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大戦と革命の試練の下で
―V・F・ホダセヴィチ盛期モスクワ詩篇をめぐって―

三　好　俊　介

はじめに

　本稿の目的は、ヴラジスラフ・ホダセヴィチ（Владислав Фелицианович 

Ходасевич 1886-1939）が盛期詩風を確立したモスクワ時代後期（概ね第一次世

界大戦からロシア革命の数年後まで）の詩篇を検討し、当時の彼の問題意識や、

ロシア社会の激動と詩人との関わりについて考察することにある。1

　ホダセヴィチの盛期モスクワ詩篇の執筆時期は、第二詩集『幸ある家

Счастливый домик』刊行（1914）の時点から詩人が生地モスクワを去るまで

（1920年 11月）に及び、この間に執筆された作品としては第三詩集『穀粒の

道を Путем зерна』（1920年刊行）の収録作ほぼ全てのほか、ペテルブルク（当

1 本論文は「駒澤大学　多言語文化サロン」（2015年 2月 28日、駒澤大学駒沢キャ

ンパス）での口頭報告に、大幅な加筆・改稿を施したものである。報告の際には参加

者各位に示唆に富むご教示を賜った。記して感謝申し上げる。

　本研究は JSPS 科研費 JP15K02421の助成を受けたものである。

　引用するホダセヴィチ詩の底本は、 新の 8巻本作品集（刊行中）の第 1巻

Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений в 8-и томах. Т. 1. М., 2009を用いた（脚注では

Ходасевич 2009と略記）。本文でのまとまった引用の際はテクスト末尾の [  ] 内に、ま

た、論述中で触れる際は脚注により、底本における頁数を示す。引用する詩や散文の

和訳は、脚注に特記する場合を除き、全て引用者による。

　また、脚注では上記 Ходасевич 2009のほか、複数回言及する 3種の文献について

次の略号を用いる。①「ベルベロワ旧蔵 1927年詩集」―：ニーナ・ベルベロワ旧蔵

（現イェール大学バイネキ稀覯書・手稿図書館蔵）1927年版ホダセヴィチ詩集。②

Ходасевич 1989―：Ходасевич В.Ф. Стихотворения. Л., 1989. （詩人文庫「大シリーズ

第 3版」1巻本ホダセヴィチ詩集）。③ Ходасевич 1997―：Ходасевич В.Ф. Собрание 
сочинений в 4-х томах. Т. 4. М., 1997.（4巻本ホダセヴィチ作品集第 4巻）。
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時ペトログラード）移住の直前に書かれて第四詩集『重い竪琴 Тяжелая лира』

（1922年刊行）に回った少数の作品が含まれる。後年、すでに亡命後のホダセ

ヴィチは自らの創作行路を総括する “ 全詩集 ”（1927）を編む際、象徴主義の

影響が残存する初期二詩集を割愛して、『穀粒の道を』以降の作品だけを収録し

ているのだが、この事実も示すように、他の詩人と明確に区別されるホダセヴィ

チの基本的詩風は、第一次大戦（1914-1918）とロシア革命（1917）という苛烈

な社会状況の下で、はじめて成立したのである。

　亡命という経緯が影響してソ連でホダセヴィチの作品は事実上禁書とされた

ため、この詩人に関する先行研究は多くはなく、特に個々の作品の精密な解釈

に関する研究は、未だ端緒の段階にある。本稿は当該時期における重要な作品

から数篇を選び、詳しいテクスト分析を施すことにより、ホダセヴィチ理解の

進展を目指すものである。2

　本論文の構成としては、はじめにモスクワ時代末期の詩篇「音楽 Музыка」

（1920。詩集『重い竪琴』所収）を読んだのち、作品の成立背景や社会情勢の紹

介、さらに他のモスクワ詩篇の検討によって一層理解を深める形をとる。執筆

時期の も遅い作品「音楽」をあえて 初に取り上げるのは、後述するとおり、

この作品は盛期モスクワ詩篇の総括として書かれ、ホダセヴィチという詩人の

特徴を も端的に表す詩だからである。

2 モスクワ時代後期のホダセヴィチ詩については、ベセア、ボゴモロフ、ボチャロ

フなどによるまとまった論考が存在する。① Bethea D. M. Khodasevich―His Life and Art, 
Princeton, 1983. ② Богомолов Н.А. Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича. //Ходасевич 
1989. С.5-48. ③ Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича. //Ходасевич В.Ф. Собрание 
сочинений в 4-х томах. Т. 1. М., 1996. С.5-56. ただし、そのいずれにおいても（特に後二

者は作品集の巻頭論文ということもあり）、詳しい解釈の施された作品は一部にとどま

る。本論文は従来、十分な解釈が行われてこなかった重要詩篇を中心に精読を行い、

独自の視点から盛期モスクワ詩篇に通底する詩風の指摘を試みるものである。
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1．テクストと注解

МУЗЫКА

Всю ночь мела метель, но утро ясно.

Еще воскресная по телу бродит лень,

У Благовещенья на Бережках обедня

Еще не отошла. Я выхожу во двор.

5 Как мало всё: и домик, и дымок,

Завившийся над крышей! Сребро-розов

Морозный пар. Столпы его восходят

Из-за домов под самый купол неба,

Как будто крылья ангелов гигантских.

10 И маленьким таким вдруг оказался

Дородный мой сосед, Сергей Иваныч.

Он в полушубке, в валенках. Дрова

Вокруг него раскиданы по снегу.

Обеими руками, напрягаясь,

15 Тяжелый свой колун над головою

Заносит он, но― тук! тук! тук! ― не громко

Звучат удары: небо, снег и холод

Звук поглощают... «С праздником, сосед».

― «А, здравствуйте!» Я тоже расставляю

20 Свои дрова. Он― тук! Я― тук! Но вскоре

Надоедает мне колоть, я выпрямляюсь

И говорю: «Постойте-ка минутку,

Как будто музыка?» Сергей Иваныч
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Перестает работать, голову слегка

25 Приподымает, ничего не слышит,

Но слушает старательно... «Должно быть,

Вам показалось», ― говорит он. «Что вы,

Да вы прислушайтесь. Так ясно слышно!»

Он слушает опять: «Ну, может быть―

30 Военного хоронят? Только что-то

Мне не слыхать». Но я не унимаюсь:

«Помилуйте, теперь совсем уж ясно.

И музыка идет как будто сверху.

Виолончель... и арфы, может быть...

35 Вот хорошо играют! Не стучите».

И бедный мой Сергей Иваныч снова

Перестает колоть. Он ничего не слышит,

Но мне мешать не хочет и досады

Старается не выказать. Забавно:

40 Стоит он посреди двора, боясь нарушить

Неслышную симфонию. И жалко 

Мне наконец становится его.

Я объявляю: «Кончилось». Мы снова

За топоры беремся. Тук! Тук! Тук!.. А небо

45 Такое же высокое, и так же

В нем ангелы пернатые сияют. 

