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無垢である

陽羅

義光

ひとこ ろ、も しかす ると 一昔前、ある いは誰も 知ら ない時 代、
「無垢 な
少年少女 」が 、真善 美の象 徴だっ た。
無垢と は文 字通り 、手垢 のつ いてい な い人間、 性善 説に従 うとし たな
ら、生ま れな がらの 真のも の、 善いも の 、美しい もの を、永 遠に持 ち続
ける人間 。
だから 、いく ら歳を とっ ても 、
「無 垢な 少年少女 」の魂 を持ち 続け るな
らば、そ うい う人間 はある 種の偶 像に な りうる。
ドスト エフ スキー 作品に 関する 、島 田 雅彦の言 葉が ある。
【無垢で ある ことは 恐ろし いこ となん で す。特に 権力 者にと っては 、無
垢である こと 、また その無 垢で ある者 が 人々に愛 され るとい うこと が一
番恐ろし い】
【一切抵 抗し ない女 、おと なし い女を 扱 いやすい など と思っ たら大 間違
いで、何 もい わない ことで 相手 の男は 無 意識まで 見透 かされ たよう な気
持ちにな り 、 はなは だ居心 地が 悪くな る 。ラスコ ーリ ニコフ にとっ ての
ソーニャ がそ ういう タイプ の女 で、あ の ラスコー リニ コフも 、最後 まで
おとなし く自 分を見 詰めて いる 、一見 無 抵抗に見 える ソーニ ャに屈 して
しまう。 あの おとな しい女 の眼差 しに 耐 えきれな くな るわけ ですよ ね】
権力や 武力 や圧力 に対抗 する に、暴 力 や理屈や 反抗 で対抗 するが 、そ
れよりも 「無 垢であ る」こ との ほうが 、 対抗者と して 存在感 を示し やす
いかもし れな い。
だが「 無垢 である 」こと が、 尊敬さ れ 、愛慕さ れ、 信頼さ れるの かと
いうと、 どう もそん な時代 ではな い気 が する。
「真 善美 」なる 言葉が 時代遅 れの感 が あるのと 同時 に、
「無垢 」な る言
葉も時代 遅れ の感が ある。
もちろ ん、 時代遅 れは非 難され るべ き 要素では ない 。
理解さ れに くい要 素であ る。
「無垢 」な 人間は 、世間 にとっ て、 理 解不能な 人間 である 。
さらに 、
「無 垢」な人 間は、大 多数の 一 般の人間（ 無垢で ない人 間）の
憧れの存 在で すらな い。

「私は 真実 である 」と発 言し て西暦 ９ ９２年に 磔刑 になっ た、フ セイ
ン・アル ・ハ ラージ の言葉 。
【崇高な る神 よ、私 は知っ てい る。あ な たは純白 だ。 そして 私は言 いた
い。あな たは 人の讃 美する 、す べての 讃 美にも染 まら ない。 人の礼 讃す
る、すべ ての 礼讃に も染ま らな い。人 の 思惟する 、す べての 思惟に も染
まらない 。】
「純白 」と はむろ ん「無 垢」で ある 。
「無垢 」と はかほ どに孤 独であ り、 従 ってかほ どに 理解さ れない 。
理解し たと 信じて いる一 部の 「無垢 」 信者は、 理解 したと 誤解し てい
るにすぎ ない 。
無垢で ない 人間が 、無垢 な人 間を憧 れ るなぞと いう 立派な 社会は 、世
界中どこ にも ないの である 。

