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F. ソログープの戯曲における「王国」

はじめに：〈詩人〉を位置づけるソログープの試み

　ロシア象徴主義演劇の興隆期にあたる1900年代の F. ソログープの戯曲に顕著な特徴の一つは、

その多くがギリシア神話や御伽噺のような古代的・神話的な題材に基づいていることだが、ギリ

シア悲劇への回帰・演劇の再儀礼化という理念に魅せられた象徴主義者の選択としてそれ自体は

不思議ではない。本稿で注目するのは、ソログープが、そういった題材を用いて、「王国」とい

う装置とともに〈詩人〉を巡る問題を扱っていることである。本論で取り上げる三つの戯曲では、

全く異なったプロットの中で、〈詩人〉の在り方を模索するかのように、様々な形で「詩人と民衆」

の関係性が試されている。両者の不確定で多様な関係の提示そのものが、ソログープの特定の期

間における劇作を特徴づけているのだ。

　1906年の『〈我〉へのリトルジー（１）』に始まったソログープの戯曲の執筆は、1920年に上演に

至った『薔薇の模様』までは少なくとも続いていたのだが、後年の戯曲まで含めた体系的な研究

は論者が知る限りでは存在せず、もっぱら1900年代に書かれた戯曲が言及される傾向にある（２）。

サヴェリエヴァは「この時期にソログープは同時代の劇場で『一つの意志』理論を試す可能性を

模索し続けていた。最も勇敢な実験者たちでさえ、〔中略〕彼のイデーを実現したがらなかっ

た」（３）と纏めているが、ソログープが初めて自身の演劇観を明文化した「一つの意志の演劇」

（1908年）の理論に基づいた作品を初期の戯曲とみなすのが通例であるようだ（４）。「一つの意志

の演劇」とは、作り手・観客の全てが分断されたことにより、見世物止まりの現代演劇への批判

や、その克服のための提案、更に神秘劇に至る展望を著したもので、要点は「分断の克服」にあ

る。それは、表面的には、舞台と観客の断絶を巡る問題だが（５）、突き詰めていけば、〈詩人〉と

民衆の乖離の問題であった。つまり、「分断の克服」の模索が、テクストの様々な要素に影響を

与えているのである。こうしてみると、ソログープは戯曲の創作を通して、共同体における〈詩

人〉の役割を、民衆との関係の中で模索したばかりでなく、民衆との共同的な関係を〈詩人〉で

あるソログープ自身が構築し、民衆を変容させようと試みたのではないか、と考えることもでき

るだろう。実際に、ソログープと親交が深く、個の人格と民衆全体の幸福の両立が「ロシアの社

会生活、ロシアの文学にとり永遠の価値であること」、「個人的理想と社会的理想の有機的結
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合」（６）を志したイヴァーノフ=ラズームニクや、象徴主義の指導的人物でもあったV. イヴァー

ノフのように（７）、思想の中で伝統的テーマともいえる「詩人と民衆」の関係性を模索した詩人

や文筆家は多くいたが、直接的に戯曲のテクストそのものに分断を克服する試みを織り込んだ方

法において、ソログープの独自性が見出せよう。更にいえば、その試みのためには、ソログープ

にとって〈詩人〉をどう位置付けるかは現実的な課題であったと考えられ、詩人によって啓蒙さ

れる支配者や民衆の存在が明確に示される「王国」という装置はうってつけであっただろう。

　ところが、そのような「王国」のイメージは後の戯曲では殆ど姿を消してしまう。その理由に

ついて、ソログープの演劇観に根差した本質的な議論はなされてこなかったが（８）、初期の戯曲

における創作上の試みの本質が、「一つの意志の演劇」の要である「断絶の克服」にあることと

有機的に結び付けられないまま、実行不可能な詩的空想の反映のように捉えられてきたことが原

因だと論者は考える。つまり、芸術が社会で果たす役割──芸術を創造する〈詩人〉が、共同体

において、民衆に対してどのような役割を演じうるのかをソログープが問い続けていたことが、

戯曲と十分に関連付けられてこなかったのである。

　本論では、このような観点に基づき、ソログープ自身が残したエッセイ等から、彼が〈詩人〉

と世界の関わり方を模索していた事実を確認しながら、初期の戯曲における「王国」という装置

の中で、ソログープの芸術理念上の〈詩人〉がそれぞれの劇中でいかなる機能を有するのかを論

じていく。

１-１．演劇による〈変容〉と、「詩人と民衆」のテーマとの繋がり

　「一つの意志の演劇」の最後には、見世物を求めて観劇に訪れた大衆が〈変容〉を遂げて神秘

劇に参加するというヴィジョンが示されている。では、〈変容〉とは何だろうか？ その概要は、

ソログープの多くの作品において、頻繁に「支配者と奴隷」という対立構造が強調されることや、

人々の俗物性 /奴隷根性のために苦しむ主人公が登場することなどから導き出すことができるだ

ろう。というのも、単なる庶民やブルジョワの一個人が、既存の枠組みには当てはまらない内的
0 0

な自由を獲得し
0 0 0 0 0 0 0

、自らの内に創造的な世界を見出すというモチーフが、とりわけ小説において散

見されるためである。特定の支配者と文字通りの奴隷という構図に限ったことではなく、何らか

の制度や基準、古びたモラル等諸々の地上的なもの、既存の枠組みや制約からの内的な解放を経

て自由になり、奴隷でなくなることが〈変容〉の条件だといえよう。

　しかし、当然のことながら、精神的な奴隷性というテーマは必ずしもソログープに固有のもの

ではない（９）。メレシコフスキー、ゴーリキー、ベールイ等に代表されるように、既存のモラル

を糾弾するような意識改革とは時代の傾向でもあり、それ自体をステレオタイプとみなす指摘も

ある（10）。しかし、その点を考慮しても、ソログープは特に一貫して、全体の調和を志すのと同

時に、個の内面が自由で、不可侵であるべきことを主張しているように思われる。調和と自由と
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は一見相反するが、ソログープが理想化した演劇とは、〈詩人〉の「一つの意志」に統一されて

