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【論文】

ドストエフスキイにおける子ども－『未成年』をめぐってl）

秦野一宏

1．

ドストエフスキイの子どもへの関心は深い。『カラマーゾフの兄弟』の執

筆を始める前、彼は、子どもたちについて自分が観察したことを教えてく

れるよう、ある教育者に依頼の手紙を送っているが、その中で自分のこと

をこう紹介している。－「わたしは子どもを研究していますし、これまで

もずっと研究してきました。子どもがとても好きですし、わたし自身にも

子どもがいます2）」。『未成年』が公表されたのは1875年だが、ドストエ

フスキイは1874年には「少年囚監獄」を参観し、その2年後には「感化

院」を訪問している。『作家の日記』では、外国におけるロシア人の子弟教

育に警鐘を鳴らし、路上で袖乞いをする子どもを取り上げては、その痛ま

しい運命に思いをはせる。7歳の娘を父親が鞭で折粧した事件（「クロネベ

ルグ事件」）や、夫婦で3人の子どもを虐待した事件（「ジュンコフスキイ

事件」）など、子どもが関わる裁判の記事を読むと、心がうずいて黙ってい

られない。どの問題においても言えることは、ドストエフスキイが大人た

ちの子どもへの無理解を糾弾し、子どもの側、子どもの視点に立って考え

ているということだ。世界を、子どもを通して考える、その＜子ども中心

主義＞とも言える見方はすでに『白痴』（1868）においても示されていた。

スイスの村でのムイシュキンと子どもたちの交流を描いた個所を読んだだ

けでも、ドストエフスキイにとって子どもがいかに大切な存在であったか

がわかるというものだ。

そして『未成年』。『未成年』の創作ノートには、「マカールと子ども

M弧apI∴月eTH」というメモ書きと並べて、子どもというもののシンボリ

ックな意味、根源的な意味を問いかけるこんな言葉が記されている。すな
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わち、「子どもとはいったい何かごり」。

『未成年』もドストェフスキイの子ども研究の大きな流れの中の一つで

あるが、彼の他の子ども研究と比較して決定的に違う点がある。つまりこ

こでドストエフスキイは、子どもを、たとえばムイシュキンのような子ど

もの視点に立つ大人との交流を通して描き出すのではなく、子ども自身の

言葉を通して、子ども自身の内側から捉えようとしているのである。創作

ノートを見ると、一人称で書くか、三人称で書くか、ドストエフスキイは

ずいぶん悩んだようだが、結局はチビも（未成年）を主人公とする一人称

で書くことに決めた。

アルカージイには、さまざまな事件が次々と突風のごとく襲いかかる。

すると彼の「考え」はそのたびごとに、枯葉のように舞い狂う（「わたしの

すべては他人の考えからできていたのだ。とすれば、彼らが自主的な解決

を要求してきた時には、自分の考えをどこからとってきたらよかったの

だ？4）」（241））。彼は自身を導いてくれる「指導者」を欲していた。父ヴ

ェルシーロフは息子アルカージイについてずばりと言い切る。・彼は「まだ

未成年で、ほとんど少年であり、知的にも肉体的にも発達していないのだ」

と（258）。たしかに彼は「知的にも」発達していない。混沌としている。

しかし、これはアルカージイの一面にすぎない。未熟さと純真さは同じコ

インの裏と表である。「知的に」発達していないからこそ、賢明な大人たち

がもはや感じることのできなくなったものを強く感じることができ、いま

だ混沌としていて出来あがっていないという不安な意識があるからこそ、

何でも吸収し、学びたいという意欲が生まれる。がむしゃらに闘おうとす

る溢れんばかりの生命力、少しでもよりよくなりたい、正直でありたいと

いう素朴な願いも、少年ならではのものだろう。こうした＜少年らしさ＞

がアルカージイを変える原動力となるのだ。アルカージイは「今」動きつ

っある。ドストエフスキイはその＜移り流れゆくもの＞を生のかたちで、

まさに今、移り流れゆく現場で捉えようとしたのである。

ドストエフスキイは当初、この小説の題名の候補として『無秩序』を考

えていた。それはもちろん、当時のロシア社会が無秩序であったことを含

意するのであろうけれど、ドストエフスキイは無秩序な社会を直接弾劾す
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ることはしない。彼は、社会の無秩序と未成年たち自身の内なる無秩序と

の繋がりを指摘する。未成年たちの無秩序の直接の原因はまず、家庭に求

められる。ドストエフスキイは『作家の日記』で、アルカージイたちが育

った家庭を「偶然の家庭」と呼び、こう書き記している。「現代ロシアの家

庭の偶然性は、私に言わせれば、現代の父親たちが共通の理念をすべて喪

失している点にある5）」。ドストエフスキイはここで個々の家庭を批判して

いるわけではない。自身の家庭で伝えられるものが間違っていても、それ

はかまわない。「美しい完成された形」や「秩序」、「伝統」が自身の家庭環

境の中になくともいい。のちにそれにそむくか、訂正すればいいのだから。

ドストエフスキイに言わせれば、問題は、子どもたちが間違いを訂正しよ

うにも訂正できないこと、訂正に必要な参照すべき「共通の理念」、「偉大

な思想」を社会がもはや提供できなくなってしまっていることにある。

アルカージイは6JIaIT）06pa3Heという言葉をよく使う。06pa3（像）に

6JTaI℃一（善い）という前綴りを付けたこの「善美」という言葉は、まさに、

範となるべき美しい像そのものを示す。しかし何が美しいのか、そこが共

通でないかぎりは、人々はそれぞれが、これが善美だと勝手に考えざるを

えない。だから、なんの良心の痛みもなく殺人を行うピョートル・ヴェル

ホーヴェンスキイ（『悪霊』）のような者が、自分だって「善美」を目指

して行動しているのだと主張する、そんな奇天烈な事態も起こりうるので

ある。アルカージイもまた、よりよくなりたいと「善美」を目指していた

のだけれど、肝心の「善美」が何なのかあいまいなままであった（「これ

までの生涯ずっと〔この『善美』という言葉に〕苦しんできたのです」（305））。

指導者のいない中、彼は独力で「善美」を模索せざるを得なかった。とい

うことはつまり、彼には、ピョートルのような確信的犯罪者になる可能性

もあったということである。

大まかに言えば、『未成年』は、人生の道へ踏み出したばかりのアルカ

ージイの精神的冒険澤である。『未成年』という小説は、雑然としている、

ばらばらの印象を残すとよく言われる6）が、それは「善美」の意味を求め

て揺れ、視点が固定しないく子ども＞が書いた手記であることに原因があ

る。それだけではない。なにより、葛藤の焦点が、出来事の時間に設定さ
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れていない。「移り流れゆく現実」が二通りあるのだ。手記の中では、出来

事を実際に体験した過去の現実ともうーっ、それを回想しつつ書きつけて

いる「今」の現実が交錯する。

「わたしは、描写されたその時々の自分の姿を、まさにこうであったろ

うと想像しながら、ありのままを書いた。手記を書き終え、今ここまで書

き至って、わたしは突然、ほかならぬこの回想と記述のプロセスによって、

自分自身を再教育していたことを感じた」（447）

アルカージイは回想するという行為、回想を書きつけるという行為によ

ってもたらされた＜体験＞をフィードバックしながら、回想を続ける。た

いていの回想録には、意識的であろうと無意識的であろうと、自己を飾っ

たり、弁護したりする＜ちょっとした嘘＞がつきものであるが、彼は、「お

そろしくむずかしいこと」だと自覚しながら、それでも「真実ばかりを書

こうと努めている」（36）。「真実を語ることを習得したい」（131）と念じ

ている。だから、アルカージイは、あえて他人の苦い言葉もありのままに

再現し、自身を窮地に追い込む。この点でアルカージイの飾った言葉を自

分流に言い換えるタチャーナ・パーグロヴナの役割は、小さくない。たとす

えば彼女は、アルカージイがヴェルシーロフのもとにやってきた理由に関

して、歯に衣着せずにずばりと言ってのける。「上流社会を征服して、私

生児に生まれたことをそこらのチョールト・イワーノヴィチ〔誰やら〕に

復讐してやろう、そういう了見だったのかい」（433）。アルカージイは

彼女の麻ある言葉に抵抗を覚えながらも、あえてそれを「ありのまま」に

再現するのだ。このように無意識部分、自分が自分に隠そうとしているも

のまで露わにされる点で、この回想は一種の「告白」と言ってもいいだろ

う（アルカージイ自身も「告白」という言葉を使っている）。告白は再生を

準備する（「自分自身を再教育していた」）。告白から再生へ。それは、西欧

的知性を誇るスタヴローギン（『悪霊』（1871））の意図して叶わなかった

至難の業である。

アルカージイは出来事の実際起きた時間の中で変わっていったが、回想
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しながら、その回想の時間の中でも変わってゆく。自分を抑えきれず、デ

