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『ムーア人最後のため息』再考 
 

 

平 野 ゆかり 
 

 

〔一〕始めに 

 

1915 年から 70 年代終わりまでの生々しいインド現代史を縦糸に、ラシュディは

『真夜中の子供たち』を織りあげた。1981 年 9 月に出版されたこの物語は国際的評

価を得て、同年ブッカー賞を受賞、1993 年にはブッカー・オヴ・ブッカーズをも受

賞した。 

華やかに作家デビューを果たしたが、1988 年 9 月に出版された『悪魔の詩』が、

政治絡みの国際的事件へと発展し、ラシュディはロンドン警視庁に保護を依頼する

身となる。 

事件から 10 年経った 1999 年 2 月 11 付朝日新聞によって以下の推移が分かる。 

・89 年 2 月バレンタインデーにホメイニ氏がルシュディ氏（インド原音に近い表記

を新聞はとっている）に「死刑宣告」 

・3 月イランは英国と断交 

・6 月ホメイニ氏死去 

・91 年 7 月日本の翻訳者刺殺される 

・98 年開放・自由化路線をとるハタミ大統領となり、英国両外相が、大使級外交の

復活で合意 

 

9 月 25 日、イランはラシュディの生命に危害を加えないことを約束する声明を発表

した。しかし、ファトワを発したホメイニ氏はすでに亡く、ファトワが正式に解除

されたことにはならない。10月、イランの保守強硬派学生組織が新たに賞金をラシュ

ディに懸ける。インド政府が彼に入国ビザ発給を決めたことに対し、イランでは、

ラシュディ糾弾の社説複数が掲げられた。なお、2000 年の新聞報道によると、ラシュ
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ディはいったんはアメリカ移住を決意したらしい。 

 89 年 2 月以来暗殺の恐怖に怯えながら長編『ムーア人最後のため息』は書き続け

られ、1995 年に出版された。本論の目的は、ラシュディの受けた影響とテキストの

関係を探ること、『真夜中の子供たち』以降『ムーア人最後のため息』脱稿までのイ

ンド史を追うことにある。 

 

〔二〕歴史小説 

 

 事件からほどなくして「クリストファー・コロンブスとスペイン女王イサベル、

画龍点睛を施す――サンタ・フェ 1492 年」が、1991 年 6 月にニューヨーカーに掲

載される。（短編集に収められて『東と西』は 1994 年に出版される。以後「コロン

ブス」と表す。） 

 女王に冷遇され、彼女の元を去るコロンブスと、さんざん焦らした後、彼に航海

の許可を与える女王との心理的二者の緊張関係が、彼の独白と夢を通して語られる。 

 イサベルは「ムーア人を要塞から追い出した。」「城はつぎつぎと彼女の足元に落

ちる。」「ユダヤ人は追放された。ムーア人は最後の投降を準備する。」「アルハンブ

ラの門の前にアラブ・スペインのすべての世紀のなかで最後のスルタン、不運王ボ

アブディルがいる。見よ、いまこの瞬間に、彼は要塞の鍵を女王に引き渡している。」

「ユダヤ人たちが長い縦隊を組んでコロンブスを追いこしてゆく。」カディスの港に

は、彼ら亡命者の船が待っている。コロンブスにとって「旧世界はあまりに古く、

新世界はいまだ見いだされぬ土地だ。」 

 コロンブスに女王の伝令がやってくる。「航海」のことで女王がサンタ・フェで彼

を待っているのだ。彼はすんでのところで「いやだ」と答えそうになるが、「よかろ

う」と答える｡(1) 

 映画のシーンを見るようなビジュアルな描写だ。アルハンブラを追われるムーア

人のスルタン、カディス港から国を出てゆくユダヤ人。東と西の混在し融合した雑

種文化はこの時をもって一掃される。逃げるコロンブスと追う女王の心理的駆け引

き、ついに新世界への航海の資金が与えられる。西洋による植民地化はこの時をもっ

て始まる。 

 ラシュディにとっての決定的に重要な二つの歴史認識、雑種文化の喪失と植民地

支配の始まりは、時をおかずに書かれた『ムーア人最後のため息』（以後『ムーア』
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と表す）に完全に引き継がれてゆく。 