いると同時に、個々の精神を地上の桎梏から解放する可能性を持つものであり、両極を結び付け

る試金石となりえた。少なくともソログープは、〈詩人〉が民衆に対して〈変容〉の道を示すと

いう理念を抱き、政治的に混乱を極めた時代の〈詩人〉──芸術家に何が出来るのかという問い

に、劇作を通じて向き合ったのだと考えられる。

　このように、ソログープは「詩人と民衆」の関係性という普遍的なテーマに、演劇を通じて取

り組もうとした。しかし、実際の観客を想定した戯曲における〈変容〉は、参加者の意識から始

まらなければならない。例えば、本論で取り上げる『死の勝利』における、奴隷性に染まりきっ

た大衆への糾弾は、その一部として観客を想定している。いわば〈詩人〉としてのソログープは

劇場空間を共有する観客を、奴隷的な状態から解放する内的な〈変容〉へと向かう創造を行おう

と試みていたのであり、共同的な演劇空間を通して「詩人と民衆」の関係を構築するために、テ

クストに両者の一様ではない関係性を織り込んだのである。

　詩人であるソログープが、他ならぬ演劇において断絶の克服を試みた理由のひとつは、作り手

と聴衆が一堂に会し、観客を含めて様々な役割を帯びた参加者によって共に創造が行われるとい

う演劇の特質であろう。舞台芸術における相互作用に注目したドミトリエフスキーが指摘するよ

うに、「演劇はそれら［人間と社会のシステム等］の結びつきと関係についての内実、意味や方

向性を明らかにし、その調和と均衡を探求する〔中略〕」（11）ものである。あらゆる芸術は社会と

個人の関係を反映するが、殊に演劇においては、社会の諸々の事象について同じコンテクストを

解する参加者が一堂に会するために、喝采・ブーイング等にみられるような独特の相互作用が起

きる。詩や小説、絵画においても同様に読者・鑑賞者の存在は重要だが、演劇に特別な位置を与

えるのは、作り手と観客が、同じ場所と時間を共有し、相互的な関係を築き、共同的に一つの上

演を体験するという点であろう。ソログープは、同時代の演劇事情に満足していなかったものの、

本来の演劇が持ちうる、遊戯や儀式に通じる相互作用的な力に引き付けられたのである。例えば、

ソログープの作品全般を通じて多く見られる子供のモチーフには、演劇の本質としての遊戯への

志向が見出される。ソログープは、「一つの意志の演劇」の中で、子供が「これをお馬さんにし

よう」、「僕がお馬さんになるよ」（Т. 2 . С. 491.）（12）と、自由な想像力を駆使して世界を生き生き

と作り変えることに演劇をなぞらえ、大人はその力を失っているとした。つまり、ソログープは、

悲劇への回帰によって断絶を克服するという理念をイヴァーノフと共有しつつも、何より〈変容〉

を志す共同的な演劇によって、創造的な力を失った大人が蘇ることを志してもいたのである。

　もう一つは、儀式的体験の意義である。子供時代の聖体礼儀の体験を綴った「教会」（1880年）（13）

と題した示唆的な詩で、ソログープは幼少期の体験を「私が過ごしたそれらの瞬間はどれ程に素

晴らしかったか」「思わず膝をつき」「涙を抑えること」が出来ず、家に帰っても心が燃えて眠れ

なかったという感動を綴っている。詩の最後には「私」は神の教会に背を向けて、「美しく光り
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輝く権化」へと向かうのだが、教会での儀式は演劇的な原体験とみて良いだろう。なぜなら、日

常に戻った後でも消えない深い感動の体験が、その人の生を作り変えるというのはソログープに

とって信念のようなものであったと思われるからだ。それを端的に示しているのが、まさに芸術

による内的な〈変容〉を描いた短編『ローエングリン』（1911年）であろう。タイトルの通り、ワー

グナーの同名のオペラが題材となったこの作品では、裕福ではないが劇場に通う主人公のマー

シャが、ローエングリンと名乗る奇妙な男から求愛を受ける。初めは彼を忌避するマーシャだが、

「賢き魅惑者」ワーグナーのオペラと、日常的な街中のローエングリンとは次第に混ざり合って

いく。

　マーシェンカはその夜よく眠れなかった。彼女は美しい騎士、輝かしい衣を纏う明るい巻

き毛の騎士を夢に見、彼の言葉を聞いた。

　「僕は──ローエングリン、かの聖地の使いです」

　そして突然ローエングリンの顔の輪郭と姿全体は奇妙に変貌していった。〔中略〕ひ弱そ

うな小柄の男が、〔中略〕ゴロホヴァヤ街の通りを歩きながら、同じ言葉を歌っていた。（Т. 6. 