ルガチョフたちに突っかかっていったことを思い起こしながら、彼は言う。

「忌まわしい思い出だ。だめだ、わたしは人々と生活することができない

のだ。わたしは今もそう思っている。これは40年先まで同じことだ」（48）。

この回想の始まりの頃の「今」が回想を続けるに連れて、変わってゆくの

である。時に、どっちみち同じだと投げやりになることもあるが、その一

方で、「今の」自らの意志を貫こうとすることもある。マカールとの「出会

い」はアルカージイに「新しい希望と新しい力」をもたらした。興味深い

のは、その時に感じた明るい希望を「今も」信じている、「これをわたしは

忘れないために、今ここに書きつけておきたい」と記していることだ。あ

えて書きつけることによって、現在を繰り返すだけの未来ではなく、「新し

い」期待の持てる美しい未来を積極的に呼び込もうというのだ。

回想をはじめた頃の「今」とすべて回想し終えた「今」の違いは、はっ

きりとしている。すべての回想を終えたあとで、彼は言う。「新しい生活こ

そ、自分の前に開けたこの新しい道こそほかならぬわたしの『イデー』な

のである」。自分のイデーは「以前とまったく同じイデーなのだが、もうす

つかり形が変わっているので、これがそうだとは認識できないほどである」

（451）。「忌まわしい思い出」を語っていた時の、「40年先」も「自分は

人々と生活することができない」との憶測もすべて、以後の回想の中で訂

正される。何を体験したかということに加えて、何をどのように回想した

かによって人は変わると、ドストエフスキイは信じているのだ。過去の事

実を再体験し、もう一度生き直すことによって新たな真実を見出すことが

できる。それは、回想によるゴリヤンチコフの再生を描いた『死の家の記

録』以後ずっと続く、ドストエフスキイの信念であった。

2．

では、回想されてゆく中で大きく形を変えたその「イデー」とは、本来

どのようなものだったのか。また、そのイデーと「善美」はどのように関

わっていたのか。

アルカージイの手記には「～より上払Iue」「～より下HIiKe」という表
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現があちらこちらで見られる。私生児ということで常に周りからの迫害に

さらされ、自身は常に「下」であることを意識していたアルカージイには、

上と下の問題に関心をもたざるを得なかったのだ。彼は、＜邪悪な＞他人

の力の及ばない「上」を確保するための方策をずっと考えつづけ、そして、

金で力を得れば、「上」に立てるのだという結論にたどりついた。回想をは

じめる数年前のことである。金は人を平等にしてくれる、自分のような幸

い境遇にあるものでも、意志を強くもって忍耐を重ね、金を得さえすれば、

「最高の地位」に就くことができる。だから彼はロスチャイルドになるこ

とを目指すことにした。しかし、ロスチャイルドのように大金持ちになり

たい、金の力で上位に立ちたいと人に公言することは、何かしら、後ろめ

たいところがある。質屋や高利貸しなど「凡俗な」金儲けの手段を使わな

くても、金による支配そのものを考えることが、彼の渇望する「善美」に

何かしらそぐわない。やりきれない。どうみても美しいとは思えないのだ。

この自身の中のもやもやを消し去るために、彼は、一度手にしたその巨

万の金を、弊履のごとく捨て去るという奇抜なストーリイを案出する。自

分には巨万の金を捨て去ることができるのだという「力の意識」が、自己

イメージを美しく無傷のままに守ってくれると考えたのだ（「我は足れり、

その意識あらば」（75））。この「善美」と「イデー」の両立によって、＜

邪悪な＞世間と手を切り、「隅っこ」に閉じこもる（＝生涯「上」に立つ）

という彼の人生計画はひとまず完成した。しかし、その場合においても、

「善美」そのものは醜悪ではないというだけの消極的内容しか持たず、あ

いまいなままである。

自身の「善美」があいまいなだけに、自己の安定度は弱く、強い攻撃を

受ければ「隅っこ」は破壊されかねない。そう考えるアルカージイは他の

者たちの「善美」に対して、過敏に反応してしまう。相手が「善美」らし

きものを振りかざしていると感じれば、その真偽を試してみたくなる。た

とえば、共産主義的な思想を奉じるデルガチョフたちに対して彼はこんな

ふうに言う。「あなた方のあとについてゆかせるために、あなたがたは何で

わたしを誘うのか。教えてください。あなた方のほうがいいってことを何

によってわたしに証明します？　あなた方の共同宿舎では、わたしの個性
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の抗議はどこにもってゆけばいいのです？7）」（50）。自身のイデーよりも

すぐれたものであるならば、それを証明しなければならない。「証明」と

いう言葉からもうかがえるように、アルカージイは（マカールと出会うま

では）、「善美」を感情ではなく、理性の領域の問題であると考えようとし

ていた。

とはいえ彼は（マカールと出会う前ですら）、「善美」が感情と深く結

びついていることを、薄々感じていた。例を挙げよう。

アルカージイはセリョージャ公爵から何度も借金をしていたが、自分が

妹の妊娠を盾に恐喝していると思われているなどとは、思いもしなかった。

妊娠の事実すら知らなかった。あなたの行為は恐喝ではないのかと、突然

公爵から詰問された時には、彼は驚きのあまり蒼白になり、気を失ってし

まう。そして我に返るや顔を覆って泣きだす。このような反応はけっして

彼の意志から出たものではない（「ひとりでにそうなったのだ」236）。そ

れは子ども特有の直情的な「感情」の表出である。当人であるアルカージ

イも、「青年が不意にちっちやな子どもに変わったのだ。ということは、ち

つちゃな子どもがその頃はまだ、わたしの心のまるまる半分で生きていた

のである」（236）と、自身の動転した心の動きを分析した。心の中で「ち

っちやな子どもがまだ生きている」ということ、このことをアルカージイ

はしかしながら、良しとはしない（手記のこの部分を書きつけている時に

おいてすら。－「その頃はまだ」という表現に注意されたい）。彼はすぐさ

ま立ち直ろうとして、「みんな、似たり寄ったりのことはあるのだ。リーザ

にそれがあったからといって、どうってことはない。ぼくが『一家の名誉』

を救わにやならんとでもいうのかい？」（240）と、事態を一般化し、その

意味を理性的に判断しようとする。そうした言い訳を後押しするのは例の

「イデー」である。どれほどこれまで母を苦しめても、妹を侮辱的にない

がしろにしても、「ぼくにはイデーがあるのだ、それ以外は些細なことだ」、

－こう自分に言い聞かせればすむ。が、いかに知性が自己安定を図り、論

理的に自身を言いくるめようとしても、彼の内で「子ども」がまだ生きて

いるという厳然たる事実は消し去ることはできない。頭ではどう言い訳し

ようとも、リーザと母が不幸なことを彼は「感じていた」。このことを彼は、
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自身の「善悪の理解」が固まっていなかったにしろ、「感情だけがわたしを

