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А.В. コリツォーフの前期作品の変遷：思想と祈り

はじめに：農村生活を描いた詩とドゥーマの連関

　А.В. コリツォーフ（1809年-1842年）は，ヴォロネジの家畜商の家に生まれ，ほとんど教育を

受けられなかったにもかかわらず，詩「たがやし手の唄 Песня пахаря」や詩「収穫 Урожай」と

いった農村生活を描いた詩によって当時の文壇で評価を得，現在でもロシア国内で良く知られて

いる詩人である。В.Г. ベリンスキイは Н.В. スタンケーヴィチと共にコリツォーフの詩集出版に

尽力し，その書評で「筆者は今までこうした民衆的な詩というものについて何にも知らなかった。

コリツォーフが初めてそれと引き合わせてくれたのだ（１）」と書いて高く評価している。このこ

とを発端として現代では，И.С. ニキーチンや Н.А. ネクラーソフといった民衆を描いた詩人たち

のさきがけであると解釈されている（２）。

　コリツォーフは代表作である「たがやし手の唄」「収穫」のほかにも，「ドゥーマ Дума（３）」と

名付けた思索的な詩を多く残しているが，前者と比べて後者が評価されることは少ない。例えば

ベリンスキイは1846年出版の『コリツォーフ詩集』を編集した際，良作とそうでないものをそれ

ぞれ別の部に分けて載せていたが，ドゥーマについてはあえてそれをしなかった。その理由につ

いて彼は「これらの作品はコリツォーフの個とあまりに緊密に結びつきすぎていて，詩的作品と

して見るよりも彼の内的な生の内に起こった事実として見た方が面白い（４）」と書いている。Н.А. 

ドブロリューボフに至っては1858年の「А.В. コリツォーフ論」の中で「ドゥーマには一つの重

大な欠陥がある。それは詩人がドゥーマの中で語っていることを詩人自身が明らかに理解してい

ないこと，しばしば重要で深淵な問いを発しながら，それに答えを出さず，時にはそれについて

議論するのが無駄だと最後に書き足したりすることさえあるということだ（５）」とまで述べている。

ただし，近年では Л.М. コリツォヴァと С.А. チュリコフが現代においていかにコリツォーフを評

価するべきかという問いに対して，「詩的言語という手段によって一貫して広がっていくコリ

ツォーフの人間についての思索，彼の言語のうちに具現化された世界の光景，そして内的世界と

『外的』世界をつないでいる感情の領域に目を向けよう（６）」と提案し，ドゥーマを大きく取り上

げている。また，スタンケーヴィチ研究の観点からは，Ю.М. マンが2017年に出版したスタンケー

ヴィチ論の中で，スタンケーヴィチの文学に対する貢献の一例として，彼がコリツォーフの
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ドゥーマに与えた影響について一章を割いて論じている。