 コロンブス以来西洋の植民地支配は力を増し、1498 年、ヴァスコ・ダ・ガマはイ

ンド航路を発見し、1510 年ポルトガルがゴアを征服する。ムーアと渾名される主人

公＝モラエスの母方は、祖先にガマ家をもつ。モラエスには西側の血も流れている

のだ。モラエスの父には、雑種文化の地を追われたスルタン、ボアブディルの血と、

同地を追われたユダヤ人女性の血が混ざっている。 

 短編「コロンブス」の重要な歴史の因果は巡り巡って歴史の混血児モラエスを生

みだしたのである。 

 ｢コロンブス｣を受け、『ムーア』はレコンキスタ、大航海時代の「歴史小説」とし

て展開してゆく。B.C.87 年、ネブガドネザル軍を逃れてブラック・ジューがエルサ

レムからインドにやってきた。A.D.72 年ローマ軍の迫害を逃れてホワイト・ジュー

がパレスチナからインドにやってきた。A.D.490 年から 518 年にかけて、ユダヤ人

がバビロンやペルシャからコーチンにやってきた。…などストーリー展開に直接関

係のない悠久の歴史の語りにわれわれはしばし身を委ねるのだ。 

 

〔三〕推理小説 

 

 辞書の定義では、パリンプセストとは、書いてあった文字を消してその上に字を

記した羊皮紙のこと。だが現在は、＜パリンプセスト＞はポスト・コロニアル研究

に欠かせない批評用語となっている。 

 1998 年出版された『ポスト・コロニアル研究の重要概念』は＜パリンプセスト＞

を手際よく説明している。 

 

The concept of the palimpsest is a useful way of understanding the developing 

complexity of a culture, as previous ‘inscriptions’ are erased and overwritten, yet 

remain as traces within present consciousness.  This confirms the dynamic, 

contestatory and dialogic nature of linguistic, geographic and cultural space as it 

emerges in post-colonial experience. (2) 

 

 以下二つの引用はウィルソン・ハリス、ポール・カーターの＜パリンプセスト＞

の使い方である。 
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 Guyanese novelist and critic, and erstwhile Government surveyor and 

mapmaker, Wilson Harris also makes frequent use of the idea of a palimpsest in his 

critical writing, relating it both to the Iayers of material that build up on the floor of 

a tropical rainforest and, more frequently, to the metaphor of a fossil bed.  He 

regards the process of ‘fossilization,’ not as a metaphor for dead forms but as a 

sign of the continuation of the forms of the past in the living present.  No single 

feature of past or present can be singled out as an origin, since all are related to an 

endless and multiple set of processes, an ‘infinite rehearsal’ that never ends and in 

which ‘history’ is located as a transient structure. (3) 

 

 An important use of the concept of the palimpsest has been made by Paul Carter 

in The Road to Botany Bay (1987a) in which he demonstrates how ‘empty’ 

uncolonized space becomes place through the process of textuality.  Mapping, 

naming, fictional and non-fictional narratives create multiple and sometimes 

conflicting accretions which become the dense text that constitutes place.  In 

short, empty space becomes place through language, in the process of being 

written and named.  Place itself, in the experience of the post-colonoal subject, is 

a palimpsest of a process in language: the naming by which imperial discourse 

brings the colorized space ‘into being’, (4) 

 

 ハリスは 1983 年、カーターは 87 年に＜パリンプセスト＞を用い、80 年代、ポス

ト・コロニアルの概念を示す語として普及していった。ラシュディはいち早く、『恥』

（1983 年出版）でこの語を用い、再び『ムーア』では＜パリンプセスト＞を物語の

キーワードとした。 

 ところが、この語、文学の用語として既に使われていた、文学理論研究家ジェラー

ル・ジュネットの『パランプセスト』は 1982 年に出版されている。「テクスト的関

係の次元における対象の二重性はパランプセストの古いイメージによって表すこと

ができる――つまり、同じ羊皮紙で、あるテクストが別のテクストの上に重なって

いるのだが、といってそれは下のテクストを完全に隠すには至っておらず、下のテ

クストは透けてみえている」(5) とジュネットはいう。 
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 訳者和泉涼一氏は次のように補足の解説をしてくれる。「この語、自らの芸術をあ

らわすキーワードの一つとしてプルーストが控え目に、そしてボードレールが積極

的に用いたこの語が、批評用語として全面的な市民権を得るようになったのは本書

がきっかけであったろう」と｡(6) 