救ってくれた」と回想している。

もう一つ、＜内なる子ども＞が「善美」らしきものと関わる場面を取り

上げる。

人々に誤解され、卑しめられ自暴自棄になったアルカージイが犯罪（放

火）に走ろうとした時、突如、耳もとに子どもの頃聞いた寺院の鐘の音が

響き、母の思い出がよみがえってくる。寄宿舎を訪れた母は、その帰り際、

寺院に向かって十字を切り、それからアルカージイに向かって十字を切っ

た。その時に寺院の鐘が重々しく響いていた。母はお金を包んだハンカチ

を手渡すと、もう一度、十字を切り、彼に向かって思いがけなくおじぎを

した。その時彼は膝ががくがくふるえたが、みんなが見ていると思うと恥

ずかしくなって感情を押し殺した（回想A）。その後、母のことは忘れてい

たが、半年後、やりきれない生活の中でこの世のすべてを呪っていた頃、

不意に、箱に押し込まれたままだった母のハンカチを見つけ、再び、母が

十字を切っているシーンを思い出す。そしてはじめて自分自身に正直にな

ることができた（「あのときだってあなたを愛していたんです、胸が一杯だ

ったんです」－回想B）。回想Aの自分を思ってくれる母の愛情と、回想

Bの、その時に母に正直に応えなかったことへの後悔の念が＜聖なる、美

しいもの＞を作り出し、それが、醜悪な犯罪の一歩手前で、あたかも彼の

犯罪を阻止するかのように立ちはだかるのである。『未成年』の創作ノート

にはこんな記述がある。「どんな醜悪鮎306pa3IIeの中で生きたとしても、

もし母性愛があれば、つまり、善美があれば、どうか8）」。完成稿では、単

純に「母性愛」そのものが「善美」になっているわけではないが、いずれ

にせよ、戻ることのできる子どもの頃の良き思い出（原光景）があれば、

人は救われる可能性があるとドストエフスキイは考えていたらしい。裏を

返せば、「好ましく美しいものの胚子なしには、人間は子ども時代から生活

の中に入ってゆくことはできない9）」ということになる。

『未成年』には「美しいものの胚子」を持てなかった者も登場する。た

とえばアルカージイの寄宿舎時代の友人ラムベルト。ラムベルトもまた「偶

然の家庭」で育った。彼にはしかしながら、アルカージイに見られるよう

－　8　－



海保大研究報告　第55巻　第2号－9

な繰り返される揺れはない。ラムベルトは堅信礼を受けた時、初めての聖

餐を授けてくれた牧師と涙を流しながら抱き合った。この思い出はアルカ

ージイの祈る母のように神聖な、「善美」の記憶となる可能性があった。し

かし、その後一年かそこいらで少年は変貌する。カトリック牧師と母親が

「関係している」のを知って「何もかもばかばかしくなって」しまったの

だ。一度ねじ曲がった彼の精神は、もう二度ともとに戻ることはない。カ

ナリヤを糸で木に結びつけ、鉄砲で吹っ飛ばしたのち、彼は後戻りするこ

となく、いっぱしの悪党になり果てる。

ラムベルトとは違い、アルカージイは揺れ続ける。まさに「動揺こそ未

成年の『精神』である10）」。侮辱的な仕打ちを受けてやけを起こし、犯罪

の一歩手前まで追い込まれることもあれば、嫉妬や恨みを噴き出す「蜘蛛

の魂」に負けそうになることもある。マカールの善美に心を打たれ、「ぼく

はあなたのあとについて行きます」と高らかに宣言したあとでさえ、「蜘妹

の魂」は一一挙に消え去るわけではない。

アルカージイは、たまたま手に入った秘密の文書を使って人を陥れよう

とする。それは、実の父である老公爵を禁治産者、あるいは無能力者と宣

告することができるかと法律家アンドロニコフに相談したアフマーコワの

手紙である。この手紙を彼はラムベルトに売り渡そうとした。そしてアフ

マーコワがラムベルトから手紙を買収する現場を陰に隠れて、目撃しよう

とした。いかにも卑劣なやりかただと感じつつも、アルカージイは、自分

はアフマーコワへの乱暴な愛に引きずりまわされている父を守ろうとして

いるのだ、彼を母のもとに帰らせるためにはこれも致し方ないことだと、

自身を正当化する。しかし、窃視願望の真意は別なところにあった。そこ

にはアフマーコワに対する密かな恋心と、ヴェルシーロフに対する嫉妬の

感情があったのだ。アルカージイは、この認めたくない自分の感情の動き

に対して、見て見ぬ振りをしていた。回想時においても、そのことを告白

することを彼はためらうが（「動揺こそ未成年の『精神』である」！）、結

局のところ、感情の突き上げによって、彼はすべてを吐露することを決意

し、そこに至った自身の揺れさえも書きとめる。そのことによって、彼は

自身の行為の真の「醜悪さ6e306pa3Ⅰ妃」を改めて実感するのである。
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「美しいものの胚子」を持ったアルカージイは、ラムベルトたちのよう

に性急な結論を出そうとはしなかった。そればかりではない。自身の「醜

悪さ」を暴露する「意識的報告書」を書くことで、彼は、自身を裁こうと

する。実際の出来事があった時から「ずっと心の中に秘し隠していた」も

のをすべて、「今」、「裁判官」として書きつけようとする。醜悪な過去の自

分の姿をあるがままに書き留めること。それは単に思い出すことよりも、

いっそう困難な精神の冒険である。しかもそれを、アルカージイは途中で

投げ出すことなく、やりとげたのである11）。アルカージイが、「回想と記

述のプロセスによって、自分自身を再教育していたことを感じた」（359）

と書き記す意味は、ここにある。精神の最大の＜事件＞であるイデーの変

容は、回想を書きつけている「今」の時間の中で起きる。

＜オーリヤの自殺＞もまた、回想し書き留めつつある（冒険しつつある）

「今」のアルカージイの前に立ちはだかる難所であった。

田舎から出て来た貧しい娘オーリヤが、ヴェルシーロフが善意で贈った

金を叩き返して自殺するという事件が起こった。彼女は娼家でひどい侮辱

を受けていたし、さらには商人からも屈辱的な扱いをされていた。すべて

を冷静に平等に判断することができるという理性の人ワーシンに言わせれ

ば、事件は「もうあまりにも熱しきっていた」、つまり、自殺は起こるべく

して起こったということになる。アルカージイはそれに対し、いや、ヴェ

ルシーロフへのステべリコフの中傷が火に油を注いだ、ヴェルシーロフの

善意を疑わせた彼が「すべての原因」なのだと強く主張した。その後、自

分がオーリヤにまくしたてたヴェルシーロフへの悪口も、何らかの影響を

及ぼしたのではないかと不安になるのだが、ワーシンの＜理性的な＞判断

を後ろ盾にして、いや、たいしたことはない、「わたしがいなくとも、もう

熱しきって煮えたぎっていたのだ」と自身を慰撫した。と、ここまでがリ

ーザの自殺直後の出来事になるのだが、「今」この事件を回想しつつある彼

はさらに、こんなふうに書き加える。「わたしはステベリコフを非難したが、

ひょっとすると、実のところ、わたしこそが火に油を注いだ張本人ではな

いか。この考えは恐ろしかった、全三も恐ろしい……」（162）。「今」のア

ルカージイは、自身をごまかし、罪から目を逸らそうとしていた醜悪な自
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分の姿をはっきりと目に焼き付けようとしている。

このような精神の＜煉獄＞体験が、アルカージイの新しい変化を準備し

てゆく。

エピローグでアルカージイは、夫を失い、子どもも流産してしまった妹

リーザを想って言う。「リーザの悲痛な運命を前にして、わたしの数々の失

敗などなんだというのか！」（450）。自分の「失敗」にこだわりつづけて

来た過去はここで再度、見直されることになる。「わたしの失敗」は取りも

直さず、自己の優位性を剥ぎとられることであって、かつての彼であれば、

これ以上に耐えられないことはなかった。それが今は、どうでもいいこと

になる。これまで守り通してきた、人の上に立っ＜美しい自己＞が関心の

外に追いやられるのである。

3．

アルカージイはこれまで「善美」の問題に苦しめられてきたが、この間

題は＜子ども＞と繋がっている。アルカージイの理性にとっては＜子ども

＞は未熟な者であり、どうにかして克服すべきものであった。しかし、ア

ルカージイの感情は、＜内なる子ども＞は、それをなくしては人間として

歩む道を踏みはずしてしまう何かであると訴える。ドストエフスキイにと

って成長とは、発達心理学でよく取り上げられるような、未熟な子どもか

ら理性ある大人へという安易な図式に則って説明できるものではなかった。

子どもは大人への準備段階などではない。＜内なる子ども＞を意識化する

ことなしに、「善美」の問題は解決しない、一ドストェフスキイは、そう考

えていた。アルカージイの前に、「善美」を説く子どものようなマカールが

登場してくるゆえんである。

マカールを特徴づけるものとして、彼の「陽気な」笑いが第一に取り上

げられているのはきわめて意味深いことだ12）。アルカージイは、笑い方を

見れば、その人の「JL、」が分かると前置きしたあとで、マカールの笑いを

こう評する。「そして今、なにか子どものように晴らかなもの、そして信じ

られないくらいに魅惑的なものが、この老人の一瞬の笑いの中にひらめい

たのである」（286）。
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マカールと子どもとの二重写しは、次のような記述にも見られる。「わた

