




  

ブーニン作品の東方的要素 

 —中編小説『兄弟たち』を中心に— 
 

望月恒子 
 

0．はじめに 

 ブーニンは仏教、イスラム教、インド哲学などの東方思想に深い関心をもち、それらに

関する書物を愛読していた。また、中東やセイロンに旅をして、その経験に基づいた作品

も書いているので、ブーニン研究においては、作家と東方との関わりがしばしば取り上げ

られる。個々の作品のみならず、ブーニンの創作全体にとって、東方は大きな意味を持つ

と考えられる。本稿では、ブーニンの東方への旅行や、東方と関係する作品を概観し、そ

の中で特に中編小説『兄弟たち Братья』（1914）を取り上げ、東方的要素が作品でどのよ

うな意味を持っているかを探ってみたい。 

 

1．東方への旅 と旅日記 

 ブーニンは生来、旅を愛した。1920 年に 50 歳で亡命するが、それまでの約 30 年間、19

歳でエレーツ近郊の生家を出てからのロシアでの生活では、定住の家を持たず、国内・国

外を頻繁に旅行した。中でも第一次革命後の 1907 年から第一次世界大戦勃発の 1914 年まで

が、よく旅をした期間である。1907 年のギリシア、エジプト、シリア、パレスチナへの旅、

そして 1911 年のセイロンへの旅からは、非常に大きな印象を得た。 

 1907 年の中東旅行をもとに、連作『鳥の影 Тень птицы』（1907－1911）が生まれた。こ

れは、旅日記をもとにしたものであり、「神々の海 Море богов」「デルタ Дельта」「ソドム

の国 Страна содомская」「太陽の神殿 Храм солнца」など 11 編から構成されている。ブ

ーニンは日記という形式を独特な文学ジャンルとして意識していた。「日記はもっともすば

らしい文学形式のひとつである。遠からぬ将来に、この形式は他のすべてを排除すると思

う」と語ったこともある。1 連作『鳥の影』には日付は記されていないが、「ひっそりとし

た黒海に出て二日目だ」（3,499）2という一文に始まり、コンスタンチノープル、アテネ、

アレクサンドリア、カイロ、エルサレム、ベイルートという旅程に従って、一人称で記さ

れた 11 編の詩的散文が並べられている。亡命後の 1932 年にブーニンは、「私は、世界のす

1  Бунин И. А. Собрание сочинений в 6 тт. Т.3, М., 1987, С.655. 
2   Бунин И. А. Собрание сочинений в 6 тт. М., 1987-88. ブーニンの作品の引用はこ

の版により、（）内に巻数とページ数を記す。 
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べてのネクロポリス、墓地に魅せられてきた」と語った。3確かに彼は、ヨーロッパ以外の

「東洋」、もしくは、古代エジプトやメソポタミアをも包含して広く「オリエント」と呼ば

れる地域へ旅行するとき、現在栄えている場所よりも、はるか昔に栄えた場所、現在では

廃墟となっている場所を、好んで訪れた。したがって連作『鳥の影』でも、古代の遺跡や

墓所、そして廃墟の描写が続いている。 

 船上からアクロポリスのパルテノン神殿を見たときの描写は、以下の通りである。 

 ——アクロポリスはどんなふうだ？ すべての双眼鏡がそれを探し、ギリシア人た

ちは船尾の甲板から激しい勢いで遠くを指差した。そしてついに私は見つけた。谷間

に連なる屋根の向こうに石の丘がぽつんと立ち、その上におぼろに黄色いものがある。

小さな、荒れた要塞のようなものだ。草木のない、ペラスゴイ人たちの丘を目にした

とき、私は生まれて初めて、存在全体で古代を感じ取った。（3,519 イタリックはブ

ーニンによる） 

 エジプトでピラミッドを見たときには、次のように書いた。 

 ——この中には今や何もない。暗闇と、コウモリと、覆いのない巨大な玄室がある

ばかりだ･･･。6000 年間も大地を驚かせてきた人物の遺骨は、今どこにあるのだろう。

<中略>だが、それはどうでもよいではないか。こうして私はここに立ち、人間が削っ

た石のうちで、ひょっとしたら最古のものに手で触れている！ 今朝と同じような酷

暑の朝にこれらの石が置かれてから、大地は千回も顔を変えてきた。その朝から 20

世紀が経過してやっとモーゼが生まれた。40 世紀が経過して、ティベリアス湖のほと

りにイエスがやって来た･･･。しかし、数世紀が、数千年が過ぎ、こうして私の手が、

これらの石を置いたアラブ人捕虜の灰青色の手と、兄弟のように合わせられる･･･。

（3,535） 

 ベツレヘムでソロモンの池を訪れたときは、次のような感慨を書きとめている。 

 ——生は巨大な円を描いて閉じた。この地に幾つもの大帝国を築き、それらを破壊

し、滅亡させて、原初の貧困と単純へと立ち返った。 

Жизнь совершила огромный круг, создала на этой земле великие царства и, разрушив, 

истребив их, вернулась к первобытной нищете и простоте ...（3,545） 

 「世界のすべてのネクロポリス、墓地」に魅せられたブーニンの旅は、空間の旅である

と同時に時間の旅であり、彼は旅先の廃墟や遺跡において、数千年前の人間たちの生の跡

をまざまざと感じ取ることができた。 

 ブーニンは 1911 年にセイロンへ向かう際にも日記をつけ、それは後に『たくさんの海 Воды 

3  Кузнецова Г. Грасский дневник. М., 2001.С.325. 
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многие』（1925）という題で発表された。『鳥の影』と異なり、この作品には日付が残され、

日記の体裁を保っている。日付は 1911 年 2 月 12 日にはじまり、その日付に続いて「深夜、

ポートサイド」と添え書きがある。翌日が「2 月 13 日、スエズ運河」、さらに「2 月 14 日、

紅海」と続くが、2 月 15 日以降の日付には場所の説明が見られなくなる。船が大洋に出た

のだ。最後の節は「3 月 1 日、深夜」とはじまり、「大洋での最後の夜、明日はセイロン、

コロンボだ」(4,470)4という文がある。つまり、『たくさんの海』は、ポートサイドを出航し

てから目的地コロンボに着くまで、約 20 日間の船旅の日記である。スエズ運河から紅海を

経てインド洋を航海していくのだから、見えるものは海と空だけという環境の中で、作家

は人生や世界について深遠で抽象的な思念を繰り広げ、それを書き記す。 

 ——私の生は、永遠なるものと束の間のものへの関与、近しいものと遠いものへの、

あらゆる時代と国々への、私がこんなに愛しているこの世界に過去に存在した、現在

存在しているすべてものへの、戦慄と歓喜に満ちた関与である。神よ、我に与えられ

た時を延ばしたまえ！ 

Жизнь моя – трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и 

далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь 

любимой мною. Продли, боже, сроки  мои!（4,450） 

 ——世界はどこまでも空っぽだった。周りに生きた存在は一つもなく、ぽつんぽつ

んと番人の土小屋があるほかは家ひとつなかった。この灰黄色の世界で、四方八方か

ら黄色い砂山に押されて、それらの土小屋も孤独だった。しかし、全人類の魂、数千

年の魂は、私とともに、私の中にあるという気がした。 

Но, казалось, душа всего человечества, душа тысячелетий была со мной и во мне.

（4,452） 

  人類の歴史について、過去について、根本的に思いをめぐらす中で、「汝の父と母を敬え」

という、単純この上ないと思われる戒めについて、ブーニンは次のような解釈をくだす。 

 ——唯一の生命が、我々の肉体を通して、神秘的放浪の旅をしている。その唯一無

二を感じ取り、敬虔の念を抱け。ここに、お前の不死（日々の長さ）と、自己確立が

ある。 

--единая жизнь совершает свое таинственное странствование через тела наши, -- стремись 

же ощущать это единство и благоговей: в нем твое бессмертие (долгота дней) и 

самоутверждение.（4,453） 

 半月間の旅日記をもとにした『たくさんの海』は、上に引用したように、その全体が抽
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象的・哲学的思考で覆われ、人類全体の過去に関する思索や、唯一無二の「命」が無数の

肉体を遍歴して受け継がれていくという生命観などが記されている。これは、エジプトや

インド・セイロンという、どちらも人類最古の文明発祥の地であるトポスがもたらした思

考であると言えよう。数週間を過ごしてきたエジプトについて、そしてこれから向かうセ

イロンについて思いをめぐらすとき、その思いは、人類全体の歴史や文明に関する思考に

つながり、それがさらに、それらの文明の基底にある生命観や不死に関する思考へとつな

がる。ブーニンがオリエントに旅したのは、そこが人類の歴史の黎明期と結びついた土地

であり、その遺跡や廃墟を訪れることによって、個々の命が伝え続けてきた単一の「生」

を全存在で感じ取ることができるからであった。 

 ブーニンは古代文明の遺跡の中で、古代に生きた他者の痕跡に触れたとき、その痕跡が

残された瞬間を実感し、それによって自分の生の時間が拡張されるという感覚を持った。

エジプト旅行を素材に作られた次の詩が、そのことを示している。 

『岩場の墓所にて Могила в скале』（1909） 

То было в полдень, в Нубии, на Ниле, 

 Пробили вход, затеплили огни — 

 И на полу преддверия, в тени, 

 На голубом и тонком слое пыли, 

 Нашли живой и четкий след ступни. 

 

   Я, путник, видел это. Я в могиле 

 Дышал теплом сухих камней. Они 

 Сокрытое пять тысяч лет хранили. 

 Был некий день, был некий краткий час, 

 Прощальный миг, когда в последний раз 

 Вздохнул здесь тот, кто узкою стопою 

 В атласный прах вдавил свой узкий след. 

 

Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет 

Умножил жизнь, мне данную судьбою.   (1.244) 

 

それは真昼のことだった、ナイルのほとり、ヌビアの地で 

入り口が穿たれ、燈がともされた 

すると、扉の前の床の上、影になった所に 
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青く薄く埃が積もった中に 

くっきりした足跡がひとつ見つかった 

 

旅人の私はそれを見た。私は墓の中で 

乾いた石の暖気を吸い込んだ。この石たちが 

秘されたものを五千年間保存してきたのだ 

ある日、ある短い時、 

別れの瞬間があった。これが最後と 

ここで吐息をついたのだ、つややかな埃の上に 

幅の狭い足跡を残した、あの人物が 

 

あの瞬間がよみがえった。そして五千年という長さを 

運命によって私に与えられた生に、つけ加えたのだ 

 ブーニンは生に対して独特の感覚を持っていた。生は、自分に与えられた一回きりの個

別のもののように思えるが、実は自分の感覚や記憶の中に、原初の人間から自分に至るま

での生の連鎖の中で経験したことが残っている。だから、人には、誕生と死で区切られる

時間の中で経験することよりも、もっと多くのものが与えられている。また、ある種の人々

は、自分に与えられた時間や空間、種族などの限界を超えて、他者の生をじかに関知する

能力を持っていると、ブーニンは信じていた。このような考え方は、哲学的瞑想を綴った

作品『夜 Ночь』（1925）に凝縮した形で表現されているが、他の作品にもそのような考え

方･感覚の表れを見ることができる。上記の詩『岩場の墓所にて』にも、それが単純かつ明

瞭な形で表されている。エジプトの地、ナイルのほとりで古代の墳墓を訪れて、床に積も

った埃の上に一つの足跡が残っているのを目にする。そのとき、五千年前に生きた人物が

足跡を残した瞬間をまざまざと追体験することによって、「私」の生に五千年という時間が

つけ加えられる。ブーニンがオリエントの遺跡を好んで訪れたのは、まさにこうした感覚

を味わうためであり、実際にそれをしばしば深く経験したのであった。 

 

2．『兄弟』 

 東方への旅、特に 1911 年のセイロン旅行からは、旅日記をもとにした一人称の随想のほ

かに、いくつかの作品が生まれた。セイロンを舞台とする作品に、『兄弟 Братья』(1914)、

『ゴータミ Готами』(1920)、『三等車 Третий класс』(1921) 、『否定の夜 Ночь отречения』

(1925 )がある。これらの中で『兄弟』だけが、登場人物や筋書きなど小説としての骨組みを

備えており、他はエピソードや伝説をもとにした、2、3 ページのごく短い作品である。セ
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イロン旅行が生み出した直接的な最大の成果が、『兄弟』であった。 

 『兄弟たち』は刊本で 20 ページほどの短編小説である。章には分けられていないが、冒

頭から 3 分の 2 ほどが、コロンボの人力車夫を主人公とする物語、残りの 3 分の 1 がコロン

ボからスエズへ向かう船に乗ったイギリス人紳士が船員たちと語る話である。前半の物語

では、人力車夫の若者が、ある日イギリス人紳士を乗せて、コロンボの町を一日中走り回

る。車夫はその日の夜に自殺を遂げるので、彼が人力車に乗せた最後の客が、後半で船に

乗るイギリス人紳士ということになる。しかし、車夫と客の間に会話はなく、客が自分の

雇った車夫の急死を知ったかどうかも書かれていないので、作品の前半と後半には筋書き

の上では直接のつながりはない。車夫の死の 10 日ほど後に、出港間際のロシア船に艀で乗

りつけたイギリス人は、彼の受け入れを渋る船長に、「あと 2 日コロンボで過ごすのは、私

には非常に辛い。この気候に参ってしまって、具合が悪いんです」と必死で訴える。セイ

ロンの気候、暑さ、不眠、それに痩せこけた現地の人が人力車に白人を乗せて、驚くほど

細い足で走り回っている植民地の日常——こうしたものすべてが、つまりセイロンという土

地の雰囲気こそが、作品の前半と後半をつなげている要素であると言えよう。 

 『兄弟たち』の冒頭に、次のエピグラフが置かれている。 

     殴り殺しあう兄弟を見よ。 

  私は悲しみについて語りたい。 

         スッタ・ニパータ 

    Взгляни на братьев, избивающих друг друга. 

      Я хочу говорить о печали. 

                                  Сутта Нипата 
   ブーニンが愛読したのは、パーリ語からのファウスベル訳をゲラシモフがロシア語に訳

した『スッタ・ニパータ』5であった。このゲラシモフ訳では、該当の箇所は以下のように

なっている。 

Кто в руки взял жезл, тот нагоняет страх. Взгляни на людей, 
избивающих друг друга; я хочу говорить о печали, как я изведал 
ее.6 

 ロシア語を直訳するならば、「棒を手にした者は、恐怖心を起こさせる。殴り殺しあう者

たちを見よ。私は自分が経験した悲しみについて語りたい」（下線は望月による）となろう。

5  Сутта-Нипата. Сборник бесед и поучений.  Буддийская каноническая книга, 
переведенная с языка пали на англ. язык д-ром Фаусбеллем.  Русский перевод и 
предисловие Н.И.Герасимова. М., 1899. 
6   http://www.dhamma.ru/canon/sut_nip.htm#_Toc484786557 
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中村元の日本語訳では、「殺そうと争闘する人々を見よ。武器を執って打とうとしたことか

ら恐怖が生じたのである。わたくしがぞっとしてそれを厭い離れたその衝撃を宣べよう」7

となっている箇所である。すなわちブーニンは、故意にか、それとも記憶違いによるもの

か、「殴り殺しあう者たち（人々）」となっている箇所を、「殴り殺しあう兄弟」と言い換え、

言い換えた部分の「兄弟」を作品のタイトルにした。武器を執って殺し合う人間たちは、

実はもともと血を同じくする兄弟であるという意識の表れとも解釈できる。 

 T.К.ロバノヴァは、ブーニンと東方の関係を論じた論文で、「ブーニンは〈人々〉という

語を〈兄弟〉と置き換えることによって、〈白い兄弟〉が〈黒い兄弟〉を破滅させることが

語られている短編の社会的傾向をいっそう尖鋭にした」8と述べている。確かに、ブーニン

はセイロンでヨーロッパ人による植民地支配の現状を見て、強い衝撃を受けた。作品『三

等車』では、コロンボの鉄道の駅で、白人であるブーニンに対して駅員がどうしても三等

車の切符を売ろうとしなかったこと、しつこく粘って切符は何とか手に入れたものの、車

両の外壁にチョークで「満員」と書かれたため、現地の人々は入ってこなかったというエ

ピソードが書かれている。『兄弟』では、主人公の若い人力車夫は、行方不明になっていた

13 歳の許嫁が、ヨーロッパ人の館に囲われているのを発見して、その日のうちに自殺する。

この筋書きは、セイロンのロシア領事がシンハラ人の娘を愛人にしているという、作家が

現地で聞いた話をもとにしたと、作家自身が明かしている。9作品では、明るく照らされた

洋館の 2 階の窓辺に佇む少女の姿は、下の暗闇でショックに立ちすくむ車夫の目を通して、

「赤い絹の日本のガウンをきて、三重になったルビーのネックレスをかけ、むき出しの腕

に幅広い金のブレスレットをして」と描写される。半年前に若い車夫と婚約を取り交わし

た娘は、ある日買い物に出かけたまま失踪した。探しに出かけた娘の父親が、その後は落

ち着いて何も言わなくなった様子から、娘は父親も納得ずくで西洋人の愛人にされたこと

がわかる。赤い絹のキモノに派手なアクセサリーというコケティッシュな装いをさせられ

た 13 歳の娘の姿と、裸同然の格好で棒のように細い手足で人力車を引き、キンマを噛んで

は赤い唾液を吐く車夫の姿、そして白いスーツを着て人力車に乗って移動するヨーロッパ

人たちの姿を対比すると、作品『三等車』同様に、植民地の状況へのブーニンの憤りが伝

わってくる。「私はコロンボで、イギリス人たちがいつも、こわごわと注意しながら通りを

歩くのを見て、我が目を信じられなかった。彼らは、タミル人やシンハラ人、あらゆる「有

7  中村元訳『ブッダのことば』、岩波文庫、1984 年、203 頁（第四 八つの詩句の章 十

五、武器を執ること 935） 
8     Лобанова Т. К. Ориентальная проза И. Бунина и духовное наследие народов 
Востока. «Русская литература и Восток», Ташкент, 1988. С.75 
9  Лобанова Т. К. Ориентальная проза И. Бунина и духовное наследие народов 
Востока.С.75 
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色人」、彼らのお気に入りの言葉によれば、〈唾棄すべき〉野蛮人に、うっかり接触して、

自分を汚すことが怖いのだ」と、作家は述懐している（4，665）。 

 しかし、『兄弟』全編から読み取れるのは、「白い兄弟」が「黒い兄弟」を滅ぼしている

セイロンの現状への怒りというよりも、スッタ・ニパータからとられたエピグラフが示し

ているように、古代からずっと何らかの形で、兄弟たちが互いに殺し合うことを続けてき

た人間存在そのものへの悲しみである。それは、自らは語る言葉を持たない若い車夫への

地の文での語りかけも、また作品末尾でイギリス人が語る言葉も、人類の歴史や生命その

ものに関する根本的な問いかけであり、抽象的な思念であることから、そう思われるので

ある。 

 たとえば、窓辺に佇んでいた娘が姿を隠したとき、それまで茫然と見つめて車夫は、瞬

時に、自分がどこへ何をしに行くべきかを理解して、まっしぐらに駆け出す。ある老人の

もとへ走って、毒蛇を買い、その蛇に自分を噛ませるという、非常にエキゾチックな方法

で自殺するのだ。いきなり走り出した車夫に関する叙述は、以下のようである。 

   ——目覚めよ、目覚めよ！——この楽園の地で百回も朽ち果ててきた、彼の悲しい

祖先たちの、数千の声なき声が、彼の中で響き渡った。——マーラ 10の誘惑を、この短

い人生の夢を、振るい落とせ！ 毒にやられ、矢に貫かれたおまえは、眠るべきか？ 

百倍も愛しいものを持つ者は、百倍の苦しみを嘗める。すべての悲しみ、すべての不

平は、愛から、心の愛着から生ずる。それらの愛着を殺してしまえ！ おまえは短い

期間を静かな安らぎのうちに過ごしたのち、再び、そしてまた再び、千回も化身する

間に、欲求を知った原初の人間たちの隠れ家であるおまえのエデンの園は、おまえを

追放するだろう。しかし、それは、その短い休息は、おまえに訪れるだろう——あまり

に早く人生の道に走り出て、夢中で幸福を追い求め、もっとも鋭い矢に傷つけられた

おまえに。その鋭い矢とは、愛を渇望する心だ。はるか昔から、勝者が強力な踵で敗

者の喉を踏みつけてきた、この古代世界に、繰り返し懐胎されることを望む、その心

だ。（4，19-20）（下線は望月による） 

 愛着から悲しみが生じるのだから、愛着を断てという呼びかけや、千回の化身、繰り返

しの懐胎といった言葉には、煩悩や輪廻などの仏教的観念の強い影響が見て取れる。この

文脈において、「はるか昔から、勝者が強力な踵で敗者の喉を踏みつけてきた」という表現

を読むと、作家がセイロンで目の当たりにした植民地支配の現実も当然含めて、常に勝者

と敗者が存在した人類の歴史や、それを繰り返してきた人間存在そのものへの関心がうか

10  「修行中の釈尊を誘惑し、その成道を妨げようとした魔王の名」、『岩波仏教辞典』

第二版、岩波書店、1989 年、958 頁 
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がえる。『兄弟』の登場人物は、誰ひとり固有名詞を持たず、車夫、父、息子、許嫁、イギ

リス人、船長などの普通名詞で呼ばれ、さらに区別が必要な時にも、「父のほうの車夫」「息

子のほうの車夫」等と呼ばれる。このことも作品の象徴性を高め、個々の人間についてで

はなく、人間存在そのものについて考えさせる作用をする。 

 ブーニンにとって、東方とはそのような思考をうながす場所であった。作品『兄弟』の

最後で、その種の抽象的議論をくりひろげたイギリス人は、ロシア人の船長に「それは、

セイロンの影響ですね」と言われて、「まさにその通りです」と答える。「ただこの地でだ

け、最古の人類の土地、我々が失ったエデンの園、我々が植民地と呼んで、ひどく収奪し

ているこの地でだけ、汚れ、ペスト、コレラ、熱病、我々によって家畜にされた有色人種

に囲まれて、我々はただここでだけ、生命、死、神というものをある程度感じるのです」（4，

25）と言っている。このイギリス人の言葉は、東方というトポスに対する作家自身の感懐

と受けとっていいだろう。 
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ガリポリ―異境の成立 
 

諫早勇一 
 

０．はじめに 

 ガリポリの名は、今でもオーストリアやニュージーランドではよく知られている。なぜ

なら、4 月 25 日の ANZAC Day は、第一次世界大戦のガリポリの戦いで戦死した兵士たち

を悼む日だからだ。しかし、チャーチル失脚の原因にもなったガリポリの名は、ロシア兵

士とも無縁ではない。いや、亡命ロシアの歴史を振り返るとき、ガリポリは忘れることの

できない大きな意味を持っている。本稿は、その歴史をいま一度検証して、ガリポリの名

を亡命ロシア文化史に刻もうとするささやかな試みである。 

 

１．ガリポリと軍事亡命 

 1920 年 11 月半ば、内戦で敗色濃厚となったウランゲリ率いる白軍は、国外への脱出を

決意し、126 隻ともいわれる船で黒海沿岸から撤退を開始する。その数は 15 万人（うち軍

人が約 10 万人）、連合国が予測した数の 10 倍にも及んだ i。座る場所もないほど詰め込ま

れた船に乗って、コンスタンチノープルに着いた人々は、ここからさまざまな運命をたど

るが、ウランゲリらの白軍司令部はこの撤退を敗戦とは認めていなかった（作戦上の一時

的退却と捉えた）から、連合軍にロシア軍の維持を主張しつづけた ii。 

 撤退にかかわった多数の船や、そこに積まれた物資を見返りに、フランス軍の援助を受

けた iiiウランゲリ率いる白軍の残党は、3 つの場所に駐留地をあてがわれた。約 2 万人のド

ン・コサック軍は、コンスタンチノープルから数十キロ西にあるチャタルジャに、約 1 万 5

千人のクバン・テレク・コサック軍はエーゲ海のリムノス島に、そしてロシア第一軍団を

名乗った、クテーポフ率いる約 2 万 5 千の軍勢 ivは、11 月下旬、ダーダネルス海峡の北に

長く伸びるガリポリ半島の中心地ガリポリ（現在のゲリボル）に上陸する v。司令部などを

町に残して、部隊はここから西に数キロ離れた谷間に宿営する viが、そこは第一次大戦中に

イギリス軍が駐留し、彼らから「バラと死の谷」と呼ばれた土地だった vii。 

 「裸の野」（ガリポリの名が、ロシア語の Голо-поле を連想させることからこの表現が生

まれた viii）と呼ばれた荒れ果てた土地と、戦いに敗れ、疲れ果てた兵士たち、それらを前

にして司令官クテーポフは兵士たちの士気を保ち、来るべき戦いに備えるべく、彼らに厳

しい規律を課した。そして、それに耐えられないものには除隊を許したが、ガリポリ滞在

中除隊したものは全体の 20％足らず ix、ドゥシキンは「飢えて、虱だらけになり、士気阻
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喪して、危険な自由民にもなりかねない人々を、規律がとれ、団結した、一枚岩の集団に

