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カラマーゾフの兄弟におけるヨブのモチーフについて 

 
 ロシアや海外の文学研究におけるドストエフスキーのヒューマニズムや、彼の、残酷さ

や罪なき者達の苦しみに対する対応や、子供の涙のテーマは多くの研究者達の注意を集め

てきた｡この論文は、ヨブ記がドストエフスキーの文学的、哲学的コンセプト全体と、とり

わけ最後の長編に与えた影響を鑑み、カラマーゾフの兄弟の著者がいかに人間存在と地上

における悪の存在の原因を理解したかということについてもう一度視点を投げかけてみた

い｡ 
 旧約聖書に含まれているヨブ記は最も価値が高く、今までも完全には文献の謎が解かれ

てはいない｡この文献に、絶え間なく哲学家達や、教師たちや、作家達が関心を持ってきて

いる。不詳の作家によって前５～４世紀に書かれたヨブ記は、多くの後期の書き込みや、

それ以前のテキストからの断片によって構成されている｡物語の出来事は、作者の時代より

も１０００年も昔のウツで起こっている。ウツは、エドムや、北アルドニエや、ハウラン

に相当する。つまりは、作者がおそらくユダヤ人だったにも関わらず、登場人物をイスラ

エルの外に置いているのである｡文学的な形態の点では、この作品は、ギリシア悲劇である

ある種のエウリピデスの演劇とのパラレルを思い起こさせる。エウリピデスの演劇では、

ふつう主人公が成功から悲劇的終局へと至るのである｡しかしエウリピデスの悲劇の大部

分とは異なり、ヨブの物語は最終的には無事に終了する｡物語の中心にはヨブと神との葛藤

があり、死すべき者たちの正直さと誠実さと、宇宙の創造者の誠実さが存在する｡プロロー

グとエピローグは散文で書かれていて、主題構成の枠組みは詩的な詩の形態で描かれてい

る｡プロローグの最初の数行は大事な情報をもたらす前奏曲として描かれている。ヨブは族

長で、英雄的な過去を持つものとして描かれている｡その後で物語は天上へと移り、そこで

はサタンと古代ヘヴライの神であるヤハウェとの葛藤が始まる｡ヤハウェは堕天使の前で

自分の僕であるヨブの忠誠心を誉め、一方サタンは、不幸の中でも呼ぶが信仰を守るか疑

い、神に彼を試すようにそそのかす｡こうしてヨブは、ヤハウェの虚栄心を満たすためと考

えられている残酷な試練の犠牲となるのである。神はヨブに不幸を与える｡彼の富を無くし、

全ての彼の子供達を殺し、ヨブを残酷な病気にするのである｡プロローグは別個の物語の形

ではなく、複雑な主題構成の中での最初の発達として成り立っている｡ 
 作者のいた古代へヴライの時代、報復の学説が固く信じられていた｡その学説によれば、

善は良い結果をもたらし、悪は悪い結果をもたらすと考えられていた｡全ての罪は罰せられ、

誰も罪なくしては生きられないのである。ここから、全ての苦しみは罪によって与えられ、

苦しむ人は必ず罪人であると論理的に導かれているのである｡罪と苦しみとの間に、直ちに

形成の取れた従属関係が成り立った｡もしヨブがこの世で全てを無くしたとするなら、それ

は神が罪を犯したことを意味するのである｡信心深いヨブは彼の進行に矛盾して、自分には

罪がないことを考え、他の受難者達に罪がないという考えに徐々に突き動かされ始める｡こ



うして、ヨブはヤハウェの正当性への疑いへと到達するのである｡彼の妻は悪魔の共犯者と

しての役割を担っていて、ヨブに神を非難して死ぬようにそそのかすのである｡３人の友で

ある、エリファズとビルダドとツォファルはヨブに自分の罪を認めるように促すが、しか

しヨブは神に満足が行くように、嘘をついて自分の良心にもとる事をするのを断る｡若者で

あるエリフは、神が苦しみによって人に考えさせるために人々に罰を与えたのだとして、

ヨブを打ち負かそうとする。悪魔が予言したように、神との関係をたつ代わりに、ヨブは

結果を恐れずに面と向って説明をしてもらうために神を呼び出す｡そしてヤハウェは招待

に応じてヨブの前に脅すように正体をあらわし、ヨブに、天地を理解することの不可能性

について語るのである｡ヨブは後悔し、神は彼を許して長寿と新しい子供達を与えるのであ

る。 
  
ｒ 
１７１２年になってピョートル一世のスラブ語の新しい聖書の出版が命ぜられた。１７

５１年になってエリザベータ・ペトローヴナの指示に従い、教会スラヴ語は修繕された形

で出版され、それによってギリシャ語のテキストは検閲者によって読まれたのである。こ

の時から彼らによって修正されたスラヴ語の聖書は現在まで使用されるようになったので

ある。 