С. 21.）

　戸惑いながらも、マーシャはやがて「製本業者ニコライ」に過ぎない、自身のローエングリン

を愛することになるのだが、「ローエングリンはローエングリンのままで在り続けるし夢想的な

イメージは色あせたりはしないだろう」（Т. 6. С. 34.）と、ソログープはテクストを締め括る。一

市民に過ぎない二人が、芸術を通して地上の生を変容させることこそ、ソログープが演劇におい

て見出した可能性の一つなのではないだろうか。

　当然、精神的な変化をして、これこそ〈変容〉であると結論付けるのは性急であろう。しかし、

後述するように、ソログープは、虚構や創作の中にこそ、原型的かつ普遍的なイメージや魂の深

みからの声が表されると考えていた。つまり、現実を超越する作り事 /幻想を自らの内部に取り

込むことは、現実を超克する生を得ることになる──少なくとも、ソログープはそのように捉え

ていたと考えられる。実際に、夢や幻想のテーマを扱う作品でソログープが重視しているのは、

幻想は幻想のままであることなのだ。幻想文学について定義を試みたトドロフは、「読者が一歩

一歩と同一化のプロセスをたどっていく」（14）ことが必須であると指摘しているが、この「ローエ

ングリン」の登場人物に起きる同一化は、幻想を現実と思い込むのではなく、幻想自体として自

らに内在化させることで成立している。ならば、演劇も同様に、参加者の内部に入り、内在化し

なければ意味がない。消費される見世物ではなく、生に変革をもたらす神秘劇をソログープは志

向したが、初期の戯曲に込められた企図とは、そのような個人単位の〈変容〉を通し、やがては

〈詩人〉として、社会に作用する芸術を創造することだったとは考えられる。
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　ところで、なぜソログープがそれ程までに〈詩人〉（芸術家）と民衆とが乖離している実情を

問題視したのか、なぜ意図的に「王国」という装置を用いて、演劇を通して問題を克服しようと

したのかという大前提を説明するのは、第一革命や日露戦争後の過渡期にあって、古めかしい「王

国」が何を指すのかを考えれば、そう複雑な話ではないだろう。1907年の中編『大衆の中で』を

始め、獣性や俗物性に支配された人々という負のヴィジョンをソログープは多く描いたが、今ま

さに滅び失われる世界の「王国」から、〈詩人〉として、未来の民衆の眼前に高次の〈美〉を示

すことは、ソログープの創造において不可欠な課題であり、直面する変化への不安をも内包して

いたと思われるからだ。

２-１．「王国」という装置：〈詩人〉と民衆の関係のモデルとして

　ソログープは、劇場を、〈詩人〉が創造する小宇宙のように見立てて、深淵な「未来の演劇」

を志す上で、今はまだ「見世物」に興じている大衆をどのように神秘劇の参加者へと〈変容〉さ

せるのかを模索したが、その試みはテクストそのものの中に見出すことができる。それは必ずし

も何らかの解決策として提示されるのではなく、飽く迄もプロットの枠の中で、可能性として示

されているというのが妥当だろう。初期の戯曲に現れる、華やかな、或いは荘重な「王国」のイ

メージを用いて、ソログープは「詩人と民衆」の関係性を演劇の場という共同体の中に描き出し、

模索する過程そのものを示した。その過程においては、専制的な支配者の「王国」もあれば、地

上とは異なる高次の価値に統べられた「王国」もあるが、それらのモデルを用いて、ソログープ

は「詩人と民衆」の関係性を巡る問いかけを必ず織り込んでいる。

　本論では、その在り方に焦点を当てて三点の戯曲を取り上げる。それぞれの作品では、美に奉

仕する〈詩人〉と、〈民衆〉のいる共同体（世界）との関わりが何らかの形で示されており、〈詩

人〉とは、共同体にとって不可欠な存在として描かれていることが特徴的である。

２-２．共同体における〈詩人〉の役割：「詩人追放論」との関連

　エルスウォースは、炯眼にも、ソログープの短編『光と影』にプラトンの『国家』への反駁を

見てとったが（15）、長編『創造される伝説』における、自国で理解されなかった詩人が新たな国

家を統治するというモチーフや、本論で取り上げる戯曲のように詩人と共同体が何らかの形で描

かれる点に着目するならば、自らの意志に基づいて世界を創造する詩人と、多様な人間が共存す

る国家との関係とはソログープにとって重要な問題であったことは間違いないだろう。『賢い蜜

蜂の贈り物』の黄泉の国と、『夜ごとの踊り』の美しい地下世界に共通する「地下の王国」には、

それぞれに、美的世界を統べる詩人としての王がいて、地上の事物の儚さや虚ろさを来訪者に語

りかける──即ち、人々の目を世界の表層的なものに隠された永遠の真理に向けさせ、〈変容〉

するきっかけを与えるのだが、ここでは、〈詩人〉が人々に対してどんな働きかけを行うのかが
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モデル化されているといえよう。このような試みは、見世物を観にやってきた観客の〈変容〉を