変えた」xことをクテーポフの奇跡とまで呼んでいる。 

 だが、ロシアへの反攻がいつまでたっても実現しないままに、軍隊の維持はもはや意味

はないと連合国から見切りをつけられ、フランス軍からはロシアに帰るか、ブラジルのプ

ランテーションで働くかどちらか xiを選択しろと最後通牒を突きつけられたウランゲリ軍

の残党は、セルビア、ブルガリアなど、帝政時代からロシアとつながりが深かった国々と

の折衝の末、これらの国々の厚意を受けて、移動を開始する xii。だが、それらの国々での

仕事は国境警備や鉄道建設などで、もはや「ロシア軍」の解体は、避けられない運命だっ

た。こうして滞在することわずか 1 年あまり、1921 年 12 月 15 日、最後の部隊がガリポリ

からブルガリアに向けて旅立ち、翌 22 年 5 月 6 日には最後のガリポリ兵士たちがセルビア

に向けて出発した xiii。あとに「ガリポリの伝説」xivを残して。 

 

２．ガリポリとロシア文学 

 マルガリータ・ソスニツカヤは「バラと死の谷の幸せ者たち」でこう述べる。「ロシアの

一般読者がはじめて文学でガリポリの情報に接したのは、1996 年にモスクワの〈一致〉出

版社から刊行された 3 巻本作品集に収められた、ガズダーノフの「三つの失敗の物語」に

おいてだった」xvと。亡命の若い世代を代表する作家として、かつてはナボコフ（当時のペ

ンネームでいえばシーリン）と並び称されたガイト・ガズダーノフ（1903-1971）は、15

歳で内戦に参加し、16 歳でガリポリにやって来るが、その規律の厳しい生活に耐えられず

に、半年ほどでここを去り、コンスタンチノープルに移り住んだ xvi。後になっても、彼は

ガリポリの生活を思い出したがらなかったというが xvii、デビュー二作目の「三つの失敗の

物語」（1927）はガリポリの思い出に捧げられている。 

 「三つの失敗の物語」は三人の死を扱った短編だが、三番目に描かれる、フランスの精

神病院で死んだアリスタルホフは、こんな手記を残していた。 

 「友よ、ダーダネルス海峡の上に重たい太陽が浮かんでいる。そう、ぼくは眠っていて

も、夢に見る、ガリポリを、砂に寄せる白い泡の唾を、黒と黄色の長い岸辺を。襤褸をま

とった蛮人たちが飢え、耕作はロバや牛に乗って行われ、泥は侮辱のようにネバネバし、

新聞の社説のようにダラダラしたこの裸の国で、ぼくらは打ち負かされた兵士たちの野営

地に暮らした。ぼくらは打ち負かされた、革命に、人生に。」 

 「…あるとき、ぼくは苦いガリポリの粘土のかけらを飲み込んだ。このかけらは、ぼく

の心のなかで、いまでも大きく育っていて、飢えの黄色い絶望の重荷となって、ぼくが暮

らさなくてはいけない土地の重苦しい記憶となって、ぼくを締めつける。」 

 「だれもが、できることをする。ルーマニア人はオーケストラを演奏し、コーカサスの
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民はレズギンカを踊る。だが、ぼくらは死ぬことしかできない。これはじつに単純なこと

だ。ぼくらは自分たちの身体で、名も知らぬロシアの谷底を埋め、生き残った者たちには、

なにもすることがない。」xviii 

 ガズダーノフとならんで、ガリポリの思い出を短編に残している作家にイワン・ルカー

シ（1892-1940）がいる。ルカーシは拙訳の『ナボコフ伝 ロシア時代』にも頻出する xix

亡命作家で、ベルリン時代のナボコフが親しくしていた（ロシア・キャバレー「青い鳥」

のために共作まで行った）ことで知られるが、作家としての評価はけっして高くない。と

はいえ、前述のソスニツカヤが「ルカーシとガズダーノフの作品のおかげで、ガリポリは

国民の記憶の中で、20 世紀ロシア史の拭い去ることのできない一ページになった」xxと述

べている以上、触れなければなるまい。 

 1921 年 8－9 月にガリポリで書かれ、翌 22 年にソフィアで刊行された xxiというルカーシ

の「裸の野」には、ガリポリの思い出に否定的だったガズダーノフの短編に比べて、ガリ

ポリの生活を美化するような面がうかがえる。いくつか例を引こう。 

 「ガリポリにはロシア人の乞食も、泥棒も追剥もいない。ガリポリ滞在の 9 か月間に起

きたのは、たった 1 件の追剥と 2 件の窃盗だけだ。」xxii 

 「クテーポフは真実だけを求めると言い、ガリポリの報道機関は真実を語ることを決意

した。」世界中のロシア人亡命者たちが、（ボリシェヴィキ政権崩壊の）バラ色の熱狂にう

なされているときも、彼らは言った。「信じてはいけない。これはみんなヒステリーか、つ

くりごとだ。今日も明日も解放は来ない。気持ちを強く持て。信じてはいけない、向こう

では政治的な闇のなかで眼が眩んでいるのだ。向こうにあるのは自己欺瞞だが、真実は単

純だ。われらは一人ぼっちで、半ば忘れ去られている。われらは気持ちをしっかり持たな

ければならない。」xxiii 

 さて、ガリポリ滞在の評価はさておき、ルカーシの短編にも印象的な場面がいくつかあ

るが、なかでも印象的なのは、（白いテントが並ぶ）ガリポリの宿営地を白い鳥にたとえた

場面だろう。 

 「長く伸びた白いテントの列。まるで白い鳥たちが白い翼をたたんで寄り添いながら、

列をなしてとまっているようだ。」xxiv 

 「ロシアを待ち望むこと…白い鳥たちの吐息には期待の高なりが聞こえる。」「期待は夢

の中にも、無言の祈りの中にも潜んでいるが、それを知るのは、羽を広げて、青い谷間に

軽やかな列をなして降りてきた白い鳥たちだけだ。」「白い鳥たちは谷間で凍えてしまっ

た。」xxv 

 「白い鳥たちが飛び去ったら、憤ったような悲しみに眼を震わせながら、鷲が恐ろしい

翼を広げる、石の墓標の傍らで、誰が儀仗兵に立つのだろうか。白い鳥たちが飛び去った
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ら、青い山々の向こうから、深紅の鳥たちの最後の群れを放ちながら、太陽は煙った谷間

にラッパ吹きを探すことだろう。」xxvi 

 ソスニツカヤは、ガリポリ体験はルカーシやガズダーノフにとって一種の通過儀礼だっ

たと述べている xxviiが、彼らの作家としての才能の開花にガリポリが濃い影を落としている

ことは否定できない事実だろう xxviii。 

 

３．ガリポリの文化生活 

 兵士たちに無為の時間を過ごさせないために、厳しい規律を課したガリポリの生活だが、

それでも戦時中に比べれば、はるかに余暇のある生活だった。そして、こうした環境に置

かれた兵士たちは、驚くべき熱意をもって読書に、詩作に、楽器演奏に、音楽鑑賞に励ん

だ。その生活はロビンソン・クルーソーにもたとえられるように xxix、ほとんど無からの創

造だったが、彼らは創意工夫で、物資を入れた箱からバラライカをつくったり、かつて要

塞だった廃墟を劇場に変えたりして、文化的生活を営んだ。その記録は、文化・芸術に対

する人間の根源的な欲求の存在を教えてくれる。 

 ガリポリ到着後まもなく新聞の刊行が始まる。ニュースソースは司令部で受信できたロ

シアやフランスのラジオ放送や、コンスタンチノープルから運ばれる新聞だったというが、

資金不足で 2 か月ほどで廃刊になる xxx。そして、3 月からそのあとを継いだのが「口述新

聞」(Устная газета)だった。最初は週 2 回、町の読書室で始まったこの催しは、またたく

まに多くの聴衆を集めるようになり、5 月からは野営地でも開催されるようになる。3 月 29

日から 12 月 1 日まで 180 回にわたって行われたというこの催しは、紙や印刷機に恵まれな

い環境の中で、（自分たちの運命に直接かかわりをもつ）国際情勢をめぐる情報に飢えてい

た兵士たちの願いに、もっともよく応える企画だったにちがいない xxxi。 

 このほかガリポリでは雑誌も数多く刊行された（1921 年夏には 10 以上の雑誌が刊行さ

れていたという）。「処刑台」(Эшафот)、「ジャッカル」(Шакал)、「陽気な爆弾」(Веселые 

бомбы)、「裸の野に悲しみを解き放て」(Развей горе в голом поле)など、その名は苦笑を

誘うものばかりだが、夜中にタイプ印刷され、一枚一枚手書きで挿絵が書かれたというそ

れらの雑誌には、若い兵士たちの悲運を嘆く詩などとともに、愉快な挿絵も載せられてい

て、当時の生活を知る格好の手がかりとなっている xxxii。 

 さて、春になると町でも野営地でも劇場づくりが始まった。手作業で荒れ地を整備して

つくられた劇場は、それでも 1,000 人から 2,500 人の観客を収容できたという。まともな

シナリオもなければ、衣装もないこのような環境で、オストロフスキイの『雷雨』やチェ

ーホフの『桜の園』、ゴーゴリの『検察官』など 80 以上の芝居が上演されたこと自体、驚

きに値する xxxiii。劇場はまた、コーラスやブラスバンドなど、音楽を演奏する場でもあっ
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た。そして、コルニーロフ部隊のコーラスはとりわけ評判を呼んでいた。というのも、す

ばらしいコーラスとともに、部隊長スコーブリンの妻となった xxxiv「クルスクの鶯」xxxvナ

ジェージダ・プレヴィツカヤがしばしばソリストとして登場したのだから xxxvi。 

 このほか、40 名あまりが参加する美術サークルもできて、バザーを兼ねた展覧会を催し

ていたし、部隊ごとに建てられた教会には、兵士たちが壁画まで書いたという xxxvii。また、

町には 1,000 冊を超える蔵書を備えた図書館もあったし、子供たちのための幼稚園、ギム

ナジウム、さらには砲兵学校などの軍事学校もつくられ、体育サークルによる演技やサッ

カーの試合も行われていた xxxviii。ガリポリ兵士たちの厳しい日常生活は、一方でさまざま

な文化活動によって彩られていたといえるだろう。 

 

４．ガリポリの記念碑 

 ガリポリに残された遺物のなかで、もっとも注目に値するのは、クテーポフの布令を受

け、兵士たち一人一人が 2 万個にもおよぶ大きな石を運んで xxxix、ロシア人墓地の真ん中

につくられた記念碑だろう。工兵少尉アカチエフの提案したこのクルガン（墳墓）型の記

念碑 xlは、コンクールで 2 位だったにもかかわらず、死者たちを悼むにふさわしいその姿か

ら、1 位だったプランを押しのけて採用される xli。そして、1921 年 7 月 16 日、ガリポリ

で亡くなったロシア人を悼み、さらには露土戦争で命を落としたザポロジェ・コサックを

悼んで、厳かな除幕式が行われた xlii。 

 ガリポリ兵士たちがこの地を去った後も、ガリポリ兵士たちが結成したガリポリ同盟か

ら送られる金で維持されていたこの記念碑は、1949 年の大地震で大きな被害を受け、やが

て倒壊してしまう xliii。だが、建てられてから 40 年を経過した 1961 年、パリ郊外のサント

＝ジュヌヴィエーヴ＝デ＝ボワのロシア人墓地に、この墳墓のミニチュア版がベヌア夫妻

の手によって建てられた xliv。そして、近年のナショナリズムの高揚の中で、トルコ政府と

ロシア外務省の合意を受けて、この記念碑の再建が計画され、ついに 2008 年 5 月 17 日、

ゲリボル（ガリポリ）で完成した記念碑の除幕式が行われた xlv。この式にはロシアからも

120 名が出席し、30 人以上がガリポリ兵士の子孫だったという xlvi。ソヴィエト政権下で長

く無視されてきたこの建造物が、また脚光を浴びる歴史の皮肉には驚くしかないだろう。 

 

５．祖国から異境へ 

 すでに述べたように、ガリポリに到着した兵士たちは、自分たちをまだ難民と考えては

いなかった。彼らの存在の大前提は、内戦はまだ続いているし、自分たちは（たまたま国

外に退却しているにせよ）ロシアで戦っているのだという意識だった。ルカーシは繰り返

している。 
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 「彼らは白い兵士たちであり、農民でも地主でもない。難民でも亡命者でもない。彼ら

はロシアの兵士たちであり、ロシアが現れるのを待っている。彼らは知っている、ロシア

が現れることを。彼らは待っており、巻かれたロシア国旗の傍らで、交代のない見張りを

続けている。」xlvii 

 「彼らは裸の思いだけに生きている。ロシアは生きていて、ロシアはまた現れる。そし

て、それが生きていて、また現れる以上、それに仕えなければならない。」xlviii 

 「われらはロシアの生きたイデーとなった。もしそれが生きているなら、われらは死者

ではない。なぜなら、われらは身体の中に、太陽のようなロシアを運んでいるのだから。」xlix 

 だが、そうした気概は、彼らを取り巻く環境の変化のなかで、しだいに失われて行く。2

か月以内にロシアに反攻するという約束も守られないまま、兵士たちは、自分たちが「祖

国の救世主」から、「お情けでフランス軍のパンにありつける、不幸な難民の群れ」lに落ち

てしまったことを感じはじめる。そして、フランス軍の提案するロシアとは、上官の命令

に従っただけの兵士なら帰国を受け入れるという、ソヴィエト・ロシアへの帰還にほかな

らなかった li。 

 こうしたなかで、回想記を残したドゥシキンによれば、布令の中にも「異境」(чужбина)

という言葉が使われはじめる lii。彼は言う。最初「〈異境〉は言葉でしかなく、自分が〈異

境〉にいるとはまだ感じていなかった」liiiと。しかし、しだいにだれもが、自分たちが祖国

ロシアから切り離された「異境」に暮らす難民にすぎないことを痛感せざるをえなくなる。

ドゥシキンは言う。「ガリポリについてたくさんのことが語られてきた。だが、もっとも重

要なはずのことは、誰も言おうとしなかったし、書こうともしなかった。ガリポリでわれ

らは、現実の〈白いイデー〉を失い葬った代わりに、もっと実体がなく、もっと到達不可

能な、浄化された明るい〈白い夢想〉を得たのだ」livと。「白いイデー」とは、自分たち白

軍兵士たちは、ロシアの解放のために、現実にボリシェヴィキと戦っているという思いの

こと、「白い夢想」とは、その思いはもはや現実化されえないというあきらめの境地のこと

だろう。ガリポリで白軍兵士たちは現実だと思っていたことが、じつは夢だったことを自

覚せざるをえなくなる。そして、それは同時に自分たちが「異境」lvに暮らす難民だという

自覚にほかならなかった。ガリポリからバルカン半島への旅立ちは、その自覚をさらに決

定的なものにする最後の一歩だった。 

 

注 
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ルー・ザロメと精神分析 

 

岩本和久 

 

1．ニーチェの恋人 

 ニーチェの恋人として知られているルー・ザロメだが、彼女が生まれ育ったのはロシア

の首都ペテルブルグである。彼女は後にフロイトと知り合い、精神分析家となった。ルー・

ザロメのロシア観は、ロシア出身のフロイトの患者「狼男」の場合と同じように興味深い

ものである。「狼男」が生涯語ったロシアが文学の世界であったとするならば、ルー・ザロ

メのロシアは宗教の世界、神の世界であったと言えるだろう。 

ルー・アンドレアス＝ザロメは、1861 年にロシアの首都サンクト・ペテルブルグで生ま

れた。本来の名前はルイーザであり、ロシア語ではルイーザ・グスタヴォヴナ・サロメと

いう名前になる。正式の名前とは別の、愛称で呼び合う習慣がロシアにはあるが、彼女も

ルイーザではなく、リョーリャと呼ばれていた。 

 サロメ家はユグノーの末裔であった。フランスの新教徒であるユグノーの人々は 16－17

世紀に迫害されたため、ドイツなどフランス国外に逃れたのである。バルト海沿岸で暮ら

していたサロメ家は、ナポレオンの台頭を機にペテルブルグに移住した。ルーの父親のグ

スタフ（1804－1879）はロシア帝国の軍人となり、アレクサンドル 2 世の時代には軍視察

官を務めるまでに栄達を遂げた。 

 ルーの母は、娘と同じルイーズという名前だった。彼女は 1823 年にペテルブルグの製糖

業者の家に生またが、デンマークの血筋で旧姓をヴィルムといった。ペテルブルグはきわ

めて国際的な街だったのだが、それはこうした家系からも知ることができる。 

 「恋多き女」として知られるルー・ザロメだが、彼女の人生を左右する最初の出会いは

17 歳の時に訪れた。1878 年のことだ。その相手となったのは、当時のペテルブルグで人気

を集めていたオランダ人牧師ヘンドリク・ギロートである。ギロートは 42 歳の既婚者で、

彼には 2 人の子供もいた。 

 ギロートが教会で行なった説教を聞いて感動したルー・ザロメは、彼のところに通うよ

うになる。彼女は彼のもとで世界の諸宗教について、またフランスやドイツの哲学、文学

について学び、さらには彼の説教の原稿も作成するようになった。ギロートは彼女に求婚

したが、彼を崇拝していたザロメはこの申し出を拒んだ。 

 1880 年、ルー・ザロメはスイスのチューリヒへの留学を決めた。別れの前にギロートは、

ルーとその母をオランダに招き（父グスタフは前年にこの世を去っていた）、堅信礼を授け

 37 



た。そこでギロートは彼女の名前をルーと綴り、以後、彼女はルーと呼ばれることになっ

た。 

 当時のチューリヒでは多くのロシア人留学生が学んでいたが、彼らはナロードニキ運動

に惹きつけられていた。農村での啓蒙、宣伝を通じて、社会を変革しようとした運動であ

る。1881 年、ナロードニキの流れを組む「人民の意志」派のテロリスト、イグナーチイ・

グリニェヴィツキイが爆弾テロによって皇帝アレクサンドル 2 世を殺害すると、チューリ

ヒのロシア人留学生たちは歓喜したという。 

ルー・ザロメ自身も少女時代には、やはりナロードニキのテロリスト、ヴェーラ・ザス

ーリチの写真を隠し持っていた 1。ザスーリチは「土地と自由」派の一員の女性で、1878

年にペテルブルグ市長官トレポフ将軍を狙撃したものの、裁判で無罪を勝ち取り、世の注

目の的となった。彼女はその後、スイスに亡命し、カール・マルクスと文通を行なったこ

とでも知られている。マルクスはそこで、ロシアのミール（農村共同体）について肯定的

に語った。 

ルーは母と共にチューリヒに赴き、神学や美術史を学んだが、体調を崩し、1882 年、転

地療養のためにイタリアへ向かった。彼女はイタリアで、ドイツ人の著名な女性解放運動

家マルヴィーダ・フォン・マイゼンブーク（1816－1903）と知り合う。 

マイゼンブークはドイツからイギリスに亡命し、そこでやはりロシアから亡命中だった

作家アレクサンドル・ゲルツェン（1812－1870）の娘オリガの教育係をしていた。後に彼

女はオリガと共にイタリアに移住するが、オリガが結婚してフランスに去った後も、その

ままイタリアにとどまっていた。 

ルー・ザロメが哲学者のパウル・レー（1849－1901）、そしてフリードリヒ・ニーチェ（1844

－1900）と知り合ったのは、マイゼンブークを通じてである。レーとニーチェは友人同士

だったが、どちらもザロメを愛するようになった。彼女は 3 人の共同生活を夢見ていたが、

やがてニーチェは彼らのもとを離れた。ザロメとレーはベルリンで同棲を始めるが、この

関係も 5 年後に消滅した。ニーチェの『ツァラトゥストラはこう言った』は、ルー・ザロ

メの愛を得られなかった失意の中で執筆されたとも言われている。 

ルー・ザロメは 1887 年、東洋学者フリードリヒ・カール・アンドレアス（1846－1931）

と結婚する。アンドレアスは世界各地を遍歴してきた人物だった。彼はジャワ島のバタヴ

ィア（現在のジャカルタ）に生まれ、ドイツのハンブルグに育ち、スイスのジュネーヴに

留学した。ペルシア語の研究者となった彼は 1876 年から 82 年まで、６年間もペルシアに

滞在した。その後、ベルリンに戻り、そこでルーと知り合うことになる。結婚を迫るアン

1 Lou Andreas-Salomé, Lebensrückblick, Frankfurt am Main, 1968, S.62. 
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ドレアスは、ルーの目の前で自らにナイフを突きつけようとしたと言われる。 

結婚後もルーは「恋多き女」であり続けた。フリードリヒ・アンドレアスはルーとの間

に子供を作らず、家政婦マリーを事実上の妻とし、子供を二人もうけていた。ルーは単身

でヨーロッパ各地を旅して回った。だが、彼女がアンドレアスのもとを離れることはなか

った。 

ルー・ザロメは 1885 年に小説『神との闘い』を出版していたが、アンドレアスとの結婚

後はさらに精力的に執筆活動を行うようになった。1892 年には評論『ヘンリク・イプセン

の女性像』が刊行され、その後、1902 年までの 10 年間だけで『ルス』、『フェ二チカ』な

ど 6 作の小説が、さらに無数の論文やエッセイが発表された。オットー・ブルームが率い、

イプセンやハウプトマンの上演で知られたベルリン自由劇場に彼女は関わり、さらにベル

リンの様々な芸術家と交流を持った。イプセンやハウプトマンの演劇、ニーチェの哲学、

あるいは彼女の母国であるロシアの作家ドストエフスキイやトルストイ、それらに対する

強い関心は、ニーチェの元恋人にしてロシア人という、彼女の活躍の場を保障するものだ

った。 

様々な男性との恋の噂も、彼女につきまとっていた。中でも、よく知られているのは、

詩人ライナー・マリア・リルケ（1875－1926）との恋愛である。1897 年、2 人はミュンヘ

ンで知り合った。リルケはロシアに対し強い関心を抱いており、ルー・ザロメは彼にロシ

ア語を教えた。さらに彼女はリルケと共に、1899 年、1900 年の 2 度にわたり、ロシアを

旅行している。この旅の印象は、リルケの『時祷詩集』の契機になったと言われる。2 人の

関係は 1901 年まで続いた。 

 1903 年、アンドレアスはゲッティンゲン大学教授となり、ルーと共にベルリンからゲッ

ティンゲンに移った。アンドレアスの死後も、ルーは彼の娘と共にこの街に住み続け、1937

年にこの世を去った。 

 

2．フロイトとの出会い 

 ルー・ザロメがフロイトと知り合ったのは 1911 年のことだ。この年の９月、ドイツのワ

イマールで国際精神分析学会の大会が開催され、ルーもそこに参加したのである。 

 当時のルーはスウェーデンの精神科医ポウル・ビエレ（1876－1964）と交際していた。

ビエレの親戚がリルケの友人だったため、知り合ったのだという。また、ビエレは 1903 年

に、ニーチェの伝記を執筆してもいた。ビエレはスウェーデンに精神分析を紹介した人物

となった。 

 ビエレに誘われてワイマールに赴いたルーは、参加者から注目を浴びた。ワイマールは

ニーチェが妹と共に晩年を過ごした町だった。ワイマールでの大会に参加したジョーンズ
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とザックスは、ニーチェの妹エリーザベトを訪問している。その最中に、かつてエリーザ

ベトが嫌っていた、ニーチェの昔の恋人ルー・ザロメが現れたのである。 

 この大会の参加者たちの集合写真が残されている。その中心にいるのは、もちろんフロ

イトだ。前列に座っているのは女性の参加者たちで、フロイトの前にはアメリカ出身の分

析家ベアトリス・ヒンクルが座っている。その両脇にいるのが、ユングの妻エンマとルー

だ。比較的地味な衣装に身を包んだ女性たちの中で、ルー・アンドレアス＝ザロメだけは

大きなファーを首に巻き、女王のような風格を漂わせている。 

 フロイトと知り合ったルー・アンドレアス＝ザロメは、精神分析を学びたい旨を彼に告

げた。50 歳の女性からの唐突な申し出にフロイトは当惑したが、結局は彼女を暖かく迎え

入れた。 

 著名な彼女が学会に参加することは、精神分析への関心を高め、普及を促進することに

有効だと考えられた。ユングはフロイトに宛てて、次のような手紙を送っている。 

 

 「ヴァイマルの思い出であるルー・アンドレアス＝ザロメ夫人が私に、『昇華について』

という論文を送ってきます。これは『年報』の世俗化への一歩として役に立つ一方で、大

いに慎重さを必要とするものですが、しかし、読者層の拡大と現在のドイツの精神力の集

中において、有益となりうるものでしょう。ルー夫人はニーチェとの関係を通じて、少な

からぬ文学的評判を得ているのですから」（1912 年 1 月 2 日付）2 

 