音楽

一晩じゅう吹雪いたけれど、朝には晴れた。

まだ日曜のけだるさが体中をさまよい、
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ベレシキの生神女福音教会では昼課が

いまだに終わらない。僕は中庭に出てゆく。

5 なんと全てが小さいのだ、家屋も

屋根の上にたなびく煙にしても！　酷寒の蒸気は

薔薇色がかった銀に染まる。蒸気の柱が何本も

家々の背後から天蓋の際までたち昇り

まるで巨大な天使の翼のようだ。

10 そして不意に現れた彼もとても小さく見えたのだ、

でっぷり太ったわが隣人、セルゲイ・イワーヌィチだ。

半外套をまとい、防寒長靴をはいた彼は

周りの雪のうえに薪を放り投げると

体に力を込めて、両の腕で

15 重たい薪割り斧を頭上に

振り上げるのだが―コン！　コン！　コン！―音が

響かない。空と雪と寒さが

音を吸ってしまうのだ……。「よい祝日ですね、お隣さん」。

―「あ、こんにちは！」。僕も自分の

20 薪を並べる。彼は―コン！　僕も―コン！　でも、すぐに

僕は飽きてしまい、背筋を伸ばしながら

こう話しかけるのだ―「ちょっと待って、

音楽じゃないですか？」。セルゲイ・イワーヌィチは

手を止めて、こころもち顔を

25 上げてみるのだが、何も聞こえない。それでも、

一心に耳を澄ましている……。「たぶん、

気のせいですな」と彼。―「何ですって、

よく聞いてくださいよ。こんなによく聞こえますよ！」

彼はふたたび耳を澄ます―「うーん、ひょっとすると

30 軍人の葬式かな。でも、なぜだか、
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私には聞こえないんだ」。でも、僕は引き下がらない―

「えっ、もうはっきり聞こえるじゃないですか。

なんだか上のほうから響いてくるようだ。

チェロにハープ、それに……

35 なんて素晴らしい演奏だ！　静かに！」

あわれなわがセルゲイ・イワーヌィチは

また薪割りをやめる。何も聞こえないのに

僕に気を使って、不平の色もみせず

我慢している。愉快な光景。

40 聞こえない交響楽の邪魔をするまいと

庭の真中で棒立ちの彼だ。僕は

しまいに、かわいそうになってきて

宣言する―「終わった」。僕らはまた

斧をつかむ。カーン！　カーン！　カーン！……空は

45 相変わらず高く、相変わらず

羽根のある天使たちが輝いている。

全文 [123-124]

　テクスト左端の行数表示は、注解のために論者が便宜的に付したものである。

この詩は 1920年 6月に書かれ、ソ連の文芸誌での初出（1922）を経て、『重い

竪琴』に巻頭詩篇として収録された。詩型は無脚韻の 5脚弱
ヤ ン プ

強格、つまり英詩

のブランクヴァースに対応する形態である。ロシアではこの詩型はシェイクス

ピアを模範として 19世紀前半に戯曲、特に悲劇ジャンルの形式として多用さ

れ、典型例としては、ホダセヴィチの傾倒したプーシキンによる詩劇『ボリス・

ゴドゥノフ』（1825）がよく知られる。3  中世ロシアの流血の動乱期を描くこの

名作の詩型に依りながら、ホダセヴィチは 20世紀の口語表現を大胆に加えて

3 中沢敦夫『ロシア詩鑑賞ハンドブック』群像社、2005年、65頁および 137頁。
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現代史の転換期を物語ろうとする。

　場面は吹雪の翌朝、よく晴れた日曜日である。3行目、「ベレシキの生
しょうしんじょ

神女

福音教会では昼課が／いまだに終わらない」。―この教会は、モスクワ都心

からやや西方の地区にあった（今日のロストフスカヤ河岸通りは、古くは「岸辺」

を意味するベレシキという地名で呼ばれた）。訳名は日本正教会の用語によっ

ており、あえてカトリック等の用語でいうなら「ベレシキの聖母受胎告知教会」

となる。15世紀初頭に建てられた古い教会だが、20世紀半ばに撤去された。

付近一帯は、都心のクレムリン周辺からみれば、旧市街の情緒漂うアルバート

街を縦貫してモスクワ川左岸に達した場所で、当時からすでに閑静な住宅街で

あった。

　作品の執筆当時、ホダセヴィチはこの生神女福音教会の近所に住んでいた。4  

ロシア革命後の荒廃した世情にあって、古いロシアの面影をとどめるこの教

会（教会への弾圧が徐々に強まる中、まだ礼拝も「終わらない」で教会として機

能している）は、詩人にとって心やすらぐ存在だったろう。教会の名が連想さ

せる、天使が聖母に受胎を告知する光景は、作品後段の「天使」の形象とも呼

応する。「 昼
オベードニャ

課 」とは「聖
リ ト ゥ ル ギ ヤ

体礼儀」の別名（口語的）で、ロシア正教の も基本

的な奉神礼（礼拝の儀式）のことである。普通は日曜の午前中に数時間行われ

る礼拝であるから、5  作中の時刻は 11時頃だろうか。真冬のモスクワの場合、

夜明けからそれほど経っていない。礼拝後の鐘の音や会衆の声はまだ聞こえ

ず、地区全体を荘厳な静けさが包んでいる。

　「僕は中庭に出てゆく。／なんと全てが小さいのだ」（4行目）。―ロシアの

大規模な伝統建築には、表通りから隔てられた中
ドヴォール

庭がある。「全てが小さい」

というのは寒冷地特有の感覚で、あまりの寒さに地上の全てが圧倒され、縮ん

だような気がするのである。モスクワ名物の冬晴れの高い空にも、その錯覚は

4 詩人はロストフスキー小路 7番に住み、教会は小路の北端にあった（Ходасевич 
2009. С.406）。
5 クリメント北原史門『正教会の祭と暦』群像社、2015年、44-51頁および 97-99頁
などを参照。
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ますます促される。6行目、「酷寒の蒸気は／薔薇色がかった銀に染まる。蒸

気の柱が何本も／家々の背後から天蓋の際までたち昇り／まるで巨大な天使の

翼のようだ」。―これもやはり厳寒期ならではの光景である。木々や屋根の

雪が放つ蒸気や、排出される煙の含む水分はすぐに凍結し、そのまま消えずに

滞留するので、上空で巨大な白銀の塊となる。この塊が冬の柔らかな日差しを

浴びて、薔薇色に輝くのである。そして、詩人の目にはその様子が、翼を広げ

た天使の姿に見えている。

　「そして不意に現れた彼もとても小さく見えたのだ、／でっぷり太ったわが

隣人、セルゲイ・イワーヌィチだ」（10行目）。―この人物は、詩人と同じア

パートに住む市井の人であったらしい。6  人名セルゲイ・イワーヌィチは順に、

名と父
ふしょう

称（ミドルネーム）である。ロシア人の人名は、名と父称を続けて呼ぶと、

改まった敬称になる。なお、父称イワーヌィチは口語形（通常はイワーノヴィ

チ）である。それほど親交のない隣人なのかフォーマルな呼称を用いながらも、

くだけた形の父称がどこか温もりのある調子を生んでいる。寒さで縮んだよう

な隣人の風体が微笑を呼び、酷寒が少し和らいだように詩人には思われた。

　「彼は／周りの雪のうえに薪を放り投げると／体に力を込めて、両の腕で／

重たい薪割り斧を頭上に／振り上げるのだが」（12行目）。―革命後の経済混

乱と内戦、そして内戦に伴う厳格な統制経済である戦時共産主義政策によって、

初期ソ連社会は激しい物不足に陥っている。建物の集中暖房（ロシアの冬は暖

房を欠けば命に関わるため、温水暖房システムは 19世紀には概ね普及してい

る）7  が止まってしまい、炊事用の燃料も無いので、皆が慣れない薪割りを強

いられている。ホダセヴィチが後に 初の亡命地ベルリンで発表した、革命前

後の自身の経歴に関する簡略な回想記には、この時期の暮らしぶりを描写する

6 「ベルベロワ旧蔵 1927年詩集」頁上のホダセヴィチ自身による書き込みには、こ

うある。――「セル［ゲイ］・イワ［ーノヴィチ］という人は、姓はヴォロンコフで、ロ

ストフスキー小路 7番の私のアパートの上階に住んでいた」。Ходасевич 2009. С.405
を参照。

7 Большая советская энциклопедия.3-е издание, т.19, М., 1975, С.5-6, статья 
«отопление».
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箇所も含まれるので、ここで参照しておく。