意図したソログープの演劇理念を前提として解釈すれば、「劇場」を自由な〈変容〉の可能性に

満ちた、詩人の王国の試金石とみなす詩人の企図そのものだったとみなしうる。逆に、『死の勝利』

では美を讃える〈詩人〉の不在が問題になっており、これらの戯曲を比較することで、「詩人と

民衆」の関係性が如何にあるべきかを模索する痕跡を見出せるだろう。

　しかし、プラトンの『国家』中の詩人追放論では、詩人は真実を語らないため
0 0 0 0 0 0 0 0 0

に国家に有害で

あるとされているのであり、ソログープの提示する詩人像も、民衆にありのままの真実を示す存

在ではない。結局、〈詩人〉が創造するものは虚構であるという事実が否定される訳ではないの

だが、それでは、「詩人と民衆」の関係性を、劇場における共同体において、〈詩人〉が永遠的で

内的な価値に基づいた世界を示すという方法で構築する試みは、単に非日常的で高尚な価値観を

一方的に提示するだけの試みに終わっていたのだろうか。しかし、ソログープは、あくまでも演

劇の場を〈詩人〉に導かれる共同体の試金石となし、観客も参加する〈神秘劇〉を志していた。

つまり、現実の共同体において〈詩人〉の世界を実現させること
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

が重要だったはずなのだ。では、

今 /ここにいる観客＝民衆に対して、〈詩人〉はどのように働きかけることで、共同体にとって

〈詩人〉が必要な存在であると示したのだろうか。その問いに答えるには、詩人の扱う領域と、

真実といわれるものの性質をソログープがどのように捉えていたのかを探らなくてはならないだ

ろう。

　ソログープが、〈詩人〉という創造主の仕事の中で重視していたのは、リアリズムとは異なる

形での真理の探究と開示であったと思われる。というのも、ソログープの著述の中では、しばし

ば真と偽、現実と作り事の対立が争点になっているからだ。即ち、詩人が扱う真実とはありのま

まの現実にはなく、真・善・美のイデア的なものは、寧ろ作り事によってこそより深遠かつ強烈

に提示できるものであり、創造的な深みに至る〈詩人〉こそが、民衆の精神的な導き手になりう

ると考えられたのではないだろうか。

　勿論、この考え自体は素朴なものかも知れない。ソログープは、神話と創作物の区別に言及し

ていないし、必ずしも客観的な根拠を並べている訳ではない。例えば、イヴァーノフは「詩人と

俗衆」（16）において、神々について謳ったホメロスやヘシオドスが後の時代に「嘘の教育」をした

ことによって非難されたことを例示して、科学的真実とは異なるものの民族的真理を内包する神

話の重要性を、より具体的に考察している。彼は、プーシキンの「詩人と大衆」（1828年）を念

頭に、詩人と民衆が切り離された悲劇について語る中で、古代ギリシアにおいては不可分に結び

ついていた「叙事詩吟唱者、大衆、主人公、ディテュランボス、合唱」が切り離されたことと、

神話が軽んじられるようになったこととを関連づけている。「大いなる芸術＝民衆の芸術」の時

代には神話創造という芸術の担い手であった〈詩人〉は教師とみなされたが、今や「俗衆は〈詩

人〉から指図を待ち」、「魂の糧を要求」（П. С. 2）するが、孤立した〈詩人〉は応えられない。
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そこで、「真のシンボリズムは〈詩人〉と俗衆を大いなる、全民衆的芸術の中で和解させるであ

ろう」（П. С. 8.）とイヴァーノフは結論づけるのだが、彼の考える民衆とは自分たちの声を持た

ない存在であり、ソログープが想定する、積極的な参加者になりえる民衆とは幾分異なるものの、

知識人と一般大衆の乖離が共通する問題意識であったことは確実であろう。

　このような文脈において、〈詩人〉が扱う真実の何たるかを探求することは当然ともいえるが、

実は、ソログープは、象徴主義を標榜する以前の初期の詩で、ありのままの真実よりも、物語や

詩などの作り事がより深い真理を開示することができるというイデーを疾うに示している。科学

的な事実や、人々が共有する常識といったものは、それだけでは生を創造的ではない、浅く表面

的な理解の範疇に押し込めてしまうというのは、ソログープの根本的な理念なのだ。

臆病なヤマナラシは震えている、/ そよ風は軽くとも、/ どんな恐ろしい理由が /ここで一

つ一つの葉を戦がせているのだろう？

素朴な人々の言い伝えは /枝葉の戦きをこう明かしている /ヤマナラシでユダが首を吊った

のだ、/ 裏切り者そして悪党の。

ところが学問の奉仕者たちは /私たちに違う教訓を差しだす。/ ここでキリストの苦痛は関

係ない、/ 単に葉柄が長いだけだと。

学者たちは、勿論、正しいとも、/ 私は彼らの賢明な言葉を信頼しているとも、/ けれども、

言い伝えもまた狡くはないのだ、/ 警告は私たちに必要なのだ。（17）

　伝説や逸話の類は職業的な意味での詩人の創作ではないが、肝要なのは、語り継がれるような、

原型的なイメージが創造され、生き続けている
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ということなのである。講演記録「我々の日々の