　ヴォロネジで家業の片手間に詩作に励み，仲間内だけで共有していたコリツォーフを中央の文

壇に紹介しただけでなく，自身のサークルに詩人を出入りさせ，最新の学問に触れさせたスタン

ケーヴィチの影響の大きさについて疑う余地はない。しかしその一方で，コリツォーフがスタン

ケーヴィチと出会う前からヴォロネジで哲学的な詩を書いていたことにはほとんど目が向けられ

ていない。この初期の作品群の中では人間と世界との関係性のテーマが描かれているのだが，こ

れが同種のテーマを持つ1831年以降のドゥーマに発展したとは考えられないだろうか。

　コリツォーフの創作史を検討するにあたっては，哲学的な作品の重要性が初期のものも含めて

見直される必要がある。というのも，これから述べていくように，コリツォーフがそうした作品

の中で中心に据えてきた自然と人間の関係性のテーマが，詩「たがやし手の唄」や詩「収穫」といっ

た農村風の作品にも生かされていると考えられるからだ。反対に，農民の生活を描いた作品の創

作は，コリツォーフが生涯取り組んだ「自然と人間」という当時のロマン主義的な問題意識に対し

て農夫の素朴な祈りという新風を持ち込み，思想的な作品群においても発展をもたらしている。

　本稿ではまず，初期作品の検討を通してコリツォーフがスタンケーヴィチ・サークルとの交流

が始まる前から哲学的なテーマに関心を寄せていたことを確認する。そのうえで，1831年の詩「た

がやし手の唄」と1833年のドゥーマ「大いなる神秘 Великая тайна」を貫く，自然と人間との関

わりと，知性で理解することができない自然への「祈り」のテーマに焦点を当てる。詩「たがや

し手の唄」において見いだされた，作物の実りをこいねがう農夫の祈りが，思想的な作品である

詩「大いなる神秘」に取り入れられ，そこで展開された自然と人間と祈りの三すくみは，1835年

の詩「収穫」にフィードバックされて，農民についての詩とドゥーマの合流という形でコリ

ツォーフの創作史上の一つの到達点をなしていると考えられる。このような作業によって，これ

まで別々に考えられがちだった農民についての詩とドゥーマが，コリツォーフの創作史において

相互に影響しあって発展していったさまを提示する。

１．1830年までの作品：哲学的なテーマへの関心

　本題に入る前に，日本ではあまり知られていないコリツォーフについて簡単に紹介しておく。

コリツォーフは1809年にヴォロネジで裕福な家畜商の息子として生を受けている。父のヴァシー

リイは教育や文化には無関心であり，息子を郡立高等小学校に入学させたものの，家業に必要な

教育さえ受けられれば十分だとして，わずか１年４か月で中退させてしまっている。そのため文

学的知識はおろか読み書きさえ満足に身についていなかったコリツォーフたが，中退後も父の仕

事を手伝う傍ら，友人らから書籍を融通してもらうなどして独学で文学を学び，16歳には初めて

の詩作に取り組んでいる。1831年にヴォロネジに帰郷していたスタンケーヴィチと出会い，彼の

取り計らいで「文学新聞 Литературная газета」にコリツォーフの詩「輪 Кольцо」が掲載された。
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同年には父の仕事でモスクワを訪れる機会もあり，ベリンスキイとも知り合いになっている。

1835年には，コリツォーフが送ったノートからスタンケーヴィチが選んだ詩18篇が収載された小

詩集が出版され，詩人としての活動が本格的に始まった。その後もスタンケーヴィチやベリンス

キイらと交流を続け，家業の手伝いのかたわら詩作に励んでいたが，首都に出て詩人としての活

動に専念することは許されず，1842年に33歳の若さで病死した。

　文壇で活躍するようになるのは1831年にスタンケーヴィチに見いだされてからだが，それ以前

に文学の教養がある人物との交流が全くなかったわけではなく，ヴォロネジの書籍商や神学校生，

哲学講師と親しかったようで，しばしば詩作にアドヴァイスを受けていた。

　マンによれば，1831年以降はスタンケーヴィチ・サークルがコリツォーフにとって「彼の凍っ

た心を溶かす避難所となったばかりでなく，教育機関ともなった」という。マンは「この教育機

関の中でコリツォーフは文学，美学，哲学の課程を『速習』で履修し，抽象的な思考を好むよう

になり，新しい思潮をわがものとした。彼の抒情詩の中に新しいジャンルが出現した──『ドゥー

マ』だ（７）」と論じている。だが実際には1831年以前の作品の中にも，哲学的なテーマを扱った

ものがいくつか存在している。Н.Н. スカトフはこうした作品の背景にヴォロネジ在住の知識人

たちとの交流があるとした上で，「コリツォーフの最初のドゥーマは，まだそうは名付けられて

いないものの，すでに1829年に書かれている」と主張している（８）。例えば1829年１月に書かれ

た詩「泣き歌 Плач」という31行の作品は次のように始まっている。

На что мне, Боже сильный, 力ある神よ，何ゆえ私に

Дал смысл и бытие, 意味と存在を与えたもうたのか，

Когда в стране изгнанья 追放の国に

Любви и братства нет; 愛と友情がない時に。

 （С. 54.）

　コリツォーフの創作初期は恋愛やステップの情景のような身近なテーマを扱った作品がほとんど

を占めている。詩「泣き歌」はそれらとは大きく異なり，世界に対する不満を神に訴える内容であり，

詩人自身の世界の見方の変遷が表現されている。まず詩篇の中ほどにおいては，抒情的主体がか

つて性善説的な人間観を有していたことが物語られる（私は思った，世界では／人々が天使のよ

うに暮らしていると，Я думал: в мире люди / Как ангелы живут, С. 54.）。彼がかつて想像していた

人間の姿は，キリスト教的な兄弟愛に身を捧げることをいとわない，多分に理想化されたものだ。

Я думал, в тайных мыслях 私は思った，彼らの神秘的な思想には

Один у них закон: ある一つの決まりがある──
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К тебе, Царю Небесный, それは，天にまします王よ，あなたへの