　1919年から 1920年にかけての冬の暮らしは酷いものだった。暖房のないアパー

トの半地下階の一部屋に私は住んでいた。ヨーロッパにではなく台所に向いてく

りぬかれた窓が、部屋の熱源なのだ。小さな一部屋に 3人暮らし、室温はプラス

5度（当時はそれでも贅沢だった）。壁を隔てた台所ではコンロの上で女中が寝て

いる。だが、降誕祭以後は女中もいなくなった。雇う金が尽きたのだ。薪を割り、

水をひきずって運び、レピョーシカを焼き、湿気た薪をくべてコンロを焚いた。キャ

ベツスープや、違法に購入した麦粥（時々はバター入り）、安タバコ、紅茶、サッ

カリンを摂っていた。当時、私たち夫婦はモ
モ ス ソ ヴ ェ ー ト

スクワ市代議員会の図
クニージナヤ・パラータ

書管理室に勤

めていた。私が室長で、妻が秘書だった。8

　作品中の詩句、「コン！　コン！　コン！―音が／響かない。空と雪と寒

さが／音を吸ってしまう」（16行目）は、雪景色の静寂を描くと同時に、この

回想で語られているような当時の極限状況を暗に指し示してもいる。困窮と恐

怖に押し黙る人声や、活気の失せた街中の様子が、響くことのない斧の打音に

例えられているのだ。

　18行目、「よい祝日ですね、お隣さん」。―これが具体的にどの祝日を指

すのかは、不詳である。ただ、詩人が作品の執筆に着手したのは 1920年 1月
だから、9  おそらくは新年や降誕祭（クリスマス）のことだろう。1918年に露

8 Новая русская книга, 1922, №7, Берлин, C.136（雑誌『新しいロシアの図書』1922年、

第 7号、ベルリン、136頁）に掲載された覚書。底本は Ходасевич 1997.С.188を用いた。

引用文中、「ヨーロッパにではなく台所に向いてくりぬかれた窓」とは、プーシキンの

物語詩『青銅の騎士』（1833-37）を踏まえた表現。帝都ペテルブルクを「ヨーロッパへ

の窓」と形容する、この物語詩の一節は有名である。さらに文中、「一部屋に 3人暮ら

し」とは詩人本人、妻アンナ・イワーノヴナ・ホダセヴィチ（チュルコワ）、アンナと

初の夫の間の息子を指す（Ходасевич 2009. С.406を参照）。また、「レピョーシカ」と

は、小麦粉で作る平たくて丸い食べ物。

9 ロシア国立文学・芸術文書館（РГАЛИ）の所蔵する草稿上の、作者自身の書き込み

による。Ходасевич 2009. С.406を参照。
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暦が廃止されてグレゴリオ暦が導入されたため、新暦 1月 7日（露暦 12月 25
日）が降誕祭である。「生神女福音教会」の名称とともに季節の雰囲気も、何も

のかが新たに生まれ出る予感を孕む中、実際にこのとき詩人に何かが起こるの

だ。つまり、慣れない薪割りに閉口して腰も痛みはじめた詩人が、21行目、「背

筋を伸ばし」て空を仰ぐと、天使の姿が大空に映えている。―「ちょっと待っ

て、／音楽じゃないですか？」。

　詩人が聞こえたというこの「音楽」とは、何のことなのか。もちろん、一帯

は全くの静寂なのだから、実際に音楽が流れたはずはない。だが、このとき詩

人は脳裏に確かに音楽を聞いた。詩想が訪れたのである。人々は困窮と恐怖に

沈黙して、詩人も詩作から遠ざかりかけている。あらゆる音響が地上から消え

てしまったようなこの寂しさに、詩人は耐えられない。何か音が生まれなけれ

ばならない、いまこそ詩が書かれねばならない―焦燥に駆られた詩人が言葉

を探し求めると、ほんの一瞬、天の高みから何かの反響が聞こえたように彼に

は思われた。言葉への渇望が詩想を誘ったのである。

　しかし 26行目、「たぶん、／気のせいですな」―芽生えかけた詩想は瞬時

に消えてしまい、隣人セルゲイの声で詩人は我に返るのだ。隣人にしてみれば

当然の返事をしたまでなのだが、詩人は邪魔が入ったような気がして悔しくて

ならず、思わず彼に当たってしまう。27行目以降、隣人に向けられた詩人の

言葉（「何ですって、／よく聞いてくださいよ。こんなによく聞こえますよ」、

「えっ、もうはっきり聞こえるじゃないですか。／なんだか上のほうから響い

てくるようだ。／チェロにハープ、それに……／なんて素晴らしい演奏だ！」）

は、すべて嘘である。音楽が聞こえると 初に呟いたとき詩人は本気だった。

だが、今はそうではない。詩想を取り逃がした腹いせに、隣人をからかってい

るだけである。

　詩人の憂鬱の犠牲となった「あわれなわがセルゲイ・イワーヌィチ」は、呆

気にとられてしまう。善良なる一般市民である彼に、詩人の事情など分かるは

ずもない。ところが、このとき全く予想外のことが起きるのであり、この出来

事が作品の核心となる。驚いたことに、隣人セルゲイは斧を振る手を止めてく



－ 231－

大戦と革命の試練の下で

れた。37行目、「何も聞こえないのに／僕に気を使って、不平の色もみせず／

我慢している。愉快な光景。／聞こえない交響楽の邪魔をするまいと／庭の真

中で棒立ちの彼だ」。巨体を屈めたまま動かない隣人の姿は滑稽なのだが、そ

れでも何と温かいのだろう。このような気使いと温もりを湛える情景が今の荒

んだ時代に存在しうるとは、詩人は予想だにしていなかった。険しい表情だっ

た詩人の口元が思わずゆるんだその瞬間、ふいに地上の静寂が破れて音が響き

始めた。一度は消え去ったかにみえた詩想が、今度は本当に戻ってきたのであ

る。「僕らはまた／斧をつかむ。カーン！　カーン！　カーン！……空は／相

変わらず高く、相変わらず／羽根のある天使たちが輝いている」（43行目）。斧

を振る手にも力がこもり、先程までは鈍かった斧の音が、いまや高らかに響き

はじめた（原文では打音を表す単語が、先程は тук! 、今回は大文字 Тук!  になっ

ている。訳文では擬音語を変えて意訳した）。

　沈黙するモスクワは実は死んでいるのではなく、表通りを外れた中庭には市

民の生活と交わりが脈打っている。窮乏生活の中でも人間性を失わない人々の

鼓動こそ、これからの自分が詩に書き留めるべきテーマなのであり、これが本

当の妙なる「音楽」に違いない。―そのように確信した詩人が、すがすがし

い気持ちで空を仰ぐと、そんな彼を見守るかのように大空には、やはり薔薇色

の天使たちが輝いているのだった。

2．盛期モスクワ詩篇の成立背景

　詩篇「音楽」のテクストを、ひととおり解釈してみた。ホダセヴィチの盛期

詩風はロシア社会の激動を背景に成立してはいるのだが、この詩にも示されて

いるように、彼が描こうとしたのは社会的事件そのものではなく、それを生き

抜く個々人の姿だった。押し寄せる未曽有の試練は、人間を根底から変えてし

まうのか、それとも人間はやはり人間のままなのか。第一次大戦からロシア革

命期までこの問題を追い続けたホダセヴィチは、詩篇「音楽」でようやく、戦

争も革命も人間の内奥を変えることはできないのだという 終的な確信へと至
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るのだ。

