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⽝オブローモフ⽞と近代

大 西 郁 夫

⚐．はじめに

Гончаров И.А.（1812-1891）は 19 世紀リアリズムを代表する作家として
ドストエフスキー，トルストイ，チェーホフ，ツルゲーネフに次いでしばし
ば名を挙げられ，また彼の長編⽝オブローモフ⽞（1859）はロシア文学の代表
作のひとつとされてきた。だが同時に，ゴンチャローフは⽝オブローモフ⽞
以外には言及されることが少ない作家でもあり，その位置付けは曖昧である。
実際，上記の作家たちと違って，ゴンチャローフのアカデミー版全集全 20 巻
の刊行開始は遅く，ようやく 1997 年に出版が始まったが，20 年以上経った
現在も完結には至っていない。このようにその知名度の割に，ゴンチャロー
フ研究は未だ途上にある。とはいえ作家の伝記的側面や思想的転向といった
部分に大きな議論があるわけではない。ゴンチャローフをめぐる問題はもっ
ぱら彼の代表作⽝オブローモフ⽞に関わるものである。例えば 21 世紀の今日
でも⽝オブローモフ⽞を扱った論文集⽝オブローモフ：定数と変数⽞の序文
にはこう述べられている。

オブローモフの世界的な知名度は長編⽝オブローモフ⽞理解度とまっ
たく釣り合ってはいない。［…］ゴンチャローフ生誕 200 年を前にして
彼の長編は未だ多くの謎を秘めており，これについて以下［＝同書］に
述べられている1。
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⽝オブローモフ⽞の解釈を未解決ととらえる立場は研究書に限られるもの
ではない。一般読者向けに書かれた解説書⽝みんなのロシア文学。素晴らし
き読書！（ゴーゴリからチェーホフまで）⽞（スヒフ著）でも以下のように述
べられている。

生き方として，哲学としてのオブローモフシチナ2は農奴制も帝政ロ
シアも越えて生き続けた。オブローモフ的な⽛なぜ？⽜という問いは人
間の魂の二つの側面の永遠の対話の中でその意味を持ち続けている。
⽛オブローモフとは何か？⽜と⽛オブローモフシチナとは何か⽜という
問いは，あらゆる時代がつねに新たに解かねばならないのだ3。

スヒフが⽝オブローモフ⽞の提起する問題を⽛人間の魂の二つの側面の永
遠の対話⽜と呼ぶように，確かに⽝オブローモフ⽞には二つの相対立する解
釈が見られてきた。⽝オブローモフ⽞の謎とはこの解釈の対立が関わってい
る。本論はこの対立を近代が孕む問題としてとらえ，⽝オブローモフ⽞と作者
ゴンチャローフが近代化を迎えつつあったロシアにおいて，どのように位置
づけられるかの考察を試みるものである。

⚑．⽝オブローモフ⽞の解釈における二極化

⽝オブローモフ⽞の解釈として最も影響力を持ったのは，言うまでもなく，
早くも作品発表の翌月，雑誌⽛現代人⽜第⚕号に掲載された Н.А.ドブロ
リューボフの⽝オブローモフ主義とは何か⽞（1859）である。よく知られたこ

1 От редколлегии / / Обломов: константы и переменные. Сборник научных
статей. СПб., 2011. С. 9.

2 原語は обломовщинаで⽛オブローモフ流儀⽜ほどの意味だが，邦訳では⽛オブローモ
フ主義⽜とも訳される。

3 Сухих, И.Н. Русская литература для всех. Классное чтение! (От Гоголя до
Чехова). СПб., 2013. С. 173.
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の論についてここでは詳述しないが，ドブロリューボフはオブローモフの特
質を農奴制の帰結としての⽛怠惰・無関心⽜や精神的隷属性とみなした。ま
た彼はこの主人公を，オネーギン，ペチョーリン，ベリトフ，ルージンら過
去の文学作品の主人公と結び付け，これを⽛余計者⽜として一括し，この主
人公たちが総じてロシアの宿痾を表していることを，歴史的・社会的に展望
してみせた。農奴制ロシアを批判したこの論は以後⽝オブローモフ⽞解釈の
主流となった。⽝オブローモフ⽞発表の⚒年後に農奴解放が行われたことも
あり，オブローモフシチナをロシアのネガティブな国民性の具現化とする考
え方は革命以前においても広く見られたし，また帝政ロシアを否定的に見る
ソ連においても当然の流れとして引き継がれた。主人公オブローモフとオブ
ローモフシチナを，社会的・歴史的観点から理路整然と論じたこの評論は，
それだけの説得力をもっていた。事実ドブロリューボフの評論を読んだゴン
チャローフ自身もこの解釈を肯定している。

雑誌は受け取りましたか？⽝オブローモフ⽞についてのドブロリュー
ボフの論文を見てください：オブローモフシチナについて，つまりそれ
が何であるかについて，この後ではもう何も言えないと思います。彼は
そのことを予見していて，誰よりも早く発表するのを急いだに違いあり
ません。［…］この論文の後，これを繰り返さないでいるために批評に残
されているのは，［作品の］否定に走るか，オブローモフシチナは脇に置
いて，女性像について語るしかありません［1859 年⚕月 20 日付けアン
ネンコフ宛て書簡］4。

