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観念、行動、運命
―『フランケンシュタイン』と『金閣寺』を読む―

平　野　桃　子

　小説『フランケンシュタイン』（1818）と『金閣寺』（1956）には共通点がある。

メアリー・シェリー（1797－ 1851）と三島由紀夫（1925－ 1970）によってそれ

ぞれ書かれたこの 2作は、作品が書かれた国も時代背景も、作者の性別も異な

るが、作品の根幹をなす主題を共有していると思える。両作品ともプロットは

「青年が、ある観念に取り付かれ、行動を起こし、破滅する」である。それぞれ

見てみると『フランケンシュタイン』では、化学を専攻する学生ヴィクター・フ

ランケンシュタイン（以下、フランケンシュタイン）が、生命の創造という観念

に取り付かれ、人工的に人間らしい生物を作り出すが、完成品は醜い怪物で、

その怪物によって破滅させられる。一方『金閣寺』では、金閣を擁する京都鹿苑

寺の徒弟である溝口が、金閣に象徴される美の観念に取り付かれ、ついには金

閣に火を放ち、破滅する。両作品とも主人公による一人称の語りを採用してお

り、このことも重要な共通点である 1。本論では、同じ主題を共有するこの 2
作品を比較するのではなく、並列に置いてそれぞれを吟味しながら、論題に挙

げた「運命」を考えてみたい。先にプロット上の共通点を挙げたが、そこでは「青

年が、ある観念に取り付かれ、行動を起こし、破滅する」と書いた。両作品の

主人公の顛末を端的に言えば「破滅」なのだが 2、フランケンシュタインは作品

内で単語を変えながら幾度も、自分の破滅を運命に帰するのである。ごく一般

的に知られる意味で運命と言えば「人間の意志を超越して人に幸、不幸を与え

る力。また、その力によってめぐってくる幸、不幸のめぐりあわせ」3  である。

字義の通りにフランケンシュタインの人生が運命によって決まっていたなら、
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彼の人生に起きた出来事は全て彼の意志と無関係、あるいは彼の意志を超越す

る存在の意志ということになるのだろうか。また、もし全てが運命のなせる業

ならば、溝口の金閣への執着も運命なのだろうか。この点を「観念」と「行動」

との関連から考察したい。

1．「観念」から「行動」へ

　『フランケンシュタイン』と『金閣寺』では、主人公がそれぞれ、彼らの人生

を幼少期から振り返っている。フランケンシュタインと溝口が、彼らの人生を

支配することになる観念の萌芽から開花までをどのように回想しているかを、

後に論じる運命との関連を念頭に置きながら読んでいきたい。

1－ 1．フランケンシュタインの場合

　フランケンシュタインは親子ほど年の離れた両親のもとに生まれた。父親の

家系は代々ジュネーブの判事を務める名家で、彼は苦労とは無縁に育つ。また

両親は彼を「善良に育て上げるべく、天から授けられた子供であり、無垢で無

力な生物」（F 33  4）として惜しみなく愛情を注ぎ、この点でもフランケンシュ

タインは恵まれている。上記の引用のすぐ後に、「その子供の将来の運命
4 4

（‘lot’）

を幸福に導くのも不幸に導くのも、両親次第であった 5」（F 33）という文章が

続く。この ‘lot’ という語が、フランケンシュタインによる回想の中に最初に

現れる「運命」と訳される言葉なのだが、この文章を字義の通りに読むと、彼

がその後の人生に起こる一切のことの責任を両親に転嫁していることが伺え

る。彼が 5才の時、両親は彼と同い年の孤児エリザベスを養女に迎える。フ

ランケンシュタインは彼女と、進学して出会う親友クラーヴァルと共に少年期

のほとんどを過ごす。彼は自分も含めた 3人の性格的特徴を説明するが、エ

リザベスを「詩人が作り上げた空想の世界を追ったり…山々の崇高なかたち、

季節の移り変わり、嵐と静けさ…を讃えたり」など「事物の壮大な外観」を思う

ことに喜びを覚えるロマン主義的精神の持ち主と説明する。またクラーヴァル
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に関しては「非凡な才能と想像力の持ち主」で、「騎士の物語やロマンスを読み

