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チェーホフ『グーセフ』における自然描写について 
髙田 映介 

はじめに 

『グーセフ』（Гусев, 1890）は1890年、帝国ロシアの流刑地サハリンからチェーホフ（Антон Павлович Чехов, 

1860–1904）が戻って最初に書かれた作品である。極東での兵役を終えた無期帰休兵が船で搬送されていく。

ロシアまではまだ遠い。彼らの大部分は病に冒されているか、怪我を負っており、長い航海に耐えられず、一

人また一人と命を落としていく。死んだ者は帆布にくるまれ海に投げ込まれる――これが短編のあらすじで

あり、死者が甲板から海に投げ込まれる場面は、チェーホフが帰路で実際に目にした光景でもあった。インド

洋を回り香港、シンガポール、セイロンを経てロシアへたどり着く船の上で、チェーホフはこのように手紙に

記している。「シンガポールへ向かう途中、二人の死者が海に沈められました。帆布にくるまれた死人が、も

んどり打って水中へ落ちていくのを見、海底までは何露里もあるのを思いだすと、恐ろしくなり、なぜか自分

自身が死んで海の中へ投げ込まれそうな気がしてきます」（П. 4: 140）。1 主人公グーセフのモデルもまた、彼

がサハリンで言葉を交わした囚人の一人だという。チェーホフはサハリン島の題材を創作の中へ表立って持

ち込むことはしなかったが、『グーセフ』はサハリン島の影響が認められる数少ない作品の一つである。2  そ

れだけにとどまらず、この作品は、チェーホフの創作のさまざまな系列に結び付けることができる。たとえば

ビィツイーリは「病室」という空間設定や登場人物の構成、ネクラーソフ（Николай Алексеевич Некрасов, 

1821–1877）へのひそかな文学的応答などの観点から、『グーセフ』は『六号室』（Палата № 6, 1892) と対をな

す作品であると見なす。3 あるいはカターエフは、「人生を堪能しようとし、運命を問い、未解決の問題に取り

組む」ことで「自分の居場所を定めようとする人間の根絶しがたい欲求」が『グーセフ』、『決闘』（Дуэль, 1891)、

『流刑地にて』（В ссылке, 1892) など一連の作品に共通することを指摘している。4 

 だが、本作を一読して読者が最も鮮明な印象を受けるのは、船上で死亡したグーセフが葬られた後、海中

で死体の周りを魚やサメが泳ぎ、そうかと思えばはるか上の空と海に目が向けられ、「人間の言葉では言い

表しがたい」（7: 339）色彩で締めくくられる、自然の描写だろう。この結末部については、これまでその「視覚

的な美しさ」5  がもっぱら関心を集めてきた。しかしながら、本作での死の描かれ方と関連させつつ「空」や

「海」の表現を詳しく見てみると、チェーホフがこの場面で、自然と人間の関係をめぐるロシア文学の伝統に

比して特異な自然の描き方をしていることにもまた気がつくのである。本稿では、このような自然の描写を、

 
1 チェーホフのテキストはЧехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М.: Наука, 1974–1983. を底本にし、本

文中に巻数（アラビア数字）と頁数（アラビア数字）をコロンでつなぎ、（ ）内に示した。書簡は巻数の前にП. を加えた。翻訳は

既存訳を参考に、本稿筆者が訳出した。引用中の［ ］は本稿筆者による中略、ないし補足を示す。 
2 Donald Rayfield, CEKHOV The Evolution of his Art. London: Paul Elek, 1975, pp. 114–117. 
3 Бицилли П. М. Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа // А. П. Чехов: pro et contra. / Под ред. И. Н. Сухих. СПб.: 
РХГИ, 2010. С. 651–652. 
4 Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М.: МГУ, 1979. С. 208–209. 
5 浦雅春『チェーホフ』岩波新書、2004年、76頁。 
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晩年のチェーホフを考える上で重要な詩学の特徴につながるものとして捉える。すなわち、人間に無関係・無

関心な自然の有様、さらには後期諸作品のいわゆる「抒情的逸脱」の場面などにつづく変化を、グーセフの自

然描写に抽出することが本稿のねらいである。 

以下、まずは『グーセフ』に見られるさまざまな対照関係を分析し、特徴的な死の描写が導かれる過程を考

察する。これを踏まえ、特に「海」と「空」に注目して『グーセフ』における自然描写の特性を明らかにする。 

 

１． さまざまな対照関係 
アントネーヴィチは、「グーセフという短編の特徴は、するどく対立するコントラストに基づいて空間世界が

構築されている点にある」6 と指摘している。そのことは何よりも、「船」という作品の舞台設定に拠るところが

大きい。以下われわれも、船を介して形成されるさまざまなコントラストを詳しく見ていく。 

まず、船の「中」と船の「外」の対比に目を向けよう。「蒸し蒸しして、暑く［……］ひとことでいって今にも死

んでしまいそう」（7: 329）な船室で、ひどく揺れる時には「立つことも、茶を飲むことも、薬を飲むこともできな

い」（7: 330）まま船室の中の人間がなすすべもなく横たわっている様は、彼らがもはや死を免れえないことを

予感させる。この密閉された船室には、小さな窓がひとつだけあって外を見ることができる。窓の外では「透

き通った、トルコ玉のようなやわらかな色をした水」に「目もくらむような熱い太陽の光」にいっぱいに照らさ

れた小舟がたゆたい、小舟の上でカナリヤを商う物売りが声を張り上げる。また別の小舟が来ると、その上

には「箸で米の飯を食べる」太った中国人が乗っている（7: 334）。水の穏やかさや日の光、食事行為などが、

活動と生命力を感じ取らせる。 

 船の内外に通じる生と死の対照に関連して、過去と現在の対照を指摘することができる。船室でもうろうと

するグーセフはしきりと故郷の村のことを考える。「巨大な池」「陶器工場」を思い出し、池の向こうに故郷の

村を、家族の姿を見出す。「端から五番目の家から、兄のアレクセイが橇に乗って出て来る。その後ろには大

きなフェルトの長靴をはいた、小さな甥のワーニカが座っている。小さな姪のアクーリカもやはり大きな長靴

をはいている」（7: 328）。五年前の懐かしい村の記憶は、しかし、不吉な夢へと転じる。不意に池が消え、「目

の無い、大きな牛の頭がだしぬけに現れる。馬も橇も、もはや前に走るのではなく、黒い煙の中をぐるぐる回

っている」（7: 328）。カプースチンは、「家、親戚、生まれ育った村、冬といった明るいイメージ」につづく「黒い

煙の雲、目の無い牛の頭」のイメージの意味は、「明確に死の象徴と結びついている」と述べている。7  ハー

スもまた「目の無い牛の頭には、死そのものの明らかな象徴が見出される」と指摘している。8 

 
6 Антоневич А. Ю. Деформация художественного пространства в рассказе А. П. Чехова «Гусев»（К вопросу о психологизме 
чеховской прозы）// Филологические штудии. Вып. 3. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 1999. С. 34. 
7  Капустин Н. В. Рассказ А. П. Чехова «Гусев»: Святочный контекст и пушкинские параллели // Наш Пушкин. Иваново: 
Ивановский гос. ун-т, 1999. С. 65. 
8 Хаас Д. «Гусев» – светлый рассказ о мрачной истории // Чеховский сборник. / Отв. ред. А. П. Чудаков. М.: Лит. ин-та им. 
А.М. Горького, 1999. С. 85. 
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第二節でも船室のグーセフが過去を思い出す場面が見られる。 