高級社会に属しているロシア人、あるいは同様に政治家や文化人は二つの言語学的形態

を持たなければならなかった。ある点から見ると、しかるべくか公的な地位を得るために

教会スラブ語を理解する必要があった。もう一つの点からしてみれば、社会的な情勢によ

って下級の人々を理解するために話し言葉で交際する必要があった。徐々にロシア文化の

エリートによって今日ロシアの文学的言語が作られ、その中には言語学的な形態が現在も

熱く検討されている。文学的なロシア語は、教会スラブ語から数え切れないほどの量の理

解を汲み取った。その理解は宗教的な生活やモラルや哲学や国家の行政機関に対応してい

て、その大部分はキリスト国家であるビザンチンからなるものだった。言葉の統語法は教

会スラブ語に特徴的な構造を同化した。文学におけるロシア語は、一種の古い教会スラブ

語と話し言葉の間の掛け橋となった。自由にロシアの文学言語を所有していた人間は、９

から１０世紀には教会の仕事を理解し、聖書を読むことができた。大部分においてロシア

の文盲の住民達は言葉の理解なしに教会の儀式に参加することができたし、それが彼らの

しきたりとなった。 
１８１３年のアレクサンドル一世の知性にロシア聖書協会が設立され、その目的はロシ

ア帝国で暮らしている様々な民衆の間に聖書を広めることだった。１８１６年になってナ

ポレオンとの戦争の終結によってヨーロッパから帰還したアレクサンドル皇帝はぺテルブ

ルグ宗教アカデミーに聖書をロシア語に翻訳するように命令を与えた。１８１８年には最

初の４つの福音書の出版が協会スラブ語のテキストと平行して出され、１８２２年には新

約聖書の最初の翻訳が出された。後の１８２２年には新約聖書の翻訳の出版がされた。（５



書、詩篇）しかしながら１８２５年にはアレクサンドル一世が、１８２６年にはニコライ

一世が聖職者の圧力によって新約聖書のロシア語での使用と、その拡大、販売を禁じた。

１８２６年には、ロシア聖書協会は１００万部を超える２６語の全５巻の聖書の出版の最

初の巻を出版したあとで解散させられた。この間の発行された部数の一部は廃棄された。

このような手段がとられた対策のひとつとして挙げられるのは、ロシア語での聖書がプロ

テスタントのロシアへの浸透を容易にし、ミールの人々の間での争いの原因となったから

である。 
新約聖書の完全に編集された翻訳は１８６２年のアレクサンドル２世の治世にようやく

読者に許可された。そのあとヘヴライ語からの新約聖書の翻訳が行われ、ブルガリア人達

がその翻訳に従った。１８７６年には聖書が最初に完全にロシア語で翻訳された。それは

宗務院の聖書と名づけられた。なぜなら翻訳が現れることは宗務院の活躍に負うところが

大きかったからである。 
ドストエフスキーは１８２１年に生まれ、彼の父は軍医であったが、深く信心深い人間

で、正教会によって要請された法を全て実行していた。そして妻への手紙の中で、教会ス

ラブ語の表現を広く使用している。明らかなのは、ドストエフスキーがまず最初にヨブ記

を協会スラブ語で親しんだということである。このとき彼は８歳だった。このような年で、

彼がこの言語をどれだけ使いこなせていたかを知ることは面白いことだろう。どんな場合

にも、自分の仕事の中でヨブを引用する際に彼は、レフ・トルストイが聖書を引用して使

ったようには、教会スラブ語を使うことはなかった。 
引用が彼を苛つかせたヨブ記は、何よりもまずフランスの翻訳家であるレルアによって

成されたものであり、フランスに１８６５年に出版されたものだった。彼の個人的な苦し

みが強まっていくに連れて年月とともにドストエフスキーのヨブ記への結びつきは強まっ

ていった。彼の母は彼が１６歳のときに死んでしまった。彼の父はドストエフスキーが１

８歳に達したときに殺されてしまった。２９歳のときに彼は死刑判決を体験し、社会主義

のサークルであるぺトラシェフスキーグループに参加していたために刑場へと連れ出され

た。刑はシベリアでの５年の流刑であり、それに５年の労役がついた。最初の妻の死は、

彼の結婚から７年後に訪れ、それに彼がこの世で誰よりも愛していた人間である兄の死が

続き、彼の借金を受け持つことになった。カルタ博打に対する彼の不運な執着は他の不幸

と結合した。彼の最初の幼児である、生後２週間の幼児であるソーニャの、その後では３

歳のアレクセイの死が起こって、コンスタンチン・モチューリスキーは、ドストエフスキ

ーの最良の伝記作家の一人であるが、彼は次のような結論にたどり着いた。「すべての聖書

の中で、ドストエフスキーは何よりもヨブ記を愛した。彼自身が神と、真実と正しい裁き