ふけり」、「自分でも英雄の歌や魔法のお話、騎士の冒険物語をたくさん書いた」

と、やはりロマン主義的精神を持つ人物であると賛美している。一方フランケ

ンシュタインは自分の性格に関して、こう説明している。

エリザベスが事物の壮大な外観を真剣に、そして満ち足りた気持ちで思う

一方で、私はそれらの原因を探ることに喜びを覚えた。私にとって世界は、

どうしても解き明かしたい一つの神秘だった。好奇心、自然の隠された法

則を知ることへの飽くなき探求心、それが私の前に明らかになった時の恍

惚にも似た喜びが、私が思い出せる最初の感覚の内にある。（F 36）

これは成人した後のフランケンシュタインによる回想であるので、エリザベス

とクラーヴァルの気質が非常にロマン主義的で高尚なものとして表現されてい

るが、恐らくは書かれているものより子供らしい、自分を取り囲む環境に満足

し、その中で空想の世界を楽しむというものであったと推測する。しかし一方

で、フランケンシュタインの気質は明らかに二人と異なっている。まだ化学の

知識も、科学のそれも持ち合わせていない少年が言う「自然の隠された法則…

が私の前に明らかになった」とはどのような意味なのだろうか。子供の興味は

まず自分自身に向かい、そこから世界へ広がる。そう考えると、少年フランケ

ンシュタインは自身の内にエリザベスやクラーヴァルとは違う何かを、即ち「自

然の隠された法則」を発見した可能性がある。二人のように子供らしく空想の

世界に遊ぶことを許さず、そして愛し合う両親の姿を見ながらも、後に単性生

殖とも言える生命創造に彼を駆り立てるその法則とは、フランケンシュタイン

が自身の性的不能か、同性愛者であることを自覚したということではないだろ

うか 6。『フランケンシュタイン』には「あるいは近代のプロメテウス」という副

題が付いているのだが、初めて粘土と水から人間を形成し、稲妻という生命の

火を与えたプロメテウス以外にも、ギリシア神話には創造の神がいて、鍛治の

神であるヘーパイストスは足に障害を持っている。そしてその不具を補うため
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に、2人の黄金の娘を作り歩行を介助させた。創造の源泉には不足が付き物な

のである。さらに種村季弘はこう述べている。

それにしても、この何でも作れないもののない神話のなかの工学家たちに

は一つだけ出来ないものがあった。それは何だったか。答は簡単である。

何も作らないこと、人工の粋を凝らすことができもせず、またその必要も

ないようなことをすること、である。という意味はすなわち、自然生殖を

通じて子供を産むことである。さもあろう、反自然的な人造人間の制作者

である彼らにとって、なんの苦もなく生き物を生み出せる女性の生殖能力

ほど嫉妬と羨望に価し、憎悪と敵対の対象になるものはなかったはずだか

らだ。工学家たちは例外なく男神であった。…現代の性心理学者が彼らの

精神分析をしてみれば、典型的なオナニストの症例を発見するにちがいな

いのだ。7

この引用文を性的不能か同性愛者かもしれないフランケンシュタインの事

情に重ねて読むと、彼が生命創造という観念に支配されることに何の疑問

も生じない。彼は「子供時代の思い出に浸ることはこの上なく楽しい。不運
4 4

（‘misfortune’）によって私の知性が汚され、広く世の役に立つはずだったその

明るい未来が、自分に関する暗く、狭量な内省に変わってしまう以前のこと

を思うのは」（F 38）と言う。また、続けて「後に私の運命
4 4

（‘destiny’）を支配す

るあの情熱の誕生を自分自身に説明する時、私はそれが下劣でほとんど忘れら

れた源泉から、山中を流れる川のように湧き上がり、流れるにつれて増幅して

激流と化し、その中に私の希望と喜びを全て流し去ってしまった」（F 38）と言

うのだが、「あの情熱」は明らかに創造行為に対する情熱を指している。そうす

ると彼の「不運」、つまり幼い時分に見出した自身の性に関する気付きが、身

体的成長に伴って無視できない重大なものとなり、創造行為をもって自然に対

する反旗を翻さずにはいられなくなったと解釈できる。

　こうして萌芽した観念はどのように開花し、創造行為につながっていくの
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か。フランケンシュタインは 13才の時、錬金術師コーネリアス・アグリッパ