 文学理論からポスト・コロニアル研究の批評用語へと普及した＜パリンプセス

ト＞を、ラシュディは『ムーア』において、二枚の絵画に、歴史に用いている。 

 ｢ムーア人最後のため息｣と名付けられた同名の二枚の絵画は上塗りされている。

生前モラエスの母オローラが描いた絵の下には、母の殺人者が予告されているのだ

が、殺人者＝父の姿は、上塗りをはがすことで現われてくる。ヴァスコが描いたも

う一枚の絵の下には、彼のオローラへの愛の告白が隠されていて、やはり上塗りを

はがすことで現われてくる。絵画の＜パリンプセスト＞は推理小説のテクニックと

して効を奏したのだ。 

 物語は大河歴史小説として始まりつつも、同時に冒頭から終わりまで推理小説で

もあり、歴史と推理のフォルムは車の両輪となっている。 

 物語の冒頭、ヴァスコの狂気の館から逃げだしたモラエスは、書き上った一族の

物語の原稿を手にしている。その謎を追うには最後まで読まなくてはいけないよう

に、巧妙に仕組まれた推理小説として始まるのだ。 

 すると、ヴァスコによるモラエスの軟禁は、彼がモラエスの母オローラに拒絶さ

れた報復であることが判明する。だが、ヴァスコの日本人女性アオイ・ウエ（葵の

上を想起させる）の軟禁と死への道づれは、彼の狂気というほかには説明がつかな

い。 

 ラシュディ研究者大熊栄氏は、「日本人女性アオイ・ウエの殺害には、日本人翻訳

者暗殺事件が重ね合わされていると考えられる」(7) と指摘する。97 年の事件に動揺

したラシュディが日本人を登場させた動機は一応理解できる。この論を押しすすめ

ようとする時、ラシュディの歴史に使った＜パリンプセスト＞の概念が重要な鍵と

なる。モラエスは父や母から「パリンプスタインへ行け」と幾度も促され、飛行機

のオープンチケットまで買い与えられる。＜パリンプスタイン＞とは1492年カトリッ

ク王にパリンプセストされたイスラム・スペインのことであり、ヴァスコはモラエ

スよりも先にそこへ回帰したのである。アンダルシアの館、リトル・アルハンブラ

で、そこに飛びこんできたアオイを結果的には殺害するのであるから、ヴァスコに

イスラム教徒、アオイに日本人翻訳者を透かし読みすることはできる。以下の引用
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はアオイの言葉である。 

 

He (Vasco) may choose to die, like one of those cultist leaders one hears about 

more and more these days, and in all probability he will want to take us all along 

with him. (8) 

 

「カルトのリーダー」のように人を道づれに死んでゆくヴァスコに危険な原理主

義者を重ね合わすことができる。しかし、あくまでもヴァスコはポルトガル系イン

ド人、キリスト教徒であるので、物語と現実に完全なアナロジーは成立しないのだ

が。 

 1991 年出版の「コロンブス」を引き継いだ 1492 年の歴史認識が『ムーア』の歴

史小説のフォルムを決め、80 年代広まった批評用語＜パリンプセスト＞を歴史と絵

画のトリックに用いたことが推理小説のフォルムを決めた。 

 その他、モラエスの女性関係は恋愛小説であり、ヴァスコを探すスペイン編はス

カトロジー小説、カフカのパロディー小説でもあり、定義を嫌って身をかわすまさ

にポスト・モダン小説である。 

 付け加えるならば、随所に散りばめられているソニーのウォークマン、スズキの

バイク、日本式経営法、広島の原爆投下、マダム・バタフライ、ピンカートン等の

言葉から、ラシュディの日本に対する関心がうかがわれる。 

 

〔四〕ナイポール 

 