しにとっては、この赤ちゃん（わたしはマカールを指さした）のそばにあ

なた方みんなを見ることが、醜悪なのです」（305）。「醜悪」は「善美」の

反意語である。つまり、ここでは、マカールに反映されている子ども（「赤

ちゃん」）のイメージが、「善美6JIam由He」の具体的な「像06pa3」

として示されているのである。

アルカージイにとっては、マカールは「像」である。だからこそ、アル

カージイは、マカールの性格描写を締めくくるにあたって、マカールの語

る話を、彼の語りの「調子」そのままに再現する。エピローグでマカール

とは関係のない話をしている時でさえ、「涙の贈り物を受ける」（＝涙もろ

くなる）といったマカール特有の言葉がアルカージイの口をついて出てく

る。これは、アルカージイが受容したマカールが、単なる言葉の集積体で

はなく、部分に分解されない生きた人間であったことを示している。

「善美」は、正しいとか間違っているとか論理的に証明できるものでは

ない。「善美」について語る時、正しいか間違っているかは、その「善美」

の価値を決定するものではない。おそらくはこれがドストエフスキイ自身

の考え方で、そうであればこそ、彼は、誰かがキリストは真理の外にある

と証明したとしても、そしてそれがたとえ事実であったとしても、「わたし

は真理よりキリストとともに留まりたい」と言い得たのである13）。しかし、

スタグローギンやヴェルシーロフたちは違う。間違っていると自身が判断

すれば、彼らは、相手がキリストであろうと、決してそのあとにはついて

ゆかないだろう。「自負心caMO刀は06He」が邪魔をするのだ。

ヴェルシーロフはマカールのことを美しい人間だと考えていたにもかか

わらず、手厳しくこう批判する。彼には不幸なリーザに助言などできない、

「あの男自身、人間のことも、生活のことも、なにも分からないのだ」（332）

と。おそらくはこの言葉は正しいのだろう。創作ノートではさらに一歩踏

み込んで、「あの男〔マカール〕には可能性はない、あの男は生活について

何も知らない14）」と記されていた。我利まここで、あの男は＜子ども＞の

ように生活について知らないと、付け加えることもできるだろう。このよ

うなヴェルシーロフの見方は、生活を＜知っている＞ということに絶対的
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な価値を置いているところに最大の特徴がある。生活だけではなく、すべ

てのことにおいて彼は＜知ること＞を最重要視する。だから、真理に関し

ても、あるいは「善美」に関してさえも、それを知ることが彼にとっての

すべてである15）。

しかし、生活を知っていること、あるいは善美を知っていることと、実

際良く生きること、愛情をもって善美を感じることの間には、大きな開き

がある。知らないことは「可能性」が無であることを意味しない。でなけ

れば、「生活について何も知らない」子どもは未熟で、まったく無価値だと

いうことになりかねない。創作ノートでは、マカールの生活への無知に関

してこう弁明されている。「しかし彼〔ヴェルシーロフ〕は、マカールはた

しかに生活について知りはしないけれど、人々の問に現れる亘盤蛙によっ

て、彼すなわち、生活の知識をもっている、そしてこの知識から直接現れ

る絶望をもったヴェルシーロフより、はるかに大きな利益をもたらす、と

いうことについては沈黙を守っていた16）」。何をもたらすかという視点か

らすれば、「絶望」より「大きな利益」の方がいいに決まっている。マカー

ル自身の言葉を借りれば、「大きな人間」が「たらふく飲み食いして、金貨

の山に取り囲まれている」としても、「退屈」に取りつかれるのであれば、

貧しくとも心の軽い、陽気に生きている「小さな人間」のほうがいいとい

うことになる。学問をおさめてもわびしく退屈だったら、何の意味もない。

「小さな人間」はMa∬b戒qe刀OBeIくである。この言葉は、マカールにと

っては「貧しい人間」を意味する。一方で、彼がそれの指小形Ma刀eHもXH最

qe皿OBeqeIく（「ちっちやな人間」）を使う時には、「子ども」の意味になる（「神

の恵みあれ、ちっちやな人間よ、幸福に育つがよい」290）。逆に言えば、

彼にあっては、子どもと貧しい者たち（あるいは人間）が一括りにされ、

ほとんど同義になってしまうのだ。別のところでマカールは言う。「子ども

の着るものなんぞたちまちぼろになってしまう。だが、子どもなんてもの

は平気なもんだ。お目様が照りさえすれば、きゃっきゃっとはしゃいで、

破滅なんぞは感じないし、小鳥みたいで、声は鈴を鳴らすみたいなもの」

だと（315）。これはまさに「陽気」ということではないのか。陽気である

ということは、マカールの感覚では、子どもの心をもっているということ
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14－ドストエフスキイにおける子ども－F未成年』をめぐって

なのだ。ここでは大と小、大人と子どもの境界線は消える。人を分かつの

は、陽気であるかないかのしるしだけである。ドストエフスキイにあって

は、子どもとは何かを考えることがひいては、人間とは何かを考えること

と同義になる。「可愛い子どもたち、わしは土の下からお前たちの陽気な

声を聞くよ」（290）と、マカールが言う時、その「可愛い子どもたち」は、

「小さな」（あるいは「ちっちやな」）人間のことである。あるいはこの言

葉を吐いた時、熱に浮かされていたことを考え合わせれば、小さな人間、

大きな人間の枠を超えて、人間全体を指しているのかもしれない。アルカ

ージイはマカールを回想しながら、子どもの「陽気さ」を「善美」と結び

つける。－「（…）マカールには心の『陽気さ』があった、だから『善美』

もあった」と（308－309）。マカールを回想（体験）することで、「善美」

は一つの形をとってくる。

4．

マカールを批判するのはヴェルシーロフだけではない。アルカージイ自

身も彼に疑問を呈している。小鳥が歌うのも、星がまたたくのも「秘密（＝

謎）」だと語ったマカールに対して、アルカージイは反論する。「生理学者

や解剖学者は、なぜ鳥が歌うのかさえ、知っています、あるいはもうすぐ

知ることになるでしょう」（287）。要するに、「秘密」などは、近い将来、

科学の力ですべて解明されると言いたいのだ。しかし、マカールは納得し

ない。彼によれば、科学が発達し、すべてを知ることができたとしても、

なぜ「美しい」のか、知性は理解できない。そして、彼にとって何よりも

大事なことは、この「美しい」かどうかということなのである。

実父のヴェルシーロフと戸籍上の父であるマカールは「子ども」アルカ

ージイにとって、それぞれが見習うべき一つの範として現れる。どちらの

「あとについてゆく」か、それが問題になるのだが、ヴェルシーロフから

すれば、自分かマカールか、どちらが選ばれるのか、無関心ではいられな

い。興味深いのは、ヴェルシーロフの子ども時代の境遇が、アルカージイ

と似ていることだ。
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「ゎがロシアには、父親の醜悪さや環境によって辱めを受けて、もう小