 1912 年 10 月、ルー・アンドレアス＝ザロメは精神分析を学ぶため、ウィーンのフロイ

トのもとに赴き、そこに半年間、滞在した。当時、フロイトと袂を分かっていたアドラー

に対しても、彼女は関心を示したが、フロイトのもとにとどまることになった。性愛に対

するルー・アンドレアス＝ザロメの関心は、アドラーよりもフロイトに近いものだったと

言えよう。彼女は「セクシュアリティ」を精神分析の基盤として考えていた（ルー・アン

ドレアス＝ザロメがフロイトに宛てた 1912 年 11 月 9 日付の書簡）。 

 ウィーンでの研修後、ルーは夫の暮らすゲッティンゲンに戻り、そこで精神分析家とし

ての活動を開始した。アドラーに続き、ユングもフロイトのもとを去ったが、ルー・アン

ドレアス＝ザロメとフロイトとの交流はその後も長く続けられた。 

 フロイトのサークルにおいてルー・アンドレアス＝ザロメの存在は明らかに異質だった

が、それはむしろ良い効果をもとらした。編み物をしながら議論に耳を傾ける経験豊かな

女性の存在は、場を和ませるものだった。 

2 S. Freud, C. G. Jung, Briefwechsel, Frankfurt am Main, 1974, S.529. 
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 フロイトとルー・アンドレアス＝ザロメがニーチェをめぐって交わしたユーモラスな会

話を、晩年のルーは『回想録』に書き残している。ルー・ザロメの詩にニーチェが曲を付

けた「生への讃歌」を知ったフロイトは、しかし、その詞がルー・ザロメ自身のものであ

ることを知らないまま、まさに作者に他ならない彼女に向かって、それを批判してみせた

のである。 

 

 「彼は気分良く、明るく親しげに、その詩の最後の部分を声高く朗読した。 

 

   数千年間、思索し生きるために 

   お前の中身を全て投げ入れよ！ 

   私に渡す幸がもうないのだとしても 

   良いではないか――お前にはまだ自分の苦しみがあるのだから 

 

 彼は頁を閉じると同時に、安楽椅子に座り込んだ。『いやはや！こういうのには付いてい

けないね！』」3 

 

 1828 年、72 歳のフロイトと 67 歳のルー・アンドレアス＝ザロメはこのおかしな会話に

ついて語り合ったという。その際、「苦悩」を抱き続けてきたのが他ならぬフロイト自身で

あることを、彼女は熱情的に指摘し、それに対しフロイトは彼女をただ抱きしめたのだと

いう。これが 2 人の最後の出会いとなった。 

 フロイトとルー・アンドレアス＝ザロメの交友には、暗い側面もあった。よく知られて

いるのが、ヴィクトル・タウスク（1879/80－1919）との関係である。 

 クロアチア出身のタウスクは精神分析家としてウィーンで活動していたが、ウィーンを

訪れたルーと恋愛関係に陥った。だが、ルー・アンドレアス＝ザロメはゲッティンゲンに

戻り、2 人の関係は途絶えてしまう。第 1 次世界大戦の際、彼はオーストリア軍の軍医とし

て精力的に働いたが、精神の変調をきたす。彼はフロイトの診療を受けることを望んだが、

かなえられず、1919 年に自殺してしまった。 

 精神分析の師フロイトを敬愛したルー・アンドレアス＝ザロメは、同様に彼の娘アンナ・

フロイト（1895－1982）を愛してもいた。フロイト家の末っ子である。 

 アンナは 20 歳前後から精神的に不安定な状態に陥り、父フロイトの分析を受けている。

フロイトはこの経験をもとに、1919 年に論文「子どもが叩かれる」を執筆し、そこで父親

3 Andreas-Salomé, op. cit., S.170. 
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に対する少女の愛を語った。 

 アンナ・フロイトは父の跡を継ぎ、精神分析家となった。1923 年以降、彼女は癌を病ん

だ父をサポートするようになり、精神分析運動の中心となった。 

 一方、アンナ・フロイトよりも 30 年以上早く生まれていたルー・アンドレアス＝ザロメ

は、アンナにとっての母親や伯母のような存在になった。アンナはルーに会いたがり、父

フロイトとルーは書簡の中でアンナについて語り合った。アンナが精神分析運動の支柱と

なるアクティヴな女性に成長した背景には、家庭的な女性とは決して言い難い、アクティ

ヴなルーの影響もあったかもしれない。 

 1937 年、ルー・アンドレアス＝ザロメは、ドイツのゲッティンゲンで生涯を終えた。ド

イツではすでにヒトラーによる独裁体制が確立され、ユダヤ人への迫害が始まっていた。 

 彼女の死の翌年、フロイトの暮らすオーストリアはナチス・ドイツに併合され、フロイ

トは妻子と共にイギリスに亡命することとなった。1939 年には、フロイトもこの世を去っ

た。一方、ウィーンに残されたフロイトの 4 人の姉たちはアウシュヴィッツの強制収容所

に送られ、いずれも 1942 年に殺害された。 

 

3．「一なるもの」からの分離 

 精神分析家となったルー・アンドレアス＝ザロメだが、フロイトの考えをそっくりその

まま受け入れたというよりは、自身の思想の枠組みの中でフロイトの精神分析を理解しよ

うとしたように見える。特に神や信仰といった主題をめぐっては、フロイトと見解を異に

していたようである。 

 フロイトは『トーテムとタブー』（1912）、『ある幻想の未来』（1927）、『文化への不満』

（1930）、『モーセと一神教』（1939）といった著作で、宗教を批判している。 

フロイトにとって宗教は、人間の社会を秩序立った形で維持するための装置にすぎなか

った。破壊衝動がある人間を管理するためには、何かの装置が必要なのである。また、エ

ディプス・コンプレクス、あるいは父殺しの欲望によって生まれた罪悪感が、神という幻

想を支えているのだとフロイトは考えていた。神とは父親の像が投影されたものなのであ

る。 

 一方、『ある幻想の未来』や『文化への不満』を読んだルー・アンドレアス＝ザロメはフ

ロイトに宛てた書簡で、フロイトと自身とでは宗教に対する態度が異なっていること、フ

ロイトが「普遍的な人間」を念頭に置いて論を展開しながら、宗教に懐疑の目を向けてい

るのに対し、自身は宗教に対する強い関心を未だに持ち続けていることを、率直に表明し

ている（1930 年１月４日付の書簡）。 

 この問題を考える上で興味深いのが、彼女の『回想録』である。これは彼女がその晩年
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に執筆し、死後、1951 年に刊行されたものだ。晩年のルー・アンドレアス＝ザロメと交遊

があったエルンスト・プファイファーが、彼女の原稿を編集している。 

 彼女が晩年になってから、祖国ロシアで過ごした幼年期を思い出すようになっていたこ

とは、フロイトに宛てた彼女の書簡にもうかがうことができる。たとえば、1934 年 5 月 3

日付の手紙には、第 1 次大戦や革命後の国内戦に従軍し、その後、亡命することになった

甥の姿を通して、家族と共に過ごしたロシアでの記憶が急速に蘇ってきた旨が綴られてい

る。 

 ルー・アンドレアス＝ザロメの回想録は文体からしてきわめて難解なものだが、そこに

は彼女自身のロシア観や精神分析観をよく読み取ることができる。 

 テクストの主題となっているのは、「一なるもの」からの分離と再結合だ。テクストの内

容は様々な男性と過ごした日々を思い返したものだが、通常の回想と同様、年代を追って

配置されている。ロシアで過ごした幼年時代、ギロートやパウル・レー、リルケとの恋愛、

フロイトのもとで学んだ精神分析、夫アンドレアス……。しかし、このテクストは哲学的

な断章のような、晦渋な雰囲気を常に漂わせている。何しろ、誕生について物語る冒頭で、

いきなり「神の喪失」が提示されるのだから。 

 

 「私たちの最初の体験とは、注目すべきことだが、喪失なのである。それまで私たちは

まだ全体的で、分けられておらず、私たちから何かの存在が分かれたりもしなかった」4 

 

 出産とは母体から切り離される事態であるが、ルー・アンドレアス＝ザロメはそれを統

一された全体からの分離としてとらえ、そこに「喪失」という意味を見出している。生れ

落ちた時、すなわち私たちが人間となった時、「存在」は彼方に遠ざかってしまい、私たち

は寄る辺なく漂うことになる。 

 幼年期とは神を信じることができ、すべてを神に報告することができた時代だった。 

 

「愛する神に私は報告した 夜、暗いところで、私のことだけでなく」5 

 

だが、成長するにつれ、神はますます遠ざかってしまう。雪ダルマが溶けてしまったこ

とを召使に聞いたルーは、それがどこへ消えたのか神に尋ねるが、答えは与えられない。

神の沈黙を前にしたルーは、神の存在を信じられなくなる。神は彼女から失われる。 

「神の喪失」という主題は、ニーチェが語る「神の死」や「神の殺害」を思わせるもの

4 Ibid., S.7. 
5 Ibid., S.12. 
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だ。すでに述べたようにニーチェはルーの恋人であったのであり、両者の思想が共通する

ものを含んでいたとしても不思議ではない。ニーチェは神の殺害について繰り返し語り、

「最高の価値が価値を失った」状態を「ニヒリズム」と呼んだ。 

「一なるものからの分離」という考え方は、「一なるものからの流出」として世界を理解

しようとしたネオプラトニズムを思わせる。ネオプラトニズムとは３世紀の哲学者プロテ

ィノスに始まったとされる潮流で、その後、長期間にわたって西洋哲学に影響を与えてき

た。ルー・ザロメの恋人だったニーチェにしても、通俗的にはキリスト教の批判者として

理解されているが、やはり世界の起源となる「根源的一者」を唱えている。 

こうした考え方は、ロシア哲学にも影響を与えている。特にロシアの思想界では 19 世紀

のスラヴ派以降、「共同性」や「全一性」といった点に、西欧の個人主義との違いを見出そ

うとされてきた。個人が全体と一体となっている状態こそが、西欧と異なるロシアの特質

とされてきたのである。 

ロシアを離れたルー・ザロメだったが、ロシアに対する関心を失うことはなかった。彼

女が新しいロシア思想について独自の視点から論じた、「ロシア哲学とセム精神」という論

文の存在が、たとえば知られている。これは 1898 年１月 15 日の『ディー・ツァイト』紙

に掲載されたものだ。そこで彼女はアレクセイ・コズロフ（1831－1901）、ニコライ・グロ

ート（1852－1899）、ヴラジーミル・ソロヴィヨーフ（1853－1900）について紹介しなが

ら、具体性を志向するロシア精神と抽象性を志向するユダヤ精神が共同作業を行うことで、

ドイツとは異なる豊かな哲学が生まれてくると主張している。 

 

4．ロシアとの再会 

「神の死」、あるいは「一なるものからの分離」という状態は、「一なるもの」との再結

合という結果を要求する。彼女の回想録は、その道程を記したものとして理解しうるもの

だ。それは神との再会であると同時に、祖国ロシアとの再会でもある。そして、精神分析

は彼女にとって，こうしたドラマを実現するための技術なのだ。 

彼女にとっては、ロシアから離れることもまた「神の喪失」に等しい出来事だったのだ

ろう。西欧で生活するようになった彼女にとって、ロシアとは「神」の世界であるかのよ

うなのだ。 

ロシアの民衆の場合、「一なるもの」は未だ「二」に分化していないと、彼女は考える。

ロシアは「二元論の欠如」した世界なのだ。 

 

「対立するものでも、妨害されぬまま、人間の中で一つにできるというのは、より原始的な、

分化していない場合のことである。しかし、さらにその上、ロシアの本質においては、二元論
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の欠如が明らかに独特な形で見られるのだ」 

 

ロシアでは「天上のもの」が抽象化されておらず、「地上のもの」も罪を帯びていないと、彼

女は指摘する。そのような世界に暮らしているロシアの民衆（ナロード）は、また畏怖すべき

特別な存在でもあった。 

 

「特に私の父はこの『プラストーイ・ナロード』、すなわち『ありふれた民衆』をとても愛し

ており、たとえどれほどひどく、頻繁に民衆を叱らねばならなかったにせよ、恭しさや畏敬と

も言える調子を自分の話し方に込めていて、私たちにもそれを勧めていた」6 

 

1899 年と 1900 年の 2 度にわたって、彼女は恋人リルケと共に祖国ロシアを旅行した。 

この旅は、愛し、また畏怖すべき世界であるロシアの民衆的世界、「二元論の欠如した」

世界との「再会」であり、それゆえに彼らを熱狂的な気分にさせたと言えるだろう。 

ルー・アンドレアス＝ザロメとリルケは教会の鐘の音に陶酔した。また、文豪トルスト

イと面会するため、この作家の居住していたヤースナヤ・ポリャーナに赴いた。トルスト

イはリルケに対し詩を否定することしかできなかったが、彼らは大作家の一挙一動に注意

を傾けた。 

彼らはさらにロシア精神に接近するため、ロシア語では「イズバ」と呼ばれている粗末

な農民小屋を借りて生活した。農村の生活を簡素な言葉で歌い上げる農民詩人、スピリド

ン・ドローシン（1848－1930）とも交流を持った。 

トレチャコフ美術館を訪れた彼らは、「存在」の意味をめぐるロシアの農民たちの議論に

巻き込まれることとなった。 

 

「ある時のことだが、モスクワのトレチャコフ美術館を見学した際、私たちは数人の農民

と一緒になった。『放牧された牛』という大きな絵の前で、その一人が不満そうに言う。『牛

だ！とっくに知っているさ！だが、この牛が俺たちに今さら何の関係があるんだ？』もう

一人が悪戯っぽい顔つきで、それを叱る。『この牛が描かれているのは、お前に何か関係が

あるからだ。お前がそれを愛さなくてはいけないんだ、いいか、そのために描かれている

んだ。いいか、それがお前に関係ないとしても、お前はそれを愛さなくてはいけないんだ』

彼は自分の説明に自分で驚いてしまったらしく、横に立っているライナーを物問いたげな

眼差しで見た。ライナーはここで真実の経験をした。彼は農民を見つめ、不完全なロシア

6 Ibid., S.68. 
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語で言葉を絞り出した――心を奪われたかのように、『あなたは分かっています』と」7 

 

 こうした奇妙な人々の中に、リルケが「神」を見出していたことを、ルー・アンドレア

ス＝ザロメは指摘している。ルー・アンドレアス＝ザロメとリルケは、「一なるもの」から

分離していないロシアの民衆の中に、失った「神」を見出そうとしているのだ。 

 

「その運命的なものは、この民族にとって『神』と呼ばれているものだった。それは高い

王座にあって重荷を担う力ではなく、究極の破壊を心まで近づけることのない身近な保護

であった――『左の腋に住んでいる』という、作家レスコフのロシア的な神であった」8 

 

フロイトの理論、すなわち精神分析との出会いもまた、ルー・アンドレアス＝ザロメに

とってはロシアとの、そして「一なるもの」との再会として意識されていた。 

フロイトについて語る際、彼女が何よりも先にまず指摘するのは、ロシア人という対象

がナイーヴで「原初的」であるため、分析しやすいということだ。 

 

「ロシア人についてしばしば言われることだが――戦前のロシア人の顧客が多かった時

期にはフロイト自身もフロイト自身も言っているのだが――そうした『素材』においては

病気の場合でも健康な場合でも、通常はあまりよく出会うことのない二つのものが衝突し

ているのである。その一つは構造の単純さであるが、もう一つは個々の事例において言葉

巧みに訴えながら、複雑さをも解明し、心の難局にも意見を言う能力である。まったく同

じような印象を昔から与えているのがロシア文学であり、大作家の場合だけでなく、二流

の作家の場合もそうなのだ（形式的ではなくなるが）。究極の基本的な正直さが、発達の最

終的な形態をほとんど子供じみた率直さで語っているため、あたかもそれがここで原初の

状態から意識の生成へと、より直接的に、より突然に成長したかのようなのだ。ロシアで

私の前に現れた人のことを考えると、彼が私たちにとって今、より『分析しやすい』もの

になっていることを、そして、彼が同時に自分自身に対してより正直であることを、私は

よく理解するのである。古い文化的民族においては意識的な追体験における基本的経験と

7 Ibid., S.118-119. 
8 Ibid., S.120.「左の腋」というのは、ニコライ・レスコフ（1831-1895）の中編小説『世

界の果てで』からの不正確な引用。そこでレスコフは "за пазушкой"（懐の中で）という

表現を用いているが、これは「安らかに（暮らす）」という意味の慣用句である。Я вам 
должен признаться, что я более всяких представлений о божестве люблю этого 
нашего русского бога, который творит себе обитель "за пазушкои". (Н. Лесков. "На 
краю света"). 
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反射の間に阻害的に挿入されているはずの、抑圧の層が薄く緩んだままなのである」9 

 

5．神への「昇華」 

また、ルー・アンドレアス＝ザロメはフロイトの「昇華」を、「全一」への合一の欲求の

転化したものとして理解している。 

フロイトの理論における「昇華」とは、性的なエネルギーを社会的に評価される目標、

たとえば仕事や芸術に振り向けることを意味している。ところが、ルー・ザロメはその究

極の目標として、「神々しいもの」を挙げる。というのも、性的な欲望が肉体的な合一を求

めるもの、すなわち個人と個人を肉体を重ねることで、その境界を消滅させる行為である

ならば、それは「全一」の状態への回帰に他ならないからだ。 

 

「それゆえ、私たちにもっとも強く訴えかけるのは、私たちの関心のいわゆる『超個人的』

な部分であり、私たちにとってもっとも親密で意識もされない個性と、私たち自身をいた

るところで乗り越えるものとが、いわば結婚するのである。それゆえ、私たちは場合によ

っては、そこから何かを『昇華させる』、すなわち、肉体的な性的目標の極端さを放棄する

のだ――それはこんな風に叙述できる。つまり、性的目標もまた結局のところ、肉体的に

分離された人間の戸惑いの形にすぎないのであり、自らのうちで全体を抱くよう、もう一

人の分離された人間を説得しようとしているのだと」 

 

「したがって、より『神的なもの』を究極の昇華とみなすことに私たちが慣れているの

も、ごくごく自然なことなのだ。なぜなら、私たちにとってこの言葉は、いつも何らかの

意味において、私たちにもっとも親密であると同時に私たちを乗り越えるものを意味して

いるからだ」10 

 

 性愛のエロスを「全一なるもの」への合一の希求と結びつけようとするこうした理解を、

ルー・ザロメはフロイトと出会う前年の論文『エロティーク』（1910 年）や、性教育のテク

スト『少年に与えた三つの手紙』（1917 年）の中でも、表明している。性欲とは「切り離さ

れたもの」である個人が、世界全体と「もう一度新たに合一したい」と願う気持ちなので

あり、それは回想録の冒頭で示された「分離」という表現と重なるものだ。 

 また、精神分析に関する論文「二面性としてのナルシシズム」は、フロイトの「ナルシ

シズム入門」（1914）などを受けて執筆されたものと考えられるが、そこでも彼女はナルシ

9 Ibid., S.153. 
10 Ibid., S.158-159. 
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シズム（自己愛）を神への愛と重ねてみせる。自己愛的な人間が、神のイメージを理想像

として獲得することで、敬虔な人間になるというのだ 11。 

 『回想録』にうかがえるように、ルー・ザロメは「一なるもの」への回帰を模索してい

た。それはロシアへの旅や彼女の精神分析理解において、顕著に見て取ることができる。 

 そんな彼女は『フロイトへの感謝』（1932）において、かつての恋人のニーチェについて

次のように語っている。ニーチェの思想を動かしていたのは、「神の代償の探索」であった。

人間が「神を殺した」ことを指摘したニーチェは、そのことで「父殺し」という汚名を人

間に着せ、人間に「焼き印を押した」のだ。その結果、人間の運命はさらに重いものとな

ってしまった。 

 ニーチェの「超人」思想をそのように批判する彼女が最後に辿り着いたのが、精神分析

であった。それは自らの内にエロスを探り、それを「神の探索」と重ねる行為であった。

自分自身の性的なエネルギーが神の表象を生み出していく様を見つめる行為、神の表象と

自分自身の関係を位置づけようとする試みであった。宗教的な性質をおびた表象が、非性

愛化されたものとなって現れることはない、と彼女は『フロイトへの感謝』で語っている 12。 

11 『ルー・ザロメ著作集５』、以文社、1976 年、95-96 頁。 
12 同書、206-211 頁。 
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「スヴェルドロフスク」と空：ボリス･ルィジーの詩的空間について 1 

 

宮川 絹代 
 

１．はじめに 

「死んだ後、僕が素晴らしい詩人になったら / 僕についての記事のエピグラフに、ほら君に

この句を」（«когда после смерти я стану прекрасным поэтом, / для эпиграфа вот тебе 

строчка к статье про меня»）。そして、「僕」は次のようなエピグラフを用意する。 

 
Снег идет и пройдет, и наполнится небо огнями. 
Пусть на горы Урала опустятся эти огни.  
Я прошел по касательной, но не вразрез с небесами. 
В этой точке касания — и песни и слезы мои. 

 
雪が降り、降り止むだろう。そして空は灯で一杯になるだろう。 
ウラルの山々に、この灯が下りてくるがいい。 
僕は接線にそって通り過ぎたが、空に逆らいはしなかった。 
この接点に、僕の歌も涙もある。2 

 

ボリス･ルィジー（Борис Рыжий）（1974-2001）はこの詩を書いた数年後、26 歳の若さで

自ら命を絶つ。ルィジーの遺した詩的世界を語るとき、上の一節はまさにエピグラフに相応し

い。 

ルィジーは、1974 年 9 月 8 日、チェリャービンスクの地質学者の家に生まれる。1980 年、

一家はスヴェルドロフスク（後のエカテリンブルク）3に移り、ルィジーは最期までこの町を離

れることはない。14 歳で詩を書き始め、同じ頃、ジュニアボクシング大会でスヴェルドロフス

クのチャンピオンにもなっている。1991 年、スヴェルドロフスク鉱山大学に入学、結婚。2 年

後に息子が生まれる。1997 年にウラル鉱山アカデミーで地球物理学と地生態学を、2000 年に

はロシア科学アカデミーウラル支部の地球物理学研究所の大学院を修了し、ウラルとロシアの

地殻構造と地震活動度に関する 18 本の論文を発表している。 

表向きは地質学研究に携わりながら、ルィジーは詩人としての歩みを堅実に進めていく。ル

1 本稿は科学研究費補助金・基盤研究 B「辺境と異境－非中心におけるロシア文化の比較研究」

研究報告会（2010 年 1 月 24 日、北海道大学）での報告に手を加えたものである。報告会でい

ただいた貴重なご意見は、本稿で反映するに至っていないが、今後の研究に取り入れていきた

い。 
2 «Начинается снег. И навстречу движению снега...»（1998） 
3 1924 年から 1991 年 9 月 3 日までスヴェルドロフスク。ウラル地域の中心都市。 
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ィジーの詩はまず 1992 年、«Российская газета» に掲載され 4 、雑誌では 1993 年の 

«Уральский следопыт» での掲載を皮切りに、«Звезда»、«Урал»、«Знамя»、«Арион»、作

品集  «Urbi» で次々と発表される。詩のほかに、雑誌  «Урал» やエカテリンブルクの 

«Книжный клуб» 紙で文学欄も担当している。これまでに５冊の作品集 5が出版され、未発表

のものも含め 1300 以上の詩が残されているといわれており、英語、オランダ語、イタリア語、

ドイツ語の翻訳があるほか、歌詞としても用いられている 6。生前から評価は高く、1999 年、

アンチブッカー賞 7を受賞、2000 年、オランダで国際詩人祭に参加、 2001 年、北のパルミラ

賞 8受賞と、活躍が期待される中、北のパルミラ賞の授賞式を前に、2001 年 5 月 7 日、自殺す

る。 

オランダの映画監督 Aliona van der Horst のドキュメンタリー映画『ボリス・ルィジー』

（«Boris Ryzhy»）は、2008 年のアムステルダムの国際ドキュメンタリー映画祭でシルバーウ

ルフ賞を、2009 年のエジンバラ国際映画祭では最優秀ドキュメンタリー映画賞を獲得している。 

ルィジーの人物像や伝記、部分的な作品批評など、雑多な記事はすでに数多く発表されてい

る。詩人の最期が与えた衝撃が和らぐにつれ、その詩の宿す生命に人々の目はいっそう向けら

れていくだろう。今後はより深くその作品世界に分け入った研究が進められるに違いない。こ

こでは、一つの切り口の可能性を探るために、ルィジーの詩のトポスについて考えてみたい。 

 

２．二つのエカテリンブルク 

ルィジーの詩は、エカテリンブルクの街、空、雲、星、煙、街灯、映画館、工場、公園、酒、

墓地、葬式、殺人などのモチーフをちりばめて、死、愛、音楽、詩、詩人、記憶、家族、友な

どについて語る。絶望感、悲哀、時に皮肉を感じさせるその詩は、生活（«быт»）を語りつつ、

存在（«бытие»）について深く問いかけ、散文性と音楽性をともに備えて、説明し得ないもの

を詩的な大胆さをもって表現すると指摘される。 

詩の様式に関しては、ルィジー自身、かなり意識的に方向性を定めていたことが知られてい

る。親友で同郷の詩人オレグ･ドズモーロフとともに詩の条件を検討しており、そこでは、1930

4 «Облака пока не побледнели…», «Елизавет» ,«Воплощение в лес». 
5 И всё такое… СПб: Пушкинский фонд, 2000., На холодном ветру. СПб: Пушкинский 
фонд, 2001., Стихи. СПб: Пушкинский фонд, 2003., Оправдание жизни. Екатеринбург: 
У-Фактория, 2004., Типа песня. М.: Эксмо, 2006. 
6 オランダのロックグループ De Kift、エカテリンブルクのグループ Курара、セルゲイ・ニキ