　本稿ではこのことを他のモスクワ詩篇によっても確かめたいのであるが、そ

のためには、当時のロシアの社会事情や執筆背景を、もう少し具体的に振り返っ

ておく必要があるだろう。時系列に沿って、以下に主な出来事を略述してみた

い。1914年、ホダセヴィチが詩集『幸ある家』を完成させて深刻な創作の危機

を脱したのも束の間、第一次世界大戦が勃発している。戦況が進むにつれ戦線

から遠いモスクワにも死と荒廃の影は忍び寄り、1916年 3月には十年来の親

友サムイル・キッシン Самуил Киссин の訃報によって、詩人は情勢を明確に

悟ることになる。キッシン（筆名ムニ Муни）は、10  ホダセヴィチと同じくユ

ダヤ系で、象徴派出身でありながら同派の深刻さとは正反対の飄然としたユー

モアを持ち味としていたから、11  彼の存在は象徴主義に疲れたホダセヴィチ

を癒し、長い不調を脱する原動力となった。ところが、キッシンは大戦のため

に徴兵された末、戦場の悲惨な現実に絶望して任地で拳銃自殺を遂げてしまう。

　第一次大戦の緒戦から、ロシア帝国軍は敗北を重ねる。タンネンベルクの戦

い（1914）で壊滅的敗北を喫し、植民地化していたポーランドからも撤退する

（1915）。ロマノフ朝は 終的な打撃を被り、1917年にはロシア革命が勃発した。

皇帝ニコライ 2世の退位（二月革命）、臨時政府の短い統治を経て、十月革命で

はレーニン率いる強硬派ボリシェヴィキが権力を掌握してソビエト国家が樹立

されたのである。発足直後のソビエト連邦は1918年、単独で不利な講和条約（ブ

レスト＝リトフスク条約）に調印して、世界大戦の戦列から離脱する。しかし、

ボリシェヴィキ政権はその後も帝政支持勢力や外国の干渉軍との戦争状態にあ

り、市民は配給制の窮乏生活（戦時共産主義）に耐えなければならなかった。統

制経済を一時的に緩和した「新
ネ ッ プ

経済政策」が導入されるのは 1921年 3月、それ

が奏功して窮乏が実際に和らぎはじめるのは、さらに 1年ほど先、言論統制や

家庭問題を背景にホダセヴィチが亡命に踏み切る前後のことである。

10 筆名ムニは、本名サムイルの愛称形。

11 回想記集『ネクロポリス』収録の回想記「ムニ」を参照。Ходасевич 1997. С.68-79.
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　革命をモスクワで迎えたホダセヴィチは、その 初の日々を流血の光景とし

て記憶した。モスクワ市における十月革命の戦闘は 1917年露暦 10月 25日か

ら 27日にかけて始まり、11月 2日に終結する。ホダセヴィチはこれら一連の

経緯を、詩篇「11月 2日」で次のように描いている。

Семь дней и семь ночей Москва металась

В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро

Пускал ей кровь ― и, обессилев, к утру

Восьмого дня она очнулась. Люди

Повыползли из каменных подвалов

На улицы.

7昼夜のあいだモスクワは火と譫妄の中で

のたうっていた。しかし藪医者が

大量の瀉血を施したので―モスクワはすっかり衰弱して

8日目の朝方に意識を回復した。人々は

石造りの半地下部屋から街路に

這い出しはじめた。

　（「11月 2日」1918年 5-6月執筆、冒頭部）[102]

　「7昼夜」とあるのは実際の武力衝突の期間であると同時に、神の休息も含め

7日間で天地創造がなされたという旧約聖書「創世記」の挿話も踏まえている。

流血と硝煙の中から、ともかくも新しい世界が生まれたのだ。この新世界の評

価については文学界にも様々な立場があり、特に詩壇の各派の場合、新興のプ

ロレタリア詩派（「鍛
クーズニツァ

冶場」派、「 十
オクチャーブリ

月 」派など）はもちろん、前
ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド

衛芸術運動を

推進するロシア未来派（特に「立
クボ・フトゥリスティ

体未来派」）は、新体制を積極的に歓迎した。12  

立体未来派の大詩人マヤコフスキーが、伝統の破壊的革新を唱える自らの芸

術理念と政治的革命の間に類縁性を見て、ロシア革命を「私の革命」と呼んだ
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ことは有名である―「受け入れるか、受け入れないか？　そんな問いは、私

には（それにモスクワの他の未来主義者たちにも）存在しなかった。私の革命

なのだ」（マヤコフスキー、自伝『私自身 Я сам』第 61節「十月」、1922-1928
執筆）。13  また、これとは別に、ホダセヴィチの象徴派時代の恩師である詩人

ブリューソフも積極的に新政権に協力している。14

　一方、ホダセヴィチの新体制への評価は総じていえば、未来派やブリューソ

フの対極にあり、詩人は後に彼らを厳しく批判している。文化的伝統の継承と

穏やかな発展を目指したホダセヴィチの場合、もともと革命に共感できる部分

は少なく、生来の自由主義的な志向や暴力への嫌悪も、新体制とは相いれな

いものだった。ただ、それでも彼は、革命直後からすでに新体制の強硬な反

対者として行動していたわけではない。多くの知識人と同様、ホダセヴィチ

も当初はとりあえず現状に歩調を合わせ、ソビエト政権の文化事業にも参画し

ながら毎日を生きてゆくのである。ベルリン時代に発表した前掲の経歴覚書に

よれば、15  ホダセヴィチは 1918年春に 初の公務（モスクワ市代議員会の音

楽・演劇部門職員）に就いている。「それを望んだのでも、能力があったのでも

なく、この時期にロシアで暮らした者全てに共通する運命」なのだったと、覚

書には記されている。次の職場となった教育人民委員部（教育省）の演劇局で

は、ユルギス・K・バルトルシャイティスやヴャチェスラフ・イワーノフら、

帝政時代から高名だった詩人が同僚として働いていた。また、ホダセヴィチは

12 詩や美術を中心とする前衛芸術運動であるロシア未来派は、イタリアの詩人マリ

ネッティの「未来主義創立宣言」（1909）に刺激される形で、1910年代初頭に成立する。

下位区分として、詩の領域では主に 4派に分かれるが、その中でも、過去の文学遺産

の全否定という急進的な理念を掲げた「立体未来派」は、フレーブニコフ、クルチョー

ヌィフ、マヤコフスキーら大詩人を輩出して、詩壇に一時代を築く。

13 訳出にあたっては、水野忠夫『新版　マヤコフスキイ・ノート』平凡社、2006年、

288頁の抄訳を参考にした。

14 ブリューソフは十月革命後に、文化行政の要職を歴任する。ホダセヴィチは回想

記集『ネクロポリス』収録の回想記「ブリューソフ」で、かつてのデカダンスの盟主の

この “ 変節 ” を論じて、革命への思想的な共鳴からではなく彼独特の権力欲によるも

のとしている。Ходасевич 1997. С.38.
15 Ходасевич 1997. С.187, 570.
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プ
プ ロ レ ト ク リ ト