だがドブロリューボフの解釈に対立して，彼と同時期のドルジーニンから
始まり，ソ連時代に至るまで，この見解とは相容れない立場が続いてきた。
それは主人公オブローモフを功利主義に対立する人間的・肯定的原理とみな
そうとする立場である。

4 Гончаров И.А. Собрание сочинений в 8 томах. Т.8. М., 1980. С. 275- 276.
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例えばドルジーニンは評論⽝イワン・ゴンチャローフの長編⽝オブローモ
フ⽞⽞（1859，初出は雑誌⽛読書文庫⽜第 12 号）でこう述べる。

滑稽な側面や，哀れな人生，われわれと共通する欠点の現れ，それら
ゆえに私たちはイリヤ・イリイッチ・オブローモフが大切なのではない。
彼が大切なのはわれわれの土地，われわれの時代の人間だからであり，
悪意を持たないやさしい子供だからであり，別の状況で別の発達をした
なら真の愛と慈悲を行うことができる人間だからなのだ。彼が大切なの
は自立した純粋な性質ゆえであり，彼を軽蔑する大多数が汚染されてい
る陳腐なスコラ主義的道徳から独立しているからなのだ。［…］そして
最後に，彼が大切なのは，自己愛と策略と不正に満ちたこの時代に，だ
れひとり辱めることなく，だれひとり欺くことなく，だれひとりにも忌
まわしいことを教え込むことなく，静かにその生を終えた畸人としてな
のである5。

また 1892 年に詩人アンネンスキーはオブローモフをこのように思い描く。

なぜ彼［＝オブローモフ］の受動性はわれわれに対して苦々しさや恥
ずかしさを呼び起こさないのだろう。
オブローモフの怠惰に対置されているものを見るといい。出世欲，俗
なあがき，些細な諍い，シュトリツの商業文化的活動ではないか。オブ
ローモフのガウンとソファには，人生の問題を解決しようとするこうし
た試みすべてへの否認が感じられるのではないか。［…］
彼は愛されている。彼はアガーファヤ・マトヴェーエヴナに愛と，そ
して崇拝さえ吹き込むことができる。小説の末尾，彼を追慕するザハー
ルを思い出してほしい。弱く，わがままで，無能で甘やかされ，世話を

5 Дружинин А.В. «Обломов», роман И.А. Гончарова / / И.А. Гончаров в русской
критике. М., 1958. С. 183.
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必要とするこの人間は，人々に幸せを与えることができたのだ，なぜな
ら彼にはハートがあったからである6。

ソ連時代になってもプリーシヴィンが日記に密かにこう記している。

オブローモフ。この長編において内的にはロシア的怠惰が賞揚され，
外的にはそれが生命を欠いた活動的な人々（オリガとシュトリツ）の描
写によって非難されている。だがロシアにおけるどのような⽛肯定的な⽜
活動も，オブローモフの批判に耐え切れないだろう。彼の静穏の中には，
そのためにこの静穏を失ってもいいほどの至高の価値への欲求が秘めら
れているのだ。これは一種トルストイ的な⽛無為⽜である7。

あるいはソ連崩壊後には，こうした反功利主義的な側面をロシア正教の原
理と結びつける解釈も見ることができる。

…彼の世界観の根底には疑いなく生の宗教的知覚と，何よりも⽛神と
人⽜⽛神と人類⽜という問題が横たわっていた。ゴンチャローフは自らの
キリスト教的歴史学を創り出したのである。彼にとって人類の歴史は
⽛神意⽜の具現化である8。

現代においては，こうした二つの立場の対立を調停するかのように，⽝オブ
ローモフ⽞という作品を，主人公の友人で実業家シュトリツの体現する功利
主義・合理主義とオブローモフの人間像（無垢で，非利己的）が対置された，
二つの原理（功利主義 vs 理想主義など）の拮抗もしくは併存を描いたものと

6 Анненский И.Ф. Гончаров и его Обломов / / Книги отражений (Литературные
памятники). М., 1979. С. 268- 269.

7 Пришвин М.М. Дневники: Книга третья. Дневники 1920- 1922 гг. М., 1995. С.
166.

8 Мельник В.И. Этюды о Гончарове. Ульяновск, 2012. С. 316.
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する解釈が見られる。例えばネズヴェツキーは，オブローモフシチナに対し
て⽛シュトリツェフシチナ［штольцевщина］という概念を立てて，この二
つの原理の対立に作品全体の意味を見出そうとしている。

ゴンチャローフの長編の深奥な論理にしたがえば，安らぎとしての生
と活動としての生という調和しがたい両極は，前者が完全な停滞と死に
変わるおそれがあり，後者が回し車の上にいるリスの，終わることのな
い自己目的的な駆け回りに変わるおそれがある。だから互いを修正し補
完することのできる生の至高の統合へと，均等に結合されるべきなの
だ9。

上述のスヒフもまたこうした解釈の延長上に位置付けられるだろう。これ
らは穏当な解釈と言えるのかもしれない。しかし問題も残る。主人公の人生
が無駄に終わったとされる作品の展開から考えれば，必ずしもこの小説が二
つの原理を拮抗させているようにも見えない点である。むしろここで興味深
いのは，ドブロリューボフ的な解釈に対峙するかのように，オブローモフの
名誉回復を志向するベクトルが，現代に至るまで途切れることなく働いてき
たという事実の方かもしれない。アカデミー版全集の⽝オブローモフ⽞への
注釈者も以下のように指摘している。

20 世紀における（部分的には 21 世紀においても）この長編小説自体
とオブローモフの生涯の意味付けは⽝オブローモフ主義とは何か⽞の仮
説的なスローガン的命題からの漸進的なしかし絶えることのない解放の
歩みであり，それはオブローモフシチナからオブローモフという人間へ
の歩みだった10。

9 Недзвецкий В.А. Роман И.А. Гончарова «Обломов»: Путеводитель по тексту. М.,
2010. С. 212.