ーチンなど。 
7 1995 年に Независимая газета 主催で、イギリス基盤のブッカー賞に対し、ロシアの文学賞

として設立された。2001 年に事実上打ち切られる。小説のみならず、詩や戯曲、批評、ノンフ

ィクションも含む 5 項目で授与される。 
8 1994 年に国際文化交流協会のペテルブルク支部によって設立された文学賞。散文、詩、批評、

出版業の 4 項目で授与される。 
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年代から 70 年代の詩学（Я.スメリャコーフ、В.ルゴフスキー、Б.スルツキー、Е.レインなど）

に基づいた散文化（俗語、口語の使用）、哀感、音楽性などとともに、時間と空間の具体化（実

在の地名や人名を用い、年齢、季節など時期を特定する）が重視される。そして、空間が特定

されるとき、幼少期を除いて生涯、ルィジーが住み続けたエカテリンブルクが、トポスとして

選択される。 

詩の中で語られるエカテリンブルクについて検討する前に、詩人ルィジーにとってのエカテ

リンブルクに触れておきたい。そのエカテリンブルクには二つの側面がある。一つは、文学業

におけるエカテリンブルク、もう一つは詩の創作におけるエカテリンブルクである。 

 

１）文学業 

まず、文学業という観点から言えば、エカテリンブルクはルィジーにとって魅力的な場所で

はなかった。ルィジーを個人的にも知るカザーリンは次のように述べている。「ボリスは、文学

に関しては故郷よりペテルブルクで成功していた。彼はエカテリンブルクでの成功は望んでい

なかった。（･･･）地方では、どんな文学界の風景もおもちゃのようで、手作りの素人じみたも

のだったためだろう」9。 

ルィジーは望みどおり、文化的中心地での名声を得る。けれども、都会での成功がエカテリ

ンブルクからの解放を意味するかというと、それはそうではなかった。むしろ、エカテリンブ

ルクという場所が、都会にとってエキゾチックで異質な辺境として認識されたことが、ルィジ

ーのキャリアに作用を及ぼしている。名が知られるようになって間もない頃のルィジーが、し

ばしばエセーニン的伝統の詩人と言われたのも、出身が地方都市だったからだろう。さらに、

ガンドレフスキーはルィジーの詩集の序文で次のようにも指摘する。「彼の詩には、不良たちが

はびこる辺境や荒れた郊外の、やくざ者の粋や浮浪者的なエキゾチックさがある。そして、概

してそうしたものはボリス・ルィジーに借りがあるのだ。何しろ、どこかの穴に自分を縛り付

けて、そこから言葉を発する誰か才能ある人がみつかるまでは、こうした各県の、各州の、各

地区の中心都市は、われわれの大多数にとって、心にも頭にも何も語りかけてこない行政上の

地域単位のままなのである。だれかが現れてはじめて、新しい場所が文化地図に現れ、生活は

どこにでもあるのだということをわれわれに思い出させてくれるのだ」10。エカテリンブルク

は文化的中心におけるルィジーの文学業を後押しし、またルィジーの成功はエカテリンブルク

の新たなイメージ創出にも一役買っていたと言える。 

9 Казарин Юрий  Поэт Борис Рыжий: постижение ужаса красоты // Оправдание 
жизни. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С.635. 
10 Гандлеский Сергей  Памяти Бориса Рыжего // На холодном ветру. СПб: 
Пушкинский фонд, 2001. С.6. 
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では、ルィジー自身はエカテリンブルクについてどのように語っているだろうか。都会は文

学におけるキャリアのための場である。そこでの成功は魅力的であった。けれども、クシネル

への手紙でルィジーは次のように述べている。「以前はエカテリンブルクに住むのは恐ろしいと

思っていたのですが、今になってペテルブルクのほうがもっと恐ろしいということが分かりま

した。（･･･）田舎では、ただ詩を作る人間でいることができますが、都会では演じなくてはな

りません。そして時にそれはばかげた芝居なのです」11。文化的中心都市に対するエキゾチッ

クな地方都市としてエカテリンブルクは、ルィジーが都会で演じなければならない「ばかげた

芝居」の一端を担っていたと言える。文化的中心地で文学業を営むには、必要以上に、辺境と

してのエカテリンブルクを背負わなくてはならない。 

 

２）創作 

ルィジーはエカテリンブルクにいるとき「ただ詩を作る人間」でいられると言う。そんな詩

人にとってのエカテリンブルクは、中心と対置される地方都市エカテリンブルクではない。こ

のエカテリンブルクのもう一つの側面が、詩人をそこに引き止める。ルィジーは次のように語

る。「僕は自分の町が好きです。（･･･）授業を抜け出して、リンゴが散らばった並木道で秋のに

おいのする煙草の吸殻を集める、この町の落ちこぼれが好きです。トランプのカードに印をつ

けたおかげで隣の席のやつから 25 ルーブル紙幣を勝ち取った、この町のろくでなしが好きで

す。食肉加工コンビナートや油脂コンビナートさえも含む工場が好きです。薄汚れた空が好き

です。僕は、同級生に恋をした若者として、いつもの対決で負けたやせこけたスポーツマンと

して、鉱山研究所の飲んだくれ学生として、自分の友達の友として、人民パトロール隊や警察

の敵として、この町が好きなのです。（･･･）『お前の町はどんなか？』という質問に、僕は『お

とぎの国のようで詩的だ！』と答えました。卑猥な罵言をはくコリツォヴォ空港の荷役労働者

に始まり、空の一番高いところまで。実に詩的です、実に。スヴェルドロフスク（古い言い方

ですみません）こそ、まさに詩です。スヴェルドロフスクは詩人が語る 4 行詩以上、7 行か 8

行の詩の抒情的空間です」12。 

これは、都会に対する異質のものとしてのエカテリンブルクではなく、中心と辺境という原

理から解放された、それ自体が詩的でありうる「スヴェルドロフスク」なのである。スヴェル

ドロフスクは 1991 年にエカテリンブルクと呼ばれるようになる。けれども、ルィジーはその

後もエカテリンブルクではなく、スヴェルドロフスクという地名をあえて用いることが多い。

「ただ詩を作る人間」にとってのエカテリンブルクは、モスクワやペテルブルクとともに地図

に刻まれる社会的行政地区としてのエカテリンブルク、歴史的エカテリンブルクではなく、自

11 Письмо 11 ноября 1997 // Оправдание жизни. С.510. 
12 Книжный клуб. 2001. №1 // Оправдание жизни. С.471-472. 
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分自身の生活（«быт»）と 存在（«бытие»）の場であり、それ自体が純粋な詩的空間として存

在する町「スヴェルドロフスク」なのである。 

文学業における成功とともに、ルィジーの前には、生活の場をエカテリンブルクから中心都

市へ、あるいは海外へ移すという選択肢が提示されるようになる。けれども、ルィジーはエカ

テリンブルクを去ろうとしない。国際詩人祭でオランダを訪れたときに記した『ロッテルダム

日記』で次のように語っている。「『まだしばらくエカテリンブルクに居座るつもりなのか？』

とレインが尋ねた。一年前、同じことを僕とオレグ･ドズモーロフにセルゲイ･ガンドレフスキ

ーが聞いてきた。（･･･）『スヴェルドロフスクは地獄だ！』セルゲイ･マルコヴィチは言った。

僕とオレグは、地獄だと賛成した。（･･･）『まだしばらくエカテリンブルクに居座るつもりなの

か？』僕は肩をすくめた。もし妻とうまくいけば、死ぬまでこのまま居座るだろう。だがもし

うまくいかなくなったら、どうして去ることができるだろうか？ スヴェルドロフスクで子ども

時代を過ごし、ここには友達もいる、この町の通りでは毎晩、何よりもおとぎ話の中のような

状況で死んだ親戚の故人たちの影が歩き回っている。スヴェルドロフスクの 20 番のバスルー

トには、後部座席の背中に、僕のイニシャル『Б.Р.』と傷がついたバスがまだ走っている。こ

れは僕のいたフトルチェルメート地区からエリザベート地区のイリーナのところに行くときの

ものだ」13。また、オランダを訪れた後のクシネルへの手紙では、「たくさんのことを考え、た

くさんのことがわかりましたが、一番大きいことは、ロシアがどんなであろうとも、決してど

こにも何のためでもロシアを去ることはないということです」14とも語る。「ロシアの別れは永

遠だ。 / ロシアの町は互いに / あまりにも遠く、 / 「さようなら」と囁くと、僕は身震いす

る。 / 思わず手が触れる / 彼女の手に。 / どの道も人生の長さ」（«В России расстаются 

навсегда. / В России друг от друга города / столь далеки, / что вздрагиваю я, шепнув 

«прощай». / Рукой своей касаюсь невзначай / ее руки. / Длиною в жизнь любая из 

дорог»）15という詩の一節がある。一つの町を去るということは、永遠の別れを意味する。ル

ィジーはロシアを去らず、そしてエカテリンブルクを去らない。たとえ「地獄」であろうとも、

それは詩的な「おとぎの国」なのだ。 

 

３）「スヴェルドロフスク在住、ロシア語詩人」 

 以上のように、ルィジーにとって、エカテリンブルクには二つの側面がある。そして、ルィ

ジーは、中心都市に対するエカテリンブルクと、それ自体が詩的である「スヴェルドロフスク」

が両立するところに、創作活動の場を築こうとしたと言えるだろう。あるインタビューで、次

13 Роттердамский дневник // Оправдание жизни. С.429. 
14 Письмо 14 июля 2000 // Оправдание жизни. С.511. 
15 «В России расстаются навсегда...»（1996） 
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のように語っている。「エカテリンブルクに一人も詩人がいなくなるとしたら、それがいいのか

悪いのか、わかりません。ただ一つ確かなことがあります。詩人が去ってしまった町は、その

上をへぼ文士がカラスのように飛びまわる墓場に変わります」16。「ただ詩を作る人間」として

のルィジーにとって、エカテリンブルクは詩的空間となる。けれども、確かな詩によって語ら

れなければ、墓場と化してしまうのだ。エカテリンブルクが詩的空間として存在するためには、

その町を語る詩が他の詩と拮抗し、文化の中心において広く認められなければならない。詩人

によって語られる詩的空間としてのエカテリンブルクは、その外部の世界に晒されてはじめて

存続しうるのである。 

「ルィジーの詩は無条件にまさに地方を征服しえた。（･･･）そんなことが起こったのは、わ

れわれがボリスのことを紛れもなくロシアの天才として語るのと同じ理由による」17と言われ

る。ルィジーの詩の語り手は、自らを「スヴェルドロフスク在住だが、ロシア語詩人」（«В 

Свердловске живущий, но русскоязычный поэт»）と呼ぶ。「スヴェルドロフスク在住」と

「ロシア語詩人」を繋ぐ «но» が注意を引く。ここで対置されているのはスヴェルドロフスク

とロシアだけではない。そこにはもう一つ、「住んでいる」（«живущий»）と「詩人」（«поэт»）、

つまり生活（«быт»）と存在（«бытие»）という対照性が潜んでいる。どちらか一方だけではル

ィジーの詩は成り立たない。そして、ルィジーの詩を語るにも、「スヴェルドロフスク」とロシ

ア、あるいはより広い詩的文化との両方の視点が求められるだろう。 

 

３．詩的空間としてのエカテリンブルク、すなわち「スヴェルドロフスク」 

ここからは、ルィジーの詩に焦点を当てる。「スヴェルドロフスク」について語ることが、死

の本質や詩人の存在を問うことにも結びつく、その特徴をみてみたい。 

 

１）「スヴェルドロフスク」という町 

詩の中では、エカテリンブルクはどのように語られているのだろうか。 
 

Зависло солнце над заводами,  
и стали черными березы.  
...Я жил тут, пользуясь свободами  
на смерть, на осень и на слезы. 
 
Спецухи, тюрьмы, общежития,  
хрущевки красные, бараки,  
сплошные случаи, события,  
убийства, хулиганства, драки. 
 

16 Книжный клуб. 2001. №8 // Оправдание жизни. С.481. 
17 Гундарин Михаил  Борис Рыжий: домой с небес // Знамя. 2003. №4. 
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Пройдут по ребрам арматурою  
и, выйдя из реанимаций,  
до самой смерти ходят хмурые  
и водку пьют в тени акаций. 
 
Какие люди, боже праведный,  
сидят на корточках в подъезде — 
нет ничего на свете правильней  
их пониманья дружбы, чести. 

 
（･･･） 

 
工場の上に太陽がかかり、 
そして白樺は黒くなった。 
･･･僕はそこに住んでいた、死や秋、 
そして涙の自由を味わいつつ。 

 
作業服、監獄、共同宿舎、 
赤いフルシチョフカ 18、バラック、 
どこもかしこも事件、一大事 
殺人、暴力、殴り合い。 

 
肋骨に鉄骨が突き刺さり、 
人工蘇生を乗り切っては、 
死の寸前まで陰気な顔して 
アカシアの木の陰でウォッカを飲んでいる。 

 
そんな人たちが、義なる神よ、 
玄関口にしゃがんでる― 
彼らが考える友情や誇りよりも 
正しいものは世の中に何もない。 

 
（･･･）19 

 

殺人、暴力、殴り合い。｢地獄｣とは呼びえても、「おとぎの国」とはかけ離れた世界である。

映画『ボリス･ルィジー』のなかで、オレグ･ドズモーロフやルィジーの妻が語っているが、彼

らの世代は若くして死んだものが多い。1991 年のソ連崩壊の年がルィジーの高校卒業の年に当

たる。ペレストロイカがなければ、当然工場で働いていたはずの若者たちは、みな犯罪者にな

ってしまったと、ドズモーロフは語る。ペレストロイカ後の貧富の差から、多くの犯罪が生ま

れ、殺人が日常茶飯事だった、そんな町がルィジーの詩の中でも語られている。 

次にエカテリンブルクが記憶と結びついた詩を挙げたい。 

 

18 定型団地。 
19 «Зависло солнце над заводами...»（1996） 
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Так гранит покрывается наледью, 
и стоят на земле холода — 
этот город, покрывшийся памятью, 
я покинуть хочу навсегда. 
Будет теплое пиво вокзальное, 
будет облако над головой, 
будет музыка очень печальная — 
я навеки прощаюсь с тобой. 
Больше неба, тепла, человечности. 
Больше черного горя, поэт. 
Ни к чему разговоры о вечности, 
а точнее, о том, чего нет. 

 
（･･･） 

 
Я родился — доселе не верится — 
в лабиринте фабричных дворов 
в той стране голубиной, что делится 
тыщу лет на ментов и воров. 
Потому уменьшительных суффиксов 
не люблю, и когда постучат 
и попросят с улыбкою уксуса, 
я исполню желанье ребят. 
Отвращенье домашние кофточки, 
полки книжные, фото отца 
вызывают у тех, кто, на корточки 
сев, умеет сидеть до конца. 

 
Свалка памяти: разное, разное. 
Как сказал тот, кто умер уже, 
безобразное — это прекрасное,  
что не может вместиться в душе. 
Слишком много всего не вмещается. 
На вокзале стоят поезда — 
ну, пора. Мальчик с мамой прощается. 
Знать, забрили болезного. "Да 
ты пиши хоть, сынуль, мы волнуемся". 
На прощанье страшнее рассвет, 
чем закат. Ну, давай поцелуемся! 
Больше черного горя, поэт. 

 
こうして花崗岩の表面を氷が覆い、 
大地の上に寒気が漂う― 
記憶に覆われたこの町を、 
僕は永遠に後にしたい。 
駅にはぬるいビールがあるだろう、 
頭の上には雲があるだろう、 
とても哀しい音楽があるだろう― 
僕は君に永遠の別れを告げる。 
空を、温もりを、人間らしさをもっと。 
暗い悲しみをもっと、詩人よ。 
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永遠についての話は意味がない、 
つまり、ないものについての話は。 

 
（･･･） 
 

僕は生まれた―いまだに信じられないのだが― 
工場労働者の住宅が入り組む迷路で 
千年間、警官と泥棒に 
分類されてきた、かの温和な国で。 
だから、指小接尾辞は 
好きじゃない、そしてノックされ、 
笑顔で酢を頼まれたときには、 
僕は連中の望みを聞いてやるだろう。 
家用の上着、本棚、 
父親の写真は、しゃがんで、 
最後までそのままでいられる連中に、 
嫌悪を呼び起こす。 

 
記憶の山：様々なもの、様々なもの。 
もう死んでしまった人が言っていた、 
醜悪なものは、素晴らしいもの、 
心に収まりきれないものだと。 
入りきれないものがあまりにも多い。 
駅には列車が着いている― 
そろそろ時間だ。少年はママに別れを告げる。 
どうやら哀れな子は髪を剃られたようだ 20。「ね、 
息子よ、手紙ぐらい書きなさい、こっちでは心配しているのよ」 
別れは、夕暮れより夜明けのほうが 
恐ろしい。さあ、キスをして！ 
暗い悲しみをもっと、詩人よ。21 

 

「空を、温もりを、人間らしさをもっと。暗い悲しみをもっと」求めて、「僕」は「記憶に覆

われた町」を去っていく。故郷は「記憶の山」である。それは、「醜悪なもの」の山かもしれな

いが、それこそ「素晴らしいもの」で、「心に収まりきれない」ほど大きい。もっと大きなもの

を求めて、そのような町を去る詩人は、徴兵される少年と重なり、ただより大きな暗い悲しみ

の方へと向うかのようである。 

次の詩は、アンチブッカー賞受賞のきっかけとなった 1999 年の «Знамя» No4 に「スヴェ

ルドロフスクから愛を込めて」（«From Sverdlovsk with love»）と題して掲載された詩の一つ

である。 

 
Приобретут всеевропейский лоск 
слова трансазиатского поэта, 

20 「徴兵される」の意。 
21 «Так гранит покрывается наледью...»（1997） 
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я позабуду сказочный Свердловск 
и школьный двор в районе Вторчермета. 

 
Но где бы мне ни выпало остыть, 
в Париже знойном, Лондоне промозглом, 
мой жалкий прах советую зарыть  
на безымянном кладбище свердловском. 

 
Не в плане не лишённой красоты, 
но вычурной и артистичной позы, 
а потому что там мои кенты, 
их профили на мраморе и розы. 

 
На купоросных голубых снегах, 
закончившие ШРМ на тройки, 
они запнулись с медью в черепах 
как первые солдаты перестройки. 

 
Пусть Вторчермет гудит своей трубой. 
Пластполимер пускай свистит протяжно. 
А женщина, что не была со мной, 
альбом откроет и закурит важно. 

 
Она откроет голубой альбом, 
где лица наши будущим согреты, 
где живы мы, в альбоме голубом, 
земная шваль: бандиты и поэты. 

 
全ヨーロッパに照り輝くだろう 
アジア横断詩人の言葉、 
俺はおとぎの国スヴェルドロフスクを、 
フトルチェルメート 22地区の学校の中庭を忘れるだろう。 

 
けれども、どこで俺が冷たくなることになろうとも、 
焼け付くパリでも、湿り凍えるロンドンでも、 
惨めな俺の遺骨はスヴェルドロフスクの 
名もない墓地に葬ってくれるがいい。 

 
要は、美は損なわれていないが、 
見掛けが凝っていて洒落ているという点ではなく、 
あそこには俺のダチがいるからだ 
大理石に刻まれたやつらの横顔とバラがあるからだ。 

 
硫酸塩のように青い雪の上で、 
青年労働者学校を可で終えた 
あいつらは頭蓋の中に銅をうずめて躓いた、 
ペレストロイカの最初の兵士のように。 

 
フトルチェルメートはラッパをうならせればいい。 

22 エカテリンブルクの金属加工会社。 
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プラストポリメル 23は延々とヒューヒュー吹き鳴らせばいい。 
そして俺と付き合っていなかった女は、 
アルバムを開き、重々しく煙草に火をつけるだろう。 

  
彼女は空色のアルバムを開くだろう、 
その中では俺たちの顔は未来に熱くなり、 
その中では俺たちは生きている、空色のアルバムの中で、 
地上のくず、ならず者たちと詩人たちは。24 

 
｢スヴェルドロフスク｣での過去は墓地とアルバムに記録されている。そこには数多くの死だ

けでなく、生もまた刻まれている。ルィジーのエカテリンブルクの二つの側面について、一方

には文学業が、もう一方には生活と存在が関わっていると述べた。こうした二つの領域は、こ

の詩にも現れている。一方には、文学における名声である全ヨーロッパでの表面的な輝き

（«лоск»）、および「美は損なわれていないが、見掛けが凝っていて洒落ている」墓地がある。

そしてもう一方の「スヴェルドロフスク」には、仲間が葬られた「名もない墓地」があり、死

とともに、生活と存在、つまり生も記憶としてとどめられている 25。 

このように、ルィジーの詩では「スヴェルドロフスク」は美化されることなく、しかし「素

晴らしいもの」が存在する町として語られている。 

  

２）詩人による町の創造 

ルィジーの詩の語り手が「スヴェルドロフスク」を語るとき、それは、ただ語り手が町の風

景を語るのではない。 
 

Городок, что я выдумал и заселил человеками, 
городок, над которым я лично пустил облака, 
барахлит, ибо жил, руководствуясь некими 
соображениями, якобы жизнь коротка. 

 
（･･･） 

 
Виноват, господа, не учёл, но она продолжается, 
всё к чертям полетело, а что называется мной, 
то идёт по осенней аллее, и ветер свистит-надрывается, 
и клубится листва за моею спиной. 

 
僕が考え出して人間たちを住まわせた小さな町、 
僕が自らその上に雲を放った小さな町は 
ぼろぼろだ、なぜなら、人生は短いかのような、 

23 プラスチック製品の製造、販売を行うエカテリンブルクの企業。 
24 «Приобретут всеевропейский лоск...»（1998） 
25 華やかな外の世界に対する、詩的空間としての故郷は、ロシアに広げられて語られることも

ある（«Америка Квентина Тарантино»（1997））。 
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想像に任せて、生きていたから。 
 

（･･･） 
 

悪いな、みんな、考えてなかったんだ、でも人生は続く、 
何もかも失敗したが、僕と名づけられたものは、 
秋の並木道を行き、風はびゅーびゅー叫んでいる、 
そして僕の背中の後ろで葉が舞っている。26 

 

ここでは語り手による町の創造が語られている。語り手は、既存の町を語るのではなく、語

ることによって、町を創り出すのだ。 

ルィジーの語り手は詩人であることが多い。1998 年頃までの詩では、詩人や不良が登場人物

的語り手（いわゆる叙情的主人公 «лирический герой»）として登場していたが、次第にルィ

ジーは、詩人である自分と語り手との一致（«автогерой»）を目指すようになる。この詩が書か

れた頃には、すでに語り手は詩人 27であると考えてよい。つまり、この詩では、町は、詩人で

ある語り手によって、詩的空間として存在すべく生み出されるのである。 

Трубач и осень（1994）という詩では、町を生むものが音楽と呼ばれる。 
 

（･･･） 
Я сказал: посмотри, как он низко берет, 

и из музыки город встает. 
Арки, лестницы, лица, дома и мосты — 

неужели не чувствуешь ты? 
 

Ты сказала: я чувствую город в груди — 
арки, люди, дома и дожди. 

Ты сказала: как только он кончит играть, 
все исчезнет, исчезнет опять. 

О, скажи мне, зачем я его не держал, 
не просил, чтоб он дальше играл? 

И трубач удалялся — печален, как слон. 
 

（･･･） 
 
Но настало туманное утро, и вдруг 

все бесформенным стало вокруг — 
арки, лестницы, лица, дома и мосты. 

И дожди, и речные цветы. 
Это таял наш город и тек по рукам — 

навсегда, навсегда — по щекам. 
  

（･･･） 

26 «Городок, что я выдумал и заселил человеками...»（2000-2001） 
27 つまり、ルィジー自身ということになるが、作者と語り手の関係については議論が必要であ

るので、ここでは、語り手が詩人であるということにのみ着目する。 
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僕は言った：ご覧、なんて低いところで持っているんだ 28、 
  音楽から町が浮かび上がるよ。 
アーチ、階段、顔、家に橋― 

まさか君は感じないのかい？ 
 

君は言った：胸に町を感じるわ― 
  アーチ、人々、家に雨。 
君は言った：彼が弾き終えてしまえば、すぐに 

すべては消えてしまうわ、また消えてしまうわ。 
ああ、教えてくれ、なぜ僕は彼を引き止めなかったのか、 

そしてもっと弾いてくれるように頼まなかったのか？ 
そして、ラッパ吹きは離れていった―象のように哀しげに。 

 
（･･･） 

 
けれど、もやのかかった朝が来て、突然 

あたりはすべてかたちを失った― 
アーチ、階段、顔、家に橋。 

そして雨も、川辺の花も。 
これは僕らの町が溶け、手を伝って流れてしまったのだ― 

 永遠に、永遠に―頬を伝って。 
 

音楽から町が生まれ、音楽が終われば、町も消えてしまう。ルィジーにとっての音楽は「生

と詩の基盤をなす存在論的な本質である」29と言われる。実際に極めて多くの詩に音楽という

モチーフが現れていることからも、その重要性は明らかである。 

このように、町は音楽家や詩人によって生み出されるのだが、ここには非常に興味深い相互

関係が潜んでいる。町は音楽家や詩人によって一方的に創造されるものではないのである。ル

ィジーの詩の語り手は、音楽家になることや詩人になることについて頻繁に語る。その際、し

ばしば音楽家や詩人にはなっていないという前提で語る。 

例えば、音楽家になることが仮定として語られている詩を挙げる。 

 
Над саквояжем в черной арке 
всю ночь трубил саксофонист, 
Бродяга на скамейке в парке 
спал, постелив газетный лист. 