芸術」（18）でも、そのことが主題の一つであった。ソログープは、「芸術は人生の鏡である」とか、

「人生から生産されたもの」という見方を、誤解だと断言する。人々は、詩人たちによって観察

されている自分たちが「小説の、ドラマの、詩の主題である」と考えているが、ソログープは逆

だと考える。生きているのは、創作された者たちだけ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

なのである。「彼らこそが本当の、本物の

人間で、真実の、我々の星の不死の住民で」、「思考の支配者たち」「魂の力強い建設者たち」「地

上の主人たち」であり、彼らの言葉や思想や感情こそ「我々の言葉の布に折り込まれ」「脳を支配」

する。その「不朽の民族」は、「生において早急に移ろう者たちに、嘘偽りのない善、真と美の

尺度を与えもする」（Т. 6. С. 414-417.）のだから、〈詩人〉の創造にこそ真実がある。

　ソログープは、真実の問題を道徳とも結び付けている。アンドレーエフの戯曲『カテリーナ・

イヴァーノヴナ』に対する巷の反応について、地上的な小さなモラルに縛り付けられた「矮小な

人々」が、魂の深みから現れる真実の姿を曝け出す登場人物を非難することの愚かしさを彼は指

摘しているのだが、これも地上の「真実」と、詩人の扱う真実との対比と見ることができるだろ
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う。尤もらしい地上のモラル・常識で括れない、魂のドラマこそ詩人の領域なのである。観客の

前にあるのは「被告の席ではない」のであり、作者は彼らに対して「証拠も、酌量すべき情状も

隠さないし、全霊の人々に対するように」語りかけるのだが、そればかりでなく、「高い公平さが、

貴方に対して、彼に魂を開く」ように要求する。そして、観客は、「ドラマの形で結実したポエジー

が、貴方の魂から、ありふれたこの世の条件と広く受け入れられた偽善の幕を引きはがしたなら」、

観客の裁定は主人公に対してではなく、自らの「心に潜み」「停滞した生活に巣食って」「湧き立っ

ている悪と低劣さへの裁きとなる」（19）はずだと論じているのである。

　詩人は、あるがままの客観的事実やモラルではなく、高次の真理を示すべきだという思想その

ものは、ソログープだけに固有のものとは言えない。しかし、ソログープは、作品のみならず講

演やエッセイで、美に奉仕する本来の〈詩人〉とは即物的ではない高い真理を開示する存在、つ

まり永遠的・真に価値のあるもの＝イデア的な「真・善・美」を人々に開示する媒介者的なもの

と見做し、一貫してその観点から「詩人と民衆」の関係を模索していたのであり、その思想が、

ソログープの演劇の革新へ取り組む基盤を形作る大きな要素となっていたものと考えられる。

２-３．『夜ごとの踊り』（1908年）：「真・善・美」を開示する導き手としての〈詩人〉

　若い詩人の創造を象徴的に表現した『夜ごとの踊り』では、イデア的な〈美〉が讃えられるユー

トピア的な王国が、善や美に統一された共同体の世界として描かれている（20）。一方、その対と

なる俗悪な階級社会という現実を反映した地上の王国は極めて風刺的である。特に、地上側の登

場人物については、様々な国の王たちに始まり、庶民の役柄までも異常に細かく肩書がつけられ

ており、ソログープは恐らくそういった表面的な肩書で固定された人々を描くことで俗世を滑稽

に表現したのだと思われる。露骨な階級上の区別は、例えば王の宴席の場面で、「名誉ある客人

たちほど高い場所に近く、地位のない者ほど、彼らは高い場所から遠い。玄関ホールの中には宮

廷の召使達と同様のグースリ奏者たち、〔中略〕あらゆるその他のひょうきん者・女芸人たちが

立っている。彼らには残り物が与えられる」（Т. 5. С. 194-195.）というように、視覚的に高低を

見せつけることで強調される。

　また、結婚を拒む王女たちを王は案じるが、王女たちは「この国のほかの人たちはみんな私た

ちには不快なのです」と拒絶を貫く。彼女たちにとって、人々とは「冷酷」で「残忍」であり、「お

互いを虐げ合って」、その上「誰もが自分のことに気を配って」おり、「誰もがより優れたほかの

人間になろうとして」いるのだという。王は、「人は何処でだってそんなものなのだ。そしてお

前たちもそうなるのだぞ」と現実を突きつけてみせるが、王女たちは「決してなりませんわ」（Т. 

5. С. 197-198.）と断言する。当然、王女たちにとって忌まわしい地上の常識や秩序とは、劇場に

集まった参加者全てが属する現実のことでもあろう。

　一方、彼女たちが自由に踊る地下宮殿の世界は、地上と全く異なっており、〈詩人〉と明言は
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されていないものの、詩で呼びかける魔法の王の力によって、全てのものは調和している。王女

たちは、「黄金の花が咲いている」林を抜けるとき、「林全体がざわざわ鳴り始めた」のは、「１

本の花が折れた」ためだと話し合うのだが、それは「魔法の王国では全てが一つ」であり、「１

つの生命体の苦しみや欠落をあの王国の生ける者全てが感じる」（Т. 5. С. 215.）からなのである。

　次に、若い詩人の役割について見てみよう。謎解きを買って出た彼を、王女たちは美に奉仕す

る存在である〈詩人〉として相応しいか否か、品定めするのだが、それは導き手としての資質を

問うことである。「見張り番」である詩人が美しく気高いことを認め、秘密を打ち明けるか否か

を王女たちは議論するが、 「素敵だけれど、どうせみんなと同じ」で、「私たちから一人を妻に」

選び、「自分の領分を治め」、「地上の魅力を賛美」し、 妻を「他の人のところにも、閉ざされた

王国にも行かせてはくれない」のだろうから、やはり「秘密にしておきましょう」（Т. 5. С. 