10 «Обломов». Примечания. / / И.А. Гончаров. Полное собрание сочинений в 20
томах. Т.6. СПб., 2004. С. 245.
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もちろんテクストの各所には，こうした対立する意見の根拠とされてきた
部分を見出すことは可能である。しかし果たして，それをもってゴンチャ
ローフが⽝オブローモフ⽞においても前作⽝平凡物語⽞（1849）のような二項
対立を目指していたようには見えるだろうか。それゆえここではあえてテク
ストを⽛読まない⽜解釈を考えてみたい。

⚒．⽝オブローモフ⽞のクロノトポス

ここで，テクストの部分に踏み込まずに，作品を大きく捉えるためには，
バフチンの提唱した⽛クロノトポス⽜が有効かもしれない。

文学において，実在した歴史的時間と空間およびそれらの中で開示さ
れる実在した歴史的人間を獲得するプロセスは複雑かつ断続的に進展し
た。そうして獲得されてきたのは，人類の歴史の当該の段階においてと
らえることができた時間と空間の個々の側面であり，そうして獲得され
た現実のこれらの側面を反映し芸術的に加工するのにふさわしいジャン
ル上の方法が作り出されてきたのである。
文学において芸術的に獲得された時間と空間の本質的な相互関係を，
われわれは⽛クロノトポス⽜と名付ける（文字通りの翻訳では⽛時空間⽜
である）。この用語は数学で用いられるもので，相対性理論（アインシュ
タイン）をもとに導入され基礎付けられたものである。われわれに重要
なのは相対性理論においてこの用語が持つ特殊な意味ではないので，わ
れわれはここ，すなわち文学研究にほとんど比喩として転用する（ほと
んど，であって完全にではない）。われわれに重要なのはこの語におけ
る空間と時間の不可分性である（空間の第四次元としての時間）。われ
われはクロノトポスを文学の内容に関わる形式的カテゴリーとして理解
する（ここでは他の文化領域におけるクロノトポスには触れない）。
文学的クロノトポスにおいては，空間的・時間的特徴は意味を付与さ
れた具体的な全体において統合されている。ここでは時間は圧縮され，
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密になり，芸術的に可視化されている。空間は凝縮され，時間，シュ
ジェート（プロット構成），歴史の運動へ取り込まれている。時間の特性
は空間の中で開示され，空間は時間によって意味を付与され計測される。
［時間と空間という］ふたつの系の交差とこれらの特性の融合によって
クロノトポスは特徴付けられている11。

小説における場面や展開を，意味を付与された空間と時間の融合として捉
える⽛クロノトポス⽜を利用して，⽝オブローモフ⽞における主人公の運動を
まず空間的に考えてみると，実に単純であることに気づく。主人公は極度に
移動を厭い，端的に言えば⽛動かない⽜。物理的にも社会的にも彼の行動特性
を неподвижность（不動性）と規定できるだろう。第⚒部は，後述するよう
に，例外となるが，それ以外の部にはこの行動特性を強調するエピソードが
挿入されている。

空間的位置 移動の忌避を強く示すエピソー
ド

第⚑部 ソファから動かない 引越しの拒絶
第⚒部 （激しく移動） ⽛山にも登る⽜：垂直にも移動
第⚓部 ヴィボルグ区 ネヴァ川渡河を渋る。

第⚔部 ヴィボルグ区 シュトリツによる帰郷の誘いを
拒絶

第⚑部では主人公が寝床代りのソファから結局最後まで起き上がらないの
はよく知られている。さらにこの部では，家主に迫られている引っ越しにつ
いて，従僕ザハールと執拗にやり合い，オブローモフは頑として引っ越しを

11 Бахтин М.М. Формы времени хронотопа в романе. Очерк по исторической
поэтике / / Литературно-критические статьи. сост. С. Бочаров и В. Кожинов.
М., 1986. С. 121- 122.
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受け入れない。
第⚓部では，別荘からヴィボルグ区に移ったオブローモフは次第にペテル
ブルグの中心部にあるオリガ宅を訪問することや結婚への具体的な道筋を負
担に感じ始める。そうした折にネヴァ川の結氷を口実にして，ヴィボルグ区
から市の中心部への移動を止め，オリガとの逢引きを延期する。
第⚔部で移動を強く拒否するのは，オブローモフがオリガと別れておよそ
五年後，シュトリツが最後にオブローモフを訪れる場面である。オブローモ
フの念願であった故郷オブローモフカ村への帰還を強く慫慂するシュトリツ
に対して，オブローモフはきっぱりと拒絶し，アガーフィヤと彼女の持ち家
に永遠にくっついてしまったと明かすのである。小説テクストの外部に問題
を拡張するのは禁じ手かもしれないが，オブローモフのこの拒絶は腑に落ち
ない点がある。妻となったアガーフィヤは家政に優れた主婦であり，領地の
立て直しについてはこの時シュトリツが全面的な支援を申し出ている。だと
すれば故郷への帰還に関してもはや障害はないはずであるが，結局主人公は
ヴィボルグ区にとどまるのである。
ではオブローモフが⽛別荘の周囲⚕キロ以内の丘で，彼が何度か登らない
丘はなくなった⽜第⚒部はどうだろうか。オリガとの恋愛が始まり頂点を迎
える第⚒部では，もちろんオブローモフは動き回る。だがオブローモフの行
動特性を⽛不動性⽜と見るなら，むしろこの部分では，彼の不動性とは，生
理的理由ではなく心理的理由に起因するものであり，物理的に動けないわけ
ではないことが露呈されているのではないだろうか。今更ではあるがドブロ
リューボフを引いておこう。