 
Я тоже стану музыкантом 
и буду, если не умру, 
в рубашке белой с синим бантом 
играть ночами на ветру. 

 
Чтоб, улыбаясь, спал пропойца 

28 「ラッパを持っている」ということ。 
29 Казарин Юрий  Оправдание жизни. С.558. 
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под небом, выпитым до дна, — 
спи, ни о чем не беспокойся, 
есть только музыка одна. 

 
黒いアーチ門の下で旅行かばんの上に乗り 
サックス吹きが一晩中、演奏していた。 
公園のベンチではごろつきが 
新聞紙を敷いて、眠っていた。 

 
僕も音楽家になろう 
そして、もし死ななければ、 
青いリボンの白いシャツを着て 
毎晩、風の中で演奏するだろう。 

 
飲んだくれが微笑みながら眠れるように、 
底まで飲み干した空の下で― 
眠れ、何も心配しないで、 
あるのはただ音楽だけだ。30 

  

音楽家は、飲んだくれの町を音楽で満たす、そんな存在である。続いて、詩人になることに

ついて語られている詩をみたい。 

 
По родительским по́льтам пройдясь, нашкуляв на «Памир» 

    и «Памир» «для отца» покупая в газетном киоске, 
    я уже понимал, как затейлив и сказочен мир. 
    И когда бы поэты могли нарождаться в Свердловске, 
    я бы точно родился поэтом: завел бы тетрадь, 
    стал бы книжки читать, а не «грушу» метелить в спортзале. 
    Похоронные трубы не переставали играть, — 
    постоянно в квартале над кем-то рыдали, рыдали. 
    Плыли дымы из труб и летели кругом облака. 
    Длинноногие школьницы в школу бежали по лужам. 
    Описав бы все это, с «Памиром» в пальцах на века 
    в черной бронзе застыть над Свердловском, да нафиг я нужен. 
    Ибо где те застранцы, чтоб походя салютовать, — 
    к горсовету спиною, глазами ко мне и рассвету? 
    Остается не думать, как тот генерал, а «Памир» надорвать 
    да исчезнуть к чертям, раскурив на ветру сигарету. 
 
  親のコートを探っては、「パミール」31代を集め、 
  「父親のために」新聞スタンドで「パミール」を買ったとき、 
  僕はもう、世界がいかに味わい深く、おとぎの国のようかを理解していた。 
  そしてスヴェルドロフスクに詩人が生まれることがあるなら、 
  僕は必ず詩人に生まれるだろう：ノートを買って、 
  本を読んで、体育館でサンドバッグを叩き飛ばすことはなかったろう。 
  葬式のラッパは鳴り止もうとはしなかった― 

30 «Над саквояжем в черной арке...»（1997） 
31 たばこの銘柄。 
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  街角ではいつも誰かのために涙を流し、号泣していた。 
  ラッパから煙が泳ぎ出、周りは雲が流れていた。 
  足の長い女子生徒たちが水溜りの中を学校に走っていった。 
  これを全部、書きつらねた後、「パミール」をつまんで永遠に 
  スヴェルドロフスクを見下ろしながら黒い銅像になって立ち尽くすなんて、僕はごめんだ。 
  だって、通りがかりに敬意を示すクソヤロウがどこにいるのさ― 
  市ソヴィエトに背を向けて、僕と夜明けの空に顔を向けるなんて？ 
  あの将校のように、考えないでいることさ、「パミール」の箱を破り、 

 そして失せて消えるさ、風のなか、煙草をくゆらして。32 
 

詩人になることは、町に溢れる出来事を断片的であれ語ること、語ることによって詩的空間

としての町を生み出すことといえるが、これらの詩で、音楽家や詩人になることは仮定にしか

すぎない。しかし、読者の前には詩が成立している。つまり、成立している詩のテクストに対

して、語られる町と詩人はともに、生成するもの、生まれる可能性を持つもの、潜在的存在な

のである。町は音楽家や詩人によって生まれる。それと同時に、詩人も町を語ることによって

生まれる。町と詩人は相互に創造しあう。これが町と詩人の関係である。 

 

３）音楽と空 

次に、音楽とともに語られる空に注目したい。空と音楽は、エカテリンブルクのイメージと

ともに、頻繁に繰り返されるモチーフである。エカテリンブルクは「卑猥な罵言をはくコリツ

ォヴォ空港の荷役労働者に始まり、空の一番高いところまで」詩的だとルィジーは語っていた

が、その詩的空間には実際に「狭いトポスと空という青い果てに現れるコスモス」33がともに

存在する。雲や星のイメージも含む空と音楽は、エカテリンブルクという具体的なトポスとと

もに、ルィジーの詩の空間を成す重要な要素なのである。 

例えば、次の詩は、ルィジーの他の詩にもしばしば現れる空や雲の空間的イメージが、とて

もよく現れている。ルィジーの詩で語られる町の上には、静かに空が存在する。それは多様な

変化を見せる空ではなく、どんなときも存在する空である。   

 
Над домами, домами, домами 
голубые висят облака —  
вот они и останутся с нами 
на века, на века, на века. 
 
Только пар, только белое в синем 
над громадами каменных плит… 
Никогда, никуда мы не сгинем, 
Мы прочней и нежней, чем гранит. 

32  «По родительским польтам пройдясь...»（1999） 
33 Казарин Юрий  Оправдание жизни. С.636-637. 
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Пусть разрушатся наши скорлупы, 
геометрия жизни земной —  
оглянись, поцелуй меня в губы, 
дай мне руку, останься со мной. 

 
А когда мы друг друга покинем, 
ты на крыльях своих унеси 
только пар, только белое в синем, 
голубое и белое в си… 

 
家の、家の、家の上 
空色の雲がぶら下がっている― 
ほら、あの雲も、僕らと残っているさ 
ずっと、ずっと、ずっと。 

 
蒸気だけが、青の中の白だけが、 
巨大な岩盤の上にある･･･ 
決してどこにも僕らは消え失せることはない、 
僕らは花崗岩よりも固くて柔らかい。 

 
たとえ僕らの殻が、地上の生の幾何学が、 
壊れようとも― 
振り返って、僕の唇にキスしてくれ、 
僕に手を差し出して、僕と残っていてくれ。 

 
でも僕らが互いを離れるときには、 
君は自分の羽で持ち去るんだ 
蒸気だけを、青の中の白だけを、 
空色と白、あ･･･のなかの。34 

 

ある詩には「雲がなければ、僕に救いはない」（«нету облака — и мне спасенья нет»）35

という一節があるほど、空という広がりは大きな位置を占めている。  

そして、「空では永遠の音楽が作られた―死ぬべき言葉に代わって」（«В небесах музыка 

сочинялась / вечная — на смертные слова» ）36という一節に空と音楽の関係は明らかであ

る。次の詩でも、言葉に代わって音楽が始まり、雲の下で音楽に満たされる。 

 
Прошел запой, а мир не изменился,  
пришла музыка, кончились слова.  
Один мотив с другим мотивом слился.  
(Весьма амбициозная строфа.) 

 
... а может быть, совсем не надо слов  

34 «Над домами, домами, домами...»（1996） 
35 «Вот дворник крохотный в провинции печальной...»（1997） 
36 «В номере гостиничном, скрипучем...»（1997） 
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для вот таких — каких таких? — ослов... 
 

Под сине-голубыми облаками  
стою и тупо развожу руками,  
весь музыкою полон до краев. 

 
酒盛りは終わった、でも世界は変わらなかった、 
音楽が始まり、言葉が終わった。 
一つのモチーフが別のモチーフと混ざり合った。 
（全く野心的な一節だ。） 

  
･･･それに、もしかしたら、コトバは全く要らない 
ほらあんな―あんなとはどんな？―ロバたちにとって･･･ 

 
空色の青い雲の下に 
立ち、ぼんやりと両手を広げる、 
全身隅々まで音楽で満ちる。37 

 
町や詩人すら生みうる音楽は、空のある空間に響く。町、詩人、音楽、空、これらはみな互

いに結びついている。 

 

４）散文と詩 

ところで、上で見たとおり、言葉と音楽は対置されている。別の詩では「欲しいのは音楽で、

文学ではない」（«Хотелось музыки, а не литературы»）38ともいう。しかし、これは言葉に

よる詩の否定ではないことに注意しなくてはならない。音楽とは詩の本質である。では、ただ

の言葉とは異なる、音楽と呼ばれる詩とはどのようなものなのだろうか。すでに文学研究の注

目を集めている詩の一つを取り上げ、考えてみたい。 

 
Жизнь — суть поэзия, а смерть — сплошная проза. 
...Предельно-траурна братва у труповоза. 
Пол-облака висит над головами. Гроб 
вытаскивают — блеск — и восстановлен лоб, 
что в офисе ему разбили арматурой. 
Стою, взволнованный пеоном и цезурой! 

 
生―それは詩、死―それは全くの散文だ。 
･･･霊柩車を囲む仲間は極めて痛ましい。 
頭の上には千切れ雲がかかっている。棺を 
引き出している―輝き―額は元どおりになっている、 
事務室で鉄骨で砕かれたのだ。 
一長三短格 39と行間休止に動揺して、僕は立っている！40 

37 «Прошел запой, а мир не изменился...»（1999） 
38 «...Хотелось музыки, а не литературы...»（1996） 
39 四音節のうち一音節が長く、三音節が短い。長短格、あるいは短長格が一対になり、アクセ
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 ここで「一長三短格と行間休止に動揺して」とはどういうことなのだろうか。一長三短格と

行間休止は一行目と四行目に確認できる。一行目に関して、カザーリンは、「生―それは詩」

の行間休止に死を読みとることができるとし、生から死、死から生の移行があると言う 41。あ

るいは、シャイタノフは、一行目を一長三短格のアクセントで読むと、「詩、死、散文」が強調

されることを指摘する 42。それぞれ、興味深い解釈であるが、そうした韻律と「僕」の「動揺」

との関係はどこにあるのかが明らかでない。そこで、一行目のほかに、四行目の「（棺を）引き

出している―輝き―額は元どおりになっている」部分に注目し、ここに「僕」の動揺を捉え

てみたい。「（棺を）引き出している」、「額は元どおりになっている」というのは、散文的死で

あるが、詩のテクストでは、そこに行間休止を入れ、「輝き」という一語を挿入することができ

る。そこに詩的生が現れるのではないか。シャイタノフは「詩人が動揺しているのは、起こっ

たことではなく、書かれたことについてだ」43と述べているが、むしろ、その二つのものの間

で、つまり散文的死という「起こったこと」と、詩的生という「書かれたこと」とによって、

「僕」は動揺しているのではないだろうか。そして、そのような詩的生を与えるものが音楽と

呼ばれるものなのだ。 

 
Ангел, лицо озарив, зажёг 

маленький огонёк, 
лампу мощностью в десять ватт — 

и полетел назад. 
Спят инженеры, банкиры спят. 

Даже менты, и те — 
разве уместно ловить ребят 

в эдакой темноте? 
Разве позволит чертить чертёж 

эдакий тусклый свет? 
Только убийца готовит нож. 

Только не спит поэт: 
рцы слово твердо укъ ферт44.  

Ночь, как любовь, чиста. 
Три составляющих жизни: смерть, 

поэзия и звезда. 
   

天使は、顔を照らし、 
    小さな火を灯した、 

ントを一つ落としたものとして用いられることもある。 
40 «Жизнь — суть поэзия, а смерть — сплошная проза...»（1998） 
41 Казарин Юрий  Оправдание жизни. С.671. 
42 Шайтанов Игорь  Борис Рыжий: последний советский поэт? // Арион. 2005. №3. 
43 Там же. 
44 ロシア語のアルファベット Р, С, Т, У, Ф の旧称。 
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10 ワットのランプだ― 
  そして飛んで戻っていった。 
技師たちは眠っている、銀行家たちも眠っている。 
  民警さえも、それから、あの― 
こんな暗闇で、やつらを捕まえるのが 
  はたして適切なのか？ 
こんな薄明かりで、図面を描くことが 
  はたして可能なのか？ 
人殺しだけがナイフの準備をしている。 
  眠っていないのは詩人だけだ： 
言え、言葉を、確かに、主義、実行。 
  夜は愛のように純粋だ。 
生を構成する三つのもの：死、 

    詩、そして星。45 
 

上に引用した詩でも明らかなように、ルィジーのエカテリンブルク、つまり「スヴェルドロ

フスク」は、散文的出来事に溢れている。そこに音楽がなければ、それは「死ぬべき言葉」に

よるただの文学になり、「スヴェルドロフスク」は、「へぼ文士が飛びまわる墓場」になってし

まう。それを詩的空間として作り上げるのが詩人なのであり、ルィジーが「おとぎの国」と呼

ぶ詩のトポスは、犯罪のはびこる散文的エカテリンブルクと、音楽が生まれる空とによって構

成される。 

 

５）「国内亡命」 

ルィジーはエカテリンブルクを去ることなく、エカテリンブルクの日常を語る詩を書き続け

た。けれども、ルィジーの詩の語り手は、故郷と空間的断絶にある亡命詩人らに自らを重ね合

わせることも多かった。 

 

45 «Ангел, лицо озарив, зажег...»（1996） 
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Иванов тютчевские строки 
раскрасил ярко и красиво. 
Мы так с тобою одиноки — 
но, слава богу, мы в России. 

 
Он жил и умирал в Париже. 
Но, Родину не покидая, 
и мы с тобой умрём не ближе — 
как это грустно, дорогая. 

 
イワーノフはチュッチェフの詩に 
鮮やかに美しく色付けした。 
君と僕はこんなに孤独だ― 
けれども、ありがたいことに、僕らはロシアにいる。 

  
彼はパリで生活し死んだ。 
けれども、祖国を捨てずに、 
君と僕ももっと近くで死ぬわけじゃない― 
なんて哀しいことだろう、愛しい人よ。46 

 

ここにはいくつかの断絶がある。イワーノフの断絶は、ロシアとの物理的な断絶である。ロシア

にいる「僕」には「君」のそばで死ねない孤独がある。ロシアにいることは、「僕」の孤独をぬぐ

ってはくれない。タイトルは『ロシア詩についての詩』である。イワーノフのロシアとの断絶、「僕」

と「君」との断絶が語られる中で、唯一、繋ぎとめられているものがあるとしたら、それは詩にお

ける結びつきであろう。 
次のような散文の一節がある。「僕はしゃべるのだが、誰も聞いていない。ここではみなしばら

く前から耳が聞こえなくなっている」47と語られた後、「『おい、乞食、ゲオルギー･イワーノフの

三巻の作品集を買う金をくれ。』彼がパリで感じていたことを僕は祖国で感じている。もちろん、

絶対的にパリのほうがスヴェルドロフスクよりも強く感じられるのだけれど」48とある。これにつ

いて「国内亡命」49と指摘される。「国内亡命」というこの表現を借りるならば、エカテリンブル

クにいながらの「亡命」先は詩的空間であり、それが詩の中の「スヴェルドロフスク」だったと言

えるだろう。 
ところで、詩的伝統のシンボルとして、やはり空という空間にある星が用いられることが多いこ

とも指摘できる（「どこで飲もうと―僕らに向って輝いていたのは / ただツァールスコエ･セロー

の星だ。/ どこに僕らが住んでいようと、永遠に！」（«где б мы ни пили — нам светила / лишь 
царскосельская звезда. / Где б мы ни жили, навсегда!»）50）。 
『ヨーロッパの夜』（Европейская ночь（1997））という詩がある。 
 

46 Стихи о русской поэзии（1995） 
47 Над рекой // Оправдание жизни. С.384. 
48 Там же. С.384-385. 
49 Высокосов Андрей  Поэт Борис Рыжий // Крешатик. 2007. №4. 
50 Царское село（1996） 
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Трущоб Парижских горечь, 
   неоновый рассвет: 

Иванов, Адамович 
и даже мэт(ы)р Бунин, 

а Ходасевич — нет. 
   Спроси, о чём тут речь? 

Тут речь о том, что будем 
   мы нашу честь беречь.  
 

パリのスラム街の悲哀、 
    ネオンの夜明け： 
イワーノフ、アダモーヴィチ 

      そしてブーニン先生も、 
でもホダセーヴィチは違う。 

      これが何の話だか、尋ねてごらん。 
ここで言っているのは、僕らは 

      僕らの誇りを守るということだ。 
 
タイトルは、最後を『星』という詩で飾るホダセーヴィチの詩集『ヨーロッパの夜』

（«Европейская ночь»（1922-1927））から取ったものだろう 51。亡命詩人たちのパリのスラム街、

ネオンといった「ヨーロッパの夜」の悲哀は、エカテリンブルクの悲哀と呼応する。エカテリンブ

ルクを去ることなく、エカテリンブルクを語っているにもかかわらず、詩的空間「スヴェルドロフ

スク」とただのエカテリンブルクとの間には断絶がある。詩的空間としての「スヴェルドロフスク」

は生活と存在をともに内包している。けれども、生活の場でしかないエカテリンブルクは、決して

詩的空間とはなりえない。ルィジーの詩は、エカテリンブルクの日常生活を語りながら、空に生ま

れる音楽という存在の本質を追い求めていたのである。 
 

４．おわりに 
「スヴェルドロフスク」が詩的空間として存在するためには詩人が語らなければならない。ルィ

ジーは、詩人の役割について、アンチブッカー賞受賞の際のスピーチで次のように述べている。「ウ

ラジスラフ･ホダセーヴィチは、いつだったか、詩人は、それが好ましいものであろうとなかろう

と、時代の音楽を聞かねばならないといっていました。これこそ、天使の歌です。ただ時代が多様

であれば、天使の歌声も多様であるのです。この歌は人間の生を正当化するものです。その人生が

裁判官の視点から見たらどのようなものであったとしてもです。大哲学者レフ･シェストフが言っ

たように、裁判官は、詩人にとってはいつも、裁かれるものの役割を担うのです」52。また、同時

期に別のインタビューでも「詩人は人生に対して、弁護士であるべきであって、裁判官であるべき

ではない」53と述べている。「90 パーセントの住民がかつて受刑者だった家」54に住んでいたとい

うルィジーがこのように語るとき、「詩人＝弁護士」という使命の重さは計り知れない。 

51 ホダセーヴィチの詩においても、音楽や星は重要なモチーフであり、ルィジーにとって重要な

詩人の一人であったホダセーヴィチとの詩における対話は、今後検証される必要がある。 
52 Антибукерские речи // Независимая газета. 25 января 2000. 
53 Областная газета. 27 января 2000. 
54 Независимая газета. 15 марта 2000. 
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いずれにせよ、大雑把な言い方ではあるが、エカテリンブルクで日常的に繰りひろげられる散文

的出来事から、音楽に満ちた詩的空間を作り出す、それがルィジーの創作活動のテーマでもあり、

また結果でもあったといえるだろう。ルィジーの詩的空間は、「スヴェルドロフスク」を離れない。

最初に挙げた詩にあるとおり、ウラルの山、そしてそこにある町と、空との接点を語ることで生み

出されたのが、ルィジーの詩の詩的空間「スヴェルドロフスク」である。町には、散文的日常が存

在する。それを見つめ、嫌悪し、また愛しながら、同時に空を見上げる。そこに生まれるのがルィ

ジーの詩である。 
 本稿は、エカテリンブルクという観点から、ルィジーという詩人を紹介することを重視し、詳し

い分析や議論には至っていない。今後、テクストの研究は言うまでもなく、ロシア詩の伝統との関

係（レールモントフ、アンネンスキー、ゲオルギー・イワーノフ、ホダセーヴィチ、パステルナー

ク、マンデリシターム、ブローク、ブロツキー、ザボロツキーなど）、20 世紀末の歴史的コンテク

ストを取り入れた議論など、様々な研究の展開が可能だろう。 
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周縁の周縁の中央 
空間的ヒエラルヒーと建築の辺境性（1） 

 
井澗裕 

【はじめに】 
 2008 年 5 月 6～7 日、ロシア国立サハリン総合大学において「サハリン：植民地化の歴史的

な経験」と題する国際シンポジウムが日ロの歴史研究者を集めて開催された 1。歴史経済学部

長ヴィソコフ教授による「サハリン植民地化の経験：その結果と教訓」と題した基調報告をは

じめ、2 日間で 24 編にのぼった研究報告は、政治・経済・民族・宗教・教育・都市計画・地理

など多岐にわたるもので、個人的に有意義だったのは、従来はロシア史と日本の断片として扱

われてきたサハリン・樺太の歴史研究が、国境を越えた地域史としての融合をみせつつあると

実感できたことだった。 
 だが、二日間にわたるシンポジウムのクライマックスは、最終セッションに用意されたフリ

ートークであった。ロシアには植民地は存在しないと考える人々にとって「植民地化の経験」

は、あまりにも刺激的なものであったのだ。サハリンが日本にとっての植民地であったことは

是認できたとしても、「同様にサハリンはロシアにとっての植民地でもあったし、現に今も…」

というヴィソコフ学派の論旨は絶対に看過できないというわけである。とりわけ、極東・沿海

州・シベリアから招かれた研究者たちの反駁は一様に激烈なものであった。ここでは、最も印

象的だった、その一部のみを紹介しておきたい。 
 
「…もしもサハリンが植民地だというならば、沿海州は？ 極東は？ 東シベリアはどうなのか？ 

そもそも、どこまでが植民地で、どこからが本国なのか？ そこに明確な境界線は存在するのか？…」 
 

 この質問に潜む彼らの懸念は想像に難くない。もしサハリンが植民地だとするならば、自分

たちの住む極東・沿海州・東シベリアにも、「植民地ではない」と断言する根拠は存在しない

のだ。自らの故郷が植民地であると考えたこともない、考えたくもない人々にとっては、簡単

に受けとめられる学説ではなかった 2。 
 ヴィソコフによると、ソ連の歴史学から「植民」という用語が消えたのは、「共産党指導部

による一連の強力なイデオロギー宣伝であった」という 3。 
 

 「冷戦」の勃発という状況下で…歴史学は、指導部にとって常にイデオロギー戦線の重要な一角と

みなされていた。1949 年 1 月、コスモポリティズムとの全国家的なキャンペーン闘争のさなかにソ連

1 同シンポジウムについては北海道大学大学院文学研究科 北方研究教育センターのホームページなどを

参照。（http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~b20232/20080506_sakhalin.doc） 
2 この点について、研究報告会の席上で天野尚樹から以下の指摘を受けた。「ヴィソコフの学説は綿密な

言説分析に基づくもので、基本的にはサハリン内外、とくに日本のロシア研究者には高い評価を受けてい

る。ここでも、その点を補足しておくべきであろう。」 
3 M.S.ヴィソコフ「サハリン植民史における強制労働と自由労働」（「１９～２０世紀北東アジア史のな

かのサハリン・樺太」第一回研究会の報告原稿）。邦訳は天野尚樹による。 
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邦科学アカデミーが祖国に関する全体会議をおこなった。この会議で研究者に対して以下の課題が提

