはどうすべきか。その指針を与えてくれ

るのが、さきほど挙げた三人の作家たち、とりわけボルヘスというわけである。

ボルヘスについてバースが取り上げるのは、短編小説「ドン・キホーテの作

者ピエール・メナール」である。

この短編を読んでみると、作者とおばしい「私」が、しばらく前に亡くなっ

た友人にして詩人・小説家ピエール・メナールの業績について語っているだけ

の、およそ物語性のない書きものであることがわかる。「私」もその書きもの

を「覚え書き」（ノート）と呼ぶ。メナールの十九の業績は一覧表にして示さ

れるが、その中に含まれない小説作品を「私」はことのほか高く評価する。そ

れは『ドン・キホーテ』の前編第九章と第三十八草、それに第二十二幸の断片

から成り立っている。しかしこの「作品」たるや、セルバンテスの言葉の逐語

的再現なのである。

この奇抜な発想の背後には、われわれがすでに考察したように、「不死」の

視点から見た時間や個人の概念変容がある。「不死」の世界にあっては、「死」

を前提とした個人の限られた経験や個性などは消滅し、個人が万人となるので、

ピエール・メナールが『ドン・キホーテ』を書いてもおかしくないのである。

しかし、それはもちろん形而上的可能性にすぎず、「ドン・キホーテの作者ピ

エール・メナール」に込められたテーマは、「オリジナルな文学作品を書くこ

との困難さと、おそらくは不必要性」（B∬th，69）だとジョン・バースは指摘す

14大熊柴（1984）参照。
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る。加えて彼は「あらゆる人間は自分自身であるだけではない・・

り返し生を与えられる」eVery manis not only himself…men are

again（B打th，74）というサー・トマス・ブラウンの言葉を引用し、

紀の文学者はボルヘスの「先駆者」（Barth，74）だとも言っている。

・人間は繰
1ived over

この十七世

サー・トマ

ス・ブラウンの言葉は「輪廻転生」への言及と考えられ、必ずしも「不死」の

観念を指してはいないが、ジョン・バースの見解ではそれが「オリジナリティ」

と対崎していると見なされている。

バースはベケットやナボコフにも言及するけれども、エッセイのほとんどは

ボルヘスに捧げられ、彼を経由して「オリジナルな文学作品を書くこと」への

懐疑が繰り返し表明される。「枯渇の文学」という表現そのものもボルヘスに

よるバロックの定義に由来している。バロックとは「故意に様式の可能性を枯

渇させ（あるいは枯渇させようとし）、それ自身の戯画と境を接する様式」

（Bath，73）だとする定義である。このことが示唆しているのは「知的、文学的

歴史はバロックであり、新奇さの可能性をかなり深刻に枯渇させてきたという

見方」（B打th，74）だとバースは指摘する。

サー・トマス・ブラウン、ボルヘス、バースの三人を結んでいるのは、要す

るにボルヘスの言う「バロック」の概念だということにる。「それ自身の戯画」

という点がとりわけ重要である。小説がそれ自身を「戯画化」するところに「メ

タフィクション」の最大の特徴があるからだ。あるいはジェラルド・グラフの

言葉を借りれば、「メタフィクション」は「文学批判の文学」1iterature against

itseげだとも言える15。この場合、ドナルド・バーセルミがヘンリー・ジェイム

ズを批判して『スノーホワイト』を書いたとされるように（Graぽ，53）、批判

される文学は一世代前の文学である。ルシュデイも「メタフィクション」世代を

批判的に乗り越えることで『真夜中の子供たち』を書く。そこに生じたのは「メ

タフィクション」から「魔術的リアリズム」への変容であり、同時に「自我」

認識の変容でもある。

ジェラルド・グラフは二十世紀に入ってからの「自我」認識の変容について

次のように書いている。

自我（あるいは共同体）はなにか客観的に＜高尚で＞＜価値ある＞目的

に捧げられるものだととか、その活動を＜現実＞に順応させているなど

15Gra打（1979）参照。
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と語るのはばかげている。自我は事前に確立されている決定要因から解

放されているが、しかしこの解放は中身がない。というのも、自由に浮

遊する自我構成要素はなにか現実的なものとの関係を見出せないからで

ある。この寛大な自我観は、いまやわれわれ自身が現代都市生活の数多

くの困難さに対する一種の埋め合わせだと認めているように思えるのだ

が、個人はそれによって義務から解放されると同時に、追及の必要がな

くなった＜自己実現＞について、なんら考える手立てを持たないまま途

方にくれているのである。（Gr蝿18）

グラフが指摘しているのは、まず「客観的に＜高尚で＞＜価値ある＞目的」

の消失である。十九世紀的「統合自我」にとって不可欠であったそのような「目

的」は価値の多様化の中で消えたということである。グラフはまた「事前に確

立されている決定要因」や「自由に浮遊する自我構成要素」という表現からし

て、「自我」はなにかで構成されるものという認識を前提に語っている。ただ

し「だれが」それを構成するのかについては触れていない。グリーンブラツト

によれば16、「私」による「自我形成」という考え方はルネサンスのころから

現れてきたとされる。「私」とはなにかという問題が表面化し、例えばG・H

・ミードのように「自我は社会的にできている」という見方が出てくるのは二

十世紀に入ってからである。独我論がしだいに影をひそめ、「社会的自我」論

が優勢になった段階での「自我」のありさまについて、グラフは語っていると

考えられる。つまり彼が明らかにしているのは「メタフィクション」世代の「自

我」認識である。ここには「自我形成」をめぐる戸惑いが暗示されているもの

の、「複合自我」への見通しは窺えない。「自己実現」について蓮巡を重ねたの

が「メタフィクション」世代であるとすれば、悪魔主義にも通じる危険を承知で

「複合自我」を認知し、それによって先行世代の邁巡を断ち切った作家がサル

マン・ルシュデイなのである。
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