Любовью пламенеть, 愛で身を焦がし，

И ближним неимущим 隣の持たざる者たちに

Без ропота души 不満の心を持たず

Последнюю копейку, 最後の一コペイカまで，

Как братьям, уделять. 兄弟にあげるかのように，分け与えるとい

 うものだ。

 （С. 54.）

　この後詩行は「しかし人々は獣と同じ，／冷酷でも凶悪でもある。А люди — те же звери: / И 

холодны и злы;（С. 54.）」と続き，利己主義に走り，信仰を失った人間たちの姿を嘆いている。

さらに，詩人の不満はそうした人間たちに恵みを与える神へと向かう。この詩の終結部は次の通

りになっている。

И Ты, Отец Небесный, そして，天にまします父よ，あなたは，

Не престаёшь вседневно やめはしない，いつの日も

Щедроты лить на них. 彼らの上に恵みを注ぐのを。

О, просвети мне мысли, おお，私に思想を啓きたまえ，

Нерадостны они, それに喜びはない，

И мудрости светильник そして智恵の灯を，

Зажги в моей душе. わが魂にともしたまえ。

 （С. 54.）

　この詩に関してスカトフは「コリツォーフは天にまします父にだけ，思想による啓蒙という希

望を託したわけでは全くなく，どうにかして自身で彼らを啓蒙しよう試みていた（９）」と述べて

いるが，確かに「私」に「思想」を授けてほしいと願っている部分に，神から自立して「思想」

や「智恵」でもって退廃した人間世界を変革したいという意志が見受けられる。この詩には詩人

がかつては素朴なキリスト教的な理想を信じていたが，やがて私利私欲にまみれた人間たちが跋

扈する世界に失望し，思想による啓蒙を希求するに至ったという，自身の世界観の変遷が表現さ

れていると言えよう。

　同じ1829年に書かれた詩「信仰喪失 Разуверение」では，啓蒙に対する欲求がさらに強く描か

れており，神からの自立性が高まっている。行数は詩「泣き歌」と同程度であり，人間への失望
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と神への不満の表明という大きなテーマも両詩篇に共通している。だが詩「泣き歌」が社会の退

廃をうたっていたのに対し，詩「信仰喪失」で焦点が当てられているのは，叙情的主体の「人生

жизнь」だ。詩「信仰喪失」の冒頭は次のようになっている。

Да! жизнь не то, что говорили そうとも！　人生とは，私に私の

Мои мне книги и мечты; 書物と夢想が語っていたものではない。

Ее недаром заклеймили 人生には訳あって

Печатью зла и суеты. 悪意と虚無の烙印が押されたのだ。

 （С. 70.）

　冒頭で顕著にみられるように，詩「信仰喪失」では抒情的主体の個人的な生が，９回も使用さ

れる「私」（я，мой）によって語られていく。次に続く詩行は，かつて「私」が抱いていた兄弟

愛的な人間観が示されており，詩「泣き歌」と同じ展開を辿っているが，詩「泣き歌」では人々

に対して自分が思っていたことが述べられている一方で，詩「信仰喪失」では人々に対する自身

の行為や態度が語られている。

Сначала искренно встречая まず一日の朝を心を尽くして

И утро дня благословляя, 迎え，祝福し，

Я в мире всё благословлял... ぼくは世界の全てを祝福していた……。

Дитя! я ласки расточал, ねえきみ！　私は愛想をふりまいて，

Я простирал мои объятья 私は抱擁しようと両手を広げていた，

Ко всем с любовию, как братьям! 皆に対して，愛をこめ，兄弟のように！

Пришла пора, узнал и я 時が来て，私にもわかった

Совсем не то, что прежде снилось, かつて夢に見ていたこと，

Чем сердце юное пленилось, 若い心が惹きつけられていたこと，

О чём так сладко думал я...  私があんなにもうっとり考えていたことはまるで

そうではなかったのだ……。

 （С. 70.）

　詩「泣き歌」にもあった「兄弟のように」というフレーズがここでも使われており，この抒情

的主体もまたキリスト教的兄弟愛をかつて信奉していたことが，「ねえきみ！ Дитя!」という親

しげな呼びかけとともに示されている。人間一般を対象としていた詩「泣き歌」と比べて，詩「信

仰喪失」では抒情的主体の個人的な生も視野に入れられているのだ。そのように考えれば「一日
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の朝 утро дня」という日常的なものと，「世界の全て в мире всё」とが同時に祝福されているこ

とも注目に値するであろう。さらにこの後の詩行では，親戚の冷酷さや友人の裏切りといった形

で現実の世界を悟った様子が語られている（分かったのは，親戚の身内への冷たさ，／友達の中

にいる──嘘つきの裏切り者たち，／〈…〉／神は彼らとともにある！ Узнал родных, к родству 

холодных; / В друзьях - предателей притворных; / «...» / Бог с ними!［С. 70-71.］）。このように考え