の著作を偶然入手し、「一連の思考」が「破滅につながる致命的
4 4 4

な（‘fatal’）衝撃」

（F 39）を受け、その他の錬金術師の著作も集めて読み漁る。近代の自然哲学

よりも自然の神秘に一層深く踏み込み、不可能を可能に変える錬金術に魅せら

れた彼は、特に不老不死の霊薬であり、万能薬としても知られるエリクサーに

夢中になる。それまでフランケンシュタインの目標は「天と地の秘密」や「世界

の自然法則の秘密」（F 37）を知りたいなど抽象的なものであったが、エリクサー

によって可能になるであろうことを思い巡らす内に、「人体から病気を追放し、

人間を無敵にしたい」（F 40）という具体的な目的を持つに至る。しかし 15才
の時、強大な雷の威力を目の当たりにしたことで電気の法則やガルヴァニズム

を知ったフランケンシュタインは、これを契機に錬金術への興味を失い、「本

当の知識の入り口に一歩も踏み込めない」「疑似」科学に嫌悪を感じる（F 41）。
彼はこのことをこう回想している。

振り返ると、このほとんど奇跡的とも言える嗜好と意志の変化は、私の人

生の守護天使による咄嗟の手助けと思える。そのとき既に星々にぶら下

がって、私を飲み込もうとしている嵐を避けようと、私の身を守る精霊が

してくれた最後の努力だと。（F 41）

興味深いことに、後の創造行為から彼を遠ざけるための意志の変化をフランケ

ンシュタインは運命とは形容していない。その代りに「守護天使」や「私の身を

守る精霊」という初出の存在を持ち出している。これと関連して、17才でドイ

ツのインゴルシュタット大学に進学する時、彼は「父の家を出て嫌々ながら歩

き始めた瞬間から、私に対して完全な影響力を主張する偶然
4 4

 （‘Chance’）、いや

むしろ悪影響、または破壊の天使とでも言うべき」（F 45）存在が彼に付いてい

るのを感じる。後に詳述するが、「偶然」は必然と共に運命とは切り離せない関

係にあり、運命と同一ものと見なすこともできる。特別にキリスト教の色彩が

濃いと言えない『フランケンシュタイン』においては、何の後ろ盾も持たない「守
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護天使」の概念より、「偶然」の力が絶大であることは明白である。この「悪影響」

たる「偶然」に導かれ、フランケンシュタインはヴァルトマン教授の講義に出席

し、近代科学を用いれば自然の隠れ家にさえ侵入できるが、その礎を築いてく

れたのは中世の錬金術であるという「運命
4 4

の言葉（‘the words of fate’）」（F 48）を
聞いてしまう。役に立たない「疑似」科学として切り捨てたはずの錬金術と近代

科学が実は密接につながっていて、後者は彼が長らく望んでいた自然の神秘を

解明し始めていた。このことを知った彼は「すぐに私の心は一つの思考、一つ

の概念、一つの目的でいっぱいになった」（F 48）と言い、この日をもって「私

の将来の運命
4 4

（‘my future destiny’）は決まった」（F 49）と確信する。こうしてフ

ランケンシュタインは「あの運命の
4 4 4

（‘fatal’）夜」、「私の不運
4 4

（‘misfortune’）の始

まり」（F 67）に成就する怪物の創造へと盲目的に邁進していく。

1－ 2．溝口の場合

　創造という行為が比較的作品の前半に書かれる『フランケンシュタイン』と

異なり、『金閣寺』で放火という行為が描かれるのは作品の最後である。つま

り、ほぼ作品全体が溝口と観念との対決なのである。観念の源泉を探るのに推

測を必要としたフランケンシュタインの場合と対照的に、溝口は金閣＝美の観

念に溺れた原因を自身で記している。大きく分けて二つあるのだが、一つは父

親の影響である。この影響の大きさは溝口の手記が「幼時から父は、私によく、

金閣のことを語った」（K 5 8）という一文で始まることからも伺える。そもそも

金閣を美の象徴としたのは溝口自身ではなく、「金閣ほど美しいものは此
この

世
よ

に

ない」（K 28）と繰り返し息子に言って聞かせた父親であった。溝口の純粋な想

像力は父親の言葉を養分にして成長し、実際に金閣を見る前から、美しいも

のを全て「金閣のよう」と思うまでになった。父親が土台を築いた美の観念を、

溝口が全面的に受け入れたことには理由がある。彼の父親は「田舎の素朴な僧

侶」（K 28）で、肺を病んでいた。田舎、素朴、肺病に加えて「語彙も乏しく」

（K 28）と説明されるこの父親からは、力強いイメージを感じないが、溝口は

中学一年生の夏休みのある晩に、自分と父親と同じ蚊帳の下で寝ていた母親が、
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同じく一つ蚊帳の下で寝ていた縁者の男と不貞行為を働く場面を見てしまい、