について口論するヨブだったのである。そして彼がヨブに大きな信仰の試練を与えたので

ある。誰一人として大審問官の作者のように恐れを無くしてヨブと戦いはしなかっただろ

う」し、誰一人として彼のように神に世界の建設の正当性を問うたりはしなかっただろう

し、誰も恐らく彼ほど神を愛しもしなかっただろう。しかし旧約聖書の聖人は、彼に別の



子どもたちが生まれたときに慰められた。そして死んだ子どもたちについては忘れてしま

ったのである。ヨブ－ドストエフスキーはそれをすることが出来なかった。明らかなのは、

ヨブ記がドストエフスキーに大変身近だったことであり、その中で提起された問題が人間

存在の色調で話され、それが彼の人生の状況に類似していたからである。一方不当な苦し

みに対する問題は彼の心により近い形で彼の宗教的な視点に一致したのである。 
ヨブについての伝説の基本的なモチーフである罪なき者達の苦しみに関する問題は、ド

ストエフスキーの哲学の重要な位置を占めている。ロシアや海外ではドストエフスキーの

観点が良く知られていて、それによれば人は苦しみを通してのみ自分の罪から浄化される

と言うのである。人類の罪は数え切れないほど大きく、ヨブの時から途方もなく育ったの

である。イワン・カラマーゾフやゾシマ長老が主張するように、誰一人としてこのことを

責めることはできず、このことに関して誰一人として罪はないのであった。しかしながら

イワン・カラマーゾフは罪だけを見て、それゆえに神の世界を受け入れることができなか

ったのである。神は沈黙していて罪のない苦しむ人たちの泣き声に答えることはなく、ヨ

ブの言葉によれば、「神を信じ、神の叡智を信ずるが、･･･結局のところその神の世界をう

けいれないのだよ。俺は赤ん坊のように信じているのだが、苦しみがなくなり癒されて、

永遠の調和の瞬間に皆の心に足りるような、全ての怒りの癒しに足るような、全ての人々

の悪い行いに足るような、またそれによって流された彼らの地に足るような贖いが現れる

ってことをさ。でも俺はそれを認めないし認めたくもないのだよ。」（１４，２１４－２１

５） 
イワンにとって人々の苦しみは完全に受け入れられるものではなかった。「もし苦しみ

によって永遠の調和を得るために皆が苦しまなくてはならないのだとしても、それが子ど

も達に何の関係があるんだ？もし子ども達が父親達の罪において子ども達と同罪だったと

言うのが真実だとしたら、もちろん、この世のものからではない平和は俺には理解できな

いよ。」（１４．２２２） 
イワンは自分が、全ての中に意味を捜し求めていて、そこから最も最終的な結果が出て

くるまで人間の論理の法に従う理性的な人物であると認めている。「俺はこの世の最も低

俗なもの達と同じ虫けらで、何のために全てがこのように建設されているのか理解できな

いことを認めるよ。ああ、俺にしてみれば、俺の地上のユークリッド的な頭脳からしてみ

れば、俺が知っているのは苦しみがあって、罪びとはいないって事なんだ。そして全ては

次から次へと整然と流れていて、全てが流れ、釣合いが取れているって事なんだ。しかし

全てはユークリッド的なでたらめさ。俺が知っていることと言えば、其れに従って生きる

ということは俺には賛成しかねるって事なのさ。」（１４，２２２）イワンはヨブ記の最後

で主人公に受け入れられた悪の正当性を批判している。イワンは人々が苦しまなければな

らないという真実によって目をくらませられ、そのような残酷さに対して異議を唱えてい

るのである。 
ゾシマ長老はイワンに全く反対する観点を持っている。ゾシマ長老の宗教観に大変大き



な影響を与えたのはヨブ記を読むことだった。少年時代の印象の意味についてゾシマ長老

の霊的な信奉者であるアリョーシャ・カラマーゾフは語っているのだが,そのとき思いがけ

ない敬虔さと理性の明晰さがゾシマに訪れたのだった。このような思い出をアリョーシャ

は最高の教育と見なしている。 
しかしながらヨブのモチーフはイワン・カラマーゾフの悪の解釈の中で間接的に存在し

ているに過ぎない。悪魔との会話の中で明らかになるのは，悪魔が他ならぬイワンの良心

の心理学的な反映であり,彼の悪夢であって,その事を章の名前が指し示しているというこ

とである。悪魔は，義人の出現における神によって定められた損失の過程について否定的

な見解を述べている。「私は自分の任務を遂行したまでです。一人が助かるために,何千人も

を殺すって事です。例えば,たった一人の義人であるヨブだけのために，どれだけ魂を殺し,
立派な評判を辱めたことでしょうか。そのことに関して,私は昔散々嫌味を言われました