さい子どもの頃から家庭というものにつし
、る子どもたちが

多い。わたしは学校に行っている時分に、そういう子どもたちを見ていた

が、その頃は、それは彼らがあんまり早くから羨ましがるからだと思って

いた。とこ＿ろが、私自身もそi上皇考えつめる子ども鎚

だよ…ト）わたしも、おまえのように　けっして豊ら主監上宝三上公

地ヱた。自分の力と空想だけに頼ることを余儀なくされて、早すぎる、

燃えるような、ほとんど復讐的と言えるほどの（…）善美↑型週望に身を

焼いている、そうした者たちは不幸だよ」（373）。

境遇が似ているだけではない。ヴェルシーロフもアルカージイと同じよ

うにマカールに大きな影響を受けている。ただ、その＜影響＞はヴェルシ

ーロフの蓼合、アルカージイに比べ、表面的なものにならざるを得なかっ

た。結局のところ、ヴェルシーロフの場合は、西欧的知性があまりにも深

く食い込んでいたということなのだろう。ヴェルシーロフはマカールから

「善美」を学んで、それがどのようなものかを知っていながら、「醜悪」か

ら逃れられない。「おまえは善美を探している。わたしもそうだ。つまり、

どっちみち醜悪からは抜け出られないんだ。（…）おまえは何者だ？艶

昼千人の昔の人間だ。我々は、結論を導き出せば、それで満足なんだ0こ

れが生の代わりだ17）」。これは創作ノートの言葉で、断片的なメモではあ

るが、マカールをめぐってのヴェルシーロフの立位置が明記されていて興

味深い。

ヴェルシーロフにとっては「善美」は、たとえば隣人を愛さなければな

らないといった類の「結論」を導き出すために必要なものである。所詮は

どれも頭脳の練習問題なのだ。すでに述べたように、彼は見知らぬ貧しい

女性（オーリヤ）に助力を申し出るが、結局、信用されず、自殺されてし

まった。「何か役に立つことをさせていただきますと、私があなたにではな

く、反対に、あなたが私にそのことによって喜びを感じさせてくれること

になるのです」（145）。相手の負担を軽減するかのようなこのような言い

方、トーンが、あとになってオーリヤに「施し」を受けたという意識を呼
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び起こす原因になる（「たとえ彼が誠実この上ない人であったとしても、そ

れでも彼の施しはほしくない」147）。彼に善意はあった18）。しかし善意

があれば、なんでも、どのような形でもそれを示してもいいのだ、という

わけにはいかない。そのあたりのデリカシイがないのは彼が旦那育ちで、

ヒューマニズムという「イデー」のために、言い換えれば、自分のために

行動しているからだろう。彼にはムイシュキン（『白痴』）のように、助け

を受ける側の人間のひりひりするような自尊心がわからない。だからこそ、

ヴェルシーロフは、オーリヤが自殺した直後だというのにもう、これは、

「現代の若者」の性急さに起因すると、話を一般化してはばからないのだ。

軽薄な笑顔を見せて、好色漢と思われたことに自殺の原因があるのではな

いかと一応の反省はするが、アルカージイのように、自分にこそ罪がある

のじゃないかと真剣に苦しんだりはしない。

ヴェルシーロフがリーディヤ・アフマーコワ（「白痴女」）と結婚しよう

としたのも、愛情ではなくヒューマニズムのため、彼女のかわいそうな境

遇のためである。セリョージャ公爵の子どもをお腹に宿しているという「事

情を考慮して」彼は結婚を申し込む。そして彼女が死ぬと、アルカージイ

の母で、事実上の妻であるソフィアの許可を得て、その子どもを引き取っ

ている。どこまで行っても＜愛＞はない、あるのは形としての「ヒューマ

ニズム」だけである（ちなみに、ソフィアへの彼の愛もどうやら「人道的

で全人類的な愛」である）。「書物人間」である彼には「イデー」こそが重

要なのだ。「イデーへの奉仕」は「せめて一人でも人間を実際に幸福にしな

ければならない義務」を負うと考えるのも、またイデーなのである。ヴェ

ルシーロフにとっては人間は結局のところ、美しいイデー実現に不可欠の

材料にすぎない。

「イデーの中にすべてがある」と語るアルカージイも、付け焼刃的なと

ころが多分にあるとはいえ、ヴェルシーロフ同様、「イデーの保持者」、イ

デー狂であった。だからこそ、「人類に対する彼〔ヴェルシーロフ〕の愛を、

わたしはいっさいのまやかしのない、もっとも真実な深い感情であると認

める」（407）などという歯の浮くような賛辞の言葉も出てくる。しかしそ

の一方で、彼はヴェルシーロフと違い、理屈抜きで生を愛し、実際に隣人
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を、自分以外の人間を愛することもできる。主人公はヴェルシーロフでは

なく「子ども〔アルカージイ〕」だと、ドストエフスキイは創作ノートに書

き記しているが、子どもであるアルカージイにはマカールの「善美」を感

じとるだけでなく、それを内面化する可能性があった。

アルカージイが保持していた「イデー」が変化したことについてはすで

に触れたが、彼がマカールを体験したあと、そしてヴェルシーロフの分裂、

崩壊を体験したあと獲得したという新しいイデーは、人間を材料にするよ

うな、人間が生を規定するようなイデーではないだろう。創作ノートには

こんなメモ書きがある。「自己破壊（マカール、マカールへの嫉視、『育て、

神の草よ19）』）」。ドストエフスキイによれば、「すべての有機体は、旦金旦

身を破壊するためではなく、ただ生きるためにこの地上に存在している」

のであって、人間も例外ではない20）。そのことを何より雄弁に物語ってい

るのが、「草」や「小鳥」と同一視される「子ども」の存在である。すでに

引用した「神の恵みあれ、ちっちやな人間よ、幸福に育つがよい」という

マカールの言葉はまさに、草や小鳥といった生物、「有機体」の一部として

の子どもを強調したものであった。マカール（あるいはドストェフスキイ）

によれば、子どもこそ、人間の本来あるべき姿なのである。

ところが実際には、「ただ生きるためにこの地上に存在して」いるはずの

子どもが、「自己破壊」に至る（自殺する）というとんでもないことが起き

ている。ドストエフスキイはこの事態に無関心ではいられない。彼はマカ

ールの語る話を通して、そんなありえないような事態がなぜ出来するのか

を解き明かす。

マカールが語るのはマクシム・イワーノヴィチという大金持ちの商人の

話である。彼が子どもを自殺に追い込む張本人である。自殺した子どもは

8歳であったと伝えられているが、名前はまったく知らされないままであ

る。おそらくドストエフスキイは、特定の子どもではなく、子ども一般、

生そのものを考えさせるために、あえて名前を呼ばないのだろう。

マクシムは、自分といがみあいを続け、死の間際まで自分を呪い続けた

商人の子どもを引き取り、わが子として育てた。「真の恩人」となって、で

きるかぎり面倒を見てやりたいというのが表向きの理由であるが、そこに
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は善を施すことで、自身が救われたいという利己的な動機が見え隠れして

いる。

マクシムはもう子どもに付きっ切りになって監視する。「立派な人間に仕

立て上げたい」という思いに嘘はないのだろう。こうすれば立派に育っと

いう信念の命じるままに家庭教師を雇い、将軍のお坊ちゃんのような服装

をさせ、机の前に座らせた。遊ぶことも必要だという意見を耳にすれば、

「おい、遊べ」と命令もした。しかし、子どもは思いどおりにはならない

し、いっこうになっかない。マクシムは意固地になって、「旦分の命を縮め

三三も、この子の根性を叩きなおしてやらにやならん」（317）と思い決め

た。そのうちに鞭は使わなくなったが、子どもはおびえるばかりだ。マカ

ールの言葉を借りれば、マクシムは「鞭を使わないでおびえさせてしまっ

た」のである。

何かにとりつかれたかのように、子どもから離れられなくなるマクシム

の姿は、まるで、子どもの一挙手一投足にまで監視の目を行きわたらせて

教育にのめりこむ母親のようだ。がんじがらめの＜育成システム＞の中で、

マクシムは自分の思いどおりの子どもを作ろうとする。そしていつしかそ

れが人生の最大の仕事になってしまう。ある日、子どもはゴムまりをとろ

うとして、袖を引っ掛け、タンスの上にあった高価な陶器のランプを壊し

てしまった。マクシムはものすごい剣幕で怒鳴りつけたため、子どもは逃

げる。謝りもせず逃げたことに逆上したマクシムは、子どもを追いかけ、

っいに追いつくと、また怒鳴り声をあげる。それを聞いて、子どもは恐怖

のあまり、河へ飛び込んで死んでしまった。

子どもは、マクシムにあっては、どこまでも自身のための道具、モノで

ある。彼は投資し、当然のこととしてその見返りを求める。そこに何より

欠如しているのは、子どもに対する理解、愛情であろう。『作家の日記』で

ドストエフスキイは言う。「子どもの心を購い得るものは、ただ愛ばかりで

あって、彼らに対する自然の権利ではない。（…）まったくどうして子ども

を愛さずにいられようか21）」。マクシムは、いや、自分もこの子を愛して

いたのだと言うかもしれないが、支配者が「権利」を振り回すところに愛

情などはない。
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子どもは生そのものであり、子どもを死に追いやったマクシムの行為は、