『真夜中の子供たち』には、70 年代終わりまでの歴史が記された。1977 年インド

の選挙ではインデラもサンジャイも落選。30 年間続いた政権に終止符が打たれる。

後、短期間ではあったが連立政権成立。80 年、インデラ、サンジャイの返り咲き。

84 年、アムリッツァルのシク教本山、黄金寺院事件。暴動の鎮圧に軍隊を出したこ

とで、シク教の恨みをかいインデラ・ガンジーは暗殺される。作中、モラエスの母

は彼女の死に涙する。次男サンジャイも飛行機事故死する。91 年ラジーブが暗殺さ

れる。80 年代から 90 年代始めボンベイのイスラム教徒とヒンドゥー教徒の抗争が

激化する。シヴ・セーナーの台頭がボンベイをサフラン色に、ヒンドゥー色に染め

てゆく。このようなインド現代史は『ムーア』の中にすべて織り込まれている。 



『ムーア人最後のため息』再考 

 - 73 - 

 かってアヨーディアには『ラーマーヤナ』の主人公ラーマを祭るヒンドゥー寺院

があったがムスリムの侵入により破壊された。そこにイスラム寺院が建てられたと

いわれている。真偽のほどは別として、過激なヒンドゥー教リーダーに扇られた教

徒たちはそのイスラム寺院を破壊した。1992 年 12 月のことである。全国に両教徒

の抗争は広がり、ボンベイでは連続爆破事件がおきた。 

『ムーア』では、骨太の社会派としてラシュディは、この都のイスラム教徒、ヒ

ンドゥー教徒の長く激しい抗争の歴史を書き留める。無論、その中にアヨーディア

の事件も含まれている。 

 

アヨーディアのモスクは破壊された。…Ｖ・ナイポール氏が肯定的にいう民

衆の「歴史への覚醒」による激しい力によって｡(9) 

 

 全く突然にＶ・ナイポールの名が出てきた。ラシュディのいつもの癖で、この名

に深い意味は無いものと、読み過ごしそうになる。ところがそうではないのだ。89

年 2 月ラシュディの潜伏生活は始まったばかりだ。88 年 12 月から 90 年 2 月にかけ

てナイポールはインド取材の旅をして、1990 年、India: A Million Mutinies Now が出

版される。ラシュディはこの本を確実に読んでいる。ナイポールが肯定的にいう民

の「歴史への覚醒」はラシュディにはあまりにもオプティミスティックな発言に聞

こえたのであろう。ラシュディは意識的にナイポールの名を掲げたのである。以下

このことを論じよう。 

 1880年代にインドからトリニダドに移民としてやってきたナイポールの祖先たち

は、宗教やカーストの違いをのりこえて、ひとつのインド人コミュニティとして団

結していた。 

 1962 年、ナイポールが初めてインドに滞在したとき、人々がカーストや宗教にと

らわれているのを見てショックを受けた。人々の様々なアイデンティティは、彼に

は不安定要素に見えたのである。彼らは、ナイポールの祖先たちがひとつのインド

として団結していたのとはあまりにも違っていたのだ。 

 ところが、88 年から 90 年にかけての、二回目の旅で、ナイポールの見方は変わ

る。ボンベイから旅は始まる。空港からのタクシーでアンベドカル博士、賤民カー

ストの指導者を祭る行事に参加したダリット（ハリジャン）の行列を見て大いに驚

く。ナイポールは、インドが経済的発展を遂げたことで、「長く埋もれていた多くの
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特殊性」が頭をもたげ、生活の表層に踊り出てきたことを知る。インドに着くやい

なやダリットたちの「政治意識の目覚め」「新しいアイデンティティの解放」(10) に

目をみはるのである。 

 ラシュディが意識的に皮肉まじりで書きこんだ、「ナイポール氏が肯定的にいう民

の歴史への覚醒」とは以下に掲げる箇所のことである。 

 

歴史に覚醒することは、本能的な生き方をやめることであった。それは外の

世界から自らに向けられた視線で、自分自身と自らの集団を見はじめることで

あり、ある種の怒りを知ることであった。インドはいまやこうした怒りで満ち

ていた。覚醒は偏在していた。」(11) 

 