イリヤ・イリイッチ〔オブローモフ〕が неподвижность（不動性）を本
質的，根本的な特徴とするような，ある特別の種類の人間に属している
と想像する必要はない。彼が生まれつき思う通りに動く能力をもってい
ないと考えることは公正ではない。それはまったく違う。彼は生来，他
のすべてと同じ人間である12。
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本論でドブロリューボフを後追いするつもりはないが，彼が
неподвижностьという語を用いた点には注目しておきたい。そして彼もま
たその不動性がオブローモフの疾病など，物理的理由によって生じているわ
けではないと考えている。そうであるならばオブローモフが動かないのは彼
自身の意志のかたちなのである。
オブローモフが最後までとどまるヴィボルグ区は，当時にあってはペテル
ブルグの郊外，というよりむしろ僻地である。行政的にはペテルブルグの一
部であるが，道路の舗装も整っておらず周囲には畑地も広がっていた。小説
内でもゴローホヴァヤ街の旧居からヴィボルグ区への引っ越しについて，従
僕ザハールが⽛別荘から別荘へ引っ越す⽜ようなものだと不満げに述べてい
る。だとすればヴィボルグ区とは先進的なペテルブルグの中心と停滞したま
まのオブローモフカ村の中間的トポスと見ることができるだろう。そしてク
ロノトポスは空間表象に時間表象を含み込む。つまりこの場所は進歩しつつ
ある近代と旧態依然たる過去の中間に位置する時空間ということになり，オ
ブローモフとは近代と過去の間に立ち尽くす存在と見なすことができる。で
は作者ゴンチャローフはその近代をどのように思い描いたのだろうか。

⚓．主人公たちの антиподы（対蹠点）：肯定的登場人物

ゴンチャローフは自身の⚓長編（⽝平凡物語⽞⽝オブローモフ⽞⽝断崖⽞（1869））
を⽛一つの作品⽜（研究者によれば三部作）とみなしている。

今は私の⚓長編で私に見えているもの，それらの共通の意味について
話そう。
今述べたように，私が見ているのは⚓つの長編ではなくひとつである。
それらはすべて一本の共通の糸，一貫した一つの理念でつながっている。

12 Добролюбов Н.А. Что такое обломовщина? / / И.А. Гончаров в русской критике.
М., 1958. С. 64.
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その理念とは私が体験した一つの時代から，別の時代への移行であり，
またこれらの長編は私の描写，人物像，場面，小さな現象の反映によっ
てつながっている13。

この⚓長編を貫くライトモチーフは⽛眠りと覚醒⽜である。しかし⽛眠り⽜
の系列である主人公たちには必ずしも一貫性が感じられない。それは⽛眠り⽜
のありように違いがあるからかもしれないが，何よりオブローモフが他の⚒
人と異質だからでもある。アレクサンドル・アドゥーエフ（⽝平凡物語⽞）と
ライスキー（⽝断崖⽞）はどちらも恋愛体質で移動を躊躇しない。この主人公
の体質の違いを重く見るなら，むしろ主人公に対置される対蹠点としての⽛肯
定的人物⽜に一貫性を見出せるかもしれない。そう思わせるのは⽝平凡物語⽞
の叔父ピョートルと⽝オブローモフ⽞のシュトリツが極めてよく似ているか
らだ。⚒人はいずれも成功した実業家で活動的であり，何より合理主義的思
考の実践者である。そしてシュトリツはむしろ叔父ピョートルの改良型とみ
なすことができるだろう。⽝平凡物語⽞においてピョートルの合理主義的思
考は，その帰結として妻のエリザヴェータに悪影響を与えた。シュトリツに
は，このピョートルの不人情さをあたかも補填するかのように，ロシア人の
母からの影響として情緒性が付与されている（ただしそれは彼の音楽鑑賞趣
味程度にしか描かれてはいないが）。
だが⽝断崖⽞においては明確にこうした系譜に相当する人物は見出せない。
それは⽝断崖⽞が，他の作品に比べて複雑な人物配置を持ち，主人公ライス
キーと⚑対⚑で対立する登場人物を想定しがたい点にもよっている。しかし
⽝断崖⽞のストーリーを考えた場合，軸となるのはライスキーが従妹ヴェーラ
に恋をし，そっけなく身を躱されたあと，彼女の恋愛相手を探るというもの
である。したがってヴェーラの恋の相手をライスキーの対立点に想定するこ
とは可能であろう。だがそれは⚒人の人物に分かれている。すなわちニヒリ