よ。」（１５，８２） 
少年期の宗教的な体験はゾシマの信仰に消しがたい印象を与えた。そのとき彼は 8 歳だ

った。彼はその時完全に自分にとって思いがけないことに教会で教会スラブ語で読み聞か

され，後にはロシア語で引用しているヨブ記の意味を理解したのだった。 
ヨブ記の中で,ゾシマによって強調された主な思想はとてもドストエフスキー自身の思想

に近い。何よりもまず,ゾシマはヨブ記を人間の心理の観点からは解釈しなかった。（そこで

は，罪もなく苦しむ個人の状態に観点があてられている。）そうではなく，彼は巨大な秘密

として解釈したのだった。「巨大なるもの、そこにはこんな秘密がある。地上のはかない人

間と永遠の神秘がそこで隣り合っているんだ。地上の真実の前に永遠の真実の出来事が存

在するんだ。そこでは創造主がヨブをみて、再び自分の創り出した物を自慢している。一

方ヨブは神を褒め称えながら、彼にだけ仕えているのではなくて、神の創造物全てに、子々

孫々，何世紀も仕えるのだ。というのも、それがヨブに定められているからだ。」（１５，

２６５） 
ヨブの信仰と彼の苦しみはドストエフスキーの信仰によると多くの人々の罪を贖い、ヨ

ブは義人の鑑となるのである。面白いことに同様にアメリカの神学者であるグッドハート

はヨブ記をこう受け止めている。ヨブ記がたどり着いた最終的な調和は現代の理性主義や

心理学では説明できない秘密に基づいている。グッドハートの文学的批評はより面白い。

ドストエフスキーの解釈を，ヨブの本当の解釈とは見なしていないのである。グッドハー

トは地下室の手記を現代のヨブの反抗に対して起こるわかりやすい例としてあげていて，

その原因としてロマン作家の反抗をあげている。不可避なことに従属するという事にたい

する拒否は好奇心と憎しみが混ぜ合わさったもので不可避なものに対する不信である。小

説は文字通りパラドックスに満ちていて、地下室の住人が自分の世界だけに閉じこもって

しまう時、その個性が住人にとって真実の世界にとってかわってしまうとき、その住人に

起こることを示しているのである。しかし、グッドハートは地下室の住人が問題の解決で

はなくて病気の診断であることについては触れていない。 



イワン・カラマーゾフは地下室の住人の精神的な親戚であり、ヨブに対するドストエフ

スキーの視点が描かれているゾシマへの道を見つける点でグッドハートを助けてはいたの

であるが。ヨブ記の基本的な秘密はグッドハートが見ているようにヨブの最後の振る舞い

の真実性の中に存在する。彼の神に対する服従は大変深い印象をゾシマに与えた。（こう描

かれている。「私は神の奴隷です。叫びながら彼は言った。あなたが私を罰しようとも、尊

いあなたの名前を叫ばせてください。」１４，２６４）しかしながらヨブの服従の秘密には

ひとつの重大な条件があるのである。それはゾシマの隣人に対するひとつだけの要求と一

致する。自分自身と周りの人に対する誠実さである。彼は実際にホフラコーバ夫人に助言

している。「もっとも大切なことは、自分に嘘をつかないことです。全ての嘘を避け、特に

自分に対しては嘘をつかないことです。自分の嘘を観察して、毎時間、毎分それを眺める

のです。恐れも避けなさい。恐れが全ての嘘の結果だとしてもです。決してあなた自身の

心の小ささにも驚かないことです。」（１４，５４）際限なく悪の原因となっていることに

よって際立っているフョードル・カラマーゾフに対してゾシマ長老はたった一つだけ言っ

ている。「大切なのは、自分に嘘をつかないことです。自分自身に嘘をついて、自分の嘘に

耳を傾けると、自分自身にも周りにも、いかなる真実も見分けられなくなり、恐らくは自

分自身や周りに対して尊敬を持てなくなるでしょう。誰も信じないと、愛することをやめ

てしまい、愛を持たないために、淫蕩や深い悪徳に溺れ、自分が骨になるまでそうなるで

しょう。それというのも全ては人々と自分への際限のない嘘のせいなのです。」（１４，４