 1 年をかけた取材の旅を終えようとする時、ナイポールは正確に現状を認識して

いる。90 年間のイギリス支配を経て、独立を果たした今、「インドにもたらされた

精神の解放は、救済のみをもたらしたわけではなかった。悲惨や残酷が重層的に存

在するインドでは、騒動をも生んだのである。それは必然的に怒りや反乱となって

生じた。今やインドは百万の小さな反乱が起きている国なのである」(12) という。 

 しかしすぐに、インドには「中心的な意思、中心的知性、国家的な理念」があり、

「独立を勝ちとったインド連邦は強化された」と続ける。皮肉ではあっても、反乱は

人々の「新たな門出であり、インドの発展」(13) につながると彼は考える。つまり、

ナイポールは旅の始めも終わりも、民の「歴史への覚醒」に対して肯定的なのであ

る。 

 インド独立時にはインドに留まることを選んでいたラシュディ一家ではあったが、

1964 年、インドのムスリムに加えられる経済制裁を逃れるため、一家は母方の親族

を頼ってカラチに移住する。パキスタンのムシャラフ現大統領も、早々にパキスタ

ンに移住したインド、デリー生まれのイスラム教徒である。彼らは皆、ヒンドゥー

教徒とイスラム教徒の宗教対立を、反英機運を分断するため独立前にイギリスが行っ

た分割統治によって、扇られた犠牲者である。1965 年ラグビー校を卒業し、カラチ

の両親の元に戻ってみると、第二次印パ戦争がおこってラシュディは深く傷つく。 

 宗教至上主義に懐疑を抱くラシュディは、両親のカラチを選ばず、イギリスを選

んだ。ケンブリッジ大学で学び、そのままイギリスで職を得た。 

『想像の祖国』（1991 年出版）の評論集で、ラシュディは次のように語る。 
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To be an Indian of my generation was also to be convinced of the vital 

importance of Jawaharlal Nehru’s vision of a secular India.  Secularism, for India, 

is not simply a point of view; it is a question of survival.  If what Indians call 

‘communalism’, sectarian religious politics, were to be allowed to take control of 

the polity, the results would be too horrifying to imagine.  Many Indians fear that 

that moment may now be very near.  I have fought against communal politics all 

my adult life.(14) 

 

 同じ時期のインドに、ナイポールは「新たな門出」「インドの発展」をみるが、ラ

シュディはセキュラリズムの消滅とコミュナリズムの台頭をみる。二人の見解は明

と暗に分かれる。宗教至上主義を避けたはずのラシュデーが運命の皮肉で＜ファト

ワ＞を受け、それでも『ムーア』を書き続ける。作中の主人公の家族もアオイも次々

と非業の最後を遂げ、モラエスも墓場に佇み悲劇の幕は閉じる。 

 

〔五〕ボンベイ 

 

『南アジア現代史と国民統合』によると、ボンベイ市議会選挙でヒンドゥー・コ

ミュナリズムの組織シヴ・セーナーが 44 パーセントの議席を獲得し、市長の座を掌

握した。タークレー（ラマン・フィールディングのモデルとされているシヴ・セー

ナーのリーダー）は今までの英語風の「ボンベイ」という名称を廃止して、マラー

ティー語（マハーラーシュトラ人の母語）本来の「ムンバイ」に改めたいと願った。

1985 年 4 月のことである。(15) 

タークレーは、マラーティー語を母語とするマハーラーシュトラ人の住むマハー

ラーシュトラ州を理想とする。この人物の実在することを知って始めて、『ムーア』

のフィールディンがいう次の一言の重みが伝わってくるのだ。フィールディングは

モラエスにむかって「お前はマラーティー語を話せないんだろう」とつめよってく

るのだ。フィールディングは実在のタークレーと重ね合わされていて、「汚いアング

ロスタイルのボンベイ」を嫌い、マラーティー語の「美しき神の名ムンバイ」に憧

れている。 

ナイポールの滞在したホテルの近くには、ジョージ五世のインド訪問の際に建て
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られた記念碑、インド門があった。「この記念碑の両側にごく小さな標識があり、そ

の上に、白地に黒色のデバナーガリー文字で市の名称が“ボンベイ”ではなく“ム

ンバ”と書かれていた」(16) とナイポールはいう。この標識はいわゆる正式な都市

名変更を意味するものではない。しかしこの標識は 1991 年、ナイポールのインド紀

行本の出版前までには建てられていたことになる。ラシュディが 89 年、潜伏生活を

始める前に、この標識はあったのだろうか。彼は既に見たのであろうか。85 年のター

クレーの夢は 11 年後に実現される。96 年をもってボンベイは正式にムンバイに変

わったのだ。1995 年出版の『ムーア』には、この日がやってくることを覚悟して、

ラシュディのボンベイへのオマージュが響く。 

 

O Bombay!  Prima in Indis!  Gateway to India!  Star of the East with her 

face to the West!  Like Granada-al-Charnatah of Arabs ― you were the groly of 

your time.  But a darker time came upon you … (17) 

 

 ラシュディが小学校時代までを過ごし、タークレーが勢力を延ばし、ナイポール

が民の「歴史への覚醒」をみた旧ボンベイは急激に変化していった。だが、「歴史の

壁にはりついたとかげ」「情報をあつめるかささぎ」が記した激動の現代史は、『ムー

ア』が読まれる毎に甦るのである。 
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