13 Гончаров И.А. Лучше поздно, чем никогда. / / Собрание сочинений. в 8 томах.
Т.8. М., 1980. С. 107.
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ストで警察の監視下にあるマルク・ヴォロホフと⽛木こり⽜を自称するトゥー
シンである。ただしトゥーシンは実際のところ単なる⽛木こり⽜ではなく，
最新のイギリス製機械を備えた製材工場の所有者なのである。⽛覚醒したオ
ブローモフ⽜14でありながら，いまだ進むべき方向性を見出せない（だから彼
は自称⽛ディレタント⽜なのだが）ライスキーに対して，新しい時代の二つ
の側面を示しているのがこの⚒人の登場人物となるのではないだろうか。

⽝平凡物語⽞ ピョートル（叔父） 功利主義，成功者
⽝オブローモフ⽞ シュトリツ（親友） 合理主義，活動的

⽝断崖⽞
ヴェーラをめぐって

ヴォロホフ（破局） 無政府主義，唯物論
トゥーシン（結婚） 林業工場経営，素朴

整理してみよう。主人公の系列が⽛眠り⽜に属すとして，その現われはさ
まざまである。⽝平凡物語⽞のアレクサンドルはロマン主義的夢想であり，オ
ブローモフは農奴制ロシアの帰結，⽝断崖⽞のライスキーは⽛眠り⽜から覚醒
したものの未来図を描けない人物となる（彼は⽛眠り⽜と⽛覚醒⽜の分界線
とも言えるだろう）。一方⽛覚醒⽜の側にはいずれも合理主義者の叔父ピョー
トル，シュトリツがおり，その先にはニヒリスト＝唯物論者ヴォロホフと技
術的進歩を所有するトゥーシンがいる。つまり三部作を通じてゴンチャロー
フの思い描いた進歩とは，合理的思考を基盤に科学や技術の進歩を肯定しつ
つ，理念として唯物主義を拒否したということになるだろう。実際ベリンス
キーのサークルに出入りしていた頃から，彼は進歩的理念には共感する一方
で，唯物論には強い警戒心と危惧を抱いていた。

私は多くの点で，次のような考え方を共有していた。例えば農民の自
由，社会と民衆の啓蒙に向けたより良い手段，発展にとってあらゆる種

14 Гончаров И.А. Лучше поздно, чем никогда. С. 117.
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類の抑圧と制限がもたらす弊害などである。しかし私は決して，若者が
興奮するような，理想の社会的平等や友愛といった青臭いユートピアに
は夢中にならなかった。私は唯物主義にも，そこから導き出すことが好
まれたすべて，例えば人類の未来にとって素晴らしいもの，といったこ
とも信じなかった15。

だからこそ⽝断崖⽞で唯物論者ヴォロホフはヴェーラの圏域から排除され
るのである。だが今日から 19 世紀以降の時代の流れを振り返るならば，近
代化や進歩は科学や技術の飛躍的な発展と結びついており，その中で科学の
基礎としての唯物論的思考を排除できるかは疑問と言わざるを得ない。それ
ゆえ⽝断崖⽞で示されるゴンチャローフの未来図は，あくまで願望にすぎな
いもの，あるいはご都合主義的とも見える。そして，近代化における唯物論
的思考の位置付けが⽝断崖⽞で思い描かれたような形で解消できるかどうか
は別問題として，⽝オブローモフ⽞が構想・執筆されていた段階では，この二
つの側面，つまり進歩における唯物論的思考や合理主義の問題は，ゴンチャ
ローフにとって，⽝オブローモフ⽞の 10 年後に発表された⽝断崖⽞にみられ
るような形で解決はされていなかったのではないか。オブローモフが⽛立ち
尽くす人⽜として描かれてしまったことは，この問題が未解決だったことと
関わっているとも言えるだろう。この点を示唆するのが旅行記⽝フリゲート
艦パルラダ号⽞（1858）である。そしてこの時の体験はまさに⽝オブローモフ⽞
の構想段階と時期的に一致している。

⚔．⽝フリゲート艦パルラダ号⽞：西欧への矛盾した態度

⽝フリゲート艦パルラダ号⽞はゴンチャローフが幕末日本を訪れた 1852-
1855 年の体験をもとに書かれた旅行記である。日本においては 1853 年のプ

15 Гончаров И.А. Необыкновенная история / / Собрание сочинений в 8 томах. Т.7.
М., 1980. С. 385.

⽝オブローモフ⽞と近代

─ 119 ─



チャーチンによる開国交渉として知られており，ゴンチャローフはプチャー
チンの秘書として来航し，幕末日本に関するこの興味深い記録を残した。こ
の時ゴンチャローフはまだ⽝オブローモフ⽞の構想を携えていた（正確には
1849 年に⽝オブローモフの夢⽞を発表した後，執筆が中断していた）。もちろ
んこの作品は事実に立脚した旅行記であるが，これを⽛地理的長編小説⽜と
見なす立場がある。これにしたがえば，この作品にもまたゴンチャローフの
理念や世界観が反映されていると見ることができる。