彼の生に対する態度が根本的に誤っていたことを示している。そしてこの

マクシムの生に対する態度は、ヴェルシーロフの「システム」を想起させ

る。マクシムの物語は結果的に、彼の「システム」への批判的視点を読者

に提供することになる。ヴェルシーロフによれば、自分のアフマーコフへ

の愛を感情の赴くまま野放しにすることは、情熱の奴隷になることを認め

ることであり、屈辱である。彼には愛情にも理性、「鉄鎖」が必要なのであ

る。彼の理想的な＜愛＞は理性の監視下、「プログラム」として、規律正し

く体系的に進行するものである。

「わたし〔ヴェルシーロフ〕は漸次、体系的に努力を重ねて、彼女〔ソ

フィア〕の心の中に巣くっているわたしに対する慢性的な恐怖をうちやぶ

り、彼女の人間的価値と、わたしよりもむしろ高くさえあるすべてのもの

を詳しく説明してやろうと空想した」（384）。

「彼女」の方が自分より「高くさえある」と相手を持ち上げながらも、

目指しているのは指導者的な、＜上の＞立場からの人間改造である。ヴェ

ルシーロフは他人だけでなく、自身に対しても「漸次、体系的な実行」に

ょって自分の意志を克服していこうとする。「まず最も滑稽で、つまらない

ことからはじめて、完全に自分の意志を克服し終える、そうして自由にな

る」（385）。このような方法は、修道僧の苦行を応用したものであるとい

うが、彼はそこに「科学的」根拠を見出している。克己心が強いと言えば、

聞こえはいいが、ここには自然さがない。喜びがない。機械を操作するよ

うに愛情も喜びもなく生を強制的に扱おうとすると、生は破壊されてしま

う。抑えつけられていたアフマーコワをめぐるヴェルシーロフの感情が突

如氾濫を起こし、理性を呑み込んでしまうのはそのためである。

ドストエフスキイはこのことを十分に認識していた。すでに触れた、あ

る教育者に宛てた手紙の中で、彼は書いている。自分にとって貴重なのは、

「あなたのような方の観察」、つまり、「子どもたちを愛していて、子ども

たちとの生活体験が豊かで、現在も子どもたちの間に入ってゆくことがし
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ばしぼある」特別な人による「観察」なのである22）、と。イデーとしてで

はなく、実際に子どもが好きであるという単純きわまりないことが、ドス

トエフスキイにおける子どもの研究の大前提となる。言い換えれば、客観

的、科学的な冷たい観察では、子どもの本質を捉えられないということだ。

子どもの本質は生の本質でもある。つまるところ、ドストエフスキイにと

って子どもを考えることは、西洋近代が推し進めた理性万能主義を考え直

すことにつながっている。

子どもが自殺したのち、マクシムは画家に絵を描かせた。「されど、我を

信ずるこの小さき者の一人を蹟かする者は、むしろ大いなる礪臼を頸に懸けら

れ、海の深処に沈められんかた益なり」（マタイ伝、第18章6節）という聖書の一

節を読んで、自身の罪に怖気づいたマクシムは、絵を通して、子どもが天

国へ召されるよう祈願したのだ。マカールによれば、その絵には、差し込

む光、青い河、かわいらしい男の子がちっちやな両手を胸に押し当ててい

る姿、それに傍らにいた小さな女の子、女の子の「針鼠」など、「すべてが

うまく」描かれていたという。このマクシムが描かせた絵はしかしながら、

彼の意図を離れて、読者に、愛情のない強制を教育だと取り違えた男の愚

かさを強烈に印象づけることになる。

特に読者の印象に残るのは「針鼠」であろう。そこに描かれていた針鼠

は、じつは『白痴』にも登場していた。そこには、シュロツセルの『歴史』

を買ってきてくれと頼まれた二人の少年が、途中、どうにも我慢できなく

なり針鼠を買ってしまったというエピソードが記されている。好奇心の塊

で、これがほしいと思うともうたまらなって一切を忘れてしまう。それが

子どもである。自殺した子どもは、マクシムから逃げている最中、よその

女の子の持っていた針鼠に気を取られ、胸がわくわくし逃げることを忘れ

てしまった。彼は死の直前まで無邪気な子どもでありつづけていたのだ。

読者からすれば、絵は自殺直前の子どもの姿だけではない。マクシムと

子どもをめぐるマカールの話そのものが絵のようなものであり、その絵が、

アルカージイやヴェルシーロフたちの金科玉条としていた「イデー」や「シ

ステム」への回答になっている23）。
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5．

「自己破壊」についてさらに考えてみよう。本来、自己破壊しないはず

の子ども（＝生）が死を選ぶのは、愛情抜きで生をイデー（書物臭いイデ

ー）、あるいは強引な教育システムに従わせようとした結果であった。しか

し考えてみると、放っておいてもすべての人は例外なく死ぬ。死んで跡か

たもなく消え失せてしまう。他の生き物たち、あるいは子どもたちはこの

ことに意を払わないとしても、人間の大人だけは意識せざるをえない。個々

人の死だけではなく、長い年月を経れば、地球が凍った石になってしまう

ことさえも知っている。ここから、そんなことを知っている「人間の有機

体」は一般の法則に従わない特別な存在で、「自己破壊」することには必然

性があるのだという結論を導き出すことが可能となる。そして、生が一瞬

なのであれば、なぜ隣人を愛さねばならないのか、未来の人間を愛さねば

ならないのか。なぜ高潔な人間にならなければならないのか、という疑問

も湧く。これはまさにアルカージイの問いかけであり、ヴェルシーロフの

問いかけでもあった。

マカールに出会う前、アルカージイは神や功業を否定するデルガチョフ

たちに論争を仕掛けた。自分はデルガチョフたちの描く「自然と真理の法

則」に従う未来を受け入れない。「共同の宿舎、共同の部屋、絶対的必需品、

無神論、子どもをはなした共同の妻」、－こうしたひたすら「有益」を目的

としたもののために、自身のかけがえのない「個性」を引き渡せないとい

うのだ。「〔神も功業もなく、有益さがすべてだとしたら〕ぼくは一度しか

この世に生きないので、未来など、どうでもいいのです！（…）あなた方

の人類が千年後にどうなるかなんて、ぼくにいったい何の関係があるので

す？」（49）。これは、お茶一杯飲めれば世界はどうなってもよいとうそぶ

く地下室人流の考え方である。「わたしについて誰にも結論も出させないよ

うにすること」（43）、－これはまさに地下室人的な＜自由＞の定義である。

地下室（あるいは「隅っこ」）には絶対的自由があるのかもしれないが、そ

こはいわば他に人間たちの不干渉の場、自身を純粋に保てる自己培養の場

なのである。しかし生身の人間はそこには一人しか住めない。アルカージ

イはデルガチョフたちのあとについてゆけないかもしれないが、同時に孤
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独な「隅っこ」の未来が、到底すぼらしい場所だとは思えないのだ。ペテ