ロレタリア文化協会モスクワ支部でプーシキンについて講義を行い、彼の博

識はそれなりに協会側の信頼を得るのだが、生徒たちが「自らの『思想的指導

者』をすぐに追い抜いたため」に、詩人は講座を閉じてしまう。1918年末から、

彼は作家マクシム・ゴーリキーらの設立した「世界文学 Всемирная литература」

出版所のモスクワ支部支配人となる。出版所に自著の印税の前払いを頼んだと

ころ、給与としてなら支払うと告げられて始めた「退屈で極めて役所的な」こ

の職務は 1920年夏まで続き、詩人は疲労困憊の状態で退職した。「悲劇的な速

さで物価が上昇するのに、国立出版所の価格表は滑稽なまでに遅々として上が

らないのだから、翻訳者たちから原稿を搾り取るのは全く不可能だった」ので

ある。1918年の晩夏から詩人はパーヴェル・ムラートフと共同で、モスクワ

市内で書店「作家の本屋 Книжная лавка писателей」を企画・運営し、知り合い

の出版人から受託した図書を販売した。暖房のない店内で、ホダセヴィチ夫妻

や出版人たちが交代で店番に立っていた。先の引用にもあるとおり、このほか

夫妻でモスクワ市代議員会の図書管理室も運営している。

　覚書によると、1920年の春先、詩集『穀粒の道を』刊行と同時に、詩人は恐

らく無理がたたって重い皮膚感染症に罹り、そのまま入院する。治療の途中で

退院を強要されて窮地に陥るも、ゴーリキーがレーニンに直訴の手紙を書いて、

退院は取り消されている。行政実務の只中に身を置いたホダセヴィチは、ソ連

政治の実像を肌で感じる機会を得て、徐々にではあるが実情を理解してゆく。

行政経験は一定の昇華を経て創作の糧となる一方、極度の多忙を心配したゴー

リキーの勧めもあり、1920年 11月、詩人は住み慣れたモスクワを離れてペ

テルブルクに移住する。行政への彼の積極的関与も、この時点で終わっている。

新天地に移って間もない 1921年 8月、ソ連 初の大規模な言論弾圧であるタ

ガンツェフ事件が発生し、連座した詩人グミリョフが処刑されてしまう。この

頃になると、ホダセヴィチは新体制への敵意を隠そうとしなくなり、1922年
夏には亡命へと至る。ちなみに、彼の敵視した未来派も 1920年代半ばには既

に、芸術革命と政治上の革命は同一ではないという現実に直面して、1930年
代のスターリン体制確立に伴い活動の途を事実上断たれてしまう。
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　初期ソ連でホダセヴィチが比較的多くの公務についた背景としては、ソビエ

ト政権に影響力をもつゴーリキーとの親交や、糊口をしのぐ必要、あるいは、

伝統文化を守る仕事そのものへの関心が挙げられるのだが、携った職務の多彩

ぶりや私信の内容を考えると、革命当初はホダセヴィチにも、新しい世界に賭

けてみようという意志が一応はあったのかもしれない。「この時期にロシアで

暮らした者全てに共通する運命」と彼が言うのは、困窮への対処だけでなく、

そのような心理をも暗に指していたと思われるのだ。この点は、次節で作品に

即して説明することにしたい。

　1921年、詩人の盛期モスクワ詩篇の大半を収める第三詩集『穀粒の道を』が、

キッシンへの献辞を巻頭に付して刊行される。刊行の経緯をホダセヴィチ自身

が回想した文章は、体制転換期の図書出版とはいかなるものだったかを詳しく

物語って興味を惹くので、やや長くなるが以下に引用しておく。 

　1918年の春か夏のことだった。その少し前、私は「詩人サロン Салон поэтов」出

版社に自分の本『穀粒の道を』［の版権］ を売却していた。ところが、本がまだ印刷

所に届かないうちに、社主の M・O・ツェトリンが原稿を返してきて、モスクワ

を離れるので出版社を閉じることにした、と言うのである。私は打ちのめされた。

ほかの出版社も徐々に廃業しており、新しい出版人が見つかるかどうか分からな

かったからだ。　

（新聞『日々 Дни』、1925年 698号、2月 22日付。補記［　］は引用者による）16

　1920年になり、あるモスクワの出版人［「創造 Творчество」社の社主 S・A・ア

ブラーモフ］が、国立出版所から発注があったということで、私の本『穀粒の道を』

を 1万 8千部刊行し［て、国立出版所が買い上げ］た。公式の記録では、2週間ほ

どで「完売」したことになっている。しかし、後で分かったのだが、実際にはほぼ

16 底本は Ходасевич 2009. С.377を用いた。『日々』はベルリンとパリで発行された一

時出国者・亡命者向けロシア語新聞。
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全部数がモスクワ市代議員会のどこかの倉庫に隠されてしまっていた。1年後、別

のペテルブルクの出版人［「思想 мысль」社の社主の一人 L・V・ヴォリフソン］が

これとは無関係に、実際に売るつもりで、同じ本を第 2版として 800部限定で刊

行した。ようやく本は日の目を見て、今度は本当にすぐに完売した。すると、モ

スクワの出版人は初版の在庫を掘り出してきて、そのうちの 1千部を買い戻し［て

販売し］た。

（新聞『ルネサンス Возрождение』、1934年 3473号、12月 6日付。

補記［　］は 1、3番目は底本編者、2、4番目は引用者による）17 

　こうして結局、詩集『穀粒の道を』は初版、第 2版とも無事に刊行された。

内容については、初版が 1914-1919年執筆の 34篇を収めるのに対し、第 2版
は 1920年執筆の作品を加えて 38篇を収録するほか、収録順序に異同があり、

さらに各詩篇のテクストそのものも第 2版では大幅に改稿されている。その

後、パリ亡命時代に至り、詩人は自らの全詩集『ヴラジスラフ・ホダセヴィチ

詩集』（1927）を編むのだが、この詩集では初期詩篇は割愛され、第 1章として

詩集『穀粒の道を』が組み込まれる。事実上の第 3版にあたるパリ版『穀粒の道

を』では、キッシンへの献辞が削除されたほか、第 2版の数篇が別のモスクワ

詩篇に差替えられている。今日刊行される各種のホダセヴィチ詩集では、パリ

版を基本テクストとした上で、旧版から削られた詩篇を補遺として別に掲げ、

テクストの校異も付記するのが通例である。そこで、本論文でも以後、『穀粒

の道を』の作品を引用する際には、改稿部分が論旨に影響しないことを確認し

た上で、完成度の高いパリ版テクストを用いることにする。なお、詩篇「音楽」

をはじめモスクワ時代末期の少数の作品が、ペテルブルク詩篇中心の第四詩集

『重い竪琴』に回ることはすでに述べた通りだが、本論文での詩篇「音楽」のテ

クストも 1927年パリ詩集に依拠している。

17 底本は Ходасевич 2009. С.377を用いた。『ルネサンス』はパリで発行された亡命者

向けロシア語新聞。
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3．盛期モスクワ詩篇の様相

　以上がホダセヴィチ盛期モスクワ詩篇の背景である。これを念頭に、詩集『穀

粒の道を』から重要な収録作品 3篇をとりあげて読み、すでに指摘した作風上

の大きな傾向がこれらの作品にも通底するのか確認するとともに、各作品固有

の特徴についてもみてゆくことにする。 初に検討するのは 1918年に書かれ

た無題の 1篇である。この詩を正確に理解するには、テクスト上に施された

文体の操作を見抜かなければならない。ごく普通の恋愛抒情詩を装うこの詩の

実像は、盛期ホダセヴィチが得意とした、精巧な伏線をもつ高度に技巧的な作

品である。この作品はほぼ全ての詩行が、実際の執筆年である 1918年当時の

ホダセヴィチの筆致とは全く異なる文体で書かれている。

　　　・・・

Сладко после дождя теплая пахнет ночь.