 

また大きな池や工場や村がグーセフの頭に浮かぶ……。また橇が走り、ワーニカが笑い、おばかのア

クーリカは毛皮外套の前をはだけると足を突きだす。［……］ 

「六つにもなって、まだ分別もつかないんだから！」グーセフはうわ言を言う。［……］ 

おや、火縄銃を手にしたアンドロンが仕留めたウサギを肩に下げてやってくる。その後ろから老いぼ

れユダヤ人のイサイチクがついてきて、石鹸一個とウサギを交換しようともちかけている。黒い子牛が

土間に見える、ドームナがシャツを縫いながらなぜか泣いている。するとまた目の無い牛の頭、真っ黒

な煙……。（7: 331） 

 

最初の時と同様に、牧歌的な村の光景は突然まとまりのつかない出来事に取って代わられ、「目の無い牛の

頭」と「真っ黒な煙」に支配される。この直後、カルタ遊びをしている三人組の一人の兵士が唐突に死ぬ。この

ように、平和に生きていた過去の時間と、避けられぬ死が襲う現在の時間の対照関係を指摘することができ

る。 

 さらに、ラプシンによれば、「船の「下」と「上」（重苦しい病室と甲板）」は「海と空に対応する」。9  第四節で、

手に包帯を巻いた兵士に連れられて甲板に出たグーセフが空と海を眺める場面に目を向けたい。 

 

グーセフと兵士の二人は、静かに船首の方へと人をかきわけて歩いてゆく。やがて船べりに立ち、黙

って上や下を見つめる。上には深い空と、輝く星々と、安らぎと静けさがある――故郷の村とそっくり同

じだ。下には闇と混乱がある。なんのために高い波が騒ぐのか分からない。どの波を見ても、誰より一

番高く盛り上がろうとし、他の波を押しつぶし、追い払おうとしている。そこへ、音をたてて白いたてがみ

を光らせながら、これも同じように凶暴で醜悪な第三の波が襲い掛かる。（7: 337） 

 

この場面で、「安らぎと静けさ」に満ちた「深い空」は「故郷の村」の空と、換言すれば過去の時間と通じている。

一方海にある「闇と混乱」はグーセフの想念が最後に転じる「真っ黒な煙」や「目の無い牛の頭」を思わせるし、

アレクサンドロヴナは、争うかのように荒れ騒ぎ、つづけざまに生じてはすぐに消える「波」の様子に、船室内

であっけなく命を落としていく兵士たち同様の一種の死を見立てている。10  以上から、『グーセフ』には、「船

内／船外」「死／生」「現在／過去」「船室／甲板」「海／空」など、さまざまな時空間の対照関係を明らかに指

摘することができる。 

 これに加えて、主要な登場人物の二人、グーセフとパーヴェル・イワーヌィチのコントラストにも目を向けた

 
9 Лапушин Р. Е. Не постигаемое бытие…: Опыт прочтения А. П. Чехова. Минск: Пропилеи, 1998. С. 47. 
10 Александровна Н. Д. Два бездны（Рассказ «Гусев»）. ［https://lit.wikireading.ru/h7NvwHr0mh］ （2021年6月14日閲覧） 
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い。冒頭部で、水差しの落ちる物音に気づいたグーセフが「風が鎖を切りやがったぞ……」（7: 327）と言う。こ

れを聞いた後者は「いらだったように」、「船が魚とぶつかっただの、風が鎖を切りやがっただの……鎖を切

るってことは、風は獣か何かかい」（7: 327）と言う。グーセフは平然と「正教徒はそんなふうに言うんですよ」

（7: 327）と答える。やり取りは、「基本的に神話的なものと同一であり、自然現象がアニミズム化され、自然災

害はしばしば怪物のイメージに擬人化されて説明される」11  ような世界観をもつグーセフと、その彼を「暗愚

で、盲目で、打ちひしがれた人間」（7: 333）と扱い、自らは「抗議の権化」（7: 333）を名乗るパーヴェル・イワー

ヌィチの違いを浮き彫りにしている。反対に、パーヴェル・イワーヌィチが「一人の人間を故郷の巣から引っこ

抜いて、一万五千露里も引っ張って来た挙句に、肺病に病みつかせてしまう……で、いったいなんのために

そんなことを？」（7: 330）と「抗議」しても、グーセフは「別に難しいことはありませんよ」「悪い人間は家でも勤

めでも容赦されやしないけど、きちんとした生活をして、よく人の言いつけを守りさえしていれば、誰がいじ

めたりするものですか。旦那たちは教育のある、物の分かった人間だもの」（7: 330）と言って取り合わない。

また、先に挙げた故郷の幻想の中で、彼は甥や姪が「親より利口にはならないように」（7: 328）と祈る。こうし

た年長者への敬意と服従に加えて、キリスト教的連帯感もグーセフの世界観に特有のものだ。迫りくる死は

「何も恐ろしいことはない」（7: 337）と言う時、グーセフは次のように述べる。 

 

もしだよ、今小舟を海に下ろして、百露里先に行って魚を捕ってこいと上官が命令したとしたら、行く

だろうよ。それか、今、正教徒が水に落ちたら、すぐ後を追って飛び込むね。ドイツ人やマンザ12なら助け

やしないけど、正教徒のためならそうするね。（7: 337） 

 