ていくと，詩「泣き歌」で展開されていた世界全体を対象にした哲学的なテーマが，「私」にとっ

ての個人的な出来事や日常的な事象と地続きであるように思われてくる。ベリンスキイはコリ

ツォーフのドゥーマの性格について詩人自身の「個とあまりに緊密に結びつきすぎていている」

と述べているが，哲学的なテーマと個人の具体的な事象との溶け合いはコリツォーフの創作史の

ごく初期からみられる特徴であると言うことができるだろう。

２．  1831年の詩「たがやし手の唄」から1835年の詩「収穫」へ： 
神への不満から祈りへ

a．詩「たがやし手の唄」

　1829年の詩「泣き歌」と詩「信仰喪失」では神や世界への不満が見られたが，1831年の詩「た

がやし手の唄」から1835年の詩「収穫」に至るまでの創作では一転して，世界を受け入れようと

する態度が描かれるようになる。この時期はヴォロネジの友人らとしか付き合いがなかったコリ

ツォーフにとって，人間関係が大きく変化した転換期と言えるが，執筆された作品は極端に少な

く，一篇しか書いていない年もある（10）。とはいえ，1835年の詩集では18篇中７篇が1831年以降

に書かれたものが選ばれており，その中には詩「たがやし手の唄 Песня Пахаря」（1831年），「大

いなる神秘Великая тайна」（1833年），「騒がないでくれよ，ライ麦よНе шуми ты, рожь」（1834年）

といった，現在でも広く知られている作品も含まれている。寡作ながら習作期を脱し円熟を迎え

つつあった時期と言えるだろう。

　1835年の詩集について，ベリンスキイは『テレスコープ』誌に批評を寄せ，コリツォーフの作

品を次のように賞賛している。

詩「ロシアの百姓たちの宴 Пирушка русских поселян」，「百姓の物思い Размышление посе-

лянина」，「たがやし手の唄」には我が国の庶民の生活の詩情が表現されている。こうしたナ

ロード性（народность）こそ筆者が高く評価しているものだ。コリツォーフの作品において

ナロード性は高潔であり，シニシズムや乱暴さでもって感情を汚すようなことはしない。そ

して同時に彼のナロード性は偽物でなく，真実も捻じ曲げられてはいない。表現と情景の素

朴さも魅力も，どれも他の追随を許さない（11）。
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　А.С. クリロフはベリンスキイがここまでコリツォーフを高く評価した理由について，ベリン

スキイが1834年に発表した論文「文学的夢想」で思い描いていた理想「文学とはナロードの内的

生活のシンボル──表現でなければならない（12）」にコリツォーフの作品が合致していた点を挙

げている（13）。確かに，ベリンスキイは外国文学の影響を全く受けないで育ったコリツォーフこ

そが生粋のロシアのナロードであるという主張を，コリツォーフの死後，1846年に出版された『コ

リツォーフ詩集』に付された論文でも繰り返している。ベリンスキイがコリツォーフの最大の特

徴としてナロード性を重視していることが分かる。

今ここではっきりしているのは，この作品（プーシキンの『ルサルカ』──引用者）を書い

たのはヨーロッパ的な教育を受けた詩人だということで，もしそうした教育を受けていなけ

ればこんな風には書けなかっただろうということだ。コリツォーフによるロシアの唄の世界

はこのようなものでは全くない。自身の天賦の才の完全な客観性をもってしても，プーシキ

ンはコリツォーフのような唄を一つも書けなかったであろう。なぜならコリツォーフ一人だ

けがこの唄の秘密を独占しているからだ（14）。

詩「たがやし手の唄」は現代でも「農作業の事情に通じていない人間には書けない（15）」詩であ

るとして，農夫が身近な存在だったコリツォーフならではの作品であると解されている。冒頭の

３連ですでに顕著なように「それ！」のリフレインが作品全体にフォークロア的・歌謡的な調子

をもたらしている。

Ну! тащися, сивка, ソレ！　牽けや，葦毛，

Пашней, десятиной, 十
デシャチナ

反の畑を！

Выбелем железо 鉄を真っ白にしようや

О сырую землю. うるわしの大地に突っ立てて。

Красавица зорька 朝焼け小焼けはべっぴんさん

В небе загорелась, お空でぱあっと燃え出した，

Из большого леса 大っきな森から

Солнышко выходит. おひさまが出てくるぞ。

Весело на пашне. たのしや畑，

Ну,тащися, сивка! ソレ！　牽けや，葦毛！

Я сам-друг с тобою, おらとおまえ一人と一頭
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Слуга и хозяин. 召使いとご主人よ。