Быстро месяц бежит в прорезях белых туч.

Где-то в сырой траве часто кричит дергач.

Вот, к лукавым губам губы впервые льнут.

Вот, коснувшись тебя, руки мои дрожат...

Минуло с той поры только шестнадцать лет.

　　　（無題）

雨あがりの夜は温かく、甘い香りがする。

白い雨雲の切れ目を月がすばやく駆けてゆく。

湿った叢ではウズラクイナが鳴きやまない。
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ほら、狡猾な唇に、唇がはじめて重なり合う。

ほら、きみに触れた僕の手は震えている……

あの時から 16年しか経っていないのだ。

　　　　　　　　　　　　　1918年 1月執筆、全文 [87]

　逢瀬の情景の要所だけを軽快に点描してゆくこの筆致は、20世紀初頭に詩

壇に立って間もない頃のホダセヴィチのものだ。詩人は 16年前の記憶を物

語るこの作品を、若き日の自らの文体で綴っているのである。韻律はロシア

詩法の典型から外れるが、これは作者の覚書によれば古代ローマ時代の詩人

ホラティウスに倣った形式ということであり、18  つまりは 16年前の詩人が

古
クラシーチェスカヤ・ギムナジヤ

典中等学校（古典ギリシア語やラテン語など基礎的な教養教育に重点を置

く学校）の生徒だったこと 19  に合わせて、また、まだ秩序と平和が保たれてい

た時代を描くに相応しい韻律として、大古典ホラティウスの詩型が選ばれたの

だろう。語句を解説すると、「ウズラクイナ」は夏季にヨーロッパに飛来する鳥

で、繁殖季を迎えた雄鳥は特徴的な大音声で雌を呼ぶ習性がある。また、「狡

猾な唇」を重ねてくるという女性が誰なのかは分かっていない。作中のホダセ

ヴィチは 16歳で、詩壇に立つより前である。詩意を追う。雨上がりの夜空に

月影が映える。遅れた雨雲が月をかすめてゆくのだが、恋する者の目には月の

方が雲間を駆けるように見える。夜が更けても蒸し暑く、花々は濡れて香り、

狂おしく響き続けるウズラクイナの鳴き声のもと、小心な青年を恋の相手が抱

擁の内へと誘っている。ただし、ここまでは単なる前置きで、作品の全ては末

尾一行にある。この 終行だけは若き日の文体ではなく、1918年の沈鬱な文

体である。―「あの時から 16年しか経っていないのだ」。

18 「ベルベロワ旧蔵 1927年詩集」上の作者自身による書き込みには、韻律がホラティ

ウスの詩「われは記念碑を建立せり Exegi monumentum」に依拠することが記されてい

る。Ходасевич 2009. С.382を参照。ホラティウスのこの詩はロシアでは早くからよく

知られ、ホダセヴィチ以前にもロモノーソフ、デルジャーヴィン、プーシキンらが、

これをモチーフにした詩作品を書いている。

19 Шубинский В.И. Владислав Ходасевич. М., 2012. С.36-37.
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　この一行は奇妙な詩句である。16年といえば短い歳月ではないはずなのに、

詩人はなぜ、「16年も
4

経った」と書かないのだろうか。それは、詩人がいま見

ている光景、1918年のモスクワの生活が、異様なまでに変わり果てているか

らである。この 16年間にはホダセヴィチ自身にも様々な事件があり、 初の

結婚の失敗と再婚、象徴派の瓦解、キッシンとの死別などを次々と経験した

彼には、記憶の中の自分がまるで別人のように思われただろう。だが、それだ

けではないのである。第一次大戦から革命にかけての激動はロシアそのもの

を、たとえ 16年間を隔ててもここまでは変わるまい、というほどにまで変え

てしまった。モスクワのどこを探しても、平和な時代の面影など残っていな

い。あの夏の夜には確かにあった生命の充溢が、せいぜい十数年で全面的な争

乱と窮乏に一変することなど本来ありえないはずなのに、それが実際に起きて

しまった。この感覚を表現するために、詩人はあえて「あの時から 16年しか
4 4

（только）経っていない」と書いている。副詞一語の選択によって戦争と革命の

実態を表現するという、詩人の技巧である。ホダセヴィチはこの急激な社会変

動に追いつけないし、そうしたいとも望まない。詩人の眼差しは変貌したモス

クワの中に、平和だった時代の痕跡を追い求めている。どこかに、あの温かい

時代の片鱗が残っていないのかと彼は言うのである。

　次に、革命期のホダセヴィチ詩の中でも知名度が高い一篇を、読んでみよ

う。詩集の巻頭詩篇であり、作品名が詩集の書名も兼ねる「穀粒の道を」であ

る。この詩は十月革命のほぼ直後の 1917年露暦 12月 23日に執筆され、メン

シェヴィキ系の新聞『新生活 Новая жизнь』での初出を経て、詩集『穀粒の道を』

に収録された。20  新約聖書の「種まく人」の挿話に依拠して、ロシアの死と再

生を予言する作品である。21  ソビエト体制の敵視する聖書の寓意で革命を語

るという特徴は、偶然の一致とはいえ、ブロークの長篇詩『十二 Двенадцать』

20 この『新生活』（1917-1918年発行）は、比較的穏健な革命勢力メンシェヴィキの新

聞で、強硬派ボリシェヴィキの組織するソ連政権とは距離を置く論調だった。同名の

ボリシェヴィキ系雑誌（1905年に全 28号を発行）とは無関係である。

21 種をまいても育たない架空の国を幻想的筆致で描く象徴派時代の自身の初期詩篇

「私の国で В моей стране」（1907）とも本作は関係するが、この点は別稿で論ずる。
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（1918。十二使徒ならぬ 12人の赤軍部隊の行軍をイエスの幻影が先導すると

いう内容が、発表当時から論議を呼び、革命の支持者と反対派が各々都合よく

詩意を解釈した）22  と共通する。20世紀ロシア屈指の大詩人ブロークも、ホ

ダセヴィチと同様、政治に対する文学の自立を 後まで貫こうとした一人であ

り、実際に二人はこの数年後にペテルブルクで接点を持つことになる。

　　ПУТЕМ ЗЕРНА

Проходит сеятель по ровным бороздам.

Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно

Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,

Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:

Сойдя во мрак, умрет―и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,

Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год,―

Затем, что мудрость нам единая дана:

Всему живущему идти путем зерна.