「旦那」をあがめ、両親を敬い、同胞のためなら命も投げ出すグーセフだが、かつて従卒として勤めていた頃

に「マンザが四人、中庭に入って来た」時には、「ひまをもてあましていた」「なんとなくで。中庭に入って来た

から」（7: 330）というだけの理由で彼らを殴りつけてもいる。ここから分かるように、グーセフの世界観は「主

と従」、「身内と他人」などの農民に旧来の慣習によって明確に二分化され、固定されている。彼はロシア文学

における伝統的な「平民＝従卒」の系譜に連なっているのである。 

そうしたグーセフの考えを「バカな、哀れな男だ」「何も分かっていない」（7: 331）とパーヴェル・イワーヌィ

チは非難する。己の運命を甘受しているかのようなグーセフと異なり、パーヴェル・イワーヌィチはあらゆる

事柄に反抗する。 

 

 
11 Доманский Ю. В. Верх / низ в рассказе «Чехова»［http://chehov-lit.ru/chehov/kritika/domanskij-verh-niz-v-rasskaze-gusev.htm］

（2021年6月14日閲覧） 
12 沼野充義によれば、「極東ウスリー川流域土着の中国人を、十九世紀後半から二十世紀初頭にロシア語でこう呼んだ」とい

う。アントン・チェーホフ（沼野充義訳）「グーセフ」『すばる』第42巻第4号所収、集英社、2020年、196頁参照。 
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君らは最下層の、憐れな連中だ。……おれはぜんぜん違う。おれは意識をもって生きているんだ。

［……］おれは抗議の権化だ。横暴を見れば抗議をする。偽善者やごますりを見れば抗議をする。勝ち

誇った豚を見れば抗議をする。おれは誰にも屈しない。（7: 333） 

 

「偽善者やごますり」「勝ち誇った豚」に対する抗議は、のちのいわゆる「小三部作」（『すぐり』（Крыжовник, 

1898）、『箱に入った男』（Человек в футляре, 1898）、『恋について』（О любви, 1898））のイワン・イワーヌィチを

思い出させる（「満足しきった、幸福な人ひとり一人のドアの前に誰か金づちを持って立たせ、休みなくドアを

叩かせて、不幸な人間がいることを思い出させなくては。そして、今どれほど幸福でも、遅かれ早かれ人生

がそういう人にも爪をむき出して［……］誰にもかえりみられず話も聞いてもらえなくなるだろうということ

を、思い出させてやらなくては」（10: 62））。同時にまた、イワン・イワーヌィチが持つ「パイプ」から立ちのぼる

「重苦しいにおい」（10: 65）が対話者を不可解にさせ眠れなくさせるように、彼ら「抗議者」はえてして苛烈に

過ぎる人格の持ち主であり、基本的に穏やかなグーセフの性質との違いが際立つ。このように、世界観の点

でも、性質の点でも、グーセフとパーヴェル・イワーヌィチのコントラストを指摘することができる。『グーセフ』

は全五節から成るが、四節目までは両者の（ときに他の兵士も交えての）会話が相当の分量を占めているこ

とも述べておきたい。 

以上を踏まえた上で、いっそう重要なのは、これまでに見てきた対照関係は絶対的なものではなく、境界

が融解する例が多々認められるという点だ。すでに述べたように、船の内外は窓によって介在されている。

窓は、それがモチーフとして有する原型的意味がそうであるように、内と外を隔てるだけでなく中継する役割

も果たす。たとえば「丸い小窓は開いていて、パーヴェル・イワーヌィチにやわらかな風が吹く」（7: 332）という

一文からも、船室は完全に閉ざされているわけではなく、窓から外を見たり、窓から風が吹き込むといった

形で、内外の境界が溶ける瞬間があることが明らかだ。また、神話の典型をめぐる観点から『グーセフ』の

「下」と「上」を分析するドマンスキーは、蒸気船は「空と海という「伝統的」で安定した原型的な「上」と「下」の

間に位置」しており、人間の行為にもとづく「中間」的性質をもつと述べている。13  船は自らの「上（甲板）」で

空とつながり、「下（船室）」では海とつながっており、先の引用で見たように、船から上には空を、下には海を

見渡すことができるかぎりにおいて、まさに空と海の境界を担いつつ時に境をゆるやかなものにするのであ

る。過去と現在の対照についても、断絶した関係なのではなく、過去の記憶に関する想念はつねに現在の些

末な、あるいは整理されない出来事の侵入に干渉されている。 

 

「よくないぞ。子供たちが凍えてしまうかも……」とグーセフは考える。「神様」とつぶやく、「子供たち

に知恵を授けてやってください。親を敬うように、ただし、親より利口にはなりませんように……」 

 
13 Доманский Ю. В. Верх / низ в рассказе «Чехова». 
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「この靴の底は新しくしなくちゃ」と、病気の水兵がバスで寝言を言う。「そうだ、そうだとも！」 

グーセフの想念が断たれる。（7: 328） 

 

二度目にグーセフが村を思いだす場面でも、「頭の上で誰かが大声をだし、水夫が何人か走り抜けた」「甲板

を何かかさばるものでも引きずっていったか、それとも何かが割れた」（7: 330）物音によって追想が中断さ

れる。このことに加えて、グーセフは過去につながる記憶の中をさまよいながら、今の時間においてうわごと

を言っていることも強調しておきたい。病みついたグーセフの知覚の中で、記憶は純粋な過去として想起さ

れているのではなく、あたかも今この瞬間の現実であるかのように思われているのである。 

そして、境界の融解がもっとも顕著に認められるのは、グーセフとパーヴェル・イワーヌィチの対照が彼ら

に訪れる死によって、あるいは死の性質によって弱められる時だ。『グーセフ』における特徴的な死の描かれ

方は、本稿の議論にとり個別に扱うべき事柄であるため、以下に詳しくその様を見ていくこととしたい。 

 

２． 死の描写 
 短い作品であるにも関わらず、『グーセフ』には三度死の描写が登場する。これらの死の描写には共通の傾

向が認められる。最初に、カルタに興じていた三人組の一人の兵士が命を落とす。彼は「何やらおかしな様

子」をし、「ハートをダイヤだと言い、計算を間違え、カードを取り落と」したりして、不審な行動をとる。あげく、

「びっくりした様子で、バカのような微笑みを浮かべて皆の顔を見回す」と、「『ちょっと、兄弟……』」と言った

きりそのまま死ぬ（7: 331）。彼の死は唐突であり、死に際しての心理の動きは明らかではない。兵士の死に対

する周囲の反応も最小限に抑えられている。あまりにも呆気ない死に様に、兵士の死んだことに気づかず水

を飲ませようとする水兵に、グーセフが言う。「見えないのかよ、とんまめ［……］息をしてないだろ、死んだ

んだ！」（7: 332）。場面はここで切り替わり、その後の様子は書かれていない。 

 見てきたように、病みついたり、怪我を負っている無期帰休兵たちにはそもそも死が身近に迫っており、時

空間の特性もまたそのことを明らかに示していた。したがって、兵士の最初の死は、それに続く第二、第三の

死の予告として捉えることができる。第二の死はパーヴェル・イワーヌィチのそれだ。彼の死は兵士の死以上

に簡略に伝えられ、もはや事態が判然としないほどだ。 

 