⽝フリゲート艦⽛パルラダ⽜号⽞は長編小説である。なぜならそこで作り
出された⽛発展する世界像⽜は，経験的実在や，才能豊かに（つまり生
彩に富みかつ抒情的等）紙の上に単に再現された現象ではなく，確かに
体験された風俗ルポルタージュ的素材に基づき，独自の人道的理念に照
らしながら固有のイメージを手段として，芸術家の想像力が創造した現
象だからである16。

こうした観点から見れば，ペテルブルグを出発してポーツマス，ケープタ
ウン，インド洋，上海，日本，琉球などを訪れ，シベリアから陸路ペテルブ
ルグに帰還したこの旅は，地理的移動であると同時に，（西欧的視点から見れ
ば）文明のさまざまな段階の横断と捉えることも可能である。ただしゴン
チャローフの文明観全体を概観するのは本論の範囲を超える。ここでは進歩
の中心と考えられてきたヨーロッパに対する見方に限定したい。

この旅行記においてゴンチャローフは日本を⽛鍵をなくしたまま閉ざされ
た玉手箱⽜と例えている。

さあこれが，この鍵をなくしたまま閉ざされた玉手箱が，われわれが

16 Недзвецкий В.А. «Фрегат “Паллада”» И.А. Гончарова как географический
роман. / / Статьи о русской литературе XIX-XX веков. Нальчик, 2011. С. 153.
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これまで，あるいは金あるいは武器と狡猾な政策を用いて，交際に向か
うよう努力を無駄に重ねながら覗き見てきた国なのだ。これが，巧妙に
文明の監督から遁れて，みずからの知力とみずからの掟によって敢えて
暮らそうとし，頑として外国人の友情と宗教と通商を拒否し，この国を
啓蒙しようとする私たちの試みを嘲笑し，その蟻塚の国内の法律を，自
然法にも，民権にも，その他あらゆるヨーロッパ的な法律にもいっさい
の不法にも対立させている，人間家族の中のいくつもある集団なのだ17。

美しい例えではあるが，その表現からは，この⽛玉手箱⽜が⽛開かれる⽜
ことは当然の前提であり，西欧的な近代化は⽛文明⽜と同等視され，そこへ
向かうことは必然だと考えられているのが窺える。もちろんこうした考え
は，当時のヨーロッパ的観点から見たある種の使命感として当然と言えるも
のですらあった。

ゴンチャローフは，疑いの余地なく，当時のヨーロッパ中心主義を共有
しており，その範囲内で，シベリアと極東における啓蒙的使命をロシア
に割り当てている18。

同じような視点は，幕府側の実質的交渉相手川路聖謨に対する人物評にも
現れている。ゴンチャローフは彼の聡明さを人類に普遍的なものと称えてい
る。だがその褒め方にヨーロッパ的な立場が露呈されており，川路をわざわ
ざヨーロッパ人に擬して眺めているのだ。

さて，彼〔川路〕はどんなところがヨーロッパ人と違っているのだろう

17 Гончаров И.А. Фрегат «Паллада» / / Полное собрание сочинений в 20 томах. Т.
2. 1997. С. 314.なお邦訳は⽝ゴンチャローフ日本渡航記⽞高野明・島田陽訳（講談社学
術文庫，2008）P.59. を参照した。

18 Туниманов В.А. О русском миссионерстве («Путешествие в Арзрум» Пушкина и
«”Фрегат Паллада“» Гончарова) / / Мир филологии. М., 2000. С. 44.
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か。あるときは正餐の席でケーキを懐紙に包み込んだし，またあるとき
は，とても彼の気に入った皿からアンチョビー・ソースをなめたところ
だろうか？だが，そんなことはその土地の風習であってそれ以上のもの
ではない19。

⽝フリゲート艦パルラダ号⽞が三部作と共通のモチーフ⽛眠りと覚醒⽜を持
ち，またそこに見られるゴンチャローフの日本観にヨーロッパ寄りのバイア
スが存在する点は，すでに澤田和彦の的確な指摘もある。

⽝日本渡航記⽞では日本国と日本人が⽛眠っている⽜様子がたびたび描
き出される。⽛眠り⽜，⽛眠そうな⽜という語句が繰り返し用いられている
ことは注目に値する。ゴンチャローフは二百年間鎖国下にあって沈滞し
た日本の国家機構と日本人を，大国の誇りを持ってアイロニカルに描き
出している。即ち，ここでも長編三部作と同じく〈眠り〉と〈覚醒〉の
原理の対比が見られるのであって，それは言い換えれば，アジアとヨー
ロッパ，東洋と西洋の対比でもある。但し，三部作とは逆に，ここでは
作者が西洋の先進国の高みから東洋の小国を眺め下ろしている点に特色
がある20。

このようにゴンチャローフは非ヨーロッパ国家に対したときには，自らを
ヨーロッパおよび⽛文明⽜の位置に置いてそこから発言する。そのとき彼に
とってロシアとヨーロッパは一体であり，ロシアもまた，当然のように，文
明の一部を成すものなのだ。
しかしその同じ人物が，当時の進歩の最先端と考えられていたイギリスを
訪れたときには，その世界に皮肉な眼差しを注がずにはいられない。パルラ
ダ号は老朽化した帆船であり，ペテルブルグを出港した後，イギリスのポー