ルブルグにやってくる直前にアルカージイは思う。

「わたしは一人ではなくなるだろう。もう今後は、これまでの、あのお

ぞましい年月におけるような一人ばっちではなくなる。わたしはイデーと

ともに生きる。たとえあちらで彼らがみなわたしの気に入って、わたしに

幸せをもたらし、そして10年も彼らといっしょに暮すようなことになっ

たとしても、わたしはイデーを裏切るもんか！」（15・16）

奇態な文章である。その発想は、どっちみち死ぬのになぜ隣人を愛さね

ばならないのかというすでに触れた問いかけと同じであるが、ここでは将

来の幻滅に備えた表面的なメッセージの裏に、真のメッセージが隠れてい

る。ほんとうは愛されたいのだという＜言ってはいけない＞子どもの本心

が透けて見える。この子どもの地下室人は本物ではない。本物の地下室人

ならなによりも、「みんなこんなものなのだから、悔い改める必要などない

のだというはっきりとした確信」をもっているからだ24）。アルカージイに

は大人のヴェルシーロフのような確信はない。彼は虚勢を張っているだけ

である。揺れ動くアルカージイは「孤独で陰気な子ども時代」の自身の「イ

デー」、「誓い」を、「毛布をかぶっての愚かな夢想」を否定してくれるよう

な美しい未来像、真の「善美」を強く望んでいる。だから彼は、「隅っこ」

を脱出するために「父」を、あるいは「指導者」を求めつづけたのである。

このような揺れるアルカージイに、ヴェルシーロフはこんな未来を差し

出す。「偉大な理想」なきあと、人々は限りある自分の生命のはかなさを自

覚することになる。そしてその自覚から生まれる大きな悲しみが人々を結

びつける。「一人ひとりの子どもは、地上のすべての人々が自分には父であ

り母であると知り、感じるようになる。『明日がわたしの最後の日だってか

まわない』と、沈む夕日を見ながら一人ひとりが考えることだろう。『どヱ

ちみち同じだ、たとえ自分が死んでも彼らは残り、彼らのあとには彼らの

子どもが残るだろう』。そして子どもたちが残るのだという考えMbImが、

たえず愛し合い、互いに不安をかこっているうちに、あの世での出会いと

－　22　－



海保大研究報告　第55巻　第2号－23

いう考えにとってかわられてゆくだろう」（379）－「あの世での出会い」

を人々が信じるようになるわけではない。人々は、そのような出会いは「愛

と悲しみ」の生み出す幻想であることを知った上で、幻想の中に生きるの

である。ヴェルシーロフの描き出す未来には、悲しみを消すための労わり

はあっても、喜びがない。

マカールの描く未来はまったく違う。人間の記憶には限りがあること、

墓に雑草が茂り、みんなに忘れ去られてしまう生命のはかなさを認めなが

らも、彼は、ヴェルシーロフのように地上に残る子どもたちを慰めにしな

い。子どもたちの存在はヴェルシーロフ同様、きわめて大きいものである

が、その意味するところはまったく違う。彼はアルカージイに向かって言

う。

「それでいい、忘れてしまうがいい。かわいい子どもたちよ。だがわしが

墓場から愛してやる。かわいい子どもたち、わしは土の下からおまえたち

の陽気な声を聞くよ。（…）しばらくは、お目様の光を浴びて生きなさい、

生の喜びを味わいなさい。わしはお前たちのことを神様に祈ってあげよう、

おまえたちの夢見の中にも現れるさ…：‥どっちみち同じだ、死後にだって

愛はあるんだ！」（290）。

ここにはヴェルシーロフの未来を支配する悲しみはない。死んでゆく人

間からの遺言のような趣で、子どもたちに言及しているのだが、その発想

が違う。あるいは受動と能動といえばよいのか。二人ともに「どっちみち

同じだ了と言うが、そのあとの違いに何より注意したい。死のうが生きよ

うが、自分たちには子どもがいるとヴェルシーロフは言う。これは、自分

は死んでも、人類としては存続してゆくという意味だろう。しかしその人

類への愛は彼にとっては観念でしかない。彼はアルカージイに語っていた。

「人間というものは隣人を愛するということが生理的にできないように創

られているのだ」、「人間に対する愛」とは、「実際には存在しないであろう

人類というものに対する愛だと理解する必要がある」と（175）。とはいえ、

遠大な先のことはさておき、さしあたり、自分の子どもアルカージイは残
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り、父である自身の死後の存在証明になりうる。醜悪な記憶を残しては元

も子もない。いや、これでは言い足りない。ヴェルシーロフにとって本当

に重要なことは、子どもたちが自分たちのことを思い起こしてくれるとい

う事実ではなく、子どもたちが思い起こしてくれるだろうという「考え」

なのである。

マカールは、死のうが生きようが、子どもを愛しつづけると言う。ヴェ

ルシーロフであれば、子どもを愛しつづける自分がいるという「考え」が

問題になるところだろうが、マカールにとっては自分のことなど、どうで

もいい。忘れ去られてもいい。大事なことは、自分は忘れられても、子ど

もたちを愛しつづけるということなのだ。世界を照らす太陽の光も違って

いる。一方は沈む夕日で、終わりを意識させるが、もう一方は子どもたち

を照らし出す「お目様」である。この「お目様」は子どもたちに喜びのエ

ネルギーを与えるかのようだ。一方には憂愁があり、一方には喜び、陽気

さがある。

ヴェルシーロフは自分のためにアルカージイを必要とした。－「おまえ

を捜してたんだ、会おうと思ってたんだ。今こそおまえが全宇宙でたった

一人、わたしに必要な人間なんだよ！」（369）。「2年にわたる憑きもの」

であったアフマーコワへの情熱に打ち克ち、またマカールの死によってア

ルカージイの母ソフィアへの帰還を決意できた時に、彼はそう言う。これ

はおそらく、自分なりの善美を獲得できた、息子に自分の姿を見せる準備

が整ったということなのだろう。彼は今こそ、アルカージイの範となる「父」

になることができたと感じたのではないか。まさに、子の中に＜私＞を、

美しい記憶として残すことができる機会が到来したのだ。「わたしはあなた

についてゆきます」（373）。アルカージイはマカールに言った言葉を今度

はヴェルシーロフに捧げる。これこそ、ヴェルシーロフが待ち望んでいた

言葉であるが、結局のところ、ヴェルシーロフは自身の美しい像を保ちき

れなかった。一夜のうちに彼は考えを変える。押し寄せる情熱に呑まれて

アフマーコワに結婚を申し込み、最後には「狂乱の発作」を起こしてしま

う。美しい復活はシャボン玉のようにはじげ、アルカージイがヴェルシー

ロフのあとについてゆくことは不可能になる（ただ、そのことは彼を愛す
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ることとは別である）。

一方、マカールには大事にすべき＜私＞はなかった。彼は愛されたいの

ではなく、ひたすら愛するのである。マカールにとって愛はヴェルシーロ

フのように「悲しみ」を消すためのものではないのだ。そこに目的はない。

強いて言うならば、愛することそのものが目的であり、愛することそのも

のが喜びなのだ。ヴェルシーロフの言葉をもじって言えば、彼は人を愛す

るように「創られているのだ」。

死後の愛など、常識的にはありえない。たしかにマカールは熱に浮かさ

れて荒唐無稽なことを言っている了しかし嘘というわけではない。アルカ

ージイの表現を使えば、「ひどく間違った言い方」ではあるが、「でも理解

できる」（290）。さらに言えば、この死後の愛はマカールが人間と考える

から荒唐無稽になるだけで、もしも同じことをキリストが言ったとすれば、

それほど不自然ではないのではないか。「主よ、すべては汝のうちにあり、

われも汝のうちに人らん」とマカールは言うが、熱に浮かされているとい

う状況下で、キリストと合体し、キリストの言葉を伝えているのだと考え

れば、いっそう「理解できる」。「先祖のことなど、思い出しても、思い出

さなくても、どっちでもいい。が、わしはおまえたちといるんだ25）」と草

稿にはあるが、この言葉が完成稿では、「どっちみち同じだ、死後にだって

愛はあるんだ！」というふうに変わる。そのような経緯を考え合わせると、

ドストエフスキイがマカールとキリストを重ね合わせていたことは疑いあ

るまい26）。

事件をめぐる回想の終了後、すなわち、自己への裁きが終わったあとの

「今」、アルカージイは書いている。「率直に言うが、わたしは今ほど、彼

〔ヴェルシーロフ〕を愛したことがない」（446）。ここでいう＜愛＞は、

かつてのあとについてゆきたいという思いからくる愛とは明らかに異なる。

「あとについてゆく」という場合は、前を行く者は＜高く＞、後ろの者は

＜低い＞という暗黙の了解があるが、この段階でのアルカージイにはその

ような前後、上下に分ける発想はない。ここでの愛は、ただもうひたすら

相手を愛している、相手と＜ともにある＞という感覚に支えられたもので

あろう。そしてこの感覚はおそらく、マカールとの出会い（及びその回想、
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執筆）によって生れてきたものだろう。