隣に寝ていた父親に目隠しをされて救われた経験があった。溝口はこう記して

いる。

今もその掌の記憶は活きている。たとえようもないほど広大な掌。背後か

ら廻されて来て、私の見ていた地獄を、 忽
たちま

ちにしてその目から覆い隠し

た掌。他界の掌。愛か、慈悲か、屈辱かは知らないが、私の接していた恐

ろしい世界を、即座に中断して、闇のなかに葬ってしまった掌。（K 70）

このように溝口にとって、たとえ病弱であろうと朴
ぼくとつ

訥としていようと、「人生」

から彼を守ってくれた掌として、父親の存在は非常に大きいのである。（反対に、

彼に「人生」を目撃させた母親に対して、彼は「あれ以来、私の心は母を恕
ゆる

して

いないのである」（K 68）と書き、あまり母親のことを語らない）

　溝口が金閣＝美の観念に惹かれたもう一つの原因は、彼が生来の吃
ども

りだった

ことにある。

吃りは、いうまでもなく、私と外界との間に一つの障
しょうがい

碍を置いた。最初

の音がうまく出ない。その最初の音が、私の内界と外界の間の扉の鍵のよ

うなものであるのに、鍵がうまくあいたためしがない。（K 7）

溝口は吃音の自分を醜い存在、「美から疎外されたもの」（K 28）と思い込み、自

分とは対極のところにある美を追求するようになった。

　こうして溝口にとっての美の観念は萌芽したが、先述したように『金閣寺』

はほとんどが、ここから放火という行動に至るまでの、いわば観念の開花の過

程を描く作品なのである。本論では詳細にその過程を追うことはできないた

め、要点をおさえていきたい。まず先に引用したように、溝口は吃りのために、

彼の世界と現実世界との間に壁を築いている。そして彼は金閣を、初めて見た

とき彼に「美というものは、こんなに美しくないものだろうか」（K 32-33）と思
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わせた現実の、建築物としての金閣と、美そのものである心象の金閣に分けて