 （С. 95）

　全11連，農夫の「おら」が主体の牧歌的な作品であり，ほとんどが農作業の具体的な描写で占

められているが，詩としての工夫も施されている。例えば，この詩では農作業の種まきから収穫

までの一連の流れが２回繰り返して描かれているのだが，第４連から第５連にかけては耕具の準

備や種播き，脱穀等の動作を全て不完了体動詞現在で描写し，農村で毎年繰り返される伝統的な

時間を表現している。

Весело я лажу たのしやおらは

Борону и соху, 馬ぐわと犂をととのえ，

Телегу готовлю, 荷馬車のしたくをして，

Зерна насыпаю. 種を播くのさ。

Весело гляжу я たのしやおらは見るのさ

На гумно, на скирды, 打穀場を，刈穂の山を，

Молочу и вею... たたいて唐箕にかけるのさ……

Ну! Тащися, сивка! ソレ！　牽けや，葦毛！

 （С. 95.）

　これに対し，第６連から第９連では完了体動詞が用いられ，一連の動作がこれからまさに起こ

ろうとしている一回性の出来事であることを示している。農作業の時間は季節の巡りに合わせた

没個的なものであると当時に，毎年の作業の一つ一つに作業の主体が存在する個的なものでもあ

るという，農村に特徴的な二重の時間性への気づきが創作に生かされているといえよう。

Пашенку мы рано 朝っぱらからおらは

С сивкою распашем, 葦毛と野良をたがやすぞ，

Зернышку сготовим 種っこにこしらえてやるぞ

Колыбель святую. 聖なるゆりかごを。

Его вспоит, вскормит 種っこにお乳を吸わせ，育て上げるは

Мать-земля сырая; うるわしの母なる大地よ。

Выйдет в поле травка - 畑野に芽が出るぞ──
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Ну! тащися, сивка! ソレ！　牽けや，葦毛！

Выйдет в поле травка - 畑野に芽が出るぞ──

Вырастет и колос, 穂が伸びて，

Станет петь, рядиться 実がなって，黄
こ が ね

金のきれで

В золотые ткани. 着かざり出すぞ。

Заблестит наш серп здесь, その時おらたちの鎌が光り出す，

Зазвенят здесь косы; その時大鎌が音を鳴らし出す。

Сладок будет отдых 重い束の上で

На снопах тяжелых! 一息入れるは甘かろう！

 （С. 95-96）

　さらに，最終連では自然と一体になった労働の成果が「糧 хлеб」という一語に収斂されていく。

С тихою молитвой 静かに祈りながら

Я вспашу, посею. おらは耕し，種を播こう。

Уроди мне, боже, 神よ，恵みたまえ，

Хлеб — мое богатство! 糧
パン

を──我が富！

 （С. 96.）

　詩「泣き歌」と詩「信仰喪失」では，富を追求しようとする人々は軽蔑の対象となっており，

そうした人々を許容している神に対しても不満を訴えていた。だが詩「たがやし手の唄」では「富

богатство」としての「糧」を獲得することや，「糧」を人々に恵む神が肯定的に描かれている。

詩「泣き歌」等の思索的な作品は抒情的主体が人々や世界，神から離反していたのだが，農民詩

においては自然と一体になって労働にいそしむ農夫が主体となるため，神との和解が可能になる

のだ。ただし詩「たがやし手の唄」には，詩「泣き歌」や詩「信仰喪失」で取り上げられていた，

神が利己的な人間に恵みを与えているというような，宗教の内容面の問題が含まれておらず，人

間と自然の仲立ちをするのは労働とともになされる「静かな祈り」だ。

b．詩「大いなる神秘」

　詩「たがやし手の唄」では農夫の主体をとることによって，世界や自然，神といった大きな存

在に対する態度の転換が起こった。すなわち詩「泣き歌」や詩「信仰喪失」といった思索的な作
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品では反抗的な態度だったのが，「祈り」を通してそれらと融和しようとする態度に変化したのだ。