誰か病室に入ってきたような音がして、人の話し声がきこえる。だが五分もすると、またあたりが静ま

り返る。 

「天国で、永遠の安らぎのあらんことを」と腕に包帯を巻いた兵士が言う。「落ち着かない男だった

な！」 

「なんだ？」とグーセフがきく。「誰だって？」 

「死んじまった。今上へ運んでいったよ」 
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「仕方のないこった」あくびをしながらグーセフがつぶやく。「天国に安らわんことを」 

「どう思うね、グーセフ？」しばらく黙っていた後で、包帯の兵士が言う。「あいつは天国へ行けるかな」 

「誰のことを言ってるんだい？」 

「パーヴェル・イワーヌィチのことさ」（7: 335） 

 

この場面で、第一に、誰が死んだのかはしばらく明かされない。「落ち着きのない男」がパーヴェル・イワーヌ

ィチであるということは、読み手が補完すればようやく推察されるような形で言及されているに過ぎず、後に

続くやりとり（「あいつは天国へ行けるかな」「誰のことを言ってるんだい？」「パーヴェル・イワーヌィチのこと

さ」）を読んではじめて死者の正体が分かる。第二に、パーヴェル・イワーヌィチがどのように死んだのか、彼

は死ぬことにどのような態度を示したのかは、やはり伏せられている。パーヴェル・イワーヌィチが葬られる

場面も書かれない。代わりに、腕に包帯を巻いた兵士が「グーセフ、お前ももうこの世の住人じゃないな。ロ

シアまではたどりつけないだろうよ」（7: 335）と言う。この台詞は、パーヴェル・イワーヌィチの死を押し流すと

同時に、続いてグーセフの死ぬ番がめぐってきたことを示すものだ。そしてこの三度目の死も、同じように簡

潔に描写される。 

 

グーセフは病室に戻って、ハンモックに横になる。相変わらず漠然とした願望に心を追われるが、何を

したらいいのか、自分でもまったく分からない。［……］彼は丸二日も眠る。三日目の昼頃、上から水夫

が二人降りてきて、彼を病室から運び出す。 

彼は帆布の中に縫いくるまれ、重しに火室の鉄棒も二本入れられる。帆布に縫い込まれた彼は、人参

か大根のように見える。［……］周囲には帰休兵や乗組員たちが、帽子を脱いで立っている。 

「我等の神は崇讃（あがめほめ）らる」と司祭がはじめる。「今も何時も世世に」 

「アミン！」と三人の水夫が唱和する。帰休兵たちと兵士は十字を切り、波を覗き込む。人間が帆布に

縫いくるまれて、今にも波に投げ込まれるだなんて奇妙なことだ。誰もがこんな目に遭うものだろうか？

［……］グーセフは板を滑り落ちて、頭から真っ逆さまに落ちていき、空中でひっくり返ると、ぼちゃん！

泡に覆われて、一瞬、まるでレースに包まれたように見える。が、その瞬間を過ぎると波間に消える。（7: 

338） 

 

グーセフが死んだことは、「病室から運び出」されたという一文によってかろうじて察することができる。そし

てまた、死の間際のグーセフの考えや、周囲を囲んでいるほかの人々の思いについては一切指示されてい

ない。先に見た二つの死よりも「死後」の様子が詳しくされてはいるものの、疑似直接話法で書かれる「帰休

兵たち」と「兵士」の思考は、彼らが人格化されていない以上、特定の個人の心理と言うよりむしろ一般的な

評価という印象が優勢だ。全体として、この場面においては死が光景として、別の遠い場所から眺められて
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いるという感覚が強い。 

伝統的な文学の手法にのっとって言えば、せめてグーセフの死だけでも、もっと詳細に、集中的に描写さ

れてもいい出来事であったはずだ。チェーホフはその代わり、兵士とパーヴェル・イワーヌィチ、そしてグー

セフを区別することなく、同様に唐突に起こり、影響は最小化され、その進行も顛末も詳しく語られることの

ないものとして彼らの死を描いた。その特異性は、たとえばトルストイ（Лев Николаевич Толстой, 1828–1910）

の描く死と比べた場合に明らかだ。『イワン・イリイチの死』（Смерть Ивана Ильича, 1886）を例に挙げよう。 

 

すると突然、今まで彼を悩ませ、出て行こうとしなかったものが、両方から、十の方向から、ありとあら

ゆる方向から、一挙にまるごと出て行くのが彼にはありありと分かった。〔…〕『なんていいんだろう、そ

れに、なんて簡単なことなんだろう』と彼は考えた。痛みは？と彼は自問した。『どこに行った？おおい、

痛みよ、お前はどこにいるのだ？』 

彼は耳を澄ましはじめた。 

『そうだ、ここにいる。いいだろう、痛みなど放っておけ』 

『ところで死は？どこにいるのだ？』 

かねてからなじみのものとなっている死の恐怖を探したが、見つからなかった。恐怖はどこだ？死と

はなんだ？どんな恐怖もなかった。なぜなら、死がなかったからだ。 

死の代わりに光があった。 

「ああ、そうだったのか！」 彼は突然声に出して言った。「なんという喜びだろう！」 

これらはすべて彼にとって、ほんの一瞬のうちに起こったことだったが、この一瞬の意味はもはや変

わることがなかった。14 

 

この場面で、語りは三人称の視点を保っているにも関わらず、イワン・イリイチの死に至る過程は最期の瞬間

まで、 彼の意識に焦点化して描かれている。奇妙とも言えるこの語りについて、バフチンは次のように指摘

している。 ｢トルストイには多くの死がある｡彼には死を描写することへの執着があったと言えよう｡それに加

えて――これがじつに特徴的な点だが――彼は死を外側からだけではなく内側からも、つまり死にゆく人

間の意識自体の内側から、ほとんどこの意識の事実として、死を描いている。彼が興味を抱いていたのは、

「自己にとって」の死、死につつある当人にとっての死であって、 残される周辺の者たちにとっての死ではな

かった｡［……］死を内側から描くために、 トルストイは語り手の立場のもっともらしさという重要な事柄をあ

からさまに侵すことも恐れなかった｡（実際、［彼の作品では］死んだ当人が語り手に自分の死について物語

るかのようだ［……］）｣。15  このようなトルストイ的な死の描写に対し、チュダコーフは、チェーホフの作品に

 
14 Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 томах. Т. 26. М.: Художественная литература, 1951. С. 113. 
15 Бахтин М. М. Собрание сочинений в 7 томах. Т. 5. М.: Русские словари, 1997. С. 346–347. 
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あって前景化されるのは「『生きている人には見られないような顔の色』（『移り気な女』(1891)）や、死体の覆