１） 
個人的な経験と体験の根幹としてドストエフスキーに受け入れられた原型であるヨブに

ついて触れてみると、ゾシマは信仰の誠実さへと至る自分自身への誠実さの必然性という

結論へと至り、それはキルケゴールが読者に要求したヨブのような心の強さと大変似てい

るのである。「そして何よりもまず、ヨブのように自分に誠実であることを学びなさい。そ

うすればどんな想像上の力に関しても誤解せずに、その力によってあなたは想像上の衝突

における勝利を得ることができるだろう。」キルケゴールは、ヨブの態度における自分自身

への誠実さがその苦しみの時間と伴っていると見なしている。ヨブは彼が奪い取られた全

てを自分から隠していない。その結果として全てを奪い取った神は自分の清い心の中に残

るのである。彼は全てが失われたという考えからは逃れなかった。その結果として彼の魂

は穏やかに休息し、神の説明が再び彼に訪れて彼の心に十分に穏やかな整った基盤が見つ

かるのである。」 
誠実なままでいることによって，人間は自分の苦しみと喪失を記憶することができ，幸

福になることができる。あるいは長老ゾシマの言葉を借りればこうである。「どれだけ包み

隠しのない許しの秘密があることだろう。神は再びヨブを復興させ、再び彼に富を与え、

再び多くの年月が流れ、彼には新しい子供たちや他のものがある。そして彼はそれらを愛

していた。神よ。以前のものがなくなり、失われてしまったと言うのに，何でそれを愛す

ることが言えるだろうか？それを記憶していながら、新しい子供たちが彼にとってかわい



いとは言っても，どうして以前のように完全に幸福でいられるだろうか？しかし良いのだ、

良いのだ。人間の人生の大きな神秘によって古い苦しみは徐々に静かな感動的な喜びへと

変わるのだ。」（１４，２６５）。ヨブの例をとって自分の思想を発達させて，ゾシマ長老は

読者に苦しみに関する答えを示し，それは大審問官の全体主義の国家の原理に直ちに反対

するものである。それはイワンによって詩の中で描かれたものであり、苦しみやあるいは

失うものがない国家では，しかしながら人々に自由はないのである。ゾシマの決断は，贖

いのための苦しみの不可避性を受け入れ、認めさえすることにある。神の世界の美や、モ

ラルや美学を認めることは，ロシアの伝統的な文化に深く根付いている概念である。神の

世界は多種多様な自然であり、それは人に受け入れられなくてはならない。というのも、

それは彼の自然な世界であり、そこではその神秘さにも関わらず，美や神秘を見つめなく

てはならないからである。聖書にあるように自然と神の世界は，人にとって神への道の発

見に必要なものである。ゾシマ自身が修道僧の使命を友との決闘を準備しながら受けた。

周囲の世界の美は彼に自分への誠実さを呼び起こし、彼は青年時代に特有の淫蕩から離れ

た。彼は連隊の将校が彼を臆病者と見なすのも恐れずに，ライバルに発砲することを断っ

た。 
生きとし生けるもの全てが神と仲良くするべき場所としての次の自然の記述は大変重要

なものである。「明るく，静かで暖かい，７月の夜であり，川は広く、水蒸気がそこから立

ち上り、私たちを浄化し、魚が軽くはね、小鳥達は黙っていて、全てが静かで壮大であり、

全てのものが神に祈りを捧げていた。私と若者の２人だけが眠らずに神の世界の美とその

巨大な神秘について語り合っていた。草も、昆虫も，アリも、金色の蜂も、知恵は持ち合

わせていないのに全てが驚くほどに自分の道を知り、神の秘密を目撃し、絶え間なく自ら

それを行っているのだった。『本当に、－私は彼に答えた。－全てが善良で偉大なのです。

なぜなら全てが真だからです。見てごらんなさい。―私は彼に言った。―馬を。巨大な生

き物が人間の近くに立っています。あるいは牛を見てください。人を養い、そのために働

きながら，ものおもわしげに頭を垂れています。彼らの顔を見てください。しばしば彼ら