コリツォーフにとってこの転換は農民をモチーフにした詩の枠内にとどまるものではなかった。

1833年の詩「大いなる神秘（ドゥーマ）Великая тайна (Дума)」は初めて「ドゥーマ Дума」と題

された作品であるが，そこでも「祈り」が重要なモチーフになっている。以下に全文を掲げる。

Тучи носят воду, 雨雲は水を運ぶ，

Вода поит землю, 水は大地をうるおす，

Земля плод приносит; 大地は実りをもたらす，

Бездна звёзд на небе, 星々の深淵は空に，

Бездна жизни в мире; 生命の深淵は世界に。

То мрачна, то светла ときには暗い，ときには明るい

Чудная природа… 妙なる自然……。

Стареясь в сомненьях 大いなる神秘への

О великих тайнах, 疑いの中で古びながら，

Идут невозвратно 時代は次々と

Веки за веками; 不可逆的に過ぎていく。

У каждого века それぞれの時代に

Вечность вопрошает: 永遠は尋ねる

«Чем кончилось дело?» — 「ことはどうやって終わるのか？」

«Вопроси другова», — 「よそに訊いておくれ」

Каждый отвечает. 各々は答える。

Смелый ум с мольбою 大胆な知性は哀願して

Мчится к провиденью. 神の経綸の方へ走っていく。

Ты поведай мыслям 思想に告げよ

Тайну сих созданий! この創造の神秘を！

Шлют ответ, вновь тайный, 今再びの神秘たる答えをおくるは

Чудеса природы, 自然の神秘，

Тишиной и бурей 静けさと嵐で

Мысли изумляя… 思想を驚嘆させながら……。

Что же совершится 一体何が起こるのだろう
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В будущем с природой?.. 未来の自然に……？

О, гори, лампада, おお，燃えよ，灯よ，

Ярче пред распятьем! もっと明るく磔像の前で！

Тяжелы мне думы, 私には思考は重く，

Сладостна молитва! 祈りは甘美だ！

 （С. 105-106.）

　トンコフはこの詩にスタンケーヴィチの詩「二つの道 Два пути」（1832年）における存在する

ことの目的という主題との類似を指摘しているが，コリツォーフの創作におけるスタンケーヴィ

チ・サークルからの影響を過大評価すべきではないとしている（16）。確かに，詩「大いなる神秘」

では自然をテーマとしているが，大きな存在に対して自己がどうあるべきかという問い自体は，

詩「泣き歌」や詩「信仰喪失」の時代から継承されたものでああると言えるし，自然との関係と

いうテーマそのものも，詩「たがやし手の唄」で顕著に見られたように，農村生活を描いた詩に

おいて主要な要素である。実際，詩「大いなる神秘」の冒頭「雨雲は水を運ぶ，／水は大地に飲

み込まれる，／大地は実りをもたらす Тучи носят воду, / Вода поит землю, / Земля плод приносит」

からは作物の実りを通して自然のサイクルを理解する農民的な視点を想起することができるだろう。

　重要なのは，ドゥーマの詩「大いなる神秘」においても，詩「泣き歌」，詩「信仰喪失」から

の転換が見られる点だ。詩「泣き歌」では，神から自立して「思想」や「知恵」でもって世界と

かかわろうとする態度が見られたが，詩「大いなる神秘」では，「知性 ум」は「哀願して神の経

綸の方に走っていく」力弱い存在として表現されており，自然の神秘に思想はただ驚嘆するばか

りだ。知性的なものの代わりに，最終連でクローズアップされているのは磔像の前での祈りだ。

「私には思考は重く，／祈りは甘美だ！ Тяжелы мне думы, / Сладостна молитва!」という詩行は

詩「泣き歌」からの思想的転換をつよく印象付けている。

　マンが詩「大いなる神秘」とスタンケーヴィチ・サークルの参加者であった К.С. アクサーコ

フの詩（«Целый век свой буду я стремиться...» 1836年）との類似性を指摘しつつも，コリツォー

フの詩は思考では自然を理解できず，祈りでないと到達できないとしている点でそれとは異なっ

ていると述べている通り（17），思索的な作品における祈りのモチーフは，スタンケーヴィチ・サー

クルから自立したコリツォーフ独自の特徴と位置付けられることができるだろう。しかも，この

「祈り」は，自然との融和を農夫の生活を通して描く詩「たがやし手の唄」から，ジャンルを越

境して導入されたと考えられる。

c．詩「収穫」

　さらに興味深いのは，農民の詩からドゥーマへと持ち込まれた祈りのモチーフが，1835年の詩
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「収穫」において，もう一度農民の詩の方へフィードバックされていくことだ。詩「収穫」は

1836年に А.С. プーシキンの『Современник同時代人』第二号に掲載されて有名になり，現在で

もコリツォーフの代表作とされている。基本的な主題は詩「たがやし手の唄」と同じく農作業の

一連の流れだが，主体が農夫ではない第三者である点が大きく異なっている。

　冒頭部では霧が雲となり雨となって大地を潤すという自然のサイクルが描かれており，詩「大

いなる神秘」の冒頭部とのつながりを感じさせる。

Красным полымем 真っ赤な炎のように

Заря вспыхнула; 朝焼けが燃え上がった。

По лицу земли 大地の顔には

Туман стелется; 霧がかかっている。

Разгорелся день 太陽の火で

Огнем солнечным, 昼は燃え盛かり，

Подобрал туман 霧を山々の頂より

Выше темя гор; 高みへと拾いあげた。

Нагустил его 霧を濃くして

В тучу черную; 黒い雲に変えた。

Туча черная 黒い雲は

Понахмурилась, どんよりとした。

Понахмурилась, どんよりとして，

Что задумалась, 考え込んでしまった，

Словно вспомнила まるで自らの故郷を

Свою родину... 思い出したかのよう……。

Понесут ее 荒々しい風が

Ветры буйные その雲を運んでいく

Во все стороны この世界の

Света белого. あまねく四方に。

Ополчается 雲は身を固めている
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Громом-бурею, 嵐の雷鳴に，