208.）と王女たちは結論づける。

　結局、王女たちは、若い詩人が地下の王から〈変容〉の秘儀に通じる言葉を託されたことを知

るまでは、彼を真の〈詩人〉とは認めない。そこで持ち出されるのが、他ならぬプラトン『国家』

において詩人が批判される所以である「嘘」の問題なのである。「王女様たちは私に眠り薬を飲

ませようとしたのですが、私は彼女たちの目を逸らして眠り薬をベッドに零してしまったので

す」と白状した若い詩人は、嘘吐きとして糾弾される。「彼は私たちを騙したのだわ！ / 詩人た

ちも嘘をつくのね！ / 詩人たちも、皆と同じように嘘をつくのだわ！ / 彼らにとっては、低俗な

真実の闇より彼らを高める嘘のほうに価値があるのよ」（Т. 5. С. 217.）と、激しい調子で、王女

たちはアイロニカルにプーシキンの詩「英雄」における「私には我々を高めてくれる偽りのほう

が尊い」という部分を利用する。この場面は、ソログープにとって、詩人の扱う「真実」が何で

あるのか、その問いを、この場面を共有する全員に
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

喚起するという点で重要である。先述した通

り、時に科学的な事実とは相いれない詩的な真実とは、より高次のものであり、詩人はその領域

を統べるものだからだ。

　しかし、若い詩人は未熟であり、王女たちの後を追い魔法の王の宮殿に辿り着いた時の感動に

ついて、「魅力を伝えられるような、十分に壮麗で稀有な」言葉をまだ探しだせていないと告白

する。だが、同時に、その描写は「私独自の叙事詩のテーマをなす」（Т. 5. С. 218.）として、詩

人は創造の意志を示す。つまり、模倣しか知らなかった若い詩人が、地下の王国という深みに至っ

たことによって、自らの新たな創造の世界──地下の王国の秘儀を受け継いだ〈詩人〉の王国が

開けていく希望が示唆されているのだ。地下世界の王が詩人に、「〈我〉を愛せよ」という特別な

言葉を託したことを知った王女たちは、「それを守ってね、詩人さん！」（Т. 5. С. 221.）と、詩人

が持ち帰った黄金の花と永遠のメッセージが刻まれた杯に忠実であるように求めるのだが、地上

の権力者である王の要求に応えて王女たちの秘密を暴いた若い詩人は、王女たちが危惧していた

ような地上的な価値観に染まった支配者になるのではなく、表層的なものに捉われず、永遠の真
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理に携わり人々の目を開く〈詩人〉へと大成していく可能性が暗示されている。

２-４．『賢い蜜蜂の贈り物』（21）（1908年）：世界に背を向けた〈詩人〉

　『賢い蜜蜂の贈り物』における、ハデスの治める陰鬱な黄泉の国は『夜ごとの踊り』の地下世

界とは異なって、喜びのない不変の世界である。〈詩人〉によって地上的なものから解放された

民衆という要素も見当たらず、創造的な〈変容〉とは無関係なようにも見える。では、「詩人と

民衆」の関係性をどこに見出せるのだろうか。ヒントは、戯曲冒頭のハデスの国の描写にある。

　ハデスの王国の暗い、しかし広い門の所ではレテ川の重々しい流れが水音をさせている。

〔中略〕明るい空と輝く遠景を欠いた、悲しげな場所。何もかもがぼんやりと靄がかかった

ようであり、スクリーンに影として現れるように全てが平面的で不動に思える。

〔中略〕先祖の影が彼らを出迎える。前者と後者はゆっくりと蠢き、彼らの動きは一連の不

動の姿勢の中ではばらばらに見える。（Т. 5. С. 72.）

　ここでは、死者の国が、スクリーン上の映像に似せて描写されていることに注目しなければな

らない。というのも、ソログープは、前出の講演「我々の日々の芸術」で、地上における人間の
0 0 0 0 0 0 0 0 0

生活を
0 0 0

、スクリーンに映し出される影の明滅に例えているからである。例えば、ハムレットのよ

うに虚構でありながら存在感を持つ登場人物に比して、地上の生活を送る我々は「映写機の幻の

ような、単なる蒼白な影」に過ぎず、一人の有名女優が演じた役があちこちで何度も繰り返され

るのと同じように、私たちこそが「誰かの本物のイメージを繰り返す」だけで、「生きてもいない」、

「自分の暗い運命の哀れな奴隷」（Т. 6. С. 415.）であるとソログープは断言する。つまり、重要な

のは、戯曲の作者＝詩人ソログープは、死者の国をこのように提示したが、実際には、生者の世

界の実像を示したということなのである（22）。生者の世界だったはずの観客席が黄泉の国に見立

てられるという転換によって、導入部から観客席と舞台上の死の世界との境が取り払われ（23）、

ここで「詩人と民衆」の関係が新たに構築されるのである（24）。〈詩人〉は世界の隠れた実像を開

示し、他人事として舞台を眺める「見世物」になじんだ観客の意識に変化を齎そうとする。なぜ

なら、詩人ソログープにとって、人々が創造者の世界観を共有できるか否かは本質的な問題で

あったからだ。

　更に、隔絶された不変の地下世界の王であるハデスの人物像を注視すれば、この王国が「詩人

と民衆」の関係を模索する装置の役割を果たしていることは明確になってくる。なぜなら、〈詩

人〉ソログープは前述の講演の中で、一つの意志に従った大いなる世界から逃げて自らの内的世

界に篭もっていた〈詩人〉像に言及するのだが、ハデスの言葉の中にも、そのような〈詩人〉の

原型と世界の関係が見出せるからである。まず、同講演からの引用を見てみよう。
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　とりわけ、ロシアのモデルニストたちの個人主義は、世論に対してではなく、全く別の方