い布の下からのぞく「新しいゴム長」（『職務の用事で』）といった、「ありふれた、それでいて恐ろしい細部」16 

だと述べている。ただし『グーセフ』に関しては、それらの細部すらほとんど認めることはできない。浦雅春は

グーセフの死について次のように分析する。 

 

やがてグーセフ自身も死を迎える。［……］そこには故郷を前にして死を迎えたグーセフの無念さも、

死にあらがう抵抗も、死の尊厳も見られない。ただのモノでしかない「死」。今の今までグーセフに寄り

添っていた作者の目はぐっと引かれて、映画で言えばロング・ショットになり、距離をおいた視点からグ

ーセフのむくろが記述される。海上での死者の扱いにしたがってグーセフは帆布にくるまれ、海に投げ

こまれる。［……］まるで映画の一シーンでも観るような視覚的な美しさ。だが、死をこのように美しく描

くことは、死を見つめる眼がその死の側にはないことを示している。17 

 

グーセフの死が即物的なものとして書かれていること、これまで基本的にグーセフに焦点化していた語りの

視点が死の場面で遠ざかり、出来事を俯瞰的に記していることについて、われわれは賛同することができる。

しかしながら、その原因が「強烈な感情にたいするおそれ」や「感情の切断」18  、すなわち作者の個人的な性

格ないし資質にあるという見方については慎重を期したいと思う。また、カプースチンは、「『グーセフ』は長

い間、人生に対する社会的な不備を描いた作品だとしばしば受け取られてきたし、今もそうである」19と述べ

ているが、極小化された死をいわゆる「虐げられた人」のテーマに還元することにも同意しがたい。なぜなら

われわれの考えでは、このように遠ざけられ、淡々と客観的に描かれる死の有様は、何よりも、チェーホフに

特徴的な自然の様相と関係しているからだ。 

 

３． 自然の描写 
 検討を進める前に、本作における自然の描かれ方について一瞥しておく必要がある。冒頭の次のような文

章に注目しよう。 

 

魚にしろ、鎖を切った風にしろ、不思議なことや理解できぬことがあるだろうか？山のように大きな魚

がいて、その背中がチョウザメのように硬いとしたらどうだ。世界のはてに分厚い岩の壁が立っていて、

その壁にどう猛な風たちがしばりつけられているとしたら……。彼らが鎖を切って脱け出さなかったな

ら、あんなふうに海の上を荒れ回り、犬みたいにもがいたりなどするものか。鎖でしばられていないの

 
16 Чудаков А. П. Мир Чехова. М.: Советский писатель, 1986. С. 169. 
17 浦雅春『チェーホフ』、74–76頁。 
18 浦雅春『チェーホフ』、69頁、76頁。 
19 Капустин Н. В. Рассказ А. П. Чехова «Гусев»: Святочный контекст и пушкинские параллели. С. 61. 
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なら、海が静かな時はいったいどこにいるというのか。（7: 328） 

 

これは素朴な民衆の習慣に根差した、神話的・主観的なグーセフの自然観だが、それだけではない。グーセ

フと合一した語りによって示されることで、この文章は以後の自然描写の基調をなすものへと拡大されても

いるのである。第三節の末尾でグーセフが小窓から外を見ると、海が「気だるそうに」（7: 334）揺れ、その上

をカモメたちも物憂げに飛び交う。その直後の、「彼はうとうとする。そうすると、なべて自然もうとうとしてい

るように思える」（7: 334）という一文から、再びグーセフの目を通して自然が解釈され、擬人化されていること

が分かる。注目したいのは、四節の終わり近く、すでに引用した箇所の自然の表現だ。 

 

グーセフと兵士の二人は、静かに船首の方へと人をかきわけて歩いてゆく。やがて船べりに立ち、黙

って上や下を見つめる。上には深い空と、輝く星々と、安らぎと静けさがある――故郷の村とそっくり同

じだ。下には闇と混乱がある。なんのために高い波が騒ぐのか分からない。どの波を見ても、誰より一

番高く盛り上がろうとし、他の波を押しつぶし、追い払おうとしている。そこへ、音をたてて白いたてがみ

を光らせながら、これも同じように凶暴で醜悪な第三の波が襲い掛かる。（7: 337） 

 

ここでは、まず夜の空と海を見つめている二人の視点が置かれたのち、「星々」「安らぎと静寂」に、グーセフ

のものであろう主観的認識が加わる。その後に、波が「誰より一番高く盛り上がろうとし」「押しつぶし」「追い

払おうとし」「襲い掛かる」様が描写される。いっそう暗い雰囲気ではあるが、人物の知覚を介した自然の擬

人化という点では、上で見た例と同じである。ところが、改行の後で調子が変わる。 

 

海には意味もなければ、同情もない。もし船がもう少し小さくて、分厚い鉄板でつくられているのでな

かったら、波たちは容赦なく船をこっぱみじんにし、すべての人々を、聖人と罪人の区別をつけることも

なく、食らい尽くしていただろう。（7: 337） 

 

最初の一文は、グーセフや兵士の知覚、あるいは記憶を介して自然が語られていたそれまでの部分と異なり、

客観的で俯瞰的な語りである。続く箇所では再び擬人的表現が用いられてはいるものの、船を打ち砕き、

「聖人」と「罪人」の別なくあらゆる人間を「食らい尽く」す圧倒的な自然の姿は、以前には見られなかったもの

だ。 

 ワーズワース（William Wordsworth, 1770–1850）が謳うような、人間と当たり前に結びつき調和した自然の姿

はここに見出せないし、レールモントフ（Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814–1841）の『帆』の海に認められる

ような、荒波にもまれるからこそ立ち上がる人間の意思の力もまた感じ取ることはできない。この自然は、
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「弱々しい、いつ消えてしまうか分からない、はかない存在」20  として人間を自然に対置した、チュッチェフ