Огнем-молнией, 稲光の炎に，

Дугой-радугой; 虹の弧に，

Ополчилася 身を固めて

И расширилась, 広がって，

И ударила, 打ち付けた，

И пролилася 降った

Слезой крупною — 大粒の涙となり──

Проливным дождем 土砂降りの雨となり

На земную грудь, 大地の胸元へ，

На широкую. 広い胸元へ。

 （С. 107.）

　詩「たがやし手の唄」とは異なり農夫が叙情的主体ではなく，リフレインも抑えられているが，

自然を擬人化して描いるなど，フォークロア的な箇所も見られる。第10連以降は収穫の期待を込

めつつ潤された大地を眺める「村の人たち Люди сельские」に視点が移り，彼らの祈りの内容が

描かれている。

Люди сельские 村の人たちは

Божьей милости 神の恵みを

Ждали с трепетом 待っていた，胸を躍らせ

И молитвою; 祈りながら。

Заодно с весной 春と一緒に

Пробуждаются 目覚めていく，

Их заветные 彼らの心にしまっていた

Думы мирные. 穏やかな思い。

Дума первая: 一つ目の思いは

Хлеб из закрома 麦を穀物入れから出して

Насыпать в мешки, 袋に入れ，
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Убирать воза; 荷車を片づけること。