6．

さて、子どもに関して言えば、『未成年』にはきわめて興味深い逸話が記

されている。それは、アルカージイが生後3、4カ月の捨て子の赤ん坊の

世話をする話である。事件は彼が、モスクワのニコライ・セミョーノヴィ

チの家に下宿しているときに起きた。

捨て子と知ると、ニコライ・セミョーノヴィチは、「ひどくまじめな顔」

をして、この女の子をすぐに孤児院にやるように決めた。しかしながら、

アルカージイは彼の決定に従わず、女の子の世話をしはじめた。引き取り

手探しに懸命になり、ついにはその子のために養育費まで出そうとする。

すると、ニコライ・セミョーノヴィチは日頃の物腰の柔らかさとは裏腹に、

「幾分きびしい態度で反対した」。しかし、アルカージイの意志は変わらな

かった（以後、アルカージイが奔走する姿を彼は「妙な薄笑い」を浮かべ

て見守っていた）。しかし結局、世話をした甲斐もなく、子どもはある晩、

死んでしまう（「女の子はもう分かっているみたいに、その大きな黒い目で

わたしを見つめながら、死んだ」（81））。そしてその晩、アルカージイは

「吼えるような声でもだえ泣いた」（そのこと●は、「今日まで」忘れられな

いと彼は記している）。このように女の子の世話にのめりこむアルカージイ

は、少女を助けようとしたラスコーリニコフを思い起こさせる。男に付け

ねらわれる泥酔した少女（＝子ども）に出くわしたラスコーリニコフは、

彼女のことを放っておけなくなり、近くを通りかかった巡査にかけあった。

自身の力ではどうしようもない子どもの窮境を、彼は放っておけなかった

のだ。しかし、彼はすぐに態度を変えてしまった。今、たとえ少女を助け

たとしても、統計的に見れば、どっちみち誰かが同じ悲惨な目に逢うのだ

と考えると、とたんに彼は目の前の少女がどうなろうとどうでもよくなっ

たのだ。アルカージイは違った。胸を締め付けるような出来事を前にする

と、なんでも言いぬけることのできるはずの万能の「イデー」もまったく

役には立たなかった27）。

アルカージイの態度に比べると、ニコライ・セミョーノヴィチの態度は
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いかにも大人で、理性的なものである。アルカージイは日頃から、理性的

なニコライ・セミョーノヴィチを非常に尊敬していたのであるが、ここで

は、その冷やかさに失望する。目の前で苦しみ、助けを求める子どもの姿

を見て、平然と理を説くことなどアルカージイには出来やしないのだ。

ニコライ・セミョーノヴィチは捨て子の事件に関わるだけではない。エ

ピローグの中で彼はもう一度、姿を現す。アルカージイに依頼されて手記

を読み、感想を寄せた彼は、何かしら作者ドストエフスキイの代弁をする

ような形で、アルカージイたちの生きる時代を解き明かす。アルカージイ

が育ったような「偶然の家庭」は現代ロシアにおいて偶然の現象ではない

と緩々説明しているところなど、まさに『未成年』という作品の解説の趣

がある（あたかも＜作者＞が、評論家たちよ、ここから引用を、と促して

いるかのようだ）。しかし、ニコライ・セミョーノヴィチの僻陣的な意見を、

当事者であるアルカージイは全面的に信頼しているわけではない。アルカ

ージイはニコライ・セミョーノヴィチの手紙の中から「一般的な見方と説

明になるような部分」を抜きだしたと言うが、「一般的な見方」で自身の生

活を解説される側の個人は救われない。解説される人間の気持ちなど、解

説する人間にはわからないだろう。ニコライ・セミョーノヴイチにとって

は、自身の生活に直接関わってこないものはみな、頭の中での出来事なの

だ。「未成年たちによって世代が建設されてゆく」のだと、彼は未来への展

望を雄弁に語るが、その未来を建設する生きた子どもには関心がない。彼

の捨て子への態度に失望したアルカージイは書き記している。

「彼ら〔ニコライ・セミョーノヴィチ夫婦〕はひどくつましい生活をし

ていたが、子どもがなかった。 そしてニコライ・セミョーノヴィチはいつ

もそのことを喜んでいたのだった」（80）。

「賢明な」ニコライ・セミョーノヴィチには、マカールやアルカージイの

関わる＜子ども＞が理解できないのだ。彼にとっては、アルカージイの手

記も未来の作品のための「材料」である。彼は、未成年をめぐって歴史的

な僻轍図を作ることができるし、さまざまな有益なコメントもできる。し
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かしそれはあくまで未成年に対する理性的な、大人の視点に立った、外か

らの分析である。

ドストエフスキイは大人の「知性yM」ではなく、どこまでも、内から

突き上げてくる、やむにやまれぬ＜子ども＞の感情に拘った。

クラフトの自殺をめぐって「知性あるyMHもⅠ丘〔＝賢明な〕」ワーシンは

言う。「決行された事実を考慮すると、そこには大変な誤謬が現れてくるの

で、事物を厳格に見る目はおのずから、なんというか、憐偶の情そのもの

を排除してしまうのです」（135）。アルカージイは、クラフトの誤謬を指

摘するワーシンの正しさを認めながらも、そこに不満を覚える。「ぼくはク

ラフトがかわいそうです」。この素朴な一言にワーシンはまったく応えよう

としないけれども、それは、その言葉の中に＜幼稚さ＞を感じとったから

であろう。アルカージイは相手のほうがあらゆる点で正しいと認めながら

も、「彼がきらいなことをはっきりと感じた」（135）。アルカージイはエピ

ローグでは、ニコライ・セミョーノヴイチのことを、「疑いなく賢明な人間」

として尊敬はできるが、「まったく第三者的で、いささか冷たくさえあるエ

ゴイスト」であると言明している（452）。このような見方は、ワーシンに

対する見方と重なる。アルカージイの二人に対する不満は、理性とは相容

れないもの、理性に抵抗する感情である。そしてその感じ方は、いかにも

子ども特有のものである。そのことをアルカージイはずっと＜子どもっぽ

さ＞、未熟さと感じて恥じていた。しかしマカールとの出会いによって、

さらには、その出会いの記憶を想起し書きつけることによって、彼は自身

の見方を改めることになる。「わたしはこの民衆出の老人に、ある種の感情

や見方についてまったく新しいあるもの、わたし自身が以前に理解してい

たよりも、はるかに明白で、しかも心に慰めを与えるもの、わたしには未

知のあるものを見出したのである」（308）。「ある種の感情や見方」とは、

子どものような感情や見方のことである。「未知なるものを見出した」とは、

＜子ども＞を心の内にもっていることは何ら恥ずべきことではなく、むし

ろそこには、「善美」を具現するという積極的な意味がある、ということで

ある。人間は＜子ども＞であり、＜子ども＞を愛することは人間を愛する

ことだ、ということである。
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マカールとの出会いは、＜子ども＞に対する評価を一変させたのである。

この内なる＜子ども＞、おそらくはキリストに通じているこの＜子ども＞

こそ、世界を、あるいは自分を変革するための原動力とならなければなら

ないもの、知性以上に不可欠のものであるとドストエフスキイは考えてい

た28）。

『未成年』は、未熟な子どもが理性ある大人へと成長する話ではない。

扱いかねていた自身の子どもらしさ、＜未熟さ＞を、肯定的に、新たな相

のもとに発見する話なのである。
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