を慈悲なく打ちつける人間と関わっているのになんて温和なのでしょうか。その顔はなん

て屈託がなくて，信じやすい美しいものなのであろうか。神のもの全てが善良で奇跡的な

ものなのである。』」（１４，２６７－２６８）。ここではヨブ記（３８章と３９章）から自

然の君主として神に捧げられた詩の影響がドストエフスキーに顕著であり，より彼を理解

するためにそこでは神が具体的な例として，生の世界の秘密を明かしている。 
ヨブ記はドストエフスキーにより近い。なぜならドストエフスキーの記憶の中では論議

の余地のある聖書の１９章２５－２７節は，旧約聖書と新約聖書を直接的に結びつけるも

のだからである。カラマーゾフの兄弟の創作過程で、あるいはそれまでに作者によって読

まれてきたシノド版聖書の中では，以下のように訳されている。 
「２５．私は知っている。贖うものが生きていて、最後の日には朽ちた私の皮膚を死骸

からふっかつさせるだろう。 



２６．そして私は前例で神を仰ぐのだ。 
２７．私自身が神を仰ぐのだ。私の瞳は他のものではなく神を見るためのものだ。」 
 ドストエフスキーの人生から，彼の宗教的確信を想起させる次のエピソードを想起する

のは興味深い。１８７８年の３月２４日、彼はペテルソンに書いている。「私とソロヴィヨ

フは（ヴラジーミル・ソロヴィヨフの事であり、後になって哲学者で神秘家として知られ

るようになる。ソフィヤや，神の叡智や，）少なくとも、真実の文字通りの個人的な復活と

言うものを，そしてそれが地上で実現することを信じています。」この思想はカラマーゾフ

の兄弟の最後の文章の中で描かれていて、彼の人生の中で蓄積された宗教的な思想を読者

にもたらすことがこの作品に定められていたのだった。 
 「カラマーゾフ！－コーリャは叫んだ。－僕達が死人から復活して蘇り、お互いにみん

なと、イリューシェチカとも会えるって言うのは本当なのかい？」 
「間違いなく蘇り、楽しく嬉しそうに、お互いに有ったこと全てを話しますよ。なかば笑

って、なかば悦に入ったようにアリョーシャは答えた。」（１５，１９７） 
 長編の下書きの中でドストエフスキーは，全体的な調和の到来の際に我々が復活し、お

互いに発見しあうことの重要性を説いている。彼は私たちの先祖の灰からの復活は私たち

自身にかかっていると説いている。 
 引用した，ドストエフスキーに共用された宗教上の確信は，ロシアの哲学者であるフョ

ードロフから発するものである。彼は生前は何も出版しなかった。（私たちが推察するとこ

ろでは，正教会から破門される恐れからである。）しかしながらその教えは彼の信奉者であ

るぺテルソンとカジェーブニカフによってぺテルブルグのサロンに広められたのであった。

ドストエフスキーがフョードロフの原理の部分と見なしていたほかの思想の中には私たち

の祖先の遺骸からの復活は我々の信仰次第であり，その復活は物理的に地上に現れるだろ

うという主張があった。 
 ヨブ記はドストエフスキーをその叡智だけでひきつけたのではなかった。その中に彼は

大いなる慰みを見付だのだった。圧迫され,喪失に耐え，ロシアの奴隷制に征服されている

彼の作品の教養のない登場人物ですら福音書ではなく,ヨブ記を引用しているのである。

（グリゴーリー，スメルジャコフの義理の父，マカール－アルカージーの，死にかけた父

－自分の苦しみの意味をヨブ記の回想の中で見つけようとしている。） 
 ドストエフスキーは罪なき者の苦しみを洞察するためにヨブ記に取り組み,それに神秘的

な意義を与えた。しかしながら，ドストエフスキーはそこからさらに進んだ。実際的な愛

の原理や，報酬の期待のない隣人に対する慈悲の心の発露は人間の不幸に関する問題の解

決になった。しかしこのテーマはもうこの論文の範疇を越えてしまっているようである。 
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