（Федор Иванович Тютчев, 1803–1873）の詩における自然の描写をわれわれに思い出させる。19 世紀ロシア

の「自己意識」をテーマにチュッチェフの総合的研究を行った坂庭淳史は、チュッチェフの「海」や「自然」は

「私」を包む「同心円の世界観」を持つと述べ、「これは彼の生涯の創作においてつねに抒情的我が感じ続け

ている自己の「卑小さ ничтожество」の感覚（自己意識）に起因しているものと思われる。不安定で、不確かな

「卑小さ」は、何らかの形でまわりから包み込まれることでバランスを保っている」21  と分析している。バエフ

スキーもまたそのことを、「いつの瞬間にも人類を永遠に飲み込もうとしている深淵の上に人類がぶらさが

っているような感覚で、チュッチェフは書いている」22  と指摘している。坂庭によれば、のちにチュッチェフは

「ヒロイン」――若い恋人であったエレーナ・デニーシエヴァを介して「自然との合一」を得るが、彼女を喪っ

たことで世界観は再び不安定なものとなる。1871 年に書かれた詩「かつてここに荒れ狂った命から……」（От 

жизни той, что бушевала здесь...）に目を向けよう。 

 

どうやら自然は過去を知らないようだ 

私たちのまぼろしのごとき年月を知らない、 

自然のまえで私たちはおぼろげに意識する、 

自分自身が――自然の夢想にすぎないことを。 

つぎつぎと、子どもたちを、 

空しい偉業を成し遂げた人々を、 

自然はひとしく歓迎している 

すべてをのみこみ、平安をもたらす深淵によって。23 

 

この詩では、人間の自己意識はもうずっと弱められ、広大な時空間に呑まれている。しかしながら、チュッチ

ェフの自然が「深淵」であり、ときに「カオス」であり、「不可解さ」を秘めているとしても、そのことはむしろ予

兆や予言、ヒントであって、人間が自然に思考や感情や経験を反映し、不滅と一過性の対立を感得する契機

となってくれることを強調しておきたい。この自然は、人間との密接な相互作用において存在していると言っ

てよい。坂庭が述べる通り、チュッチェフの自然（や対象）が内包する「不可解さ」は「相手を理解しない」とい

うことではなく、「「不可解さ」を前提とする相互理解」の探求であった。24  換言すれば、「深淵に真正面から向

かい合う我」こそが、年代を問わず詩人の関心の核だったのである。そもそも、19 世紀のロシア文化におけ

 
20 坂庭淳史『フョードル・チュッチェフ研究：十九世紀ロシアの自己意識』マニュアルハウス、2007年、46頁。 
21 坂庭淳史『フョードル・チュッチェフ研究』、48頁。 
22 Баевский В. С. История русской поэзии: 1730–1980. Компендиум. Смоленск: Русич, 1994. С. 134. 
23 Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и письма в 6 томах. Т. 2. М.: Классика, 2003. С. 234. 
24 坂庭淳史『フョードル・チュッチェフ研究』、464頁。 
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る風景描写と自然観は、概して人間に照応的で目的論的な傾向を帯びていたことを想起しよう。中村唯史は

「崇高」をめぐる観点から、そのことを次のように指摘している。 

 

ロシアは 18 世紀末から 19 世紀初頭に西欧から｢風景｣の概念を学び、近代的なナショナル・アイデン

ティティを確立する過程で、｢ロシア的風景｣とは何かを模索しはじめた｡［……］ロシアの作家や画家た

ちは、数十年間におよぶさまざまな試行錯誤の末に、単調だが地平線まで続くはてしない森や平原こそ

が崇高であるという自然観を創出した｡だが高峰や大海や嵐など、変化に富み、動態的な自然を崇高と

呼ぶ西欧の規範からすれば、これは崇高という概念の歪曲にほかならない｡この歪曲を正当化するた

めに、19 世紀中葉後半のロシア文学や絵画は、見られる風景と見る主体との関係を変質させた｡客体と

主体のあいだに絶対的な距離を要請する西欧の規範に対して、風景描写において主体が物理的に自然

の内に位置し、精神的に自然と交感するという型を確立したのである｡どこまで行っても尽きることのな

い平原や、人間の心身を包みこみ、呼応してくれる森や空が｢ロシア的風景｣の典型となった。25 

 

陰画的な形ではあれ、チュッチェフの自然には「人間の心身を包みこみ、 呼応してくれる」余地が残されてい

ると言えないか。そしてチェーホフの創作に立ち戻ってみても、『グーセフ』以前に人間に対し無関心で「意味」

などない自然が描かれる時、それは人間の卑小や心理に対してなんらかの形で応えているように思われる。

たとえば、『曠野』（Степь, 1888）における空の描写を取り上げる。 

 

目をそらさずに、長い間青い空を見つめていると、思考も心も、なぜか孤独の意識に溶け込んでいく。

自分が手のつけられぬほど孤独な人間に思われはじめ、前には身近な、親しいものと考えていたすべ

てが、はてしなく遠い、価値のないものになってしまう。もう何千年も空からこちらを見ている星も、不

可解な空も、霧も、人間の短い生命には無関心なのであり、それらと一対一で向き合い、その意味を理

解しようしたところで、それらは沈黙で心を圧迫するだけだろう。（7: 65–66） 

 

一連の描写は『曠野』の主人公ニコーレンカの視線に拠りつつ、十歳の少年の思考を上回る普遍人称文

（смотришь на глубокое небо / Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким / когда остаешься с ними 

с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл）で語りによって示されている。「空」は「不可解」で「無関心」

であり、意味をさぐろうとする試みには「沈黙」しか与えられないが、同時にそのことが、人間に自己の「孤独」

を思い起こさせる役目を果たしてもいる。同様に、『ともしび』（Огни, 1888）で「さびしい気分でいる人間が、

海とか、あるいは総じて、雄大と思われる風景なんかに一対一で直面すると、なぜかいつも、自分はもう少し

 
25 中村唯史「トルストイ『戦争と平和』における「崇高」の問題」『山形大学人文学部研究年報』第8号、2011年、122頁。 
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だけ生きたら人知れず死ぬのだという思いがさびしさに混ざり込む」（7: 139）と書かれる時も、自然の空間の

広大さと時間の長大さが、日頃意識されない自己の生の短さを人に知らしめる。イバトゥーリナはこのことを、

「［チェーホフの創作にあっては］たとえ自然の絵画が「別の」、人間を凌駕する世界として描かれる時でも、

自然はまさに［人間によって］知覚された「別の」世界として示されている」26 と指摘している。 

これら人間が鑑賞の主体であることが前提の自然に対して、『グーセフ』における「海」には本質的で微妙

な違いが存在する。「意味もなければ、同情もない」海には、人間の心理を投影する可能性は絶たれている

からだ。いかなる認識の余地もゆるさないこの海は、言うまでもなく、物語の冒頭で描かれる風のように神

話的なものでもない。それは強大であれ、何らの意図も、意思も持たないただの力に過ぎない。われわれが

最後に検討したいのは、このような「海」の描写がどのようになされうるのかということだ。以下に、グーセフ

の死をめぐる「美しい」光景、作品のラストシーンを取り上げ、本作の自然描写についてさらに詳しく見ていく

こととする。 

 