19 Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». С. 482.⽝ゴンチャローフ日本渡航記⽞P.335-336.
20 澤田和彦⽛鍵をかけた玉手箱⽜の国，日本─解説⽜⽝ゴンチャローフ日本渡航記⽞P.424.
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ツマスで大規模な修理を行なっている。その際にゴンチャローフはロンドン
を訪れているが，そこで以下のように述べている。

誠実，公正，同情は石炭のように採取されており，だから統計表に鋼鉄
製品や木綿と並べて，しかじかの法によりこれこれの地方や植民地のた
めにこれだけの法の審理が入手され，これこれの事件のために，大衆に
静謐や風儀の沈静化のための資材が投じられた等と示すことができるの
だろう。こうした美徳は，必要とするところに投入され，車輪のごとく
回転しているが，それゆえにこそ，これらの美徳は暖かみと魅力を欠い
ている。顔つきや動作，振る舞いにはくっきりと善悪についての実用的
意識が不可避の義務として書き込まれているのであって，生や歓び，魅
力としてではない21。

ゴンチャローフは，イギリスに対しては，清潔で整然とした社会運営を称
賛しつつ，社会的公正や慈善行為のような美徳ですら産業のように効率化さ
れ，⽛暖かみと魅力が欠けている⽜と皮肉っているのだが，このとき彼は明ら
かにヨーロッパ人ではなく，ロシア人としてイギリスを批判していることに
なる。このように少なくとも⽝フリゲート艦パルラダ号⽞においてゴンチャ
ローフのヨーロッパ像には微妙な違和感が感じられる。進歩という理想と，
その実際の現れとの齟齬といってもいいかもしれない。そしてその齟齬は解
消されているようには見えない。

⚕．終わりに

穏健な西欧主義者としてゴンチャローフは近代化（＝進歩）を肯定的にと
らえていた。彼はロシアの近代化にとって叔父ピョートルやシュトリツのよ
うな合理主義者や行動力を必要だと考えていた。それゆえこれらの人物像が

21 Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». С. 50- 51.
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現実的ではないとの批判に対しては，後年の⽝遅まきながら⽞（1879）におい
ても執拗に，自らの力量不足を認める一方その必要性を主張し続けている。

第二のもの［＝ピョートル・アドゥーエフに体現されるもの］，つまり
仕事，労働，知識の必要性という意識は，叔父に表現されているが，こ
の意識は生まれたばかりであり，最初の兆候が窺えるだけで，完全な発
達には程遠かった。始まりは弱々しく，不完全に，ほんの数カ所の個々
の人物や小グループに現れ得るものだというのはよくわかる話であり，
だから叔父の人物像は甥よりも生彩のない表現だったのである22。

私はこの人物［＝シュトリツ］のために非難を受けたが，一面でそれ
は正しい。彼の表現は弱々しく生彩がない。彼からはあまりに理念がむ
き出しである。私自身がそれを意識している。しかし私が非難されたの
は，なぜ彼を長編に持ち込んだかだった。なぜロシア人ではなくドイツ
人を私がオブローモフの対極に置いたのだと非難されたのだ。
これに対して私は，自然発生的なロシア的特徴として怠惰と無気力を
その幅いっぱいに根元から描いたのだから，このことからだけでも，エ
ネルギーと知識と労働，総じてあらゆる力の模範としてロシア人を並べ
てしまえば，停滞と眠りと不動性を描くという自分自身の課題と矛盾を
きたしかねなかった，と答えることもできたろう。それにそんなことを
していたら，私は自分が長編のために選んだロシア的な一つの側面の完
全性を損なうことになったはずだ。
だが私は当時黙ってこの否定を聞き入れ，シュトリツの人物像は生彩
がなく非現実的で，生きておらず単なる理念だと同意した23。