おり、現実の金閣を現実世界に、そして心象の金閣を現実世界のさらに向こう

側にある象徴の世界にそれぞれ置いている。（もちろん現実と心象の金閣は溝

口にとって別々の存在ではなく、一つのものである）言葉だけでなく「私の感

情にも、吃音があったのだ」（K 51）と言う溝口は、どうしても現実世界に触れ

ることが出来ないが、言葉を必要としない象徴の世界には、現実世界を超えて

入っていくことが出来る。そうして金閣の美を、吃音の感情ではなく、より鋭

敏な感覚を介して即座に感じとっている。溝口はこうして自分を、自身が作り

上げた内界に置きながら、その外にあるものを二項対立的に置いているように

思える。そしてその拮抗が崩れたとき、彼は金閣放火という行為に及ぶ。例え

ば溝口の父親と母親について、彼が中学生の時分に亡くなり、「他界の掌」と回

想される父親は象徴の世界に属し、彼を「人生」から守る役割を果たす一方で、

不貞行為を彼に見せた母親は現実世界の住人である。現実世界に対して壁を持

つ溝口はこうして、父親との精神的つながりと比べると、母親とは疎遠である。

　溝口には人生に影響を与える二人の友人ができる。彼と同じく鹿苑寺の徒弟

である鶴川と、大谷大学に進学して出会う柏木である。柏木が溝口に与える影

響力の大きさを論じる論文は数々あるが 9、鶴川のそれを論じるものは比較的

少ない。しかし現実と象徴の二項対立に置いて考察するとき、二人は同じ位重

要な人物である。それまで吃りを自分の本質としていた溝口に、「私という存

在から吃りを差引いて、なお私であるという発見を、鶴川のやさしさが私に教

えてくれた」（K 56）。さらに「時には鶴川は、あの鉛から黄金を作り出す錬金

術師のようにも思われた。…ひとたび彼の心に濾過されると、私の混濁とした

暗い感情が、ひとつのこらず、透明な、光を放つ感情に変るのを、私は何度お

どろいて眺めたことであろう！」（K 72）と、溝口は記している。一見彼に良い

影響を与えている鶴川だが、溝口は鶴川から光と影が紙一重であること（「た

だ感情にとどまる限りでは、この世の最悪の感情も最善の感情と逕
けいてい

庭のない

こと、この効果は同じであること、殺意も慈悲心も見かけに変わりはないこ

と」（K 73））も学んでいた。鶴川は大谷大学在学中に事故死する（実は自殺の可
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能性があることが後に判明する）が、溝口はそれを知ったとき次のように思う。

鶴川のようにそこに存在するだけで光を放っていたもの、それに目も触れ

手も触れることのできたもの、いわば生のための生とも呼ぶべきものは、

それが喪われた今では、その明瞭な形態が不明瞭な無形態のもっとも明確

な比喩であり、その実在感が形のない虚無のもっとも実在的な模型であり、

彼その人がこうした比喩にすぎなかったのではないかと思われた。

（K 165強調引用者）

鶴川は死後、溝口にとって象徴の世界に属する存在となる。言いかえれば、金

閣と同じ世界の住人になるのである。溝口は金閣のことも「…何故なら金閣そ

のものが、丹念に構築され造形された虚無に他ならなかったから」（K 194 強調

引用者）と言っている 10。象徴の世界に属することで、鶴川は溝口を「人生」か

ら守る役割を背負うことになるが、生前鶴川は溝口が柏木と交際することを良

く思わなかった。この柏木が溝口を「人生」＝現実世界に引き込む。

　柏木は内翻足で、溝口が自身の根本を吃音とみなす以上に強く、自身の個別

性を内翻足であることに認めていた。そして頑なに内翻足以外に自身の個別性

を（その可能性すら）見出さないことで、他人の存在理由も認めなかった。そ

うでありながら、自分の内界に引きこもる溝口と異なり、柏木は現実世界に身

を置いていた。「存在そのもので見返し」（K 117）ながら、柏木は自分＝内翻足

を基にした認識を通して現実世界を生きていた。その生き方は溝口にとって衝

撃であり、「柏木が暗示し、私の前に即座に演じてみせた人生では、生きること

と破滅することが同じ意味しか持っていなかった」（K 142）としながらも、「そ

れに私が大いに惹かれ、そこに自分の方向性を見出したことも事実」（K 142）と
溝口に言わせた。これまで金閣に依存することで「人生」から距離を置いてきた

溝口だったが、柏木と知り合ったことで（さらに十代後半という青年期に達し

たことも相まって）「人生」＝現実世界に踏み込むことを望むようになる。柏木

の影響により、溝口は女性と性交渉を持つことで「人生」に到達しようとするが、
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いざその時になると目前に金閣の幻が現れ、断念させられる。そのことを溝口