向に自身の棘を向けました。私たちは自らの内に、自身の荒野へと逃げ去ったけれど、それ

は外的な世界、〈一つの意志〉の大いなる王国に自分の居場所を見出すためでした。もしも

〈一つの意志〉が世界を統べるならば、私の意志とは何なのか？もし世界中が必然性の鎖の

内に横たわっているのなら、〔中略〕私の自由とは何なのか？私たちの個人主義とは世論に

対する反乱ではなくて、機械的な必然性、過剰な物質主義に基づく世界観に対する蜂起だっ

たのです。私たちの個人主義において、私たちが探求したのは、エゴイスティックな特別扱

いではなく、恍惚なり他の道なりでの解放と自己の確立でした。私たちの前に、世界におけ

る一人とは何か、そして〈一つの意志〉に対するその関係は何なのかという問題が現れたの

です。（Т. 6. С. 422-423.）

　一方、あらゆる虚飾の覆いが取り払われた静寂の世界で、ハデスは「余には冷気が喜ばしいの

だ──我が暗き領域は苦しい心に喜ばしい」（Т. 5. С. 116.）と地下世界を賛美するのだが、それ

は地上を恋しがる妻とは異なって、外的な世界である「世界の砂漠の深淵」（Т. 5. С. 77.）の上に

形づくられる不安定で不確実な地上の諸々を愛せないからである。だからこそ、未練を訴え地上

に戻ろうとする懇願に対して、「永遠の聖なる世界からお前は、プロテシラオスよ、移ろう実存

の世界へと疾駆していくのか。疲れを知らぬホーライ（25）が地上の命を異なる境地へと運び去っ

たことも考えず、お前は不可逆なるものを戻そうとしているのだ」（Т. 5. С. 117.）と、世界から

距離を置いた〈詩人〉の立場にあるハデスは、地上の表層的な覆いが取り払われて永遠的なもの

だけが残る地下世界の静けさの価値を説く。

　また、「移ろう実存の世界」に背を向けたハデスと、自らの隠れ家に身を潜める詩人の共通点は、

地上の大いなる王国から自らの魂を守る態度だけではない。同講演において、ソログープは、詩

人たちが「自らの庵の閂から出て」「大衆に、民衆に話したいと欲する」（Т. 6. С. 426.）と、閉鎖

的な〈詩人〉がやがて民衆に接近していくヴィジョンを語ったのだが、彼は既に戯曲において、

民衆たる地上の女たちのディオニュソス的狂騒と祈りが黄泉の国に届いた後に頑迷なハデスが懇

願を聞き入れる場面の内に、「庵の閂」に手をかける〈詩人〉のイメージを重ねていたと解釈す

ることも可能だろう。

　このように、ソログープは「詩人と民衆」の関係性を、他ならぬ劇場という共同体の中で模索

したのだが、それは世界との関係に苦悩する〈詩人〉の、個と全体を矛盾なく両立させるための

試みであったといえよう（26）。

２-５．『死の勝利』（1907年）：〈詩人〉の不在による破滅

　『死の勝利』のプロローグでは、〈美〉を象徴するドゥルシネーアが（27）、自らを讃える〈詩人〉
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と王を待ち続けているが成就しないという顛末が描かれている（Т. 5. С. 42.）。つまり、本編で王