示された。「世界文化における祖国史の地位を真に高め、不当にも忘れ去られている優位性を回復し

証明すること」。… 
 この点に関して戦後に生まれたきわめて特徴的な変化は、ロシアの史学史に定着していた「植民

（kolonizatsiia）」という用語が「開発（osvoenie）」にとってかえられたことである。…ロシアによ

る極東の開発は何より平和裏なプロセスとして描かれ、…それは実際には東洋におけるロシア固有の

方法と使命を理論的に根拠づけることが目的だった。… 
 
 確かにソ連期に歪められてきた歴史解釈を修正しようという彼の研究には大きな意義があ

り、本稿はそれに反駁を加えたいわけではない。（あえて言えば、上記のような感情的な反発

に何の配慮もなく「植民地」というネガティヴなレッテルを貼るのではなく、反発を和らげる

「心理的な安全弁」が必要だとは思う。）サハリンを植民地として論じるには今も大きな障害

が横たわっていることを確認しておきたかったのである。 
 一方、日本の場合はそれとはやや違った意味で、植民地としての樺太論にも困難がつき伴う。

樺太は近代日本における植民地の中で最も研究の遅れていた地域であるばかりではなく、しば

しば「最も外地性の希薄な外地」と称され、今日でも植民地研究の中で鬼子扱いを受けること

が多い。「岩波講座 近代日本と植民地」シリーズ全８巻において、論考テーマとされなかった

唯一の地域が樺太であるというのは有名な事実である。また、樺太は 1943 年に「内地」に編

入されており、純粋な意味での植民地ではないという見方も存在する。他方、宗谷海峡を隔て

て並ぶ北海道は、「内国植民地」として、植民地研究の中でやや特異な地位を築いている 4。

樺太は半ば植民地扱いされず、「内地」のはずの北海道が植民地として注目されるというかな

り逆説的な状況が生れている。 
 当然すぎる結論として、ロシアでも日本でも「本国」と「植民地」の境界は容易には定まら

ないことがわかる。植民地を辺境や周縁と置き換えたとしても、それは変わらない。植民地や

辺境の定義を本稿で用意するつもりはないが、これを機に、中央と辺境・縁辺・周縁のとらえ

かたの一例を「空間」をキーワードとして若干の考察を試みたいと思う。 
 
【ゲーム的デジタル空間の問題点】 
 率直にいえば、ロシアや日本を「本国と植民地」あるいは「中央と周縁」に二分する、つま

り現実の空間をわずか二種類の「色分け」によって分割しようという発想自体が異様だといえ

る。 
 そうした空間概念の異様さは、あるいは「光栄の歴史ゲーム群」を思い浮かべてもらうと容

易に理解してもらえるかもしれない。光栄は 1978年 7月に創立した老舗のゲーム制作会社で 5、

「信長の野望」シリーズや「三国志」シリーズなど、歴史をテーマにしたシミュレーションゲ

4 代表的な論文に田村貞雄「内国植民地としての北海道」大江志乃夫ほか編『岩波講座 近代日本と植民

地 1 植民地帝国日本』（岩波書店・1992）、pp.87-99．などがある。また、北海道とサハリン・樺太

をめぐる内国植民地論のあり方については、今西一がうまくまとめているので参考にされたい。（今西

一「内国植民地論・序論」『商學討究』第 60 巻第 1 号、2009 年 7 月、pp. 1-20） 
5 現在の正式名称は株式会社コーエー。2009 年 3 月 31 日現在で資本金 90 億 9000 万円。ファウンダー

取締役最高顧問は襟川陽一で、彼はシブサワ・コウの名で数々のゲームをデザインしてきた人物でもあ

る。 
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ームを制作し続けている。根強い愛好家の多いこれらのゲームは、幾度も改良を繰り返して現

在に至っているが、ゲーム内における空間設定も大きく変わってきている。 
 初期の光栄ゲームにおいては、ゲーム空間である日本列島や中国大陸は、美作・伯耆・備中、

あるいは徐州・関中といった旧国名・地域名に分割され、そこには拠点たる城市が一つずつあ

てがわれ、それぞれの大名・君主が鎮座して、エリア全体の支配権の象徴となっている。 
 例えば、プレイヤーの操る織田信長軍が三河国に攻め入るとする。すると、画面は三河国を

象徴するウォーゲーム風のものへと変わり、プレイヤーが将棋やチェスのように手勢を操作し

て、首尾よく画面内の城市を占拠するか敵軍の総大将を敗亡させれば、三河国全体が信長のも

のとなるのだ。やがてゲームが進むと美濃と三河は織田領、駿河は北条領というように、日本

全体が均質ないくつかの戦国大名領で色分けされていくようになる。だが、いうまでもなく現

実の勢力範囲はこのように単純明快なものではあり得ない。 
 ある境界線によって空間を中央と周縁を分割するという発想は、本質的には前記のゲーム空

間と変わらない。断片化した空間が普段に均質な存在でなくては成立しえない世界である。空

間とは、かように単純明快なものではあり得ない。 
 この件に限らず、私たちは何かを線引きし、階層化し、分類することに慣れている。そして、

様々な都合から分類されたそれを、便宜上均質なものとして扱うことにも慣れている。何も空

間だけが特殊な例外ではない。そのせいか、いかなるスケールの空間にせよ、私たちはそれを

無数の線で分割し、できた断片をパズルのピースのように扱おうとする。それぞれに名前をつ

け、性質を分類し、あたかもそれが均質で不可分な原子や分子であるかのように扱いがちであ

る。否、そうしないと空間を扱えないとしばしば錯覚している。そして、線の数を増やして分

割する精度さえあげれば、より現実的な空間的実態を把握できるとも考えている。ある程度ま

で、それは真実かもしれない。だが、そのためには細分化された空間が均質な因子でなくては

ならない。ちょうど「信長の野望」における三河や尾張のように 6。 
 
【トポフィリアと空間的ヒエラルヒー】 
 ところで、パソコンの性能向上に伴って光栄ゲームの空間設定も大きく変化してきた。三河

・美濃・尾張など各国はより細分化され、そこにいくつもの拠点（城塞）が設けられ、それら

が街路網で結ばれた、いわば境界に依存しないゲーム空間が設定された。当然ながら、エリア

の支配権も単純なものではなく、例えば国境付近の城塞は敵軍に奪われているものの、友軍が

峠にある城砦に兵力を集中させてその侵攻を食い止めているとか、あるいは三河国の東部は北

条方の武将に占拠されているが、中部と西部は織田方の支配が盤石である、といった状況が各

所で発生することになる。この場合、三河国は便宜上織田の所領だが、実際は多分に中間的な

性質を持つエリアといえるだろう。 
 そう、つまり中央と周縁に限らず、本来、空間には境界などないのだ。すべての境界は個人

もしくは共同体の事情で設けられた社会的・人為的な存在である。現実の空間にあるのは、時

間的にも空間的にも連続する中央化、あるいは周縁化する傾向たちの連鎖であり、中央性ある

6 もちろん、エリア内部の空間が均質であることが重要な場合もある。社会制度に関する空間設定たとえ

ば行政サービスや法律の適用範囲などは理念上均質性が求められる（それもあくまで理念に過ぎないの

だが）。だが、現実の空間はそのようなデジタル（離散）的要素で構成されておらず、むしろアナログ

（連続）的な性質・特性で理解すべきものである。 
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いは周縁性の変容群で構成される変化に富んだ濃淡（性質的階調）の連続体である。そしてあ

らゆる空間は徐々に周縁化・あるいは中央化していく。 
 それはあたかも山・谷・断崖・平原などといった地形的な変化・起伏のようにイメージすべ

きものかもしれない。それは地図上の等高線や天気図の等圧線のように明示できず、定量的あ

るいは定性的に数値化もできないものでもある。だが、それでもなお、空間とは本質的にはア

ナログ的な変化をするものだという前提に基づく論理モデルは求められて然るべきではない

か。常に境界線を求め、万事に分類を求める近代的発想の通弊をそろそろ免れるためにも。 
 本稿ではそうした階調的＜中央～周縁＞空間のありようを、仮に「空間的ヒエラルヒー」と

称することにした。①本質的には境界によらない、②山頂に擬した中央と山すそのような広が

りをもった周縁によって構成される、③不規則で連続的な階調変化を基調とした、④イメージ

として山並みのような疑似立体として呈示される空間モデルである。本稿における目的の一つ

は、この「空間的ヒエラルヒー」モデルによる辺境空間のありようをとりあえず提起すること

にある。 
 この概念は、「現象的地理学の旗手」イーフー・トゥアンの説くトポフィリア論に影響を受

けていることをあらかじめお断りしておかなくてはいけない 7。トポフィリアとは「人が場所

に対してもつ感覚」のことであり、それは「情緒と場所を結びつける」言葉である 8。この現

象的地理学は土地への愛着やこだわりなど主観的情念が場所への理解・知覚にどのような形で

反映していくのかを論じたものであり、「人間の主観を出発点として環境をとらえていこうと

する地理学」であり、「統計処理を施され、数学的モデルによって説明される」計量主義的地

理学が「人間の日常生活からみてあまりによそよそしい、無味乾燥な」ものになったことへの

アンチテーゼという側面がある 9。 
 
【内国植民地論と地元意識】 
 ところで、私の家系は少なくとも 4 代前から北海道で暮らす生粋の道産子である。ゆえに、

当然ながら祖父母も両親も、津軽海峡より南を「内地」と呼んではばからないが、自らの住む

北海道が植民地であるとは全く考えていない。つまり、一般的な北海道民には、北海道は外地

ではないと考えつつも、本州以南を内地と称する奇怪な地理認識がある。 
 こうしたわが両親のフクザツな地理認識とヴィソコフ学派に反発を示したロシア極東の

研究者たちの心理には少なからぬ共通点があるように思う。そこから見出せるのは、辺縁に関

する他者認識と自己認識とのギャップという問題である。つまり、客観的な理論や「中央」の

思惑・政策から見出される周縁と、各地域の一般住民や来訪者によって実地に感得される周縁

には、必然的にかなりの懸隔が生じるのだ。とはいえ、ヴィソコフの論がより客観的・論理的

だという理由で、極東の研究者たちの見解――自分たちの住む地は植民地なんかではない――は

「修正」されなくてはいけないのか。同様に私は「愚昧な」両親へ内国植民地論を懇切丁寧に

論じ、その北海道観を矯正する必要があるのだろうか。 
 実は、一度試したことがある（お世辞にも懇切丁寧ではなかったが）。 

7 イーフー・トゥアン、小野有五・阿部一訳『トポフィリア 人間と環境』（ちくま文庫・2008）、山本

浩訳『空間の経験』（ちくま文庫・1993）。 
8 『トポフィリア 人間と環境』、p.179. 
9 同上、p.491. なお、引用部分は翻訳者の小野有五による解説文である。 
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 その結果として得たものは「これだから学者って奴は…」という一言であった。 
 学理に忠実な歴史論文と、地元の一住民による定点観測に基づく見解を、等置的に対比する

ことの無理は承知しているが、前記の「人間の日常生活からみてあまりによそよそしい、無味

乾燥な」という批判は、やはり歴史学にもあてはまると思う。 
 確かに「灯台下暗し」のことわざにあるように、地元からの視点で北海道を見る人間には気

がつかないことも多い。とりわけ「内国植民地」論の中心テーマとなる先住民族社会の問題に

関しては、十分な知識を持ち合わせていない。だが、その人生の中で先住民族とほとんど接点

を持たなかった人々に、それを理由にして「植民地としての北海道」を語っても実感が伴わな

いのは確かであろう。それは事実上、別世界のできごとだからだ。 
また、長年その土地に根づいた人間の実感は、それこそ「内地の人間」が書いた論文よりも

本当に北海道の実態から遠いのか。というよりも、そもそも「内国植民地」という視座の中に、

先住民族以外の人々、移住者の子孫（私の父母や私自身）はどう存在しているのか。存在すべ

きなのか。「私たち」の歴史の中に「私たち」がいない、あるいはその実感が全く伴わないこ

とに、私たちは戸惑わずにはいられない 10。 
 つまり、私の個人的な内国植民地論への懐疑は、それが俯瞰ないしは中央からの視点に傾き

がちで、ともすれば周縁の地元意識と乖離する点に起因している。逆に言えば、こうした議論

は対象地域の内部からの視点、いうなれば地元意識を謙虚にかつ積極的に包含することで、よ

り多角的な姿勢で深化を図るべきだとも考えている。 
 そうした事情から、本稿でもう一つ重視したいのは、空間概念における主観的認識の意味で

ある。トポフィリアの出発点は「情緒、感覚、主観的情念」であり、そこにはまさに地元意識

が含まれる。だがしかし、空間意識の中にこめられた地元意識をいかにして抽出するのか。そ

の可能性を検討するために、空間的ヒエラルヒーからエリア・イメージを検討してみよう。 
 
【空間的ヒエラルヒーとエリア・イメージ】 
 人がある一定のエリアを想起する場合、その境界線が明示されている場合はその内部を均質

なものと考えがちである。だが、反対に、境界線が明示されていない場合はどうか。 
 例えば、山地や高地が地図上に表記される場合、そこに真っ先に描かれるのは山頂の位置と、

高さの情報（標高）である。この他に、山域全体を太い波線で描いたり、尾根の形状を陰影に

よって表現することはあっても、それだけで（山頂を抜きにして）描かれることはほぼない。

つまり、私たちが「山」という空間をイメージする際に最も重要な情報はその空間の頂点・山

頂である。 
同様に、国家・都道府県といった一定の空間を平面的に表現する場合、いわゆる白地図とし

て示される時に描かれるのはエリアの境界線であるが、次に描かれるのはほとんどの場合、そ

の国の首都・都道府県庁所在地といった中心地である。初等教育における日本地理の学習で、

都道府県の名称とともに暗記の対象となるのが、県庁所在地であることは象徴的である。 

10 本稿における大きな問題点の一つが、本来は多義的であるべき内国植民地観を短絡的に均質化して論

じていることである。つまり、北海道の植民地性に関する感覚は、地域によっても時代によっても千差

万別であると考えるべきであり、本稿のような形で私や近親者のもつ違和感を時間的空間的に敷衍化さ

せるのは、軽率の謗りを免れないであろう。この点は研究会の席上でも、中村唯史をはじめ複数の参加

者からコメントが寄せられた。 
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 つまり、私たちがあるエリアをイメージする場合、いわゆる境界とともに、そのエリアの頂

点・中枢の位置が非常に重要であり、特に山域のように境界が明瞭に表現できない場合には、

その重要性は非常に大きなものとなる。 
 ところで、都市論においては、しばしば都市と農村との境界を明示する必要があるために、

市街地を明瞭に定義する方法が存在する。最も一般的なものは DID（人口集中地区 Densely 
Inhabited District）と呼ばれるものである。これは 1 平方キロメートルあたり 4,000 人以上の

人口密度で、5,000 人以上が連続的に定住する地区と定義され、市街地か否かを判定する指標

として重要視されている。日本では、地方自治法第８条に「市となるべき普通地方公共団体」

の要件が定められているが、そこには「人口 5 万以上」（第 1 項）とともに、「中心の市街地

を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の 6 割以上」（第 2 項）とあり、ゆえに、少なく

とも 3 万人以上の規模を有する DID が存在することが、「市」に昇格する重要案件となる 11。

つまり、市においても「中心」の存在が不可欠であることがわかる。 
 このように、空間的ヒエラルヒーとは、定義や論証こそ難しいものの、実はさほど目新しい

空間概念ではなく、むしろ日頃私たちの生活の中で根づいたものである。私たちは境界のない

エリアをイメージする場合には、その「中心」を基準にすることが習わしになっている。 
 逆に言えば、あるエリアについて論じる時には、その中央・中心がきわめて重要だというこ

とになる。同時に、何をもって「中央」とみなすのかという点もまた、きわめて本質的な課題

として存在する。だが、本稿ではこの点については深追いせず（というのも、ここで語るべき

は辺境であり、中央ではないからだ）明らかに場所の中央を感得させる存在――広義の建築 
architecture を対象とすることでその検討に代え、論を進めていく。 
 建築が表象する中央性については、特にくだくだしい論証の必要性を感じない。建築は空間

における人為的な属性のあらわれともいえる。例えば、密集する高層建築、きらびやかな歓楽

街、偉容を誇る官庁建築の数々…。それらは一般的な「中央」のイメージそのものである 12。 
 ただ、空間的ヒエラルヒーには絶対的な位階や定量的な尺度が存在しないため、複数の対象

を比較検証し、その差異を通してはじめて知覚されるものである。次節からは各論的に、二つ

の建築の比較を通して樺太における空間的ヒエラルヒーと建築の関係について論じていく。最

初に例としてあげるのは、大泊の港湾施設だが、対象となるのは樺太と北海道における大動脈

・稚泊航路によって結ばれた稚内港である。 
 
【大泊と稚内：近代性というエリア・アイデンティティ】 
 大泊（コルサコフ）は、宗谷海峡の要衝として知られた天然の良港であり、松前藩における

樺太経営の拠点となり、コルサコフスクとして帝政ロシア期における重要拠点でもあった。大

泊の名の由来もポロアントマリ（大きな港）の和訳である。樺太時代になると、鈴谷平野に中

心都市を建設するという思惑から豊原が策源地として建設整備されたため、政治的な中心地で

はなくなったものの、樺太の玄関としての地位はほとんど不動であり、渡航者のほとんどはこ

11 ちなみに、いわゆる「平成の大合併」、すなわち 2005 年 4 月に施行された「市町村の合併の特例等に

関する法律」に基づく合併措置については、特例として第 2 項以降の要件が除外されていた。 
12 建築の中央性について関連する論考には、たとえば杉本俊多「国民国家の首都」鈴木博之ほか編『シ

リーズ都市・建築・歴史 6 都市文化の成熟』（東京大学出版会・2006）、pp.85-146.がある。杉本は

ベルリンを中心にランドマークとしての記念碑、象徴的中心としての国会議事堂などをもとにして首都

の空間システムを論じ、中心を喪失した 20 世紀の都市像を国民国家の解体に重ねて論じている。 
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写真１ 完成直後の大泊築港 

写真２ 昭和初期の稚内市街と築港 

の地で樺太における第一歩を記したのであった（写真 1）13。 
 とはいえ、この樺太の玄関は当初、何

とも寂しい存在であった。まだ元号が明

治であったころ、ロシア時代に築かれた

（かのチェーホフも利用した）桟橋を修

理して利用していた。また冬季における

氷上荷役の光景は、樺太の写真集や絵は

がきに欠かせない風物詩として大いに

もてはやされたが、これは交通インフラ

の未整備の象徴でもあった。 
 もちろん、大泊における港湾整備は樺

太庁にとっても重要な事業であった。

1911 年には北海道拓殖銀行の融資を受けて 7 万坪余の海岸埋め立て事業に着手し、栄町には

船入澗も建設された。だが、本格的な築港建設がはじまるのは 1920 年を迎えてからであった。

大泊の築港建設は 9 カ年継続事業という樺太では最も長期間にわたる建設プロジェクトであ

り、総工費 587万円をかけてきわめて近代的な埠頭が 1928年に竣功した。新しい埠頭には 3000
トン級船舶を 2 隻、2000 トン級の船舶を 2 隻繋留でき、埠頭の突端部に建設された鉄道駅か

ら直接、中心都市・豊原までの乗り入れが可能になっていた 14。 
 一方の稚内港は 1926 年の港灣要覧に

「本港に於ける港灣設備は未た見るへき

ものなし 15」とあるように、少なくとも

1920 年代後半まで本格的な整備がなされ

ていなかった（写真 2）。現在の稚内のシ

ンボル的存在である北防波堤ドームは稚

泊連絡船の乗客のために 1936 年に竣功し

たもので、それまで大泊に互せる築港設備

は稚内にはなかった 16。 
この場合、多くの旅行者にとって初めて実見する「樺太」が大泊の築港であるという事実は、

樺太のエリア・イメージにとって非常に大きな影響があったようだ。これを最も端的に述べた

のが阿部悦郎『樺太の旅』にある以下の一節である。登場人物の二人に名前はなく、一人は樺

太を初めて訪れる旅人だが、その友人は案内役を務める樺太っ子である。場面は彼らが稚泊連

絡船で稚内から大泊へと到着したところである。 
 

『おや、しゃくってゐる間に大泊へ着いたぞ。さァ、上陸の用意はいいか。 

13 大泊（コルサコフ）の歴史的変遷については、拙稿「クシュンコタン・大泊・コルサコフ――宗谷海峡

を見つめる街」『社会文学 第 17 号 特集「海峡」』、2002、pp.107-125.などを参照のこと。 
14 大泊築港の諸元は、荒木源『樺太の産業と港湾』（北海道海運通信社・1936）、p.58. 
15 北海道廳『大正十五年六月末現在 港灣要覧』（北海道廳・1926）、p.48. 
16 稚内市百年史編さん委員会編『稚内百年史』（稚内市・1978）によれば、稚内港は 1935 年にひとま

ずの完成を見ており、繋船能力では「3000 トン級 2 隻・2000 トン級 1 隻」と大泊に大きく水を開けら

れる存在ではなくなっていた。 
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『万事 O.K だ。 
『どうだ、上陸第一歩の所感は。 
『話に聞くより来て見るのが第一だわい、思ったより拓けてゐるんだな。 
『これがさっき話した樺太第一の築港だ。 
『船がぴったりと横づけになるところが嬉しいぢゃないか。これぢゃ稚内あたりとは格段の相違だ。

素晴らしい。 
『まるでお上りさん見たいに感心してゐる。 
『いや全くだ。流石五百万円も喰っただけのことはある。この突堤は随分長いやうだな。 
『うむ、なんでも三千三百六尺九寸がとこあるさうだ。 
『へえ、その九寸と云ふのは一体なんだ。 
『メートル法で一、〇〇二・一メートルだからさ。 
『では一体どの位の船を繋留することが出来るか。 
『繋船部は千四百七尺あって、三千噸級のやつを二隻二千噸級のを二隻繋留できる装置になってゐる。 
『あ、汽車が来てゐる。 
『これに乗ってすっと豊原へ行ける。 
『ま、待て。けふは一つゆっくり大泊に泊まらうではないか。殖民地の港町情調を味はうのも一寸乙

なもんだらうと僕の旅行プランのなかに入ってゐる。 
『さうか、では附き合はう。 
『然し却々賑やかな町らしい。 
『樺太の玄関だもの 17。 

 
 作者である阿部悦郎は愛郷心あふれる樺太人であり、弥次喜多道中をもじったこの物語は、

樺太の観光振興を目的とした創作である。おそらくはステロタイプの旅行者の反応を意識した

場面である。稚内よりも大泊の港の方が立派だったというのは、樺太っ子の自慢の種の一つで

もあった。そして、稚内から船で大泊にたどり着いた登場人物は、「稚内あたりとは格段の相

違」をもつ近代的な大泊築港に瞠目し、「却々賑やかな町」で「思ったよりも拓け」た土地で

あるとの印象を抱く。以下は全く同じ情景を描写した新聞記事である。 
 

…稚内で不便な連絡船への乗り込み、宗谷の海の風冷たく北蝦夷が島の淋しさを心に描きつゝ着いた

大泊、何と其色豊かの近代的な突堤であることよ『おゝこれはまた』と初旅人は意想外の感に打たれ

る。とまァ言って見ればこれも樺太の誇りの一つ 18。… 
 
 ここでは大泊の大規模で近代的な港湾設備が、稚内との対比で強調されている。つまり稚内

を出た旅行者が、大泊をより辺境的な港と想定していたにもかかわらず、意に反してきわめて

大きな港湾が現出したために、そこで抱く空間的ヒエラルヒーを大きく転換させてしまった驚

きを論じている。逆に、この驚きから見いだせるのは、距離的に中央から遠ざかる大泊は稚内

よりも辺境であろうという前提でもある。つまり、中央との距離に比して辺境の度合いが強ま

るという表層的な先入観が根強く存在したことがうかがえる。この先入観を払拭することで大

17 阿部悦郎『樺太の旅』（樺太時事新聞支社・1936）、pp.117-118. 
18 「ローカルカラーを行く 1／メカニカル海港の感傷／大泊港驛」『樺太日日新聞』(1934 年 4 月 3 日付) 
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泊の空間的ヒエラルヒーは高められ、その影響力ゆえに「樺太の誇り」となりえたのである。 
 また、それまでは『あの稚内の港が日本の最北端のやうな氣がするんでなァ』とか『樺太と

云へば、先づ寒いところ、熊のゐるところ、ロシヤ人やアイヌなどが澤山ゐるところ、まァそ

んなまんだな 19』とぼやいていた旅行者の印象が、「話に聞くより来て見るのが第一」の一言

から大きく変貌していることも無視できない。大泊の築港に対する評価が半ば無意識に樺太全

体のイメージにも波及しているのだ。寂れた辺境という暗い先入観を効果的に裏切った大泊築

港は、樺太全体の近代性を強調するのに効果的な存在であり、それは対岸の稚内を大前提とし

たものであったといえよう。これは稚内をいわば踏み台にすることで、空間的ヒエラルヒーを

高めている例である。 
 また、さきほどの新聞記事にも「幾つかの弧線を空に描いてクッキリと動かぬ桟橋の近代色

は島に始めて來た人々の眼をみはらさしむる 20」とあるように、こうしたヒエラルヒーを測る

尺度が「近代性」であったことも指摘しておきたい。ここではこれ以上詳しく論じないが、辺

境の空間的ヒエラルヒーは、辺境を否定し克服するための「近代」を礼賛し、新しい技術や大

規模な設備が未開の地に文明の光をもたらすという社会進化論的なイデオロギーに根ざして成

立していたのである。 
 
【町役場と支庁：周縁の周縁の中央】 
 次に樺太におけるもう一段階微視的な空間的ヒエラルヒーを検証してみよう。それは各町村

間の島民意識に根ざしたヒエラルヒーである。樺太の各地方、すなわち「周縁の周縁」におけ

るエリア・イメージの中に、いかなるヒエラルヒーがどのように形成されていたのかを見るこ

とで、樺太におけるエリア・イメージのありかたをもう少し明らかにしてみたい。 
 具体的には、「周縁の周縁の中央」と称すべき 2 種類の建築を比較し、その位相差に対して

エリア・イメージに検討を加えたい。その 2 種類とは、支庁庁舎と町役場である。 
 樺太庁は広大な地域を所轄するために、当初から大泊・真岡・恵須取・敷香・元泊・泊居な