このゴンチャローフのことばに見られるように，彼にとってピョートルや

22 Гончаров И.А. Лучше поздно, чем никогда. С. 109.
23 Гончаров И.А. Лучше поздно, чем никогда. С. 115.
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シュトリツが体現する活動や労働，知識はこれからの社会に必要と考えられ
るものだったのである。だが同時に，そうした合理主義や進歩が招き寄せる
ものへの危惧をおぼろげに感じていた。合理主義（あるいはその延長上にあ
る唯物論的思考）は，数値化や計量化できない⽛暖かみと魅力⽜，言い換えれ
ば精神的価値，の喪失を導くのではないかという⽝フリゲート艦パルラダ号⽞
に示された齟齬は，解けない謎⽛アポリア⽜として⽝オブローモフ⽞に書き
込まれてしまったのではないだろうか。⽝オブローモフ⽞という作品が，二つ
の原理を巡る物語ではなく，進歩にも過去にも向かうことができずただ⽛立
ち尽くす⽜主人公を描く物語として造形されてしまった理由もそこに求める
ことができる。それはいわばゴンチャローフのアポリアのかたちそのものな
のだ。だからこそオブローモフにはこうした進歩の帰結の果てに滅びること
を危惧されるものが付与されているのかもしれない。あらためて小説からそ
れを拾い上げれば主人公の⽛鳩のようなやさしさ⽜や，彼に対するアガーフィ
ヤと子供たち，ザハールの主人への思慕であり，オリガとシュトリツから寄
せられた友情ということになるだろう。けれどもこうした要素はシュトリツ
やオリガのように⽛前に進む⽜人物への対抗原理として明示されてはいるわ
けではない。その意味で，虚しく滅びていくオブローモフにそっと添えられ
たこうした特徴は，決して主調音ではなく⽝オブローモフ⽞という作品の中
で倍音のように響いている。だがそれはあくまで倍音的としか言いようのな
いものである。したがってこの作品を二項対立的に読むのは，⽝オブローモ
フ⽞という作品の問題ではなく，読み手の側の価値観の問題なのかもしれな
い。
しかしこの倍音を含みこむことによって⽝オブローモフ⽞は農奴制という
過去に照準を当てた作品ではなく，未来に向けられた作品，すなわちロシア
の近代化が抱えた問題を射程に入れた作品となったと考えられるだろう。あ
るいは 19 世紀半ばから顕著になっていく進歩そのものに潜む問題を問う意
味を獲得したと言えるのかもしれない。例えば⽝オブローモフ⽞に株式にま
つわるささやかな論争が書き込まれているのは偶然ではない。それは株式に
無知なオブローモフと株式を熟知したシュトリツの対立を通じて，シュトリ
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ツの体現する合理主義が近代資本主義とつながることを示唆している。林業
の機械化を導入するトゥーシン（⽝断崖⽞）も含めて，ゴンチャローフの三部
作の背後には，近代化に伴う同時代の変化が視野に入っていたことが十分に
想像できる。また⽝オブローモフ⽞が発表された 1859 年は，イギリスでダー
ウィンの⽝種の起源⽞が表された年でもある。もちろんそれはただの偶然に
過ぎないのだが，聖書の権威を決定的に否定することになる⽝種の起源⽞は，
人類史において科学的思考が宗教に取って代わる分岐点を象徴的に示してい
るように思われる。あるいは⽝種の起源⽞がこの事態を引き起こしたという
より，⽝種の起源⽞の出版を許容する程度に，この転換が熟成しつつあった証
とも言える。こうした問題にまつわる意識がすでにこの時期のロシアに胚胎
していたことは，例えば⽝オブローモフ⽞の⚕年後に発表された⽝地下室の
手記⽞（1864）からも窺うことができる24。⽛自然法則⽜（＝科学的必然性）を
敵視してやまない⽛地下室人⽜はもちろんオブローモフと似ても似つかない
が，それらは同じ圏域の問題系に関わっている。このように，近代化するロ
シアと精神的価値観の組み替えをアポリアとしてとらえたという観点から，
あらためて⽝オブローモフ⽞と作者ゴンチャローフを位置付け直す必要があ
るのだろう。

24 この時期のダーウィン受容については以下を参照されたい：高田映介⽝世界の瞬間
チェーホフの詩学と進化論⽞（水声社，2020）
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«Обломов» и прогресс

Икуо ОНИСИ

И.А. Г ончаров (1812- 1891) ─ один из кла с сиков ру с с к ой
литературы 19- го века, особенно прославившийся своим романом
«Обломов» (1859). В данной статье мы проанализировали это
произведение в связи с прогрессом в понимании Гончарова.

Вокруг романа долго не утихали споры, о нём высказывались
противоположные мнения. Например, Н.А. Добролюбов считал
обломовщину и Обломова негативным явлением, порождением
крепостничества в дореформенной Рос сии, а А.В. Дружинин
рассматривал главного героя как светлую и чистую личность.

Не вдаваясь в подобные споры, отметим неподвижность героя
романа как его отличительную черту. Применив в своём анализе
понятие хронотопа Бахтина, мы видим, что Обломов остаётся в
пространстве Выборгской стороны, то есть в промежуточном
хронотопе между Петербургом и Обломовкой, и во временной
неподвижности ─ не тяготея ни к прогрессу, ни к прошлому.

Будучи близким западнической тенденции, Гончаров одобрял
прогресс, что отражается в антиподах главных героев его трилогии, в
которой, по словам самого писателя, изображается «сон и
пробуждение». К пробуждению он относит рациональность ума,
практичность поступков, распространение новейших технологий и
так далее. Показательно, однако, что в последнем романе «Обрыв»
(1869) автор вывел в качестве отрицательного персонажа одного из
антиподов, нигилиста-материалиста Волохова.
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Возможно, Гончаров опасался, что рационализм прогресса и
практицизм неизбежно пронизывают общество материализмом и
приводят к забвению нравственных ценностей. За десять лет до
«Обрыва», работая над «Обломовым», он задавался этим вопросом:
можно ли отрицать материализм, одобряя прогресс?

Подобные сомнения мы можем наблюдать и в другом его
произведении, «Фрегате «Паллада» (1858). В своих путевых очерках а
втор рассматривает Японию, как кажется, с позиции миссионера
европейской цивилизации. В то же время, при посещении Англии,
самой прогрессивной страны того времени, он с точки зрения
русского иронизировал над чрезвычайной холодностью английской
цивилизации.

В своём путешествии, обдумывая замысел будущего романа
«Обломов», он так и не нашёл ответов на мучившие его сомнения.
Возможно, противоречивое отношение Гончарова к прогрессу
заставило его создать этот образ героя, неспособного развиваться ни
в какую сторону. Иначе говоря, в нём отразилась искания самого
автора, так и не определившего своего отношения к прогрессу.

Таким образом, мы можем перечитывать «Обломова» не
ретроспективно, а перспективно в свете проблемы прогресса,
начавшегося в середине 19- го века и продолжающегося в наши дни.
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