А вторая их 彼らが二つ目に

Была думушка: 思ったことは

Из села гужом 荷馬車で村から

В пору выехать. 良い頃合いに出かけていくこと。

Третью думушку 三つ目に思うことを

Как задумали,— 思いついて──

Богу-господу 主なる神に

Помолилися. 祈りをささげた。

 （С. 108.）

　ここでは農民たちが祈願する内容が三つの「思い дума」として表現されている。それらは収

穫した穀物を袋に入れて，町に売りに行くという極めて現世利益的なものだ。詩「たがやし手の

唄」の最終連「神よ，恵みたまえ，／糧を──我が富！ Уроди мне, боже, / Хлеб — мое богатство!」

と共通する祈りであり，神という大きな存在への帰依とパンという具体物への欲求は一体になっ

ている。しかも，詩「たがやし手の唄」では最終連にしか祈りの場面が描かれていないのに対し，

詩「収穫」では詩篇の中間部に祈りの内容が提示されており，より作品における重要性が増して

いる。三つの思いは段階を踏んで富へと近づいていき，三つ目はあえて内容を明かさないことで，

富が手に入った時の歓喜を表現している。

　詩「収穫」は「村の人たち」を主人公として，彼らの祈りや農作業の様子が基本的には三人称

で描写されている。一人称で書かれた詩「たがやし手の唄」では一貫して農夫の個性が強く出て

いたのに対し，詩「収穫」ではある程度普遍性が獲得されていると言えよう。ただし，第17連か

ら第19連にかけては，例外的に命令形や一人称単数が使用されている。

Горстью полною 手のひらいっぱいの

Хлеб раскидывать; 麦をばらまきに行った。

И давай пахать さあ耕そう

Землю плугами, 大地を洋犂で，

Да кривой сохой 曲がった犂で

Перепахивать, 鋤き返そう，



341

А.В. コリツォーフの前期作品の変遷：思想と祈り

Бороны зубьем 馬鍬の歯で

Порасчесывать. 櫛削ろう。

Посмотрю пойду, 私は見に行って，

Полюбуюся, うっとりするだろう，

Что послал господь 人々の労働に報いて

За труды людям: 主が送ってくださったものに。

 （С. 108-109.）

　「収穫」に現れる「私」は実際に農作業にいそしむ「村の人たち」には含まれておらず，人々

の労働の成果を「見る」だけなのだが，それに「うっとりする полюбуюся」とあるので，農民

たちの営みに深く共感しているようである。第17連の命令形「давай」はそうした共感が下地に

あったがゆえに，農民たちと労働を共にせんとする心情が発露したものととらえられるだろう。

当然，こうした抒情的主体の姿は，自らは農民でないながらも彼らと日常的に接点があったコリ

ツォーフ自身の姿とも重なっている。詩「たがやし手の唄」での自然と農夫の関係における祈り

の役割が，いったんドゥーマ「大いなる神秘」での自然と自己との関係に導入されたことによっ

て，より抽象的・普遍的な形で農民詩に回帰したのだ。そういう意味では，詩「収穫」は農民と

自然との関係を歌った詩でありながら，詩人と自然，さらには人類全体と自然との関係を歌うよ

うな，思考詩的な性格をも持ち合わせている。

　ちなみに，詩「たがやし手の唄」，詩「大いなる神秘」と同じく詩「収穫」もまた，最終連で

は祈りのモチーフが使用されている。

Видит солнышко — お日さまは見ている──

Жатва кончена: 刈り入れが終わったのを。

Холодней оно 冷えていった

Пошло к осени; 秋に向かって。

Но жарка свеча だが農夫の

Поселянина ろうそくのぬくもりは

Пред иконою 聖母の

Божьей матери. イコンの前に。

 （С. 110.）
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　これまでのにぎやかな収穫の場面とは打って変わって，秋の冷え行く空気の中，イコンの前の

ロウソクに視点がクローズアップされている。もちろん前提にあるのはロウソクをともしてイコ

ンに祈りをささげる農夫の姿であり，「たがやし手の唄」，「大いなる神秘」と同様に祈りのモチー

フが作品に余韻を与えている。

おわりに

　本稿ではコリツォーフの作品における自然と自己の関係の問題を，農民詩と思索的作品の両方

を通して考えてきた。

　中央の文壇で活動を始める1831年以前の初期作品群のうち，ヴォロネジ在住の知識人たちとの

交流に触発されて書いたと思われる思索的作品の詩「泣き歌」及び詩「信仰喪失」は，スタンケー

ヴィチらと知り合う以前からコリツォーフが哲学的な課題に取り組んでいたことを示している。

初期の思索的作品では，主に利己的な人間社会への失望および，そうした人間に恵みを与える神

への不満が主な主題となっていた。

　1831年の農民の生活を題材にした詩「たがやし手の唄」ではこうした主題から離れ，自然とい

う新たなテーマが持ち込まれた。そこでは富を希求して自然と一体になり労働する農夫や，彼に

富をもたらす神が肯定的に描かれるようになった。そこで重要視されたのは，労働とともになさ

れる神への祈りであり，詩篇は神への祈りを仲立ちとして自然から「糧」を得ようとする農夫の

姿で締めくくられている。

　詩「たがやし手の唄」で発見された祈りのモチーフは，1833年のドゥーマ「大いなる神秘」に

も導入され，コリツォーフ独自の思索的作品を完成させている。そこでは，祈りは自然の神秘を

理解できない知性や思考にかわってそれにアプローチする役割を担っており，詩「たがやし手の

唄」で展開されてきた自然と人間の仲介としての「祈り」のモチーフが，ドゥーマの中で展開さ

れている。

　このように，農民の詩とドゥーマというジャンルをまたいで展開されてきた自然と人間の関係

の問題は，1835年の詩「収穫」において一つの到達点を迎える。詩「収穫」は農民を主題としな

がらも，詩「たがやし手の唄」よりも高い抽象性・普遍性を獲得しており，詩「大いなる神秘」

を通過してより重要度が増した「祈り」のモチーフが多用され，作品に深い精神性を与えている。

1831年以降のコリツォーフは，二つのジャンルを行き来しながら問題意識を深化させていった結

果，詩「収穫」において両ジャンルの合流を達成し，創作史上の一つの頂点をなしたと考えられ

るだろう。

　最後に，本稿で考察してきた，哲学的なテーマの農民詩への流入が，コリツォーフの創作史上

の問題にとどまるものではないことを簡単に述べておきたい。シンボリズムのマニフェストとし

て一般に知られている，Д.С. メレシコフスキイの評論『現代ロシア文学の衰退と新思潮』（1893
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年）では，来るべき理想主義に近い作家のひとりとしてコリツォーフの名を挙げている。彼によ

れば，一般的にプラクティカルなものととらえられているコリツォーフの観点が実は「もっとも

高尚で，理想的であり，もっと言えば，神秘的ですらあり，ついでながらいっておくと，決して

プラクティカルで合理的な意味を妨げることもないのである（18）」。メレシコフスキイの批評は，

本稿で見てきた，詩「たがやし手の唄」や詩「収穫」での具体的な生活の描写とドゥーマでの抽

象的な問題へのアプローチの統合の試みが，シンボリズム期においてもアクチュアルな問題で

あった可能性を提示しており，コリツォーフの作品が同時代だけでなく，より長いスパンで文学

史に寄与していたことを示唆している。
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