
芸術家の恐怖－ナボコフの初期短篇の世界から

諫早勇一

ウラチーミル・ナボコフがパリで刊行されていた戸シア亡命者の代表的雑誌「現代雑記」

（CoBpeMeHHbIeβanHcKH）の30号（1927）に発表した短篇小説に『恐怖』（y遮ac）と題され

たものがある。この作品は1930年に出版されたナボコフ最初の短篇集『チ盈一ルブの帰還』

（Bo38pa皿eHHe　qoP6aNこ再録され，更に1975年息子のドミトリイと作者の協力で・・Terror”

：との題で英訳され・この他13の短篇と合わせて『独裁者殺しとその他の物語』（Tyrants

Destroyed　and　Other　Stories）に収められたが，ごく短いものであり，これまでそれほど

注目をあびた作品ではなかった1）。

ただ，・ここに描かれている語り手の体験は他の短篇と比してもはなはだ奇怪であり，ある

意味で心理学的興味さえひくものだろう2）。とは言え，ここではその心理分析が主眼ではな

いから，まず孤独，疎外といった観点からこの作品を見て行きたい。しかし，その前に一通

りあらすじを追わなければならない。　　　　　　　一

語り手の若者は平生から不思議な知覚，恐怖感に悩まされていたが，恋人から離れて訪れ

た異国の3）町でかつてない恐怖を体験する。即ち，4日間不眠に悩まされ続けて，5圓目の

朝街を歩くと突然「世界が実際にあるがまま』（20ユ）4）の姿で見え，家も木も自動車も人も

いつもの人間らしい姿では受け取れなくなり，自分と丁世界とのつながりが絶ち切れ」（202），

自分も世界も互いに独立した存在だと感じる。ただ「無意味な輪郭」（202）ばかりが眼に映

り，いくら人を見つめてもその輪郭はますます意味を失うばかりだった。恐怖にとらわれ，

気も狂わんばかりの語り手は，ついに自分が「人間ではなく，裸の視覚，意昧のない世界を

動くあてもない視線」（203）だと感じるまでに至る。しかし，ホテルの前で恋人の危篤を告

げる電報を手渡された後にこの恐怖感は去って，早速彼女のもとにかけつけてその死を君取

った後，「彼女の死が私を狂気から救った」（204）と語られるが，物語は再び恐怖が襲った

ら救いはないという不吉な予感に終わっている。　　　　　　　　　叩

さて，この一錘病的な体験を説明しようとする時，丁疎外」という語はすぐ思い浮かぶ。

楽表の同年匹舵」（Py凸）誌上に『恐怖』評を掲げたアイヘンヴァツ1ドは，主人公の恐怖は

・、「突然の疎外感」5）から生じたと述べたが，近年の批評家で見ても，Fieldはこの作品を「狂

気に陥るほどの疎外」6）を探究した作品の一つに数えているし∫Majhaロovichもこの作品を

概観しなが・ら「疎外感」7）に言及している。．

だが，この語り手の世界からの疎外感が一体何に起因するかを説明することは決してたや

すくはない。実際，，この点に関しては論者の意見も一致しているとはいい難い。広く見れば，

これは「存在の不条理」8）に直面した人間守般の疎外感だとも言えるし∫より範囲を限れば，

亡命と炉う特殊な状況に置かれた一個人の孤独に起因するとも言えるだろう、そして，’・一後者

の見方を補強する事実としては，語り手が恐怖感を味わう舞台が・「恋人」（いわぼ本人を最

も強くつなぎとめる他者）のいない・「異国」であることが挙げられよう9）。また，前者の見



96

方に関して言えば，ナボコフ自身がこの作品の英訳の序で「これはわずかばかりの思想を共

有している（その致命的欠点は少しも共有していないが）1°）サルトルの『嘔吐』．に少なくと

も12年先んじていた」1Dと述べているように，サルトルの『嘔吐』（La　Naus6e，1938）と

の類縁が役立つかも知れない。

確かに『嘔吐』の主人公ロカンタンが公園でマ戸ニエの樹の根を見た後の記述，たとえば

「赤裸々な〈世界〉はかくて一挙に姿をあらわした。そして私はこの無意味な嵩ばった存在

に対する怒りで，息がつまりそうになうた。すぺてこれらのものがどこからやってきたのか，

またいかにして無のかわりに世界が存在することになったのかを自らに問うことさえできな

かった。それには意味がなかった」12）といった個所などは『恐怖』との親近性をうかがわせ

る。しかし，ナボコフ自身が述べているように，『恐怖』がr嘔吐』に先んじている以上こ

こに影響関係を見てとることはできない、し，』Majhanovichが分析・しているように，主人公

は共に七「不条理の恐しい発見にほとんど圧倒されんばかりになる」が，：「『嘔吐』では主人公

に人生の根本的不条理を教えるのは外的世界なのに対し，『恐怖』’では人生の不条理の体験

は，詩人たる語り手の内面かぢ生じている」13）という相違点．も指摘できるので，『嘔吐』と

の比較はここでは必要あるまい。むしろ，先行する作品に季がかりを求めるとしたら，レ

フ・トルストイの方が適切ではなかろうか。14）

レフ・・トルストイの死後発表された短篇（1912）に『狂人の手記』（3anHCKH　cyMac田e乃

田ero）という1869年のいわゆる「アルザマス恐怖」を描いたものがある15）。こごで語り手

は土地を買うために従僕と出かける途中，アルザマスの町に逗留する。そして，その町の小

さな家の一室で語り手は夜中に恐怖を体験する。その恐怖とは直接には死の恐怖のようだが，

「人生には何もなく，あるのは死だが，死はあってはならない」16）とか，「なぜか生と死は一

つにとけあった」17）とかいう記述を見ると，1それは生の無意味の恐怖とも結びっいているか

に見える。語り手は更に神に思いをはせ，従撲を起して出発する。彼は結局土地を買わずに

家に帰るが，その後もこの恐怖につきまとわれ∫神の問題に悩んだ挙句狂気に陥ってしま

1う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

ナボコフの『恐怖』では，異国の町での恐怖に先んじて語られるある晩の出来事がこれに

対応している。その夜語り手は「突然死ぬべき運命にあることを思い出し」（197）て，大き

な劇場で突然照明が消えた時のようなパニックを味わう。だが，この部分の類似だけなら，

とりたてて云々する崔は値しないだろう。ところが，ナボコフ自身が身を置いていた当時の

ロシア亡命社会を考える時，「アルザマス恐怖」・は存外深い根を持っていたのだ。

1930年頃ロシア亡命文学の世界でナボコフと並び称きれた作家にガイ1ト・ガズダーノフと

いう今日ほとんど忘れられた作家がいたが18），．近年このガズダrノブに関するモノグラ7を

著わ1したDienesはその主要テーマとしてこの「アルザマス恐怖∫を挙げている。　Di面es

によれば・レフ・トルストイが描いて・シエストフが詳しゴく分析した「アルザ々ス恐怖」と

』は・「死とその結果生ずる生の不毛とに眼を見開いて直面し，超越的なあらゆるものへの信

’仰を失ったが故に・その力不足を感じざるをえない『自己だけに帰せられた』人間の状況」1曾）

に他ならない。言葉をかえれば・自己をこ克るあらゆるものを奪われて孤独に陥り，自分で

人生を意味づけるしかない人間の精神状況を指すという。鋤そして，これは広く雷えば，20

世紀西欧の時代精神（敏…itgeist）であるとDienesは論じている。21）．’　一　　．、

この超越的なもの・自己をこえるあらゆるものを失うたという記述は，r恐怖』で言えば｝
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「全力で恐怖を鎮圧しようと，宗教や哲学の助けなしに，死を意味づけ，死を生に即して理

解しようと試みた」（197）という個所にも対応しよう。しかし，こうした精神状況を20世紀

西欧の時代精神として片づけることにはいささかためらいを感ぜずにはおれない。r注目さ

れなかった世代』（He3aMeqeHHoe　nOKO』eHI1e）22）と題した第一次亡命時代の若い世代を描

いた回想をi著わしたワルシャフスキイは，同じく「アルザマス恐怖」にっいて，「生と死の

無意味を前にしての，最終的な耐え難い絶望感」23）としながらも，それがパリのロシア亡命

者たちをおおっていたと述べて，より狭い範囲での精神状況とみなす可能性を示唆している。

ただ，どちらにせよ「アルザマス恐怖」という概念がロシア亡命文学を論ずる際にしばしば

言及されていた以上，ナボコフが『恐怖』を執筆した時レフ・トルストイを念頭に置いてい

たことは十分考えられることだろう。だが，この問題を更に検討する前にr恐怖』を少し別

の角度からとらえることも必要だ。　　　　’

r恐怖』にはまた，ナボコフ文学をめぐってしばしば問題となる「分身」のモチーフが現

われている。具体的な「分身」（畑曲HIIK）という語も，恋人の死の床に語り手が立ち会う

場面に二回現われる。つまり，語り手は瀕死の恋人の眼前に「二人」の自分が，即ちr彼女

が見なかった私自身と，私には見えなかった私の分身」（204）が立っていることを感じる。

そして，．彼女の死後「私は一人だけ残った。私の分身は彼女とともに死んだ」（204）と語ら

れる。だが，「分身」の語が実際に使われるのはこれだけだとは言え，「分身」のモチrフ

は作品全体をおおっているかに見える。なぜなら，この作品では冒頭から語り手の不思議な

知覚，感覚が語られているのだから。

，物語の冒頭で語り手は机に向かって真夜中過ぎまで仕事をした後，鏡を見る。ところが，

あまりに仕事中「自分と遠ざかっていた」（196）がために，鏡の中の「とてもなじみ深い人

物」（196）を自分だと認めることができない。鏡に映る自分の顔を見れば見るほど，それを

自分の顔と同一視することが困難になる。言いかえれば，鏡の中の自分と見ている自分とは

別人だという感覚（一種の「分身」の感覚）がここで語られている。

Naumannはこの点に着目して，この作品とドストエフスキイのr分身』（双E曲HHK，1846）

との類似性（どちらも最初に鏡像が現われて主人公の分裂した人格を予告）24）を指摘したが，

r恐怖』とドストエフスキイとのうながりはさほど強いようには思われない。しかし，この

鏡像の場面が「分身」のモチーフと結びついていることは，その言からも確認でぎよう。更

にFieldもr恐怖』をナボコフの「分身」を描いた一連の作品の中に位置づけているが，鋤

このベルリソ亡命時代のナポコフ作品に頻出する「分身」モチーフさえも，社会的に解釈す

ることができる。　　　　　、　　　　　　　　　一

『RC・Wi11iamsはr亡命文化』（Culture　in　ExUe）と題したドイツにおけるロシアウ

命者の研究の中で，ナボコフ作品における「分身」モチーフは「ドイツにおけるロシア亡命

者の生活から喚起された本質的二重性の反映」鋤であり，「社会からの疎外感」物を反映して

いる，・と述づた。ζの二重性とは大ざっぱに言えば，ロシア人である自分と，ロシァを離れ

異国に暮す自分との；重性を意味する、ようだが・、このよ．うに「分身」モチーフも「社会から

の疎外感」・にその源を求めることができる。

更にr恐怖』から引用すれば；語り手は自分を「裸の視覚」，「あてもない視線」と感じた

が，これらの言葉はワルシャフスキイの語る若い世代のロシア亡命者たちの生活を想起させ

ないだろうか。ワルシャフスキイによれば，彼らは「生きていないで，傍を過ぎ行く人生を自
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分の孤独な幽閉生活から見るばかり」鋤だった。つまり，ただ視覚しか存在しないという・こ

とは，人生への直接的参加を拒まれ，人生の傍観者の立場に置かれることにもつながる。

このように，r恐怖』に描かれた「アルザマス恐怖」にせよ，「分身」にせよ・「裸の視覚」

にせよ，いずれも亡命の若者の置かれた社会状況，更にはそこから生まれた精神状況の所産

として解することが可能だ。だが，この作品をそう即断して良いとは思われない。そして・

それを説明するにはナボコフの他の作品との比較が当然必要となろう。そこで，次に8年後

に発表された短篇『重たい煙』（TH｝Ke』顧皿Hのについて考察したい。

『重たい煙』はバリで刊行されていた亡命系の新聞「最薮ニュース」（no㎝鉱HHe　HOBO一

cTH）に1935年発表され，1956年短篇集『フ≧アルタの春』（BecHa　BΦH肌bTe）に再録され

た後，同じく息子のドミトリイと作者自身の手によって英訳されて，1973年『旦シア美人と

その他の物語』（ARussian　Beauty　and　Other　Stories）の中に“Torpld　Smoke”の題名

で収められたが29），この作品もまた簡単なプロットでできている。

まずプロットを追えぱ，夕方一人で部屋に寝iていた主人公は隣室の妹からポーイフレンド

　　　　　　　　　　　　　、ﾌためにタバコを頼まれ，空しい捜索の末，父のところに取りに行く。そこで父の悲しげな

肩を見たことが，昼に見た重たい煙の印象と混じりあって主人公をある精神的昂揚に導き，

詩が生まれ出る，だけの話だ。そして，．プロットの面からは，この作品は『恐怖』と少しも

似たところがない。しかし，この二人の若い主人公にはある共通性が感じられる。そして，

その一つは両者の抱く自分自身の輪郭が定かでないという感覚だろう。　　　　　　，

r恐怖』の語り手は自分の鏡像を見てもそれをすぐには自分と同一視できず，鏡に映った

人物がそれを見ている，自分だと理解するまでに多少り時間を必要とした。r重たい煙』の「夢

遊病」（80）鋤的主人公も，暗闇に横たわりながら自分の「存在の形」が「明確な特微」と

「確固たる境界」（77）を欠いているように感じ，「自分自身を測り，分離する正確な方法」

（77）を見出せないで苛立つ。結局その苛立ちは歯にはさま’った肉片に舌が触れることでお

さまるのだが，その後再び感覚が濁り，鏡に映っな少し猫背り若者演自分とはすぐにわから

ない，と、いうr恐怖』の語り手と全く同じ体験を味わってから，「自分に追いついて⊥（πo一

rHaB　ce面，31）8D父のいる食堂に入る。自分に追いつくとは要するに自分を取り戻して，と

いう意味だが，文字通りには鏡に映った自分と見ている自分のように分離した二人の（これ

また「分身」現象だ）自分が元通り一つになることを動きとしてとらえた表現と言えるだろ

う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　、

このように，『恐怖』でぼんやりと示唆された自己の意識の分裂と，・自分自身の輪郭（い

わば自分を他と明確に区別して形を与えるもの，もっと内面的な言葉で言えばアイデγティ

ティ）の不明確さは，『重たい煙』においてより細がい分析を加えられている。そして，｛こ

こでもう一一つ興味をひく事実は，二人の主人公が共に暗闇で「あおむけに寝る」32）若者たち

だということではないか。　　　『　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

Naumanロはナボコフの初期小説の多くの主人公がrあおむけに寝」ていることを指摘し

て，あおむけに寝ることは「瞑想や幻想にさえ」33）結びういていると述べた。もちろん，あ

‘おむけに寝ることが瞑想と結びつくことに異論はないが，ここではその瞑想の内容を分析す

ることの方が大切ではなかろうか。以上の論からまとあれぽ，暗闇の中で「あおむけに寝

る」ことは・自分の身体的輪郭の見えないところで自分の精神的輪郭を測ろケとする，つま

り，空間の中にとけ表ろうとする自分の意識，あいまいなアィデソティティに支柱を与え，．
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自分自身を保ちつづけることを意味している。してみると，次にこの二人の主人公の職業が

当然聞題になっでくる。

『重たい煙』の主人公が詩人であることはまず疑いない。物語の結末近くで「巨大な生き

た詩の行が伸びて，折れた。折れ目で韻が甘く熱く燃え上がり，その時，ろうそくを持って

階段を上って行く時に壁の上に見えるように，つづく行のうごめく影が現われた」（82）と

語られることで，これまで暗示的に描かれてきた机の上の「油布製のノート」（78，79）の

意味が明らかになり，最後は詩作の幸福で閉じられるのだから。この意味でこの作品は詩人

の覚醒の物語と言ってよい。そして，その覚醒の一つのきうかけとなる重たい煙の描写

．（「空地の端の居酒屋の湿った屋根の上に，湿気で重たくなって満腹した眠たげな煙突の煙

が広がり，上りたがらず，いとしい腐朽から離れたがらなかった。そして，まさしくその瞬

間胸がわなないた」　（78）はドストエ7スキイの伝記的に名高い「ペテルブルグのi夢一一詩

と散文一」．（「leTep6yprcKHe℃HoB瓢eHHH　B　cTHxax　H叩03e，1861）の一一節を思い起させ

はしまいか。そこでドストエフスキイは自分に非常な衝撃を与えたある出来事を語っている。
少し長いが，省略を交えて引用してみたい。　　　　　　　　　　　　　　　　、

「今でもおぼえているが，あるとき，冬も一月の夕方，わたしはヴィボルグ区から，わ

が家へ急いでいた。L…・・ネヴァ河に近づいた時，わたしはちょっと足を止め，河に沿って，

凍ったもやに蒜れた遠方に，刺すような視線を投げた。……凍った蒸気が，疲れた馬から

も，駆けちがう人々からも立ち昇った。……そして，両側の河岸に並んだ家々の屋根から

．は，さながら巨人のように，煙の柱が幾筋も，立ちのぼって，さむざむとした空を，途中

でもつれたり解けたりしながら，上へ上へと動いて行く。……とつぜん，何かしらふしぎ

な思想が，わたしめ心の中にうごめき1まじめた。わたしはびくりとした。……ほか塗らぬ

そのとき以来，わたしの存在がはじまったものと考える」鋤

　〒一hストエフスキイはこのネヴァ河の幻想の光景を自分の作家としての覚醒と結びつけて上

のように語ったが，この煙の光景をふまえてナボコフが『重たい煙』の詩人の覚醒を描いた

ことは十分推測できる。もちろん，ナボコフの叙述はドストエフスキイのパロディ的性格を

持つはずだが，その両者の違いを考察する前に，r恐怖』の主入公の職業は何かという問題

に答えなければなるまい。

『恐怖』には主人公の職業を明示する記述はない。ただレ途中「仕事で国外へ行った」鋤

（198）ことから実業家のようにも見えるが，これまでの論者はたいがい彼を作家と考えてき

た∴たとえば，Naumannは「感受挫の強い作家」56）（sensitive　Writer）としているし・・

Majhanovich．は既に引用した個所ではっきり「詩人」と断じている。ところカ；・・残念なが

ら両者ともその根拠を明確にしてはいない。従って・ここでも主人公の職業は推測するしか

ない訳だが，おそらくその手がかりは冒頭にあるのだろう。語り手は「夜の前半を机にすわ

って」過す。そして，夜が半ばを過ぎんとする頃「仕事から我に帰」hる・ところが・「仕事に

没頭している間，自分と遠ざかっていた」（196）がたあに・既に述べたような奇妙な感覚を

昧わう。夜中に机に向かって仕畜をする人間が勤め人とは思えない6そして・この仕事中

「自分と遠ざかっていた」（oTEHK　oT　Oe廟，・英訳ではdisaα竃uainted、章ith　myself）37）と

いう二記述がおそらく芸術活動，作家活動を予想させるのだろう。そして，それを更に詩人と
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結びつけるとしたら，この作品の主人公とr重たい煙』の主入公の類似性から推論するしか

ない。つまり，『恐怖』の主人公が何者かという問題は決してたやすく見過されてよい問題

ではなく，実は作品理解の本質とかかわウを持うているのだ。

さて，ここで話をr重たい煙』に戻せば，あらすじでは述べなかったが，この作品の中心

には人称り問題がある。つまり，この作品で主人公は初めOHと三人称で呼ばれているが・

かっこの中の記述（いわば主人公の意識を描く部分）で一人称Hが二回現われた後，クラ

イマックスでは地の文でもOHが亘に変わり，それが再びOHに変じてから，最後はまた

宜なって終わる。大ざっぱに言えば，後半のOHの個所は主人公の動作を描く揚面が多く，且

の個所は詩が生まれ出る内面の叙述が多いことから，Majha血ovichは三人称は受身の立場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ﾉある主人公を，一人称は能動的立場を描いているとしているが鋤，ここではその各々の意

味より二つの人称の混在を問題にしたい。そして，MalhanovichもFieldも指摘するよう

に鋤，このことはこの作品を直接に『密偵』（Cor朋AaT頭，1930，英訳The真ye，1965）と

結びつけている。　　　　　　　　　　　　　　「

r密偵』はごく簡単に言えば，自殺を試みた語り手が自分が死んだものと信じて，いわぽ

霊魂の立場から観察を始め，スムーロフという若い男に注目したが，実はそれは自分自身だ

った，言いかえれば，三人称が一人称に他ならなかったという話だから，三人称と一人称の

混在はすぐに察知できる。

更に言えば，この「孤独」（9）40）な主人公スムーロフも本屋の手伝いで生計を立ててはい

るが，「文才」（87）を認められないながらも詩を書く若者だ。つまり，（書かれた順に言え

ば）『恐怖』，r密偵』，『重たい煙』はどれも程度こそ違え芸術家（詩人）を主人公とした小

説だと言うことができる。とすれば，疎外感に関する最初の問いに対しては，ここで描かれ

ているのは芸術家（具体的には亡命の芸術家）の社会からの疎外だと答えることもできる。

実際，Karlinskyはナボコフ小説の中心テー・マを「創造的想漂力の本質」と「そうした想像

力を備えた人物がどんな社会でも必然的に追いやられる孤独な変人じみた役割」‘1）だと述ぺ

たし，Majhapovichはr恐怖』に即しながら，「現実より美的なものを好む」42）詩人の疎

外にっいて語っているのだから。

だが，かって論じたことがあるが働，僕自身はナボコフの初期小説が孤独で感受性の強い

作家主人公と，彼が身を置くことを余儀なくされたドイツの環境との敵対関係を描いたとい

う説柵をそのまま受け入れることはできない。少なくともここで論じる作品において，・主人

公たる芸術家の危機は外部との関係から発するのではなく，サルトルのr嘔吐』との比較の

際に引いたように「語り手の内面から生じている」のだから。また，作者の発言をそのまま

受け取ることは常に用心しなければならないが，ナボコフは英訳の序で『恐怖」について，

この作品は「わが人生の最も幸福な年り・「つ」紛にベルリンで書かれた，と述べている。．ご

の発言はいつものナポコ7の発想から考えれば，この主人公の不幸を社会的に解してはなら

ないというサイソと見るべきだろう。更に，『重たい煙』の英訳の序でも，ここで描かれた

亡命者たちの特微はナポヲフー家とは無縁だと述べた後，自分と主人公の共通点としてガ住

居と共にrロシア語で詩を書いていた」紛ことを挙げている。つまり，ナボコフは後の英訳

に際して読者への注意としてジ重要な｛Dはそ．の置かれた環境ではなく，詩を書いていたとい

う事実であることを強調しているのだ。このことは決して籍過されてほなるまい。　　ド

ナボコフがその初期から芸術のテーマ・芸術家のテーマを取り扱ってきたことは既犀言い
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古されているし・僕自身も何度もそれに触れてきた。そして，r密偵』に関しても，ホダセ

ヴィチが主人公スムーロフを「芸術家を装おうとする」「本質的に創造とは無縁の才能のな

い人物」蝸と考えて以来，この作品が芸術，芸術家をテーマとしていることは何度も繰返さ

れている。たとえば，Fieldはこの作品を「芸術過程に関する小説」と呼んで，語ウ手の集

める多くのスムーロフ像を「芸術家が融合を試みなければならない全体の諸相」⑧と考えた。

つまり，重要なのはスムーロフが下手な詩を番いている事実ではなく，一人称と三人称が混

在した作品の性格自体なのだ。

『重たい煙』において主人公が「自分においついて」部屋に入うたように，r密偵』の結

末近くで主人公は「鏡像ととけ合って」（82）通りに出る。このように，『恐姉』でも『密

偵』でも『重たい煙』でも等しく，鏡に映る自分の像と自分との融合あるいは離反が描かれ

ていることは重視されてよいごこれらは決して主人公たちの社会的二重性や人格の分裂を示

唆するものではなく，芸術創造と結びついた内面の二重性と考えるぺきものだ。

このことに関連してMajhanovichはr密偵』の主人公スムーロフは「眼に見えない知覚

者と，‘知覚されるものとの二重の役割を捨てることが困難」七な故に「芸術家としては失敗」

であるのに，r重たい煙』の主人公は「両方のバースペクティヴから仕事ができる」49）と述

べたが，知覚する立場と知覚される立場の対立融和がこれらの小説において非常に重要な意

味を持っていることは納得できる。そして，こう考えて初めて，先に問題にした『恐怖』の

「自分と遠ざかっていた」という記述が芸術創造と深くかかわうていることが確認できよ

う。　　　　　　　　　　　　　　　　　，

さて，・ここで話を三つの作品の結末に移すと，『r恐怖』にあってはそれは再度の恐怖に襲

われたら救いはないという不吉な予感で終わうていた。これに対し，r密偵』は「私は幸福

だ」（87）の繰返しで終わるし，『重たい煙』でも「魂が幸福にはちきれそうだ。そして，こ

の幸福がこの世にある最高のものだと私は知っている」（83）という叙述で結ばれていた。、

言ってみれば，r恐怖』の主人公は自分の芸術創造に光明を見出せないのに対し，　r密偵』を

経て『重たい煙』の主人公はその至福を体験するまでに至っている。つまり，成功したとは

断言できないにせよ自己の芸術創造に確信を持った芸術家がそこに現出している。では，そ

の両者の違いはどこにあるのだろうか。

ここで今一一度ドストエフスキイに立ち戻れば，ネナァ河の幻想的光衆の中で「煙の柱」は

ナポコフの「いとしい腐朽から離れたがら」ない「重たい團とは違っ鴫「上へと」「立ち

のぼ6て」幻の都市を空に築ぎ，夢想家たる語り手に現実こそ何にもまして幻想的なことを

教えた。これに対し，「重たい煙」』を見た時主人公の胸をわななかせたものの正体は語られ

ることがない。煙突から，屋根から離れようとしない煙は・分離したくともできないもう「

人の自分を暗示させるが，そのことを解く手がかりはやはりその前の部分に求められるべき

だろう。

食堂で父からタバコを牽サ取った主人公は・すぐに部屋を立ち去ろうとする自分に何か話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　昌　　　　　　　　巴

したげな父の後ろ姿に眼をとめる。この時・亡くなつた母璽泣き顔を思い出すとともに・父

のプライドを傷つけられた肩がやがて思い出される漆う，ラどの「未来の埠憶」、（6y』y坦ee

βocno醐μa照e，82），が頭をよぎる。そしで・これが重たい煙の印象と混ざ蔓合つ∫て主人公

を詩作の至福へと導ぐのだ。　・　　　　　・　　　　　　　　、

ついでに言えぱ，この「未来の追憶」といラ言葉は同じく作家を主人公とした初期の短篇



10君

♂『ベルリン案内』（nyTeBO珊7e恥腿o　Bep甜蘇y，1925）の末尾にも現われ，る。そこで語り手

たる主人公は友人とピヤホ・一ルで話を交わしながら，隣室がら自分たちを見ている子供に眼

を1とめ，その子は毎日部屋から眺めているこの光景を決して忘れはしまいと思う。そして，

何を見ている㊧かとい肇友人の問いかけに対し，「撲が誰かの未来の追憶を見ているのだと

どうして彼にわかoても・らえようか」鋤と語られて物語は閉じる，かつて論じたことがある

が51）・『ベル翌ン案内』痙おいては「牽来の追憶」を現在まのあたりにできること，現在の

とる1こ足らないものが将来思いもかけぬ光輝を持ちうることを今洞察できることは，芸術家

の大きな特権として讃えられでいた。とすれば，罪重たい煙』でも「未来の追劉・を現在持

ちうることは，叢然詩人の特性と考えてよいはずだ。　　　　　　　一

してみると，「重たい煙」が暗示する切り離れんとして切ウ離れないもう一入の自分とは，

時を超えた宋来㊧自分とは考えられないだろうか。現在における内なる二港の共存ぶいわば

横の共喜なの1こ対し菓それが切ウ離さ託て縦の共存（磯間的に隔った共存）に変わる時，、優

かしら詩人の覚醒が起こる。唾たい煙』力言芸術家を扱9た初期の一短篇隠恵』（B訂arα罰，

1924），隣シ7外の手紙』．て恥icもMQヨ20c¢田o，1925）などと同Oように幸福の讃歌で終わ

ウでいるのは赦なきことではない。これらはみな芸術家たる，炸家たる自分に確鱈を抱きえ

た杢人公を扱ウているのだから。　　　　　　　　　　　　　　　　　’

こ紐謝し・隠伽の主入公の懸まひたすら麗在ここ匿あるものの輪郭，赤探々な姿を

とらえようとするばかウで，その競在の赤裸な姿が同時盗かね傭えた意味をとらえることは

できない・彼の内面の二重性とは結局諺を書嫡分と旧常生活を送る自分との二重性であ

って，詩を書ぐ自分の内面にある二重｛生ではない6っまると二ころ知覚する側にしか立ちえな

い芸術家の知覚は芸徳難覚老しでは張敗把終わるしかない。前に述べた£アルザマス恐魏

に堂ち涙れ臨こ㊧主人公の恐悔は，一舜超越離なものを失って死すべき運命にある入間の

恐怖をなぞりな力言ら転実は自分の芸術的知覚能力に裏郵ら勉た芸徳家の恐怖を晴示してい

る舜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　・

僕億かゆで『恐怖盟を境匙罪芸犠家主《公淋芸徳について獲接に語る物語幡もはや前舞瀞

ら虫づで」ガ「一見芸徳盤験毒無縁に見えるエビソービ，状況㊧叙述雍よってそ轟を暗示蛍

る」鋤乎灘ナ和7は会径したと述べたこと鵬る．その灘…駕濯恐擁匿，睡魅・翻

〇二鯛短癩こ熱・て・弼コ7は一見亡命という厳し峨溝に置かれた若考の裁会からの

孤独と疎外を描いでいるかの毒うに見篭ながら屯，その実芸衛家の肉面の慕藤を描いた．と竜

言克るだ轟う。孤独な亡命㊧悲i番の生き建くさの実感は翫ナボコフにとウて詩侮す矯若者の

置かれた困難と容易に震な導合喚も融距ったのかも知羅ない。
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