国＝共同体が瓦解するのは、〈詩人〉の不在のためであることが示唆されているのだ。

　まず、誰よりも先んじて〈美〉を理解して賛美するのは〈詩人〉の役割であり、王よりもその

重要性は高い。プロローグにおける王（本編の王とは別人）は、ドゥルシネーアを、「狂人がドゥ

ルシネーアという甘美な名前で呼んでいる」農婦アリドンサとしてしか見ていない。〈詩人〉が

彼女の美を開示し、媒介者となって詩を作り、王や人々に伝えなければ、彼女はアリドンサとし

て嘲笑され続けるのだ。そして、待望の詩人は現れるが、この「フロックコートを着た詩人」は、

ドゥルシネーアと出会っても彼女を認めない。本当の意味での〈詩人〉は、不在
0 0

なのである。「私

は貴方をずっと待っていたのです。貴方はこの時間の深淵へといらっしゃった」と彼女が告げる

と、詩人は連れの婦人に「この居酒屋は『時間の深淵』というそうですね」と茶化し、ドゥルシ

ネーアが「私を讃えて下さい、詩人さま、そうすれば王も私に栄誉を与えて下さる。私のことを

詩に歌ってください」、「そうすれば全ての人に私の真の名が明かされるのです」（Т. 5. С. 45.）と

懇願しても、「これが単なる見世物になるか、神秘劇になるかは貴方にかかっているのです」と

宣言しても、凡俗な詩人には何も伝わらない。王に、共同体のあらゆる人々に、美を伝え開示す

るはずの〈詩人〉はいない。この導入部によって、この戯曲における「詩人と民衆」の関係がう

まく構築されないことが暗示されているのだ。

　失望したドゥルシネーアだが、「美が讃えられ、醜悪が貶められるように」企みを続け、「様々

な姿をとって、詩人、愛人そして王の前に現れる」（Т. 5. С. 46.）と決意して、彼女は本編のマリ

ギスタとなり、〈美〉を讃えるために王の結婚式で計略を巡らせ、醜い本物の妃を追い払い、娘

アリギスタを不正に妃にさせる。ここでも「真・善・美」の問題が提示されており、美しいが偽
0

の妃であったアリギスタのほうが、醜い真
0

の妃よりも肯定的な価値を与えられていることによっ

て、「ありのままの真実」そのものが時には醜いことが示唆されている。というのも、王は〈詩人〉

ではないものの、〈美〉の象徴アリギスタに導かれ、美（善）を讃える道に立ち、良い統治を行

うからだ。ところが、問題は支配者の側にのみあったのではない。アリギスタは大衆の奴隷性を

目の当たりにする。

　アリギスタ：いいえ、恐ろしくないどころか、私は疲れた。私はこんな風には思っていな

かった。私は、人々が自由と光を欲しているものと信じていた。どんなに執拗でも、狡猾で

も、夜となく昼となく、私は見つけることのできたあらゆる言い回しで王に一つのことを繰

り返した！彼は私を信じ、ついに私のように考えることを覚えた。でも彼は、その祖先がやっ

てきたこと以外は何もできはしない。つまり、戦って、裁いて、褒美を与えること。大胆な

ことは何もない。主とは支配したいもの──それは理解できる。でも、民衆は──この素朴

な人々、農民に職工たちは、おお、なんと奴隷でありたいと欲するのか！ただ奴隷であろう
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と。

　マリギスタ：貴女と一緒になってから王は民衆に慈悲深く、家来には気前がよくなって、

彼の裁きの前に訪れた者皆に公正になったとみんな言っておりますよ。（Т. 5. С. 59.）

　やがて、ことが露見してアリギスタは殺される。地上の権力に固執する王に、死者アリギスタ

は「彼［王の子供］に貴方の王冠を譲り、私についてくるのです。私は貴方に幸福で自由な国を

見せて差し上げます、私は貴方を遠い山並みの合間にある谷、支配者も奴隷もいない、軽く甘い

自由の空気があるところに連れ去ってあげます」（Т. 5. С. 70.）と誘いをかけるのだが、〈美〉へ

と導く彼女を選ばなかった王は、石化してしまう。ソログープは、〈美〉が退けられる破局を描

くことで、〈美〉を讃え、支配者や大衆の精神的な導き手となりうる真の〈詩人〉の不在が、破

局に繋がる様を描き出したのである。

結びに代えて：導く〈詩人〉から、芸術の主体となる民衆へ

　ソログープは、異なるタイプの「王国」を装置として用いることで、共同体に対する〈詩人〉

の役割を問うた。しかし、1910年頃からの、妻との共作になる一見リアリズム的なドラマ、トル

ストイの『戦争と平和』の翻案、同時代の雑階級の生活や第一次大戦を背景とした作品群におい

て、テクスト中の台詞やミザンセーヌによって観客を詩人の世界に取り込もうとする作為は見ら

れなくなってくる。詩的創造、芸術に奉仕する〈詩人〉的な存在と世界の不和といった構図はあっ

ても、初期の戯曲に顕著であった支配関係の提示や（28）、異なる世界の対比を通じて民衆を啓蒙

するような要素は前面に出てこないのだ（29）。しかし、そのような変化によって、「詩人と民衆」

のテーマが無用になったとみなすのは早計であろう。ソログープは、「一つの意志の演劇」で、「気

晴らしにきた大衆」が、詩人によって内的変化を遂げ「輪舞へと駆け出す民衆」（Т. 2. С. 509.）

になるとしたが、「我々の日々の芸術」では、民衆は既に啓蒙されるだけの存在ではない。

　新しい芸術とは、自らの形式からいっても民主的です。〔中略〕

　民主的な芸術、我々の日々の芸術が悲劇的要素に満たされていないはずはありません。と

いうのも運命との戦いという偉大な課題と浄化の偉大な渇きは既に主人公によってではなく、

ますます頻繁に芸術の主体となってきている、悲劇のコーラス、民衆［народ］によって与

えられているからです。（Т. 6. С. 427.）

　つまり、「詩人と民衆」は、一方から働きかけて関係性を模索するような段階を離れたのでは

ないか。というのも、『夜ごとの踊り』作中で地上の衣を脱ぎ捨てた王女たちが地下世界で自由

に解放される姿が既に描かれているように、地上的なものに縛られず、奴隷性から切り離された
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広い意味での〈詩人〉を人々が内在化することこそは、ソログープの創作の中でも大きなテーマ

であったからだ。後年の戯曲においては、その兆しを見せる地上の人々が世界と如何に関わるの

かが描かれていると見ることもできるが、それについては別稿の課題としたい。
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