彼は見る間に底へ沈んでいく。行きつくだろうか。底までは 4 キロほどもあるという。2 キロ弱ほど沈

むと次第に速度が遅くなりはじめ、もの思いにふけるかのようにリズミカルに揺れ、やがて流れにさら

われ、下よりは横の方へぐんぐん流されていく。 

だがここで魚の群れに出会う。「水先案内人」の名で知られる魚だ。黒い物体を見た魚たちは釘付け

にされたように動かなくなる。それから突然に向きを変えると消え失せる。一分もたたぬうちに、彼らは

矢のような速さで再びグーセフめがけて襲い掛かり、まわりの水をジグザグに貫いていく……。 

その後、別の黒い物が現れる。これはサメだ。もったいぶって渋るように、グーセフに気づいてもいな

いふうに下に潜り込む。グーセフがサメの背中に沈んでいくと、サメは腹を仰向けて、温かな透明な水

にぬくぬくとしながら、二列に歯が並んだ口を気だるげに開けて見せる。「水先案内人」は有頂天だ。［…

…］同じ頃、上の方では、日の沈みゆく方に雲がひしめきあっていた。その一つは凱旋門に似ていて、次

のはライオンに、三番目のは鋏に似ている。……雲の後ろから、幅の広い緑色の光が差して、空の真ん

中までつづいている。しばらくすると、この光の横に紫色の光が並ぶ。その隣には金色の光、それから

バラ色の光。……空はやわらかなライラック色になる。このすばらしい、魅惑的な空を見て、はじめ大洋

は顔をしかめるが、間もなく海も優しい、喜ばしい、情熱的な――とても人間の言葉では言い表すこと

のできない色になる。（7: 338–339） 

 

すでに述べたように、本作の語りは基本的にグーセフに焦点化していた。しかしながら、この場面で死体が

沈みゆく様子や、海中の生き物について語られる時、視点はすでに死んだグーセフを拠り所にしていない。

 
26 Ибатуллина Г. Поэтика пейзажа в прозе А. П. Чехова // Природа и человек в художественной литературе: Материалы 
всероссийской научной конференции. / Отв. ред. А. И. Смирнова. Волгоград: Волгогр. гос. ун-т, 2001. С. 181.  
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語りは「水先案内人」「サメ」「海」とつぎつぎに視点を入れ替えるが、そのことが却って、「水面下の死体の軌

跡が、どこにもいない観察者の目を通して、注意深く精確に描かれている」27印象を作り出す。そして、この

「どこにもいない観察者」たる語りは、サメが死んだグーセフに食いつこうとする瞬間に一挙に視線を上方に、

空へと移す。そして、空の雲が「一つは凱旋門に似ていて、次のはライオンに、三番目のは鋏に似ている

（одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы...）」という一文が続く。この

場面では、雲に具象が見出され、人間的な認識が再び自然に投影されているかのようだ。しかしながら、作

品の冒頭に見られたような自然描写と、この雲の描写には質的な差異を指摘することができる。そのことを

明らかにするために、『グーセフ』と近い時期に書かれた『美女』（Красавицы, 1888）『泥棒たち』（Воры, 1890）

における同様の描写と比較を行う。先に『美女』の例に目を向けよう。 

 

地平線のあたりに雲が乱雑にむらがり、太陽がそのかげに隠れながら、雲や空を、あかね色、オレン

ジ色、金色、ライラック色、にごったバラ色に、ありとあらゆる色に染める。一つの雲は僧侶に似ていて、

次のは魚に、三番目のはターバンを巻いたトルコ人に似ている。（7: 160） 

 

この場面で雲に特定の形を見出す文章は『グーセフ』のそれと似ているが（одно облачко похоже на монаха, 

другое на рыбу, третье на турка в чалме）、視点は「どこにもいない観察者」に帰するのではなく、一人称の語

り手に属している。そしてそもそも、『美女』で雲に「僧侶」や「魚」や「トルコ人」が見られるのは、雲になんらか

の形や美を見出しても、それらが究極的に「どこに」存するのかは誰も分からないことになぞらえて、「私」が

感銘を受けたアルメニアの少女の美を説明するためである。つぎに『泥棒たち』においても、「薬学生」が吹雪

に有意の形象を見出す。 

 

彼は門の外へ走り出すと、闇の中に目をこらした。〔…〕闇の中から、うす笑いを浮かべた白い死人の

面が浮かび出たかと思うと、白い馬がさっと駆け抜け、その背にモスリンの服を着た女豪傑が乗ってい

たり、そうかと思えば、頭上を白い白鳥の列が飛び去ったりする（7: 323） 

 

この場面で視点は「薬学生」に帰属しており、「白い死人の面」「白い馬」「女豪傑」などを吹雪に見ることは、

「憤怒と寒さ」（7: 323）に興奮した彼の心理状態と連動している。その意味で、これら二つの作品において、人

間に馴染み深い形態を付与する自然描写は、先に見た、照応的な自然観により近いと言うことができる。 

 これに対し『グーセフ』で雲が「凱旋門」「ライオン」「鋏」に姿を変えていく時、海中にいる死んだグーセフや

生き物たちが、あるいは船の上にまだ生きている誰かが、それを認めるのではない。すくなくとも、雲の中の

 
27 Александровна Н. Д. Два бездны（Рассказ «Гусев»). 
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具象的形は人物のなんらかの心理的状態とは関係がない。パルフョーノフは、上に挙げた例を含め 1882 年

から1888年の作品に見られる同様の描写と比較した場合、『グーセフ』のこの箇所は「強さとダイナミズム」の

点で際立っているし、「現実を特定のイメージに「束縛」しようとするかのような、外部の――人間の――視線

の存在が、ここでは非常に明白である」28 と述べている。だが本稿はむしろ、これは「刻々と姿を変える形」で

あるというチュダコーフの指摘に注目する。雲は一瞬ごとに姿を変える――人間の目がそれを見たならば、

見知った形を見出すかもしれない。語りはそのことを否定はしていない。しかしこの場面が、グーセフという

主人公の決定的な死の後であることを忘れてはならない。本稿では『グーセフ』に「死／生」「船室／甲板」な

どさまざまなコントラストが存在しかつその境界が融解することを確認したが、特徴的な対照関係をつなぐ場

であった「船」から外へグーセフが投げ出され、遺体が海中に沈んでいくこの場面では、生から死への確か

な移行が感じられる。そして「無念」も、「死に抗う抵抗」も「死の尊厳」もない海中の「むくろ」の上で、空はひ

とりでに形を変えるのである。さらにその後で空は「やわらかなライラック色」に変わり、それにつられて海も

「優しい、喜ばしい、情熱的な――とても人間の言葉では名指すこともできぬ色」になる。「空の真ん中」から

「四露里下の深さの海中までの空間を網羅する」自然は、たとえその中に見知った形が認められるとはしても、

究極的には「人間の言葉では言い表せないもの」に過ぎない。29  すなわち、肯定的にであれ否定的にであれ、

人間の呼びかけに応えぬものとしての自然が、ここに打ち出されている。破壊的な、外面化されたグーセフ

の死が、このような自然の描写を可能にしたのである。 

 