ど各地方での行政事務を分掌する支庁が設置していた。さらに、留多加や鵜城などには支庁の

出張所も設けられた 21。これらはあくまでも、樺太庁の分署であるため、その施設規模は決し

て大きなものではなく、その必要もなかった。だが、樺太や北海道の町村にとって、支庁所在

地であるということはその地方の中心地、すなわち「周縁の周縁の中央」を意味していたから、

建築としては小規模であったとしても、ステイタスとしては重要であった。 
 たとえば、樺太東海岸の中部地域は元泊支庁と呼ばれ、周辺では比較的大きな漁村であった

元泊村に支庁が置かれていた。しかしながら、1925 年にこの近郊にあった知取（マカロフ）と

いう寒村において富士製紙の第三工場が建設され、わずか数年で樺太でも有数の工業都市が出

現したために、事情が一変した。前出した『樺太の旅』から元泊に関する一節を見てみよう 22。 
 

『おい、元泊だ。 
『こゝは東海岸では最も歴史が古い村だ。いまは前にも度々云つたやうに東海岸一帯に亘つて不漁だ

19 前掲『樺太の旅』、pp.1-2. 
20 前掲「ローカルカラーを行く 1／メカニカル海港の感傷／大泊港驛」 
21 樺太における支庁分界は変動が大きく、やや複雑な変遷をたどっている。 
22 前掲書『樺太の旅』、pp.224-225. 
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写真３ 竣工時の豊原支庁庁舎 

が、以前は鰊、鱒、鮭などの豊富な魚田だつたものだから、領有前から多数の邦人が入り込んでゐた。

知取が勃興するまでは東海岸第一の首邑だつた。…（中略）… 
『いまはすつかり知取にお株を奪はれてしまつたんだらう。 
『いやさうでもない。支廳、林務署など主要官署はみなこゝにあつてこの地方行政の中心地となつて

ゐる。この村の住民はどうでも離さうとしない。知取では盛んにそれら官署の移轉を運動したんだが。 
 
 支庁所在地というのは、近隣市街地で争奪戦が起こるくらいには重要なステイタスであった

ことがわかる。こうした重要性にもかかわらず、建築としての支庁のなかに、それにふさわし

い創意が見出せるのかといえば、答えは「ノー」といわざるを得ない。 
 一方、樺太において町役場が登場するのは意外と遅く、1920 年代後半に入ってからのことで

ある。樺太における住民自治制度の受け皿となる町村制度の施行が 1922 年 4 月であったため

である。当初の町役場は主要市街地においても既存の建物を借り上げて転用したものなどが多

かったが、町村役場が本格的な活動をはじめると、町のシンボルとして恥ずかしくない庁舎を

建設しようとする動きが各地で見られるようになった。そういった町役場を語る時の前提とし

て、それが町民主導の、自発的な半民間建築であったことをあげておかなくてはいけない。そ

れゆえに、町役場庁舎は住民の場所愛、トポフィリアを最もよく反映するものであった。 
 以下、実際の支庁と町役場を実際に並べて論じてみよう。 
 
【豊原支庁と豊原町役場】 
 まずは豊原（ユジノ・サハリンスク）

である。豊原支庁は樺太庁の隣地（東 3
条南 5 丁目）に置かれ、建設も樺太庁と

ほぼ同時期で、1908 年ころに竣工した

ものと考えられる。当時は豊原新市街地

において樺太守備隊と樺太庁の官公庁

舎が集中的に建設された時期である 23。

北海道から進出してきた越後大工の流

れをくむ建設業者たちによって、スティ

ックスタイルと呼ばれる北海道で一般

的な洋風建築が導入された。豊原支庁もその一つである。時間の経過とともに増築がなされて

いくものの、木造平家の本屋部分は樺太時代を通して利用されていたと見られる（写真 3）。

1935 年の段階で、定員は 34 名で建坪は 155.81 坪であった 24。 
 豊原は 1905 年から民政署の直属市街地であり、その下に 1907 年住民の自治組織の前身であ

る豊原町民会が設立されていた。1922 年に樺太町村制により町役場が成立すると、従来の町民

会事務所では手狭であるとして、東 1 条南 4 丁目に町役場庁舎が設立された。 
 初代の町役場は、建坪 56 坪、木造 2 階建洋風下見板で腰折屋根に非相称にペディメントを

23 建設活動の詳細については、拙稿「日本期南サハリンにおける建設活動に関する研究」（北海道大学

学位論文・2000）、同『ユーラシアブックレット 108 サハリンのなかの日本 都市と建築』（東洋書

店・2007）などを参照。 
24 「各所建物と定員との関係調」『予算 昭和十一年度』（北海道立文書館所蔵 樺太庁公文書） 
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写真４ 豊原町役場・公会堂 

写真５ 豊原町役場（１９２８年再建・現状） 

開け、洋風開き窓を開けた瀟洒な庁舎で、遠藤組の施工により同年 8 月 10 日から 11 月 17 日

にかけて新築工事が進められた 25。 
 ところが 1925 年には、早く

もこの庁舎について不満が噴

出しはじめ、皇太子行啓記念事

業として公会堂兼町役場庁舎

新築の論が起こった。そこで、

地方裁判所建設予定地であっ

た東3条南6丁目を樺太庁が無

償貸付することで豊原公会堂

兼町役場庁舎の建設が決定し

た。豊原支庁とはちょうど神社

通りを挟んで向かい合う敷地であった。竣工した第2代庁舎は木骨鉄網コンクリート2階建518
坪、工費は 101,650 円であった。設計者は後藤種助であるが、その経歴に関しては未詳である

（写真 4）。 
 

 工事は遠藤組が請負ひ町技手後藤種助氏の設計監督に依って僅々八十日にして竣成し本島に於ける

新記録を作った当時は附近に市街がなかったので此新庁舎は一大偉観を呈し全島をして「ああ豊原町

にこの庁舎あり」とまで叫ばせたものである。当時この町役場を説明して曰く「正面は建築の粋を擬

したるセセッション式の玄関口を設け車寄せとポールを高く立てたる塔屋に装飾したるモルタル白色

の洗出しに石形の床を築けるコンクリートの宏壮なる独逸式に近世式あらゆる様式を混付したる設計

に依るものにして神社通よりコンクリートの門柱を通して見るときは様式色彩等総て調和宜しきを得

て実に壮麗なる出来栄なりき」とある 26。 
 
 「セセッション式の玄関口」と非相称

な左翼の張出しが印象的なこの庁舎は、

首府豊原の公会堂にふさわしく、樺太の

公共建築の中で最も格調高いものの一

つでもあったが、竣工後わずか 4 年、

1928 年 1 月 7 日に原因不明の火災によ

って焼失した 27。 
 庁舎焼失後、町役場は一時陸軍衛戍病

院跡（豊原市東 3 条北 1 丁目付近）に移

転したものの、工費 57,175 円で焼跡に

再建されることが決定し、6 月 13 日に地鎮祭、11 月 9 日には落成式が挙行された。庁舎概要

は木骨鉄網コンクリート造 2 階建で、鉄筋コンクリート造で防火壁を設け、軒高 28 尺 8 寸 5

25 ｢豊原今昔物語①｣『樺太日日新聞』（1937 年 7 月 1 日付）。なお、これは豊原市制記念号である。 
26 同上 
27 「豊原公会堂の焼失」『樺太日日新聞』（１９２８年 1 月８日付） 
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写真６ 真岡支庁庁舎 

写真７ 本斗支庁庁舎 

部、寄棟屋根銅板葺、総建坪は 371.5 坪というものであった（写真 5）。施工は橋本組が請負

っている。平面構成は L 字形で、1 階部分には庶務室・町長室・応接室・税務室・学務室・水

道室・応接室・土木室を配し、2 階には広間・応接室・委員会室・議員控室・会議室が設けら

れていた 28。結局、公会堂機能は再建されないままに終わっている。 
 この庁舎は、竣工後間もなく吏員に病人が続出し、しかもその原因は庁舎建築計画上の欠陥

とされている。樺太日日新聞によると、新しい庁舎は「北向き」の上に「総二重窓」であり、

「通風は全然遮断され室内の空気が非常に不健康」であり、さらに「町民への気兼から」激務

を続けたゆえの過労が原因と報じている。被害も甚大であり、死亡者 2 名、重体 1 名、療養者

2 名の他、7 名が発病中であるという異常事態であった 29。ただ、それを理由にとりこわされ

ることもなく、この 3 代目の庁舎が唯一現存する町役場庁舎である。 
 
【真岡支庁と真岡町役場】 
 真岡（ホルムスク）は西海岸におけ

る中心都市であり、近世より知られた

天然の良港であり、人口の点からも豊

原や大泊と遜色がない、樺太の主要市

街地の一つであった。その点を考慮す

れば、ここに置かれた支庁庁舎はこの

市邑にふさわしいものではなかった。 
 単純な矩形平面の木造平家建ての

庁舎は、1918 年 10 月に竣工したもの

で、建坪も 118.38 坪と手狭といわれ

た豊原支庁よりもさらに狭かった

し 30、意匠的変化に乏しい押縁下見板

の外観は地味な印象を拭えなかった

（写真 6）。しかしながら、この真岡

支庁に対する配慮の少なさは、ライバ

ルの港町であった本斗の支庁庁舎を

みればすぐにわかるだろう。1919 年

に竣工した本斗支庁庁舎は、外壁こそ

スティックスタイルを採用して、真岡

支庁とは異なるものの、玄関や窓配置

をみる限りではほとんど違いが見られない。これは何よりも真岡の町民にとって、神経を逆撫

でする事態であっただろう（写真 7）。 
 

28 「役場学校落成式 工事報告は瀧口技手が朗読」『樺太日日新聞』（１９２８年 11 月 11 日付） 
29 「病人続出で豊原町役場大恐慌／原因は採光通風の設備不完全／昼食休みに日光浴」『樺太日日新聞』

（1935 年 6 月 25 日付） 
30 前掲「各所建物と定員との関係調」 
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写真８ 真岡町役場・公会堂 

 というのも、本斗と真岡は築港建設地の選定をめぐって激しく争っていた経緯があるからだ。

1920 年ころの樺太庁は本斗中心主義を標榜し、樺太の主力港として当時全くの寒村であった本

斗に本格的な港湾を建設して、近代樺太の新しい玄関とすることに政策の根幹を置いていた 31。

この計画によって西海岸の要港という地位を失うことになる真岡にとっては、本斗とは憎むべ

き怨敵の代名詞であったから、そこと似たような、しかも冴えない庁舎を建設した樺太庁の処

遇に、悪意を感じとったとしても無理はなかったろう。 
 真岡町役場の旧庁舎は、『樺太発展営業写真案内』に写真が紹介されている 32。これによる

と、木造 2 階建で下見板の洋風建築であり、かなりの傾斜地に所在していたことがわかる。た

だ、これでは町民の不満があったためか、早々に新庁舎の建設が計画されることになった。 
 2 代目庁舎は（昭和天皇の即位にと

もなう）御大典記念事業で計画された

もので、当時はあまり例のなかった鉄

筋コンクリート造で真岡町御幸通十

字街に建設された（写真 8）。施工は

藤田組が請負い、1928 年 11 月 20 日

に竣工した。完成した庁舎には塔屋を

設けた 3 階建の当時としては高層な

ものであり、楼閣の高さは 80 尺と報

じられている。また、2 代目の豊原町

役場と同様に、公会堂･町役場･商工会

議所を兼ね備えた複合施設で、真岡を代表する建築であった。個人的な実感としては、あえて

塔屋を設けたことが興味深い。 
 ちなみに、真岡支庁と本斗支庁のような標準的設計による庁舎建築の例は、樺太庁でもしば

しば見られた。大泊郵便局（1913 年竣工・写真 9 左）と真岡郵便局（1911 年竣工・写真 9 右）、

敷香林務署と恵須取林務署（ともに 1929 年竣工）などである。こうした標準設計は、効率の

点ではメリットが大きかったが、一方で地方における建築の個性を圧殺するものであった。そ

して、周縁の中央たる樺太庁が、周縁の周縁をいかに軽視していたかをも示唆している。 
 

31 真岡築港問題の紆余曲折に関しては、ここでは深入りしないものの、歴代樺太庁長官の施政方針に大

きく関わっているため、たとえば藤井尚治『樺太人物大觀』（敷香時報社・１９３１）から歴代長官の

評伝をひもとくとわかりやすい。 
32 井上豊太『樺太発展営業写真案内』（営業写真案内発行所・1924）。北海道立図書館所蔵 
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写真９ 大泊郵便局（左）と真岡郵便局（右） 

写真１０ 敷香町役場（左）と泊居町役場（右） 

写真１１ 敷香支庁庁舎（左）と泊居支庁庁舎（右） 

 
 

【敷香・泊居の支庁と町役場】 

  

これに類似した例は町役場庁舎にもあった。クラシシズム 33の影響がきわめて強い敷香町役

場と泊居町役場である。敷香町役場は、正面中央のクラシカルな玄関翼部が印象的である。濃

色を貴重にまとめられたファサードは、建坪 122.75 坪、工費 35,000 円で、施工者は山中商会

敷香支店（片山小弥太）であった。構造は鉄筋コンクリート造と報じられている。樺太日日新

聞には「ライト式に復興式を加味した最新式東海岸一と誇るもの 34」とあるが、その適否はと

もかく、最も様式的志向の強い建築の一つではある（写真 10 左）。 
 泊居町役場は、正面中央にクラシカルな玄関部分を有しているため、敷香町役場と非常によ

く似た印象を受ける（写真 10 右）。寄棟屋根とペディメントを主体とする全体的な構成は共

通するといっていい。しかし、泊居町役場は両翼部に小さな突出部があり、ファサードも白を

貴重にまとめられ、垂直的な窓間部の処理も徹底していない。とはいえ、玄関翼部内側に古典

様式風の柱を配する方法など細部手法においても明らかに共通点がみられる 35。 
 町役場の場合は施主が町役場であるために、両者が共通の設計に基づくものであると即断は

できないし、またするべきでない。ただ、二つの町役場には、むしろ古典主義的な外観を整え

ようとする配慮が濃厚に認められ、先に挙げた支庁や林務署の例とは一線を画している。 

 

33 建築の古典主義・クラシシズムは古代ギリシャ・ローマの建築文化を手本とし、そこに用いられたオ

ーダーという配列秩序を利用した建築をさす。 
34 「敷香公会堂と町役場何れも完成す」『樺太日日新聞』（1928 年 11 月 9 日付） 
35 「泊居町役場と公会堂 今月末で竣功」『樺太日日新聞』（１９３５年 10 月 11 日付） 
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写真１２ 大泊支庁留多加出張所 

写真１３ 留多加町役場 

 ちなみに両町に建設された支庁庁舎も見ておこう。敷香支庁は 1936 年 12 月に竣工し、坪数

こそ 215 坪とやや大きいものの、構造はいわゆる木造モルタル（木骨鉄網コンクリート造）で

あり、外観に意匠的な配慮が全くと言ってよいほどなされていない（写真 11 左）。それ以前

は寒村時代の木造庁舎（22 坪）が利用されていた。泊居支庁は、1918 年 12 月に竣工した木造

平家建の庁舎で、建坪は真岡支庁とほぼ同じ 113.70 坪であった（写真 11 右）36。 
 
【留多加と大泊】 
 次なる舞台は支庁出張所のあった

留多加である。支庁庁舎でさえ、町役

場との差は明瞭なのだから、さらにそ

の分署である出張所であれば、建築的

格差はより大きなものとなった。亜庭

湾に注ぐ留多加川水系の豊富な森林

資源を背景にした林業の町、留多加に

は大泊支庁の出張所が設けられてい

た。1924 年 8 月に竣工した庁舎は、

木造平家で建坪 74.5 坪と支庁よりは

やや小ぶりであった。とはいえ、寄棟

の主屋部中央に半切妻のペディメン

トを設け、洋風窓を並べる外観はステ

ィックスタイルでまとめられており、

支庁庁舎の中では最もデザイン的に

配慮された好建築であった（写真 12）。 
 しかしながら、1928 年 11 月６日に

竣工した留多加町役場は、主棟両端に

翼部を設け正面中央にポーティコ・バ

ルコニー・ペディメントを有するコロ

ニアル・スタイルをとっている。正面

中央部のデザインはやや稚拙な感が否めないが、縦長の窓と窓間部が連続する色調のコントラ

ストは、リズミカルで強い垂直性をもつ外観構成を生みだしており、木造ながらも町役場庁舎

の中でもひときわ優美な外観を誇っている（写真 13）。 
 さきほど築港に言及した大泊支庁の庁舎は、1908 年に竣工したもので、建坪 105.30 坪・木

造平家という諸元が伝えられる。だが内実は、日露戦争を焼け残ったロシア人家屋に改修を施

したもので、もともとは樺太民政署と樺太庁の庁舎を流用していた 37。これが老朽化したため

に 1935 年前後に新築された新庁舎は、木造モルタル 2 階建て、敷香支庁と同様に、装飾性を

極度に排した外観が特徴的である（写真 14）38。 

36 前掲「各所建物と定員との関係調」 
37 「大泊建築物語（一）大泊支廰／樺太随一の歴史を持つ」『樺太日日新聞』（1931 年 2 月 24 日付） 
38 「樺太最古の建築物 大泊支廳々舎新築／総工費六万八千円を計上／旧廰舎は歴史的に保存？」『樺

太日日新聞』（1934 年 8 月 18 日付） 
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写真１４ 大泊支庁  

写真１５ 大泊町役場  

 これに対する大泊町役場は「以前支

庁出張所の建物だったもの」を使用し

ていたが、1924 年にこの建物の一部

が類焼したと記録されている。そのた

め、以降は 1915 年 11 月に建設され

た本町大通南 6丁目の木造 2階建洋風

下見板の大礼記念館を利用していた

と見られる 39。 
 ながく間借同然であった町役場に

対し、昭和初期に町役場新築の動きが

活発となり、民間建築家であるマックス

･ヒンデル（Max Hinder,1887～1963）
に設計を依頼し、481.5 坪、鉄筋コンク

リート 2 階建塔屋地階付の庁舎が 1928
年 12 月 5 日に竣工した（写真 15）。工

費は 70,999円 10銭、内部に関しては「建

物の地階は鉄筋コンクリート造りで、暖

房機関室･小使室等に充て、一・二階木

造スタッコ仕上げで、一階を事務室・商

工会議所・町長室・助役室等に、二階は

会議場に充てて居る」と説明されてい

る 40。ドイツの片田舎風の野暮ったさの中に、どことなく愛嬌とあたたかみがこもるのが、ヒ

ンデルの味である 41。ある意味で「周縁の周縁の中央」に最もふさわしいデザインだったかも

しれない。 
 
【旧函館区公会堂と旧北海道庁函館支庁庁舎】 
 こうした相違は、何も樺太においてのみ見られた現象ではない。最も顕著かつ著名な例は北

海道の函館にある旧函館区公会堂と函館市写真歴史館（旧北海道庁函館支庁庁舎）であろう。

二つの建物は、ともに 1907 年 8 月に発生した大火からの復興事業としてほぼ同時に再建され

たものである。 
 北海道庁函館支庁庁舎は、1909 年に竣工した木造 2 階建ての洋風庁舎で、コリント式オー

ダーを用いたクラシカルな外観に特色があり、地味ながらよくまとまった佳品である。こちら

は函館市写真歴史館として転用が図られ、登録有形文化財に指定されている（写真 16）。 
一方、函館区公会堂は区民有志による建設協議会が主体となって復興が果たされた。地元の

豪商相馬哲平が５万円を寄付したため、総工費 57,000 円余の本格的な洋風建築が実現した。

39 1925 年発行の『樺太拓殖写真帖』には、大礼記念館が大泊町役場として掲載されている。この大礼記

念館はその後大泊図書館などにも転用された大泊の代表的な公共建築である。 
40 西鶴定嘉『新撰大泊史』（大泊町役場・1939）、p.232. 
41 マックス・ヒンデルについては角幸博「マックス・ヒンデルと田上義也：大正・昭和前期の北海道建

築界と建築家に関する研究」（北海道大学学位論文・1996）を参照のこと。ちなみに角によれば、ヒン

デルは官公庁舎を手がけていない建築家として知られ、この大泊町役場が唯一の例外とされている。 
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写真１６ 旧北海道庁函館支庁  

写真１７ 旧函館区公会堂  

設計者は函館区技手小西朝次郎、工事監督は函館区技手渋谷源吉、請負は村木甚三郎の名が伝

えられている。竣工は 1910 年 9 月、全体的にはコロニアル・スタイルでまとめられ、コリン

ト式オーダーを意識した洋風ファサードの細部には和風意匠も巧みに織りまぜられている。北

海道を代表する明治期洋風建築の一つであり、1974 年に重要文化財に指定されている（写真

17）。 
 この二つに関しては、藤森照信が「官軍と

商人の西洋館合戦」と題する文で言及してい

る 42。 
 
 ずいぶん派手な建物だ。 
 西洋館はそもそも日本の伝統建築に比べると奥

床しさに欠け、目立ちたがり屋だが、函館区公会

堂みたいな目立ち方をするのも珍しい。…どうし

てこんなに目立たなくちゃいけないのか。外から

はうかがい知れない地元の論理がこの裏には隠さ

れている。 
 
 藤森がここで「地元の論理」としたのは、

戊辰戦役における箱館戦争であった。町人た

ちは心情的には榎本武揚らに「気持ちを寄せ

て」いたにもかかわらず、彼らは敗北し、「東

京から派遣されてきた薩長の役人が函館の

町をコントロールすることに」なり、「心理

的には函館の商人たちも小さな挫折を味わ

ったのだった」という。 
 
 かくして当時としては日本一立派な公会堂が誕

生するが、その時の新聞などを調べても、相馬はじめ寄付をした市民たちがなんでここまでがんばっ

たのかは書いてない。 
 しかし、立地と姿が教えてくれる。 
 函館の町は御存知のように函館山が海に向かってすべってゆく斜面の上に広がっていて函館支庁は

一番高いところに位置して眼下に町を見下ろしているが、公会堂はその支庁のすぐ山側に位置して、

支庁を足下に見下ろしている。建物の姿も、支庁が三角破風が一つで地味な灰色をしているのに対し、

公会堂は三つ並べて色は青と黄。 
 函館戦争では敗けたが、建物くらべでは勝った。 

 
 二つの建物に、早くも官民の対決の構図を見出した藤森の慧眼には深く敬服する。だが、も

し彼が樺太における支庁と町役場にも同じような事例が多くあることを知っていたならば、や

42 引用元は藤森照信「官軍と商人の西洋館合戦」『建築探偵 奇想天外』（朝日文庫・1997）、p.10-11.
ただし初出テキストは『建築探偵 東奔西走』（朝日新聞社・1990）に所収されている。 
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や強引に函館戦争の遺恨を持ち出さなくても済んだのではないか。藤森自身も 40 年前の怨恨

がかくも根深いと断言するつもりはあるまい。これは単に他に説明のつけようがなかっただけ

であろう 43。 
 と同時に、本稿ではこの現象が北海道で先行していた事実を重視すべきである。函館の相馬

哲平ほどの篤志家に恵まれなかったものの、大正期の樺太の町役場に見える「がんばり」は明

らかに函館の公会堂と同質同根のものだ。「建物くらべ」における「地元の論理」とは、少な

くとも北海道と樺太に共通する「がんばり」の動機であり、本稿でとりあげるべきトポフィリ

アそのものでもある。 
 
【町役場が宿すトポフィリア】 
 さて、もはやこれ以上例を挙げる必要はあるまい。外観写真をみるだけで、町役場と支庁庁

舎の建築に大きな差があったことは明らかである。同じように、「周縁の周縁の中央」を志向

する建物でありながら、そこに込められた建築的な熱意には大きな開きがあったのだ。 
 とはいうものの、上記の見解は、建築学的には暴論の誹りを免れない。なぜなら、本来、外

観写真における意匠的特色の差異だけで、二つの建築の優劣を論じることはできないからだ。

さもあろう、前節で引用した藤森の一文もそれを示唆するだけで論証を試みてはいない。樺太

庁の地方分署にすぎない支庁と、小なりとはいえ自治体の中心施設である町役場とでは、施設

の規模や建設費用の関係で、ある程度の差がでるのは当然であるともいえる。支庁建設当時の

樺太庁の財政的事情や、建築技術者の力量も考慮しなくてはなるまい。より一般的な意味でも、

建築Ａよりも建築Ｂの方が優れている、格が上だ、美しいなどということを論証するのはきわ

めて難しい。（それは文学においても同様であろうし、そもそもこの種の比較が無意味だとす

る意見も少なくないだろう。） 
 告白すれば、本稿における中核的概念は、かなり以前からその萌芽が存在していた。だが、

建築学というカテゴリーでは論じることが難しかったため、早々に断念せざるをえなかったの

であった。先述の通り、支庁庁舎よりも町役場が格上、という大前提となる部分の実証が上記

の理由で不可能だったからである。 
 ではなぜ、あえて本稿を世に問おうとしたのかと言えば、町役場の方が格上だと論証するこ

とではなく、町役場と支庁にみる差異を現出せしめた意識の差は何かを考察することで、逆位

相からこのテーマを論じることができるかもしれないと考えたためである。 
 支庁と町役場との差は、中央からみた周縁に対するエリア・イメージと、周縁の内部からみ

た周縁の、いわばセルフイメージとの意識の違いを体現するものといえる。真岡を愛する町民

の愛着と、単なる周縁の一つという中央的な醒めた認識との差はこれほどに大きいのだ。この

差の中にこそ私たちは空間的ヒエラルヒーの本質を見いだすことができる。 
 その差にこそ周縁に対するトポフィリア（場所愛）が宿ると筆者は考える。つまるところ、

町役場にこめられた「周縁の周縁の中央」の空間的ヒエラルヒーは、あえて卑俗な言い方をす

ると「田舎のプライド」であり、必要以上に自らを卑しめようとする「中央」に対するささや

かな反骨精神のあらわれでもある。ここで論証するまでもなく、函館の「札幌」に対する敵愾

43 この点について、岩本和久から以下のコメントをいただいた。「藤森の指摘するような官軍あるいは

薩長への敵愾心や意趣返しという側面はあったのではないか。そう考えても別におかしいことはないの

だから、藤森説を否定するのであれば、それなりの論拠は必要であろう。」 
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心にちかい対抗心は決して小さくなかった。真岡の「豊原」に対するそれと同様かそれ以上に 44。

こうした地元意識、第三者が微笑まじりに是認せざるを得ないような彼らの自尊心こそが、複

雑な陰翳の混在するはずの空間的ヒエラルヒーには欠かせない要素であり、町役場はこうした

非均質的な周縁空間のありかたを物語る、「動かぬ物証」なのである。そしてそれはアピール

でもある。他者のおしつける「周縁の周縁」という論理に抗い、払拭するためのほとんど唯一

の機会として、町役場では「がんばる」必要があった。 
――ここはお前たちが思うほど田舎じゃない。そんな素朴なトポフィリアこそが、周縁における

空間的ヒエラルヒーの源泉であった 45。 
 いささか興味深いことに、各地方においてそのプライドの証であったはずの町役場は、旧豊

原市役所以外の現存事例がない。（この豊原市役所についても、都心部の再開発対象として間

もなく取り壊される計画が明らかになったばかりである。だが、サハリンにおける歴史的遺産

という意味においても「樺太の町役場」の唯一の遺構を失うべきではないはずだ。） 
 もしかすると、「周縁の周縁の中央」という個性は、中央集権志向の強いソビエトのエリー

トにとってはいささか鼻につくものであったかもしれない。そのせいかどうかは不明だが、現

在のサハリンにおける周縁の周縁には、町役場に代わってトポフィリアを感じさせるような存

在がほとんど見受けられないことも付言しておきたい 46。それは住民が自主的に建築する機会

を失っていたことと無関係ではあるまい。結局、上から与えられた建物はやはり周縁の周縁で

しかない。 
 ロシアの地方都市における「周縁の周縁の中央」は、かつてであれば正教の教会堂であった

ろう。だが、とくにソ連期以降の都市計画ではどうなのか。ポスト・ソビエト期、そして現在

は？ 今後ロシアの辺境を考えるにあたり、考えておかねばならない課題であろう。 
 
【樺太神社とレーニン広場 ： 周縁の中央の中央】 
 これまで挙げてきた空間的ヒエラルヒーの体現者たち、すなわち港湾や町役場は、科学的・

近代的な発展を是とするイデオロギーによって評価されるものであった。だが、対照的に、空

間に伝統的・精神的な価値観を敷衍することで、そのヒエラルヒーに影響を及ぼすものも存在

する。その代表格は宗教施設であり、樺太においては、とくに政治的な思惑に基づいて建設さ

れた樺太神社をその筆頭にあげるべきだろう。 
 樺太の首府である豊原の市街地には、政治的な中心軸として整備された神社通りがあり、豊

原駅と樺太神社を結ぶこの通りは、豊原市街地における中心軸であった。いわば「周縁の中央

の中央」である。樺太神社は大國魂命・大己貴命・少名彦命の３神一座を祀る「樺太全島の総

44 他にも真岡町の競争意識を示唆する例として、「貧弱を極むる真岡驛の建物／外來者にも極りが悪い」

『樺太日日新聞』（1929 年 2 月 2 日付）をあげておく。これには、「同驛の貧弱さには先づ外來者には

一驚する事であらう。あの長屋の如き真岡驛では豊泊両驛に比較して町民は恥としないのか。」とあり、

さらに「非常な不得策であり同時に多大の損失」と論じている。 
45 ちなみに、イーフー・トゥアン自身は、土地への愛着について「ちょうど、「人間愛」を見せかける

ことがわれわれの疑惑を招くように、大きな領土に対して主張されると、偽物のように聞こえる。…あ

る地域が自然な単位に思えるときには、もっと容易にその地域と自己とを同一視することができる。愛

着を帝国全体に及ぼすことはできないのだ。…近代国家は大きすぎて…またその形態は人工的すぎて、

それを自然な単位としては知覚することができない」と述べている。（『トポフィリア』、pp.195-196.） 
46 「周縁の中央」の可能性がある建物として指摘しておきたいのはいわゆる「文化会館」である。今後

の検討要目としておきたい。 
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写真１８ 樺太神社から豊原市街を眺める  

鎮守」であり、1911 年 8 月 23 日の施政記念日を期して鎮座式が実施された（写真 18）。 
 この神社通りのもたらす思想的・心理的側面について、移民というキーワードで豊原にひそ

むイデオロギーを抽出しようとしたテッサ・モーリス・スズキは、次のように述べている。 
 

「植民地思想の内部で、移民を一方で民族文化や民族伝統の運び手とみなし、他方でダイナミズムと

近代化の運び手とみなすといった、両面価値的な相互関係が形成されたことである。豊原で最初に建

設された建物は、（東の）樺太神社と（西の）鉄道駅で、大通りの神社通りは、二つをつなぐ糸のよ

うに、まっすぐに伸びていた。」 
「鉄道と神社は、二つの対照的な神話――国家の神話と植民地主義の神話――を体現するものだった。

東には、国の起源と不変なる伝統の神話が、西には、進歩と移動性と技術力の神話が置かれたのだっ

た。駅と神社は、物理的には、大通りの正反対に位置するものとして、象徴的には、それぞれが表象

するアイデンティティを物語るものとして、対置していた。しかしこの二つがいかに結びついたかを

みることは重要なことである。二つをむすぶ街路によって明らかになる連結／関係を。 
 駅から樺太神社までまっすぐに伸びる通りは、豊原を訪問する者にとって極めて実用的な利用価値

があった。神社こそ、旅行案内書が樺太を訪れる旅行者に勧めるコースの最初の見どころであったか

らだ。…この意味において、樺太神社は、単に愛国心の場として機能していたのではなく、旅行者を

引き寄せる場でもあったのだ。時が経つにつれて、樺太神社は日本神道が育んできた神話に加えて、

新たに成立しつつある植民地神話の英雄たちの記念も取り込み始めた 47。」 
 
 率直にいって、彼女のこの論考には初

歩的な誤謬が少なくないが 48、鉄道駅を

近代的な象徴、樺太神社を神話的な象徴

として街路（神社通り）の重要性を語る

こと自体には賛同したい。だが、愛国心

や植民地主義といったキーワードの他

に、「故郷への思慕」という側面はなか

ったであろうか。海峡を渡ってきた移民

が多数を占める島民にとって、神社とは

鎮守の表象であるとともに、故郷へとつながる心理的な「窓」ではなかったのだろうか。日本

人はどこに移住してしてもまず手始めにお社をつくるという風習は、制度や法令などに縛られ

ていたわけではなく、よく言われるような植民地主義や国家神道とはやや肌合いの違う心理作

用が働いていたという印象が拭えない。その意味では、鉄道と駅も単に近代や植民地を体現す

るだけではなく、故郷へ続く家路のシンボルでもあったといえるかもしれない。あるいはそれ

は移住者における「原点回帰のトポフィリア」として総括できようが、それを論じるには、今

少し論拠が不足しているのも確かである。ここでは簡単にふれておくにとどめたい 49。 

47 テッサ・モーリス・スズキ「植民地思想と移民--豊原の眺望から」『拡大するモダニティ 1920-30 年代

2』（岩波書店・2002）、pp.183-214． 引用部分は pp.193-194. 
48 この点に関しては拙稿「ウラジミロフカから豊原へ――ユジノ・サハリンスク(旧豊原)における初期市

街地の形成過程とその性格」『21 世紀ＣＯＥプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集 
No.5(特集 サハリン・樺太の歴史)』、２００４、pp.45-68.を参照のこと。 

49 この項を書きすすめているとき、私の念頭にあったのは井上靖『おろしや国酔夢譚』と、これを原作
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写真１９ レーニン広場  

 とまれ、この「周縁の中央の中央」たる樺太神社は、多分に重層的なアレゴリーをはらみな

がらあらゆる意味における「樺太」を体現する存在となった。（それは今も変わらない。植民

地研究の中で、神社は最も注目されるテーマの一つである。）だが、それゆえに樺太が滅び、

豊原が終焉を迎えるのとほぼ同時に、樺太神社は姿を消さざるを得なかった。この土地に残留

する「樺太」を否定し払拭するために、樺太神社は是が非でも破壊されなくてはならなかった。

現在、かつての樺太神社の敷地にはコンクリート造の附属施設がわずかに残るのみである 50。 
 一方で、豊原における政治的な中

心軸であった神社通りは、ソビエト

の新しい統治者たちにとっても重

要な意味をもっていた。おそらく彼

らは意図的に、スターリン通りと改

称されたこの街路に、政治的な意味

を次々と重ねていった。都市建設が

本格化した 1960 年代には、赤軍極

東司令部・共産党サハリン州委員会

・サハリン州行政府などソビエト権

力の中枢施設が新たに建設された。

1965 年にはスターリン通りからコムニスチチェスキー大通りとさらに名を変え、その政治性は

より鮮明なものとなっていた。 
 しかしながら「周縁の中央の中央」の政治的な意味を完成させたのは、街路の東端・レーニ

ン通りとの交差点に建設された、レーニン記念広場であった。そこには現在のユジノ・サハリ

ンスクの象徴ともいえる巨大なレーニン像が建設された（写真 19）。 
 

 1968 年から市の中央広場はレーニンを記念するものとなった。共産党とソビエト国家の創設者で

ある V.I. レーニンの記念碑の造営には、「記念碑彫刻」工場とムィチーシィ市の美術品鋳造工場、

彫刻家としてソビエトの国民的芸術家 E.V.ブチェーチッチ、建築家 I.I.ロベイコが関与した。記念碑

の除幕式はレーニン生誕 100 周年の日である 1970 年 11 月 6 日に行われた 51。 

 
 豊原＝ユジノ・サハリンスクの中心を象徴する二つの建造物は、同じように神社通り＝コム

ニスチチェスキー大通りに拠っていながらも、その性格が対照的であるところが面白い。樺太

とした同名映画の 1 シーンであった。漂着した大黒屋光太夫一行のうち、最年長の九右衛門はいつも船

から取り外した神棚（原作中では「伊勢大神宮の宮居」）を携えており、これをアリューシャンからイ

ルクーツクまでの長い旅路の中で手放さなかった。また、原作中にも女帝エカチェリーナから下賜され

た銀牌を「手など触れないで神棚へ上げて置くものだ」とする場面がある（七章）。彼らがとかく縁起

を担ぐ船乗りであり、また伊勢神宮のお膝元白子浜の出自であることを考慮に入れる必要はあるものの、

光太夫一行が小さな神棚に託していた故郷への思いと、樺太神社に対して島民が抱く気持ちに大きな差

があるとは私には思えない。 
50 樺太神社を含むユジノ・サハリンスク市における日本期建造物については拙稿 ON THE 

INVESTIGATION OF JAPANESE HISTORIC BUILDINGS IN YUZHNO-SAKHALINSK、日本建築

学会計画系論文集、571 号、2003、pp.121-128.などを参照のこと。 
51 А.Т.Кузин и др. Летопись Южно-Сахалинска 1882-2007. Южно-Сахалинск, 2007, с.268. 
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神社の場合は、市街地の西端にある小高い丘陵地に位置し、市街を一望できる境内は「幽邃森

嚴、おのづと身のひき緊る 52」といった雰囲気に包まれていた。鈴谷の山並みを背にして「樺

太全島の総鎮守様」として首府豊原を睥睨するのは、大國魂命などの神道の神々と日露戦争の

戦利品であった。 
 一方で、ユジノ・サハリンスクの中央広場は建国の英雄レーニンという実在の人物を記念し

たもので、それはコムニスチチェスキー大通りの西端、文字通りの市街地の中央に位置してい

た。このレーニン像は、樺太神社の神々と同様に市民たちを見下ろしているのだが、彼の場合

は神聖なる宗教空間ではなく、自らを敬愛して広場に集う市民たちに囲まれていた。一説によ

るとこのレーニンは、封印列車で帰還を果たした栄光の瞬間であるというが、そうした図像学

的なアレゴリーの解釈は後の機会に譲りたい 53。 
 このように二つの「周縁の中央の中央」が明らかにしたコントラスト、すなわち自然と神々

の鎮守したもう樺太と、人民に囲まれた英雄が見守るサハリンという構図は、樺太とサハリン

という辺境の特質を、案外と正確に洞察しているのかもしれない。 
 
【ひとまずの結び】 
 本稿を通して論じたかった点は、境界が不要であるとか存在しないという極論ではない。空

間における境界が社会的・人為的なものに過ぎない以上、空間特性の分析においては必要不可

欠な存在ではないことを指摘しておきたかったのである。 
冒頭でも述べたが、境界によって分断されてきたサハリン・樺太の歴史がトランス・ボーダ

ー（跨境）を標榜して融合・収斂しつつある昨今の研究情勢には大きな共感と感銘を覚える。

またサハリンのみならず北東アジア全域を視野に収めた、左近雪村編『スラブ・ユーラシア叢

書 近代東北アジアの誕生――跨境史への試み』（北海道大学出版会・2008）も画期的な成果

だといえよう。地域史に分断された北東アジアの本来のかたちを、たとえば、ボーダーを超え

る人流・物流の営為などで私たちに提示してくれている。 
だが、昨今の研究情勢を通観すると、ボーダーに翻弄された過去の歴史学への反動ゆえに、

ややもするとボーダーへの拘泥が強いことに秘かな危惧の念も拭えない。確かに政治・経済・

法律など社会科学系にまつわる分野では、対象をデジタルに扱うべき状況も多く、その場合、

トランス・ボーダーは今後も大きな成果をあげていくだろうし、そうあるべきでもある。 
しかしながら、空間とは本質的にはアナログ的なもので、その属性は明確な境界をもたずに

変容を繰り返す存在でもある。それゆえに、とくに空間を論ずるときには、無自覚で強引な線

引きはむしろアナログ的な変化に宿る微妙な陰影を塗りつぶしかねない。領域設定が単なるエ

リアの細分化に堕しては、たとえば町役場が体現する小さいながらも豊かな物語を見失いかね

ないのである。 
 トランス・ボーダーの有用性と豊かな可能性を信ずればこそ、ボーダーレスにも将来の席を

確保しておきたい、というのが本稿のささやかな自己主張である。 

52 前掲『樺太の旅』、p.136. 
53 この節に対して岩本和久から以下のコメントをいただいた。「ユジノ･サハリンスクにおけるレーニン

像が帰還列車の場面を描写したものだという説は、真偽はおくとしても、レーニン広場の立地と無縁な

ものではないだろう。すなわち、この広場は背後に鉄道駅を有しており、街の方向から見れば、巨大な

レーニン像が鉄道を背に市民の歓呼に応える構図を形成している。そのシチュエーションに実にふさわ

しい物語といえるのではないか。」 
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写真２０ サハリン西海岸の風景  

また、本稿でとりあげた日本時代の樺太は、原則として単層的な＜中央～周縁＞ヒエラルヒ

ーによって支配される、言ってみれば非常にシンプルな空間秩序に則った地域であった。しか

しながら、こうした地域はむしろ例外であり、多くの地域では複数の＜中央～周縁＞関係が隣

り合い、重なりあう場合が少なくない。たとえば、ロシア的な＜中央～周縁＞関係と非ロシア

的なそれが複雑に入り組みながら相互的な作用を及ぼす空間において、そのヒエラルヒーはい

かなる変化をみせていくのか、またその変化は現実の空間にどのような形で反映していくのだ

ろうか。それを読み解くのは決して容易ではない。今少し方法的な洗練を図らなければ、有効

な分析視角とはなりえないだろう。とりわけ、ここでは建築の位置関係や敷地、周辺状況を含

めた比較分析を行う余裕がなかった。今後の課題としておきたい。ただ、空間としての辺境を

論じる際の分析視角があまりにも脆弱なこともあわせて指摘しておく必要がある。 
樺太などはその典型であるが、とかく辺境に関する情報は常に不十分で信憑性に乏しいもの

となりがちである。それゆえに、不確実なデータに基づく「科学的」検証が、どの程度辺境の

真実を説明しうるのかという懸念は、辺境の研究につきまとう宿命といえる。その意味では、

正攻法のみでの辺境研究に固執するよりも、トポフィリアや空間ヒエラルヒーのような情緒的

・感性的な「物語」の視点の方に、大きな可能性を感じてしまう。といっても、それは単に説

明できない部分を物語によって補完するという消極的なアプローチという意味ではない。むし

ろそれは情緒的な物語と統計的な数字とが互角にせめぎあう、ジレンマに満ちた叙述体系であ

る。さらにいえば、それは微視的な地元目線による情念と巨視的「中央」的な歴史理論とが、

多くの対立や矛盾をはらみつつ混在する、いわば「辺境のためのロジック」なのかもしれない。 
 この共同研究を通して、このロジックに少しでも近づきたいと考えている。 
 

 2008 年 9 月、ほぼ 7 年ぶりにサハリン

西海岸の一帯を視察する機会があった。盛

秋の日本海は異論なく美しかったが、地上

の風景には以前と変わらない寂寥があっ

た。砂埃の舞う荒れた道に、泥まみれの古

い家並みは、7 年の歳月がこの地に何もも

たらさなかったことを物語っていた。石油

と天然ガスがユジノ・サハリンスクをはっ

きりと潤していたのとは対照的に、オイル

マネーの恩恵に浴さない人々や地域は、完

全に取り残されたままであった（写真 20）。 
 樺太時代の町役場が姿を消し、ソ連時代においても基幹産業であった製紙工場がすべて廃墟

と化した 21 世紀はじめの現在、サハリン西海岸の諸都市において「周縁の周縁の中央」と言

い得る存在は何一つ――本当に何一つ見出すことができなかった。 
 
 見捨てられた土地。だがそれは、何よりも住民自身がトポフィリアを喪失した結果なのかも

しれない。私は思うのだ。辺境とは、もはやいかなる意味においても中央をもてなくなった空

間のことであると。同時に、辺境の建築とは中央への希望と周縁のプライドを失った建築のこ
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とであると。その意味で、樺太はまだ本当の辺境ではなかったかもしれない。 
 

 
付図 サハリン主要市街地位置図 
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〈書評〉李延齢著 『Литератула русских эмигрантов в Китае』（全 10 巻） 

 

塚田 力 
 

 

本書の主編者兼資料収集者の李延齢（Ли янлен、Ли Яньлин）氏は 1940 年黒龍江省出

身。1962 年黒竜江大学外語系ロシア語専攻卒。斉斉哈爾大学外語学院教授。李氏は詩人で

もあり、『Я люблю Россию』（ブラゴベシチェンスク、1994）、『Песня о берегах 

Амура』（同、1996）、『Сердце к сердцу』（同、1998）、『Ли Янлен. Избранные стихи』

（同、2001）、という 4 冊の詩集を出版している。ロシア作家協会の会員であり、アム

ール州作家協会副主席も務めている。ロシア科学アカデミー東アジア平和安全発展委員会学

術委員会の委員、ロシア科学アカデミー名誉博士、ボロネジ工科大学名誉博士。 

本書は李氏が蒐集してきた中国における亡命ロシア人による文学作品を、ロシア語のまま

10 巻本として公刊したものである。 

本書が刊行されるに至る時代背景を説明したい。1949 年以降、中国における亡命ロシア

人文学の研究は政治的な理由で長年困難な状況におかれてきた。亡命ロシア人たちが反革命

的な人々だとみなされていたことが原因である。結果として、多くの作品が埋もれてきた。

中ソ対立が激化し文化大革命が開始された 1966 年以降、ロシア的なものはすべて排斥の対

象となり、ハルビン市内でも教会が破壊されるなどした。表紙にマルクス・エンゲルスが印

刷されたものなどの一部を除くロシア語出版物は紅衛兵による焚書の対象となり、所持して

いることが発覚するだけでも身の危険があった。当時の紅衛兵はどんなに地位の高い相手で

も躊躇なくつるし上げ、個人宅にまで押し入り暴行を繰り返し多くの死者を出している状態

であった。文化大革命の結果、現在でも黒龍江省にある図書館では亡命ロシア人による出版

物は稀少である。 

そのような情勢の中、李氏は 1967 年に散逸しつつあったロシア人亡命者による文学作品

の蒐集に着手する。蒐集はすべて秘密行動で、費用も当然ながら自前であり、紅衛兵に家宅

捜索を受けた場合に備えて集めた原稿は地中に埋めていたと李氏は筆者に語っていた。李氏

は中国東北地方及び上海で地道に蒐集作業を続けたが、長年その公表をためらってきた。よ

うやく 2002 年に、蒐集した作品の一部を中国語に翻訳し、『中国俄羅斯僑民文学叢書』（5

巻本、ハルビン、2002）を刊行した。ロシア政府はこの出版を非常に高く評価し、2004 年

にはプーチン大統領（当時）がロシア連邦友好勲章を北京の釣魚台国賓館で李氏に直接授与

している。 
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本書は 2005 年に刊行された。100 名近い詩人と作家の作品が収録されており、本書以外

で作品に触れることが困難な作家が多い。一方でバイコフやネスメロフといった有名作家の

作品も多数収録されている。中国亡命ロシア人の文学作品は散逸するか、あるいは入手しづ

らい状態におかれているものが大半であるため、本書はその研究のために不可欠の基礎資料

であるといえる。文学研究以外の観点からも、中国東北地方と上海の亡命ロシア人社会に興

味があるものにとっては情報の宝庫である。 
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平成２１～２４年度科学研究費補助金 基盤研究（Ｂ） 
「辺境と異境－非中心におけるロシア文化の比較研究」 
 
研究代業者：望月恒子（北海道大学文学研究科） 
 
分担者：  諫早勇一（同志社大学） 
      井澗裕（北海道大学スラブ研究センター） 
      岩本和久（稚内北星学園大学） 
      越野剛（北海道大学スラブ研究センター） 
      中村唯史（山形大学） 
      谷古宇尚（北海道大学文学研究科） 
 
事務局：  佐光伸一（北海道大学文学研究科） 
 
研究会の記録 
 
21 年度第１回研究発表会 
 後援：グローバルＣＯＥ「境界研究の拠点形成―スラブ・ユーラシアと世界」 
  2009 年 8 月 26 日(水)  
  北海道大学大学院文学研究科 Ｗ４０８ 
 
 
司会：前田しほ（北海道大学スラブ研究センター） 
報告：岩本和久（稚内北星学園大学） 
 「ロシア出身の女性精神分析家―ザビーナ・シュピールラインとルー・ザロメ」 
 
司会：宮川絹代（東京大学大学院 総合文化研究科） 
報告：望月恒子（北海道大学大学院文学研究科） 
 ｢ブーニンにおけるオリエント ―旅と思索―｣ 
 
司会：天野尚樹（北海道大学スラブ研究センター） 
報告：井澗裕（北海道大学スラブ研究センター） 
 ｢周縁の周縁の中央 －空間的ヒエラルヒーと建築の辺境性(1)－｣ 
 
司会：望月恒子（北海道大学大学院文学研究科） 
報告：越野剛（北海道大学スラブ研究センター） 
 「流刑の島のユートピア―ヴァシリイ・アジャエフ『モスクワを遠く離れて』

（1948 年）におけるサハリン」 
 
 
司会：諫早勇一（同志社大学） 
報告：中村唯史（山形大学） 
 「バフチン『可能性をより大胆に活用せよ』に見る「多文化主義」」 



 
21 年度第２回研究報告会 
後援：グローバルＣＯＥ「境界研究の拠点形成―スラブ・ユーラシアと世界」 
 2010 年 1 月 24 日(日)  
 北海道大学大学院文学研究科 Ｗ２０１ 
 
 
司会：天野尚樹（北海道大学スラブ研究センター） 
 
報告：井澗裕 （北海道大学スラブ研究センター） 
「製紙工場の地政学―碁盤としての辺境」  
 
  
司会：越野剛（北海道大学スラブ研究センター） 
報告：谷古宇尚（北海道大学文学研究科）  
「先住民と現代美術―《シベリアのシャーマン展》（シュトゥットガルト，リン

デン博物館，2008-09 年）をめぐって」 
 
 
司会：佐光伸一（北海道大学文学研究科）  
報告：宮川絹代 （東京大学総合文化研究科） 
「『スヴェルドロフスク』と空：ボリス・ルィジーの詩的空間について」 
 
  
司会：中村唯史（山形大学） 
報告：岩本和久 （稚内北星学園大学） 
「現代ロシア文学における地方性について」 
 
 
司会：望月恒子 
報告：諫早勇一  
「ガリポリ―異境の成立」  
 
 
司会：望月恒子（北海道大学文学研究科） 
報告： エレーナ・イコンニコヴァ（サハリン総合大学）  
｢日露文学におけるサハリン概観｣  
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