22 水野忠夫『新版　マヤコフスキイ・ノート』290-291頁などを参照。
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　　穀粒の道を

種まく人がなだらかな畝をゆく。

彼の父も祖父も同じ道を歩いたのだ。

金色に輝く穀粒が彼の手の中にあるのだが、

その粒は黒い土の中に落ちねばならない。

そして盲いたミミズが通路を穿つ場所で

穀粒は定められた時期に死に、そして発芽する。

まさにそのように、わが魂も穀粒の道をゆく。

闇の中に下りて、死んで―そして蘇るのだ。

私の国よ、そして、その民よ、汝も

死んで蘇るのだ、この一年を突き抜けた後に―

命ある者全ては穀粒の道をゆくのだという叡智が、

等しく我々に与えられているのだから。

1917年 12月執筆、全文 [85]

　「種まく人」のエピソードは、新約聖書の全ての福音書に存在する。ただし、

本作が依拠するのは、種子の死と再生について唯一言及する「ヨハネによる福

音書」である。23  ヨハネ福音 12章 24節で、イエスは神によってまかれた種子

23 新約聖書の 4福音書のうち、イエスの暗喩である種子の死と蘇生に言及するのは

ヨハネ福音書だけである。共観福音書 3書（マタイ 13章、マルコ 4章、ルカ 8章）では、

相応しい土壌にまかれた種子、つまり善き信徒を得た信仰だけが発芽して他の種子は

死ぬ、とされる。
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に自らを擬えてこう語っている―「はっきり言っておく。一粒の麦は、地に

落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ」。24  

作品の 終連に現れる「叡智」という詩句は、このイエスの聖句のことを言う

だろう。他方、3連の「盲いたミミズ」という詩句は、福音書に由来しない形

象であり、これはロシア革命の暗喩ともとれるし、さらに広義に、転変する歴

史そのものを指しているとも解釈できる―「盲いたミミズが通路を穿つ場所

で／穀粒は定められた時期に死に、そして発芽する」。

　ミミズは気味悪くのたうち、気まぐれに行く手を破壊するようでいて、実は

自然の摂理に服している。この小動物が土壌を耕し、糞便を養分として残して

くれないと、種子は発芽しても、それ以上は発育できない。迫りくる盲目の怪

物の恐怖に耐えた穀粒が、やがて金色の穂を実らせるように、人間の思考も歴

史の転換期を経ることで一層豊かになるだろう。だから、今は絶望することな

く、実りの日を信じてまずは生き延びるべきなのだ。―この詩で説かれてい

る人智の不滅はまだ予感に過ぎないのではあるが、ホダセヴィチは自身のこの

予感が正しかったことを、後に詩篇「音楽」で確認するのである。

　この詩篇自体の芸術性に関する解釈はこれで十分と思われ、これ以上の深読

みは避けたいのだが、あえて指摘するなら、この作品はロシア革命に対するホ

ダセヴィチの態度を理解する上で、一つの手がかりを提供する。ヨハネ福音書

「種まく人」の挿話では、イエスの犠牲に関わる上掲 24節の後に、次のような

イエスの言葉が続いている。

　自分の命を愛する者は、それを失うが、この世で自分の命を憎む人は、それを保っ

て永遠の命に至る。／わたしに仕えようとする者は、わたしに従え。そうすれば、

わたしのいるところに、わたしに仕える者もいることになる。わたしに仕える者

がいれば、父はその人を大切にしてくださる。

（新約聖書「ヨハネによる福音書」12章 25-26節）25

24 テクストは『聖書（新共同訳）旧約聖書続編つき』日本聖書協会、2003年による。

なお、ロシア正教会で使用する聖書のテクストもこれと同様である。
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　イエスの死を乗り越えて、あるいはその死を契機として、互いに無関心だっ

た人々が参集して一つの思いを共有する。詩篇「穀粒の道を」でヨハネ福音 24
節を想起するホダセヴィチは、そのすぐ後の数節で語られるこのような情景も

併せて意識しているはずなのだ。人の繋がりは、ホダセヴィチ詩の不変のテー

マである。かつてチェーホフが小説や戯曲で何度も描出した 19世末のロシア

社会の傾向、つまり人々が個人の殻の内に退却して容易に相互理解が成り立た

ない風潮は、ホダセヴィチの問題意識を早くから刺激して、公刊第一作（「た

そがれに В сумерках」1904）にはじまる自らの重要な詩篇の多くを、詩人はこ

の主題に捧げている。26  したがって、詩篇「穀粒の道を」でロシアの “ 再生 ”

について語る際にもホダセヴィチは、ある種の個人主義の超克を、再生の第一

歩として考えていた可能性が高いのである。

　だとすれば、ロシア革命による社会変革を、行き過ぎた個人主義の一掃と新

たな人の繋がりの契機として、ホダセヴィチが幾分かは（未来派ほどではない

にせよ）肯定的に捉えていたのではないかという推論も、一応は成り立ちうる。

ソビエト政権の掲げる集団主義的志向が、短期間とはいえホダセヴィチの問題

意識と交響したのだとすれば、ほんらい革命とは肌の合わないはずの彼がなぜ

新政権の文化行政に協力したのかという問題も理解できる（もちろん、行政官

としての勤務には、先述のように他の動機も考えられるのではあるが）。27  こ

のように、ホダセヴィチとロシア革命の思想的な接点にはやや微妙な問題もあ

るのだが、ただし、少なくとも次のことは忘れてはならないだろう。ソビエ

ト政権が推進した集団主義とは強制によって人を結びつけるものであるのに対

し、ホダセヴィチのいう人の繋がりとは福音書の挿話に似て自由意志に基づき、

25 底本は脚注 24に同じ。

26 三好俊介「革命と孤独のロシア――ホダセヴィチ詩集『重い竪琴』とチェーホフ」『ロ

シア語ロシア文学研究』第 44号、2012年、75-94頁。

27 今日の優れた研究者ボゴモロフの指摘によれば、ホダセヴィチが革命後の数年間

に知人に宛てたいくつかの書簡の中には、ロシア革命やボリシェヴィキを肯定する記

述が存在する。――「現在のロシアの熱病は役に立つのだということを、私は信じ、

また知っている」（B・A・サドフスコイ宛、1917年 12月 5日）。ボゴモロフの前掲論

文（Ходасевич 1989. С.20-23）を参照。
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また、その繋がり自体（繋がることの目的ではなく）に喜びが見出されるもの

である。詩篇「音楽」の描いている情景もまさにそうであり、詩人の鬱屈を一

度に吹き払ってしまった隣人との会話には、何の作為も強制もなく、あるのは

ただ、詩人に「気を使って」「庭の真中で棒立ち」になるという隣人セルゲイの、

いささか不器用な善意だけなのだ。ホダセヴィチの考える個人主義の超克とは

そうした性質のものであった以上、やはり彼とソビエト権力の見解の間には

元々、妥協の余地など存在しなかったのである。

　本稿の締めくくりに、詩集『穀粒の道を』の中でも執筆時期が比較的早く、

革命より前に書かれている作品「ペトロフスキー公園で」を取り上げる。盛期

モスクワ詩篇の様々な主題の中でロシア革命は確かに大きな位置を占めるとは

いえ、ホダセヴィチは第一次大戦から革命までを連続した社会変動として捉え

ているから、革命を機に作品の特徴が大きく変わるわけではない。革命の前後

を問わずホダセヴィチは、人間の内なる本性が外的試練に打ち克つ様子を書き

留めているのだということを、本作によって確認しておきたいのである。

В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ 　ペトロフスキー公園で

Висел он, не качаясь, 彼は揺れもせず、細い革紐の先に

На узком ремешке. ぶら下がっていた。

Свалившаяся шляпа ずり落ちた帽子が

Чернела на песке. 砂地の上に黒く見えていた。

В ладонь впивались ногти 握りしめた手のひらには

На стиснутой руке. 爪が食い込んでいた。

А солнце восходило, 一方、太陽は昇りながら

Стремя к полудню бег, 正午をめがけて疾走し、

И перед этим солнцем, この太陽の真正面で

Не опуская век, まぶたを閉じることもなく
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Был высоко приподнят その人は空中に

На воздух человек. 高々と上げられていた。

И зорко, зорко, зорко 眼光鋭く、鋭く、鋭く

Смотрел он на восток. 彼は東を見つめていた。

Внизу столпились люди 下では静まり返った輪の形に

В притихнувший кружок. 人々が群れていた。

И был почти невидим そして、ほとんど見えはしなかったのだ、

Тот узкий ремешок. あの細い革紐は。

1916年 11月執筆、全文 [96]

　モスクワ旧市街の外れに広がるペトロフスキー公園の夜明けである。一人の

男が首を吊っている。作者が別に残したメモには、「1914年春の明け方に、ペ

トロフスキー公園の夜間営業レストランから帰宅する途中に目にした光景」と

あるから、28  第一次大戦の開戦前夜の出来事（ただし執筆は、開戦やキッシン

死去の後）である。男性の身元や自殺の理由は分からない。亡くなって間もな

いのか、硬直もまだ解けない体躯はすらりと背筋が伸びている。掌に爪が食い

込むのは夜間の冷気と死後硬直のせいとはいえ、その様子は死者が無念のあま

り拳を握るようでもある。しかも、首を吊った革紐が朝日の逆光でよく見えず、

死者が全身に力をこめて空に飛び立つように見える。首を吊ると、眼球が突出

することがある。この男性も「眼光鋭」く、東の空に昇る朝日をまともに見つ

めている。生きた人間は太陽を直視できないが、死者ならできるのである。彼

には地上を照らそうとする朝日の中に、何が見えているのだろうか。きっと、

地上の人間にはまだ見えないロシアの運命を見ているに違いない。

　この作品について、現行の各種注釈にはないコメントを補足しておく。それ

は、「ペトロフスキー公園」の地理的な特徴である。事件を目撃した際、あるい

28 「ベルベロワ旧蔵 1927年詩集」上の作者自身による書き込み。Ходасевич 2009. 
С.389を参照。
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はその記憶をもとに筆を執った際に、詩人は自殺者の姿とは別に、ある凄惨な

光景を脳裏に見ていたはずなのだ。というのも、それ自体はモスクワ市民の

瀟洒な憩いの場であるこの公園と僅か一本の道幅を隔てて南西に隣接する一帯

は、当時「ホディンカの野 Ходынское поле」と呼ばれる広場（20世紀初頭から

飛行場）となっており、そこは 1896年のやはり春、露暦 5月 18日の早朝にロ

シア史上 悪の群集事故として語り継がれる惨事の起きた現場として有名なの

である。新帝ニコライ 2世（本作の執筆当時も在位中である）の戴冠式を祝お

うと詰めかけた群衆が将棋倒しとなり、千数百名が瞬時に犠牲となったこの事

故は、終焉に近いロマノフ朝を見舞った不吉な予兆として国民に記憶され、あ

る種の社会心理を構成したのだった。それから約 20年を経た今、公園で首を

吊っている男性の遺体は、あの事故の犠牲者や、それ以降のロシア史の激動に

斃れた者たちの記憶を背負うように、この野原をちょうど背にしながら東の空

を見つめている。そして、この自殺者自身もやがて、陽光を背景に美しいシル

エットとなって空に飛び立ってゆき、その姿を地上の群集が輪となって見送っ

ている。ロシアを遍く覆おうとする死の影を象徴するかのような自殺の光景

を、ホダセヴィチはそのような、逝く者と残る者との美しい別れの情景へと再

構成した。残された者が彼らを忘却しない限り、死者も滅びることはない。な

お、ホダセヴィチはこれとほぼ同様の主張を、亡友キッシンを悼む詩篇（『穀

粒の道を』所収）でも展開しているので、その一部を引いておく。―「春の木

漏れ日の中に僕を探してごらん。／僕の全身は―目に見えない翼のはばたき、

／僕は音、僕は溜息、僕は寄木張りの床に映る陽光、／そして僕は陽光より軽い。

陽光はそこにあるけれど、僕はもういないから。／／でも…［中略］…耳をす

ませてごらん、僕はここにいる」（「僕を探してごらん Ищи меня」1917-1918、
前半部）。29  死んだはずのキッシンは、在りし日の姿よりも軽やかで鮮明な記

憶となって、詩人のうちに生きている。

　いかに苛烈な時代でも、人間としての当たり前の感情、人の内面までは変わ

29 底本は Ходасевич 2009. С.102.
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ることがない。人はこれからもやはり、死者を弔い、別れを悲しみ、歴史に学び、

身近な人々と触れ合いながら日々を生きようとするだろう。本節でとりあげた

モスクワ詩篇 3篇は、このことを改めて確認しようとする試みにほかならない。

そして、モスクワでの創作を重ねる中で、社会不安と困窮がいよいよ 高潮に

達し、街が死の静寂に包まれた 1920年の冬の朝、「でっぷり太ったわが隣人」

の飾らぬ善意に触れたホダセヴィチは、そうした瑞々しい人間性というものの

魅力と強さを、 終的に確信するに至るのである。この隣人は恐らく、いつの

時代にも、誰に対してもそう振る舞ってきたのであり、これからもずっと変わ

らないのだろう。それでよいのである。―人間存在への信頼はホダセヴィチ

に力を与え、彼は人々に向けて詩を書き続ける意志を揺るぎないものとした。

このようにして、ホダセヴィチの創作行路の 高潮、ペテルブルク時代が始ま

るのである。

結び

　本稿では、盛期ホダセヴィチ詩風を確立したモスクワ詩篇の特徴を、テクス

トに即し考察した。詩人がロシア革命をはじめとする当時の社会状況に向き合

いながら、人間の尊厳について確信を深めてゆくプロセスは、この考察によっ

てある程度まで示すことができたと思われる。もしホダセヴィチがこの確信に

至っていなければ、彼の生涯で も実り豊かな時期であるペテルブルク時代の

爆発的な執筆活動と、詩集『重い竪琴』の成立もありえなかったはずである。

　他方、本論文で扱った作品は盛期モスクワ詩篇のごく一部にすぎない。特に、

詩集『穀粒の道を』の後半部には、当時の社会情勢や詩人の心理を細やかに描

く比較的長大な作品が集中して収録されているのだが、それらについては紙幅

の制約から全く触れることができなかった。詩人が社会事象を作品へと昇華し

てゆくプロセスを、彼の書簡の分析によって詳しく辿る作業も今後の課題であ

る。盛期ホダセヴィチの詩的世界は複雑であり、今回論じたのはその概略にと

どまるが、さらに具体的な分析は機会を改めて行うことにしたい。