は「一方の手の指で永遠に触れ、一方の手の指で人生に触れることは不可能で

ある」（K 160）と理解するが、何度も同じ事態に陥るうちに、自分を「人生」か

ら隔てる金閣を恨むようになる。溝口はあたかも金閣が意志を持って彼の邪魔

をしているように語るが、実際のところ、彼を「人生」から隔てているのは彼

自身である。溝口はある日蜂の営みを見ているとき、蜂の目で眺めてみようと

思いそうするが、そこから自分の目に返ったとき、「生が私に迫ってくる刹那、

私は私の目であることをやめて、金閣の目をわがものにしてしまう」（K 201）
ことを悟る。つまり蜂の目を通して蜂の欲望という生と一体化し、その欲望を

なぞってつくられた菊の形態の美しさと交わり、生と形態の流動に耽溺しよう

としたそのときに、変化とは無縁の、永遠の金閣がすべてを無に帰してしまう

のである。溝口にとってこれを絶つ手段は悪
あく

しかなかった。悪は柏木が教えて

くれた「裏側から人生に達する暗い抜け道」（K 157）で、それでもなお「意外な

術数に富み、卑劣さをそのまま勇気に変え、われわれが悪徳と呼んでいるもの

を再び純粋なエネルギーに還元する、一種の錬金術」（K 158）と溝口には思え

たのである。その末に彼は金閣放火を思い立つ。彼にとって放火の先にあるの

は、ただの人生ではなく「別
べつあつら

誂えの、私特性の、未
みもん

聞の生」（K 250）のはずであっ

た。こうして溝口の観念は開花を迎えた。

2．「運命」とは何か

　『フランケンシュタイン』と『金閣寺』において、各主人公が抱いた観念と、

それに基づく行動から見る限りでの「運命」とは何だろうか。まず『金閣寺』か

ら論じるが、作品内で一か所だけ、溝口は「運命」に言及している。

総じて私の体験には一種の暗合がはたらき、鏡の廊下のように一つの影像

は無限の奥までつづいて、新たに会う事物にも過去に見た事物の影がはっ

きりと射し、こうした相似にみちびかれてしらずしらず廊下の奥、底知れ
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ぬ奥の間へ、踏み込んで行くような心地がしていた。運命
4 4

というものに、

われわれは突如としてぶつかるのではない。のちに死刑になるべき男は、

日頃ゆく道筋の電柱や踏切にも、たえず刑架の幻をえがいて、その幻に親

しんでいる筈だ。

（K 197傍点引用者）

吃りのせいで自身の内界と外界の間に壁を持つ溝口であるが、二度だけ、その

壁をするりと抜けたことがある。つまり、言葉がすらすらと出たことがある。

一度目は若さと健康の象徴のような先輩に海軍への入隊を勧められたとき、溝

口は「僕は坊主になるんです」（K 10）と言い切った。二度目は金閣放火の直前、

その行為が無意味であることを認識し動けなくなっていたとき、「仏に逢うて

は仏を殺し、祖に逢うては祖を殺し、羅漢に逢うては羅漢を殺し、父母に逢う

ては父母を殺し、親眷に逢うては親眷を殺して、初めて解脱を得ん。物と拘は

らず透脱自在なり」（K 325）と臨済録示衆の一節を唱えたときである。先輩に

向かって坊主になると言い切ったとき、溝口は自分の役割が「暗い世界に大手

をひろげて待っていること。やがては、五月の花も、制服も、意地悪な級友た

ちも、私のひろげている手の中へ入ってくること。自分が世界を、底辺でひき

しぼって、つかまえている」（K 11）ことだと自覚する。この自覚と、上記の臨

済録の一節は「鏡の廊下」のように対応している。臨済録の一節の意味を要約

すると「内においても外においても出逢ったものに執着するな」11  である。溝

口はこれまで、自分として生きるために自身の内界と、現実の金閣と象徴の金

閣を必要としていたが、今やその相対的な関係性を放棄し、底辺のただ一点に

なる覚悟を定めた。溝口が築いていた現実世界と象徴世界のバランスは、実は

鶴川の死の真相が分かったときに崩れ始めていた。彼にとって「生のための生」

であった鶴川の死が事故によるものではなく、恋愛に苦悩した果ての自殺で

あることを知ったとき、溝口は「私は記憶の意味よりも、記憶の実質を信じる

にいたった。もはやそれを信じなければ生そのものが崩壊するような状況で信

じたのである」（K 272）と言っている。記憶の実質、つまり溝口がつくりあげ
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た鶴川像に固執しなければ、彼を「人生」から守る象徴の世界が瓦解し、現実

世界の方へなだれ落ちてしまう。溝口は応急処置として記憶の実質にすがった

が、当然知る以前の彼に戻ることはできない。こうして象徴世界と現実世界が

崩壊した混沌の中で、溝口は底辺の一点として世界をひきしぼろうとするのだ

が、それが彼の「運命」と言えるかもしれない。運命は数々の哲学者によって

定義されてきたが、九鬼周造の難解な運命論を解説した古川雄嗣によると、回

る円を思い描いて、その円周を必然としたとき、円周を構成する一点一点がす

べて偶然であり、その偶然が今という時間にぶつかる底辺が、私たちが体験す

る現実であり、それを積極的にとらえれば「運命」になる 12。毎秒偶然に接す

る底辺で、溝口は選択して生きてきたということになる。溝口にとっては、「運

命」とは選択であった。

　フランケンシュタインにとっての「運命」はどうか。先に見たように、彼は

単語を変えながら「運命」に当たる言葉を連発する。通例、例えば「あの人との

運命の出会い」というように、運命という言葉は一生に二度と無い程、人生を

劇的に変える事柄に言及するとき使われる。従ってフランケンシュタインの

「運命」という言葉の使い方は珍しいと言わざるを得ない。九鬼周造は、無数

の偶然が円周を構成する必然という円が現在という瞬間にぶつかるとき、それ

を積極的に捉えれば「運命」になると主張したが、フランケンシュタインは自

分の過去を振り返りながら「運命」を規定していく。主にヨーロッパの哲学者

の運命観の概要をまとめた木田元によると、ハイデガーは未来を起点に現在と

過去がつながっていると主張し、人間は「究極の可能性である自分自身の死に

まで先駆してそれに覚悟をさだめることによって…真の自己に「到来する」の

だが、それは「既に在りつづけてきたがままの自己に立ちかえり、それを引き

受けなおし、反復することであり、そのようにして自分の置かれている状況を

能動的に「現前せしめ」、それを直視すること 13」ができると言う。「運命」とい

う言葉を多用しながらウォルトン船長に自分の人生を語る時、フランケンシュ

タインは文字通り目前に迫る死を感じ取っている。そうして未来に覚悟を定め

ながら、語るという行為を通して、彼は現在と過去を同時に直視する。木田氏
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の著書にドストエフスキーの『悪霊』に登場するスタヴローギンという青年の

「運命」が書かれているが、スタヴローギンは戯れに性的関係を持った 12才の

少女がそれを恥じて自死した 4年後に、ふとその少女と最後に会った日に見た

赤い蜘蛛の幻を見たことをきっかけにして、それまで忘れていた少女の記憶に

取り付かれる。赤い蜘蛛を契機に、彼と少女の偶然の出会いは「内的に同化さ

れて運命に 14」なった。「偶然は内的に同化されて運命になる」というのはヤス

パースの運命論 15  であるが、フランケンシュタインの「運命」もスタヴローギ

ンと同種のものではないか。フランケンシュタインの場合、赤い蜘蛛に当たる

ものが語るという行為で、それを通して自分の身に起きた全ての偶然を、そし

て廣野由美子も指摘するように彼の性格が招いた一連の悲劇 16  を、内的に同

化して「運命」にしたのだ。フランケンシュタインによる「運命」という言葉の

使用は一見すると責任転嫁のようだが、実際は「運命」という言葉を使うことで、

彼は全ての偶然を運命として引き受け直したのだ。

　本論では『フランケンシュタイン』と『金閣寺』の主人公の「運命」を考察した。

「世界を、底辺でひきしぼって、つかまえ」ながら生きる溝口は、九鬼周造の

運命観を表す図に重ねれば、常に現在を生きている。もちろん誰でも皆、常に

現在を生きているが、溝口は現在であり、底辺であり、運命でもあるその場所

で、彼の内外の全てのものを一度無にしてしまいたかった。一方、死を目前に

して人生を語るフランケンシュタインにとって、未来と現在と過去は明確につ

ながり、彼は語るという行為を通して「運命」を形成していく。現在に固執す

ることが特徴の溝口の運命と対照的に、フランケンシュタインにとって運命は

いわば後付けである。

　運命という非常に抽象的且つ哲学的なテーマを扱った本論は多くの点で指摘

を受けるであろう。筆者の勉強不足が浮き彫りになっている点も恥ずかしく思

う。しかし長く関心を引かれてやまなかったこのテーマに取り組めたことに意

義を感じている。何かご指摘を頂ければ有難い限りである。
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注

1 『フランケンシュタイン』は、正確には 3人の語り手による入れ子構造を

採用している。作品の導入部と結末は、北極への到達を目指す若きイギリ

ス人船長ロバート・ウォルトンによる語りであり、その語りの内部に、ウォ

ルトンに自分の人生を語って聞かせるフランケンシュタインの語りがあ

り、さらにフランケンシュタインの語りの中に、怪物がフランケンシュタ

インに語る彼の人生の話が挿入されている。

2 『金閣寺』は溝口による金閣への放火の直後までしか書かれていないため、

厳密に言えば顛末は破滅とは言えない。さらに溝口は最後に生きる意志を

示している。（そして生存して（私たちが『金閣寺』として読んでいる）手記

を綴っている）しかし、実際の金閣への放火犯である林養賢と同様に溝口

が逮捕され、獄中にいるとしても、逃亡の身であるとしても、溝口のその

後の人生が幸福であるとは想像し難く、特に、生きようという意志は示し

たものの、精神面が充足しているとは考えられないため、破滅と形容して

も支障はないと思う。

3 新村出編『広辞苑第 6版あーそ』（岩波書店）p.295.

4 Mary Shelley, Frankenstein-or the Modern Prometheus （Oxford: Oxford UP, 

1998） 以下、本論におけるテキストからの引用は、書名を F と省略し、ペー

ジ数を本文に記載する。また、引用文に付く傍点は全て引用者による。

5 ‘lot’ という単語には「くじ」という意味もあり、古代ギリシアの時代から

運命と、当たり外れの両極を持つくじとは同一の意味を持つことがあった。

（B. Π. ゴラン著、一柳俊夫訳『ギリシア人の運命意識』（風行社、2002年）

pp.127-136.）

6 フランケンシュタインは先に、彼の「将来の運命
4 4

を幸福に導くのも不幸に

導くのも、両親次第」と責任を転嫁したが、両親の年の差、つまり年老い

た夫に対して若すぎる妻という不均衡が彼に不快感を起こさせたなら、そ

の意味では彼の性に関する異常は両親の責任なのかもしれない。
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また、フランケンシュタインが同性愛者であるというゲイ批評は少なくな

い。代表的なモーリス・ヒンドルによる著作も含めて、廣野由美子著、『批

評理論入門―『フランケンシュタイン』解剖講義』（中公新書、2005年）の

巻末の参考文献 （pp.240-250）に一連の書名、論題がまとめられている。

7 種村季弘、「怪物の作り方」（『怪物の解剖学』（河出文庫、1987年））p. 38.

8 三島由紀夫、『金閣寺』（新潮文庫、2010年）以下、本論におけるテキスト

からの引用は書名を K と省略し、ページ数を本文に記載する。

9 「『金閣寺』論―対話することばの誕生―」において佐藤秀明は、溝口が手

記を書いている相手、つまり想定される読者として柏木がいることを指摘

し、金閣は独白の手記ではなく、対話であると論じる。（小埜裕二編『三島

由紀夫－日本文学研究論文集成 42』（若草書房、2000年）pp. 119-134.）ま

た、「反転する話者―『金閣寺』の憑依」において柴田勝ニは、手記の書き

手が溝口でなく柏木である可能性を、書き手の「私」が抱える醜さの問題や、

悪の魅力、そして現実世界に対する侮蔑が溝口より柏木のものであること

に基づいて論じている。（佐藤秀明編『三島由紀夫『金閣寺』作品論集―近

代文学作品論集成 17』（クレス出版、2002年）pp. 274-296.）

10 溝口は戦時中、金閣と自分が共に戦火に滅びる可能性があることで、金閣

を身近に感じていたが、敗戦後、彼にとって金閣はそれまでと違うものに

なった。金閣が虚無と化したことを具体的に記しているのは以下の部分で

ある。

金閣は…実質を忽ち洗い去って、ふしぎに空虚な形をそこに築いていた。

…今、私の聴いているのは、完全な静止、完全な無音であった。そこに

は流れるもの、うつろうものが何もなかった。金閣は、音楽の恐ろしい

休止のように、鳴りひびく沈黙のように、そこに存在し、屹
きつりつ

立していた

のである。（K 80-81）

11 中村文峰『現代語訳　臨済禄』（大蔵出版、1990年）p.126.
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12 古川雄嗣『偶然と運命―九鬼周造の倫理学』（ナカニシヤ出版、2015年）

pp. 172-219.

13 木田元『偶然性と運命』（岩波新書、2001年）p.28. 本書で木田氏はヨーロッ

パの哲学者と共に九鬼周造にも言及している。

14 木田元、p.176.

15 木田元、pp.163-176.

16 廣野由美子『批評理論入門―『フランケンシュタイン』解剖講義』p.65.