おわりに 
本稿はまず『グーセフ』に見られるさまざまな対照関係に注目し、対照の境界は絶対ではなく、溶けあう場

合があることを確認した。その上で、隔てなく人物に訪れる死の決定的な破滅の様相が、照応的・目的論的見

方と異なる本作の自然描写を導くことを分析した。このことと、『グーセフ』がサハリン島調査の後に書かれた

作品であることは、無関係ではないかもしれない。サハリン島調査の成果が直接に反映された『シベリヤの

旅』（Из Сибири, 1890）に次のような箇所が見られるからだ。 

 

見ると松林の傍を、袋と鍋を背負った脱走人がのろのろと歩いて行く。彼の悪事も、苦しみも、彼自身

も、この巨大な密林に比べれば何と小さくつまらないものに見えることだろう！ 彼がこの密林の中で

消えてなくなったとしても、蚊が死んだのと同じことで、なんの不思議さも恐ろしさも感じられない。人

口が密集せず、密林の力を抑えることもできぬあいだは、ここほど「人は万物の霊長」という言葉が空々

しく響く場所はほかにない。［……］ある学者が東海岸に滞在中、うっかりしたことから森に火をつけてし

まった。一瞬にして見渡す限りの緑が火に包まれた。［……］しかし巨大な密林にとって、たかだか数十

 
28 Парфёнов А. И. Пейзаж в рассказе А. П. Чехова «Гусев» // Русская речь. 2014. № 1 М.: Российская академия наук, 2014. C. 5. 
29 Чудаков А. П. Мир Чехова. С. 158. 
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露里がなんだろう。今日ではきっと、その火事の跡は人が通り抜けられぬほどの森となって、熊が平穏

に歩き回り、エゾライチョウが飛んでいるに違いない。（14: 36–37） 

 

ここに示されているのは、広大な密林帯の中で人間は卑小だという考えではない。人間は「一瞬」にして森を

焼き払うこともできる。だが長い時間で見れば、自然はその跡すら取り込み、森を再び生命で満たす。自然

が「人間普通の尺度」（14: 37）では測れない自らのプログラムに従って進んでいった時、「熊」や「エゾライチョ

ウ」と同じ一過性の動物にすぎないかつての「学者」はもはや存在しないだろう。これは、非人間中心的で非

目的論的な自然観である。チェーホフはシベリヤの密林帯で、ただそれ自体そのようなものとして存在する

自然を見たのではないか。破滅と忘却である人間の死と、黙々と仕事を進める自然の対比は、「すばらしい、

魅惑的な空」に呼応して「海」が「優しい、喜ばしい、情熱的な――とても人間の言葉では言い表すことのでき

ない色」になる『グーセフ』の末尾にも顕著である。そしてこのような自然と人間の対比は、後期の作品にしば

しば見出される。たとえば『僧正』（Архиерей, 1902）の次の箇所に目を向けよう。 

 

土曜日の早朝、客間のソファに寝ていた老婆のところへ待僧が近づいて、寝室へ来てもらいたいと言

った。僧正が死んだのである。 

翌日は復活祭だった。［……］鳥がさえずり、太陽があかるく輝いていた。［……］去年とまったく同じ

ように、おそらくはきっと将来もそうであるように、陽気で、何もかもうまくいっていたのである。 

ひと月経つと、新しい副主教が任命され、僧正ピョートルのことは、もう誰ひとり思い出さなかった。そ

れからすっかり忘れ去られた。（10: 201） 

 

「将来もそうであるように」という一文からも分かる通り、ピョートルの死に関わらず次の春が必ず来、ふ

たたび「鳥がさえずり、太陽があかるく輝」く。「生–死–忘却」という形で消滅する人間の生に対して、自然の

流れは続いていく。そしてわれわれの見立てでは、限界としての人間個体の生と「それ自体の建築的条件に

したがって建てられた建築物」30  としての自然の生の二重性の上に、晩年のチェーホフに特徴的な「抒情的

逸脱」が成り立つ。すなわち、作中人物が卑俗な日常を一時的に脱することで触れる自然の崇高さや自然美

の表現としてではなく、人物の主観的視線と語りの客観的視線が交差する場としてそれが展開されるのであ

る。人物が自然を擬人化し主観的に認識する場合と、俯瞰的な語りが自然を描写する場合とに分かれて示さ

れる『グーセフ』の自然描写は、その一歩手前にあるのかもしれない。それについてはまた稿を改めて論じた

い。 

（たかだ えいすけ） 

 
30 チェーホフの「抒情的逸脱」について、同じく特徴的なトルストイの自然観と比較しながら、本稿筆者は別で論じた。髙田映

介『世界の瞬間：チェーホフの詩学と進化論』水声社、2020年、215–278頁を参照されたい。 
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Depiction of Nature in A. Chekhov’s “Gusev” 
Eisuke TAKADA 

 

      This paper is an ambitious endeavor to highlight the worldview of Anton Chekhov that underpins the depiction 

of nature in “Gusev.” Additionally, the paper argues that this short story indicates a significant transition in Chekhov ’s 

work. 

      After the protagonist of “Gusev” dies on the ship and is cast into the sea, the story delves into the depictions of 

the sky and the sea that are indifferent to his death. This paper focuses on the commonalities between such depiction of 

nature and the “lyrical escape” that characterizes the later works of Chekhov.  When a character in these works tries 

to perceive nature subjectively, a panoramic view of nature, separate from the subjective narrative, is simultaneously 

narrated. This depiction of nature is unrivaled in Russian literary history regarding the larger context of the relationship 

between humans and nature. This paper closely analyzes the content and form of “Gusev” and argues that, when the 

protagonist dies, the narrative shifts from a human-friendly and subjective perspective to an inhuman and objective 

perspective. This study thus elucidates one of the mechanisms that enable Chekhov’s works to depict nature separately 

from the human psyche. 
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