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第一篇 トレヂアコーフスキーの詩法改革の実体

はしヵ:き

ロシヤで18世紀の30年代に， もっと具体的に云えば， 1835年のトレヂアコーフスキーの論

文《新簡略ロシヤ詩作法 HOBbI白日 KpaTK凶 crroco6K CJIOAeHHIO pOCCHiicKHX CTHXOB>>並び

に1839年のロモノーソフの《ロシヤ詩法の規則にかんする書簡 DHCbMO0 rrpaBHJIaX pO目的ー

は oroCTHXOTBOpCTBa;?の発表と，彼らを中心とする当代の詩人たちの，これらの詩法によ

る詩作の実践によって，従来の音節詩法印刷a6HQeCKOeCTHXOCJIOAelmeから音節韻律詩法

cHJIJIa60ーTOHHQeCKOeCTHXOCJIOAeHHeへの一大転換がおこなわれたことは，すこし詳しいロ

シヤ文学史をひもといたことのある者なら誰ひとり知らぬ者のない事実である.その後の詩

人， 18世紀のスマローコフ，デルジャーヴインは云うにおよばず， 19世紀のジヮコーフスキ

ー，バーテュシコフ，プーシキン， レールモントフ，ネグラーソフから現代ソヴエートの詩

人にいたるまで，完成者たるロモノーソフの定めた詩法の原貝iJにのっとって詩を書いていな

い者はなL可ことを思えば，この変革はロシヤ文学史上忽せにすることのできない一大事件

であったと云わなければならない.ベリンスキーの論文<<1843年における戸シヤ文学 Pycc-

K加 JIHTepaTypaB 1843 ro江y;?の中の《わが国の文学は1739年から始まったわ》という，ロ

モノーソフの《書簡とその詩法の最初の実践であるオード《ホーチン奪取にたいして Ha

B3冗THeXOTHHa;? の出現の年を重視した発言はけっして誇張した言葉として受けとらるべ

きではない.プ{シキンに始まる近代ロシヤ詩の花々しい展開の最初の準備工作は早くもこ

の時代に着手されていたと見なければならないからである.

この論文は，云うまでもなく，このロシヤ音節韻律詩法の成立過程の問題をあつかったも

のであるが，筆者にこのような問題を究明しようと思いたたせたのは，この時このような重

大な詩法の転換がなぜ生起したか，詩法改革の動機と原因は何にあったのか， という疑問に

ほかならなかった.筆者は，この疑問を解くために，この改革の過程や性格を明らかにするこ

とだけに満足することなく，その原因を貿めるためにひろく，詩史や文学史は無論のこと文化

史の領域にまで探求の手をのばしてみた. もとより，このような問題は，われわれ外国人が，

それも十分な資料にめぐまれていない条件のもとでは，満足にあっかえるような性質のもの

ではない. したがって，いかに力をつくそうとも，当然，その成果には限界点があるはずであ

る.その限界点に達することができたかどうかについては，大方の御批判にまつほかはない.

最後に， この論文の構成について一言しておきたい.ここに収載した論稿は表題のテ{マ

を全面的に追求したものではなく，第一篇の見出しにあるとおり，もっぱらトレヂアコーフ

スキ{の改革をその中心テーマとしてあつかったものである.したがって， ロモノーソフの

1) マヤコ{フスキーの詩にはこの規則からのかなりの偏向がみとめられるが，これとても韻律詩
法の一種であることには変りはない.

2) B. r. EeJIllHCKIl首， T10JIH. co6p. CO可"' 1I3耳.AH  CCCP， T. VIII， crp. 77. 
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この方面ににおける業績にかんしては，部分的にしか触れられていない.のみならず，ここ

では， トレヂアコーフスキーの改革が，その性格から云って，過渡的であり中途半端なもの

であったことから，そのような性格がどこから生じたか， という問題を主要テーマに選び，

それを究明することにした.それゆえ，実際には，続篇とも云うべきロモノーソフの改革を

中心として論じた論稿の完成をまたなければ，論文全体の完結を見たことにはならないので

あるが，あまり長くなっては統ーがとれなくなるとの懸念から，これにはこれで副次的なテ

{マを設定して，一篇のまとまった論文となるように構成したわけで、ある.続稿はスウヴ研

究室紀要《スラヴ研究》に予定している.
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1735年に科学アカデミーにおいてアカデミー所属の反訳官の集会が持たれ，その席上でト

レヂアコーフスキーは従来の誤った詩法を棄ててあたらしい詩法を創始することが必要であ

るゆえんを説き，自分にその用意があるむねを予合したわ.事実，この時すでに彼の胸底には

新詩法の構想が成っていたのである.それを立証しているのは，彼が，コルフ男爵の科学アカ

デミー総裁の就任を祝って詩作をこころみたオードである.新総裁の就任は前の年の9月18日

であり，そのオードはトレヂアコーフスキーが韻律詩法で書いた最初のものであったからで

ある.かの有名な《新簡略ロシヤ詩作法》が発表されたのは，この予告の数カ月後であった.

私の論文を十分に理解してもらうためには， この詩法がどのようなものであったかについ

てのE確な概念を得てもらわなければならないので， この章では主としてこの新詩法の内容

について解説しておこうと思う.

トレヂアコーフスキーがこの論文の中で規定した詩法は現行の詩法とはかなり径庭のある

もので，改革の徹底度の点でも，ロシヤ語と一般詩学の把握のしかたの点でも 4年後にロ

モノーソフが発表した新詩法には遠くおよばない.のみならず，それは明らかに誤謬として

指摘できるものさえ含んでいる.それにも拘わらず，この労作がもっ，音節韻律詩法の原理

的根幹の呈示という点での詩史的意義が大きいということは否定するわけにはいかない.音

節韻律詩としての韻律.2) の導入とL、う仕事は，まさにこの時に遂行されたのであった.その

意味では， この詩法は，後述するように，それがまだ音節詩法的性格をとどめているという

点から云えば，旧詩法の終着点であったとも云えるが，それと同時に韻律化の点から云えば

音節韻律詩法の出発点であったわけである.

新詩法，つまり役の云わゆる To日目前CK凶 CTl:IX の詩法の原理を定めるにあたって，

創始者はまずその前提に，詩法は完全にその言語の性質に応じて組みたてらるべきであると

いうテーゼを据えた.このことは極めて重要なことである. というのは，従来の音節詩法な

るものがポーランド詩法の模倣から出発したものであったことを思いあわせれば， この発言

その誤りの指摘と旧詩法の棲棄の宣言を意味することになるからである.もっとも，

この

北
垣

ラ回

、ーt主，

1) fI. H 口0沼田0誼，zI1CTOpUSIpyCCKO首 CJJOBeCHOCTllC且peBH巴首凹llXBpeM巴H 且o HaUlllX耳He百:;P，

1900， T. 1.， crp. 482.にはこの時の事育が割合くわしく述べられている.この席上でトレヂアコ

ーフスキーはこう断定したと伝えられている.，z正確な文法と立派な修辞法から，心と頭を楽し
ませうるような詩語をつくりだすことは困難ではない.自分の間違った詩作法以外に我々を困ら
せるものはありえない.しかし，諸君，これも克服し秩序だてることは可能なのである.方法が
ないのではない.或方法を私は持っている〉

2) このように限定したのは，民謡にも，音節詩にも(音節詩の韻律については後章参照)，それ
ぞれ独自の韻律があったからである。
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のテーゼを新詩法の諸規定に正しく適用するという段になると，彼は，後にも述べるように

その実現の不完全さを露呈することにはなるのであるが，それにしても，そのヒントを，彼

が云うようにロシヤ民謡から得たにせよ， ダルマチヤの歌から得たにせよ，あるいは後位の

研究家が指摘するようにロシヤ来住のドイツ人の詩から得たにせよめ，彼がロシヤ語の力点

の特殊性を考慮した上で、ロシヤ詩の韻律化を企てたことは確かであり，それだけまた画期的

でもあったわけである.

では，もう少し立ち入って個々の規則jについて観察してみることにしよう. まず，音節

CJIorであるが， トレヂアコーフスキーは，現在用いられている強音節目apHbI品切or，弱音

節 6e3y江apHbI首 CJIorの用語のかわりに，古典詩やフランス詩法にならって，長音節 KOPOT-

KHH CJIOr，短音節江OJIr目白叩orというような言葉を使っている.が，併し，彼はロシヤ語に

おける語の音節について正しい概念を持っていなかったのではない.彼が長音節短音節の用

曹をつかっても，それが古典膏やフランス語とはちがうものと解していたことは，長音節に

《強勢のおかれる音節 TOT，Ha KOTOpO訪印 刷 y.uap配 T2)>>とし、う定義を下しているのでも

わかるのである.ただ，彼の音節にかんする考え方には誤謬として指摘できる点もないわけ

ではなかった.それは，接続詞であろうと，助調であろうと，前置詞であろうと，一音節か

ら成る語をすべて長音節と解していたことである.この誤りはのちに《ロシヤ詩法の規則に

かんする書簡》の中でロモノーソフによって批判されることになる 3)。

このほかにも， トレヂアコ{フスキーの詩法には，その後ロモノーソフに批判されEされ

ることになる多くの制限的条件がふくまれている.

まず第一，彼はこの詩法の適用範囲を13音節詩句の詩13~CJIO)KHHK，いわゆる <<repOHqeC-

K凶 CTHX>>もしくは<<POCCH訟は凶 9KcaMeTp>>にかぎった. その後少しくその枠をひろげた

が，それも詩伺が11音節から成る，いわゆる<<pOCC耐 CK目白l1eHTaMeTp>>にも適用しただけで、

それ以下の短詩句の詩を適用範囲から除外した.この，今から見れば無益とも思われる制限

は，後述するように，彼自身まだ音節詩的な考えかたから脱しきれなかった証左で、あってめ

後日自らこの余計な制限を撤廃せざるをえなくなるのである.

新詩法の筆者はさらに，この13音節の長詩何を 7音節と 6音節にわけて，第 1半詩句l1ep-

Boe 110JIycTHlllHeのあとに韻開中断l1pec四 eHHe，今でいう即3ypaをおくことにし，第 1半詩

何の最後の音節，つまり第7音節をなるべく長音節にすべきであるとした. この第7音節を

長音節にすべきであるとする規定はつぎの揚抑格 xopei1の韻律を可とする規定と照応する

ものである.というのは，第7音節に強勢がおかれるということは，第 1半詩句の奇数音節

のすべてに強勢がおかれることを意味するからである.音節詩の完成者とも云うべきカンテ

ミールもこれと前後して，韻脚中断の前の音節に力点、をおく規定を設け，かつ詩作において

実践したのであるが， これは xopeH的韻律が主位を占めていた音節詩の形態から自然に導き

だされる帰結であることは後述するとおりであるわ。従って，ロモノーソフ以後 xopei1より

も肌6が優勢になるにつれて，この韻脚中断もかつての意味を失い，長詩何の詩においても

必須条件とは見なされなくなることは，詩史のしめすところである.

1) これらの説については後輩 5-8頁参照.
2) C. Tl. 06HOpOBCK凶 IIC. f. Bapxy且apOB:XpeCTOMaTllll no llCTOpllll pyccKoro 1I3bIKa， '1 
BTopaH， Yqrre且rli3，1948， CTp. 165. 

3) M. B. JIOMoHOCOB : COqllHeHllll， fOCJI即日3p;aT，MocKBa， 1957，ロp.229. 

4) これについては後輩20-21頁参照.
5) 後章 16頁及び 20頁参照.
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ところで，ロシヤ詩に韻脚 CTorraの観念を初めて導入したのはこのトレヂアコープスキー

であって，その功績は忘れらるべきではないが， ここでも役は短詩句の詩に韻脚は不要であ

るとして， この韻脚の適用を韻律詩全体におよぼしていない.

さらに，韻律についてもやはり音節詩の名残とも云うべき制限を設けるという弊をまぬが

れていない.というのは，韻脚はすべて 2音節から成るべきものであるとして 3音節の韻

脚をみとめなかったので、ある. そればかりではない. 2音節の韻脚に揚々格 crrOH江ei1 C一
一) ，抑々格 rrnppnx凶 C'-./'-./)，揚抑格 xopei1または Tpoxei1C -'-./)，抑揚格 naM6，今

の肌6C'-./-)の韻律の別を設けていながら， xope誌のみから成る詩何を最良と L，CrrOH，l(ei1 

や rrnppnx凶を混ずる詩何を中とし， naM6のみから成る詩句を最悪としたのである. この

ような不自然な規則がロモノーソフによる批判ばかりでなく，彼及びその他の詩人たちの詩

作によって次第にEされていったことは， これまた周知の事実である.

では，脚韻にかんしてはどうであったろうか? 脚韻の点でも，この詩法は，遺憾ながら

過渡的な性格をあらわしている.すなわち脚韻はかならず女性脚韻)KeHCK叩仰やMaでなけ

ればならぬとして，身性脚韻 My)KCK四 pnφMaは滑稽な詩や誕刺詩にしか許容せず，しかも

この脚韻を用いることが少なければ少ないほどよいとしたのである.押韻のしかたにも，お

なじような制限があった.彼は今で云う隣接押韻 CMe)KH悶 pnφMOBKaのみをみとめて， 男

性脚韻と女性脚韻の交替にはつよく反対したのである.

かくして，彼の見解に従えば，理想的な詩初はつぎのような図式で示されることになる.

一)ー)ー'-./-11ー)ー)ー)

このような詩句では，韻脚中断が二つの強勢音節の聞に入ることになり，そのため強勢音

節が二つ続くことによって強勢音節と弱勢音節との交替のリズム感がやぶられることにな

る.
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トレヂアコーフスキーが1735年に発表した韻律詩法とは，大略以上のようなものであっ

た.このように，この新詩法は確かにまだ中途半端の域を出ないものであったが，しかしこれ

を彼の単なる怒意的な解決の結果であったと見るならば，それは大きな過ちであると見なさ

なければならない.完全な意味でのロシヤ音節韻律詩法が完成されるためにはこの過渡的過

程が不可避だったので、あり， まずこ音節詩法の残停をとどめたこの中途半端な新形式でも立派

に音節詩法と完全なる音節韻律詩法とのつなぎとしての歴史的役割を呆しもしたので、ある.

30年代の後半の詩壇ではこれはこれで実際に即した詩法として適用もし，これに基づいて詩

作もこころみられていたのであるーその証拠として我々はこの時期にトレヂアコーフスキー

の追随者の輩出を見ることができる.その実例をここに摘記してみよう.まず，ハリコフ学

院 XapbKOBCKa5IKO川 ern5Iの教授のヴィトワンスキ{であるが，この人は1739年のホーチン

要塞の陥落を記念してこの詩法で詩を書き， これを加筆依頼の手紙とともにトレヂアコーフ

スキーのもとに送っている.また，わかい学生詩人たちのあいだにこの作詩法による創作の

流行を見， ことにまだ開校されて聞もなかった陸軍貴族幼年学校 CyxorryTHbI白血JIHXeTHbI設

Koprrycの学生がこれを歓迎して新詩法でさかんに詩作をこころみたとも云われる.

ーコフがわかい頃音節詩法を棄てて一時トレヂアコーフスキーの詩法改革の熱心な支持者に

なったことがあり，そのためのちにそのことがロモノ{ソフの非難の好餌となったという事

実も伝えられている.中でもこの詩法をもちいてその創始者をしのぐほどの技何をしめした

者に，上記の学校の学生のミハイル・ソパーキンがし、る.この才能ある育年詩人は，たとえ

1742年の女皇エリザヴェータのベテルフツレク到着に際して新詩法ですぐれたオードを書

スマロ
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いている1). 1742年と云えば， ロモノーソフがトレヂアコーフスキーの新作詩法をさらに更

新した自己の新詩法とそれにのっとって創作した 4韻脚兄M6のオード《ホーチン奪取にたい

して》の発表の 3年後である. このことはこの頃でもなおトレヂアコーフスキーの詩法がロ

モノーソフのそれに相桔抗しうるだけの存在理由と存在価値を保持していたことを証明する

ものである.そればかりでなく，地方では1750年代になってもまだこの種の詩の流行があと

を絶7こなかったとも伝えられている. トレヂアコ{フスキーがながし、ことロモノーソフに対

抗して自分の詩法を固執しつずけたのも，単なる無益な対抗意識や頑迷固阻さによるのでは

なく，このような事実の裏付があっての上のことであったのである.

こうしてロシヤ詩法の歴史は， 1739年のロモノーソフによる新詩法の発表を契機としてト

レヂアコーフスキ{とロモノーソフの競合の段階に入り，外見は両者の論争の展開という様

相を呈しながら，結果的には，この二人の改革者が期せずしてロシヤの音節韻律詩法を完成

してゆくことになるのであるが，その経過の叙述は第二篇にゆずることにして，次章では，

トレヂアコーフスキ{の詩法改革の動機は何であったのか，何からヒントを得，着想を得た

のかという問題の究明に移ろうと思う.

2. 

この問題については学者の見解がまちまちである.まず，それらのさまざまな説を逐次紹

介しながら，それらを検討してみることにしよう.

トレヂアコーフスキーが《作詩法》を発表した当時，世人は彼の新詩法はフランス詩法の

機械的な模倣にすぎないと非難し， これにずこいして彼は詩法の用語と定義をフランス詩法か

ら借用したことはみとめながらも，フランス詩法には《韻脚中断と脚韻以外に何ひとつ，こ

の私の新詩法に似た点はない》と反駁しているの・我々はこのトレヂアコーフスキーの言葉

を信用しないわけにはし、かない.勿論，プランス語とフランス文学に殊のほか回るかった彼

のことであるから，詩法の改革に際してこれを参考にしなかったとは云えない.が，この改

革が基本的には音節詩法たるフランス詩法やポーランド詩法からの離反の方向をとっていた

ことを思いおこさなければならない. もし彼の詩法とフランス詩法とのあいだに似た点があ

ったとすれば，それは彼の詩法が類似のロシヤ音節詩法の痕跡をとどめていたためであっ

て，けっして直接つながるような相似ではなかったはずである.彼が似ていることを認めて

いる，フランス詩の cesure と nmeでさえ，ロシヤの音節詩にも見出せるのである. まし

て詩法のぜんぶをフランス詩法から借用したという説は成りたつはずはない.

このほかに， 17世紀の末から18世紀の初めにかけてロシヤへ来往したスエーデン人のスパ

ルヴェンフェルトやドイツ人のエルンスト・グリュックやヨハン・パウスらがそれぞれ自国

の音節韻律詩法に準拠して戸シヤ需で書いていた詩がトレヂアコーフスキーに新詩法の着想

をあたえたという見方もおこなわれている.スパルヴェンフェルトは当時有名な外交官で，

同時に言語学者でもあればスラヴィストでもあった人で， 1683年から86年までモスグワへ公

使として赴任し居住していたことがあり，初めはロシヤ語で音節詩を書いていたが，次いで

韻律詩法に転じ，この詩法で詩を書きのこしている.その一つである次の詩は完全に正しい

4韻脚 λaKTHJIbで書かれている.

1)これらの事実について悉しくは~I1crop悶 pyCCKO首耳町巴parypb(:;Þ， AK叫 eMIUIHayK CCCP， 
I1HCTHTyr 江町巴P旦Typbl，T. IV，可.1， crp. 226-227参照.

2) CM.江..LL. 5ll:arol1， ~I1CTOpHlI pyCCKO首J1HTepaTypbIXVIII BeKa}>， 1955，ロp.125. 
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3~e B CeH 6ece~e 06p冗w:eTKOHeqHO 

Ew:e ~OCTO員HO XBaJJHTH eCTb Be可HO

MHorHX HapOλOB TBOPIJ.bI 60 IIHcaxy 

匁AeTO首 BeperrpoTHBHa冗 6兄xy.。
しかし， このスエーデン人の詩がトレヂアコーフスキーの目にふれたかどうか，確かなと

ころはまだ不明である.また，サクソニヤ人のヨハン・エルンスト・グリュック (1652-

1705) は1703年のピョートルによるマリエンブルク占領の際に捕えられてモスグワヘ護送さ

れ，その 2ヶ月後には早くも，ポグローフカに開校された最初のヨーロッパ式の中学校の校

長に任ぜられた男で，反訳やドイツ・センチメンタリズム風の詩を書きのこしている.この

人のものとしては，つぎのような 4韻脚兄M6の訳詩が原詩とともにのこされている.

Eory e~HHy 6y江HqeCTb 

11 1I0XBaJJa cep江e可Ha，

OTHblHe 60 HaM 6e~cTBa HeCTb， 

Ho pa江OCTbBeKOBe可Ha.

Eor 6JJaro江aTHOHac IIPH冗JJ，

6 

ロ
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ヤ
音
節
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形
成

北
王百

MHp H 1I0Texy ~apOBaJJ， 

BeCb HblHe cTpax CKOHQaJJC5I : 

TaKO訪日aMEor ~OBJJeeT. わ

さらに， もう一人おなじサグソニヤ出身のドイツ人でヨハン・ヴェルネル・バウス (1670

-1734) とし、う人がいるが，これはピョートル時代に，当時外国人が優遇されていたロシヤ

へ移住した多くのドイツ人の例にならって， 1702年に単身ロシヤを訪れ，グリュッグの学校

に職を得たのち， グリュックの死後そのあとを襲って総視学官の位置についた男である.が

彼はその後教師たちの好計の民におちて追放され，間もなく返り咲いて科学アカデミーの反

訳官の職に就くことができたけれども，最後は狂死して果てるという悲惨な最期をとげてい

る. この男はロシヤ語にドイツ詩法のさまざまな韻律を適用して数多い作品を残しており，

それだけに他の外国人の詩人よりも}頻繁に文献にその名をとどめている払彼には，たとえ

ば，つぎのような兄M6の韻律をもっ持情詩もあれば，

TBO員 rJJa3MarHHT B ce6e HMeeT， 

A yM TaK TBep~bI員 6yT (6y~TO， KaK) aJJMa3， 

JIHIJ.O TBoe omeM 6JJHCTaeT， 

A cep~IJ.e JJe~ eCTb H MOp03. 

TBO員 B30p，Te6兄 AHBOIIHcaTH， 

1)スパルヴエンフェルトの詩は今までに 3篇発見され，発表されている.CM.口.H. EepKoB， <( 
113 UCTOpUU pyCCKOJ:l rr033UU nepBoJ:l TpeTli XVIII 民間)>， C6. <(XVIII BeK)>， BbIIT. 1， 1935， 

CTp. 61-81 ; T. A. EbJKOB呂， <(K UCTOpUU pyccKoro TOHUqeCKOrO CTliXOCJJO}/{巴HU.H}>.C6. <(X 

VIII BeK)>， 1958， CTp. 449-453. 

2)グリュックが詩をどの位書いたかについては，資料がないので明らかにすることはできない.
ここに引用したのは， B. O. Unbegaun， <(Russian versification)>， 1956， p. 22からである.

なお，この男について言及しているものとしては次のようなものが挙げられる. 刀.11

T捌 0φeeB，<(OqepKU Teopuu U UCTOpUU pyccKoro cTlixa)>， 1958， CTp. 271-272. <(11cTOpml 

pyCCKO首 JJliTepaTypbJ)>，113且 AHCCCP， T. IV， q. BTOpa.H， αp. 221. 

3) See B. O. Unbegaun， <(Russian versification)>， p. 11， 46， 49. CM. <(11CTOpli.H pyCCKO貢

Z町巴paTypbl)>，113耳.AH， T. IV， q. BTOpa.H， CTp.2 21; yKa3. COq. JI. 11. T捌 0φeeBa，CTp.271-272. 
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日OXOqeTBaCIfJIHCK 6bIBaTH. 

12頁に引用してあるようなオ{ドの作品もある. このパウスが，上述したように，科学アカデ

ミーに反訳官として奉職していた頃， トレヂアコーフスキーもその同僚として机をならべて

仕事をしていたことがあるという関係から，前者が後者に詩法改革を，思いたたせたのではな

かろうか， というのが，この仮説の論拠である 1).パウスは 18世紀初葉の持情詩の勃興に一

役買ったものらしいから，確かにトレヂアコーフスキーにも何らかの形で影響をあたえたか

も知れない.ウンベガウンもこの点については半ばこれを認めるような口吻でこう去ってい

る. <<彼らの詩は全然出版されなかった，従ってロシヤ詩法にいちじるしい影響をあたえる

ことはなかった.が併し， トレヂアコ{フスキーとロモノーソフがこれを考慮に入れなかっ

たとはほとんど信じられない》ゎ この影響が直接的なものであったか間接的なものであっ

たかには立入らずに， トレヂアコーフスキーの詩法改革の動機のーっとしてこれを扱うので

あれば， これを否定することはできない.しかし，問題はこれだけでは片づかない. トレヂ

アコーフスキーはこれら外国人の督、律詩を考慮に入れたのに，なぜ彼は短詩何やlIM6その他

3音節の韻律を除外して xopei1の13音節詩だけを取りあげたのかという問題はそのまま未解

決のまま残されるからである. この点が疑問点として残るのは，この問題が単なる個々人の

影響や刺戟といったような単純な関係の究明だけでは片づかないものを内包しているからに

ほかならない

これとは正反対に， xopei1の13音節詩何という点での外形的一致を主要な拠所とする説も

おこなわれている. この説は， トレヂアコ一フスキ-が火災に過う前に手もとにあつたと云

つている《ダルマチヤの書物》なるものに載つていた放蕩息子の物語(研ヲ努z家たちは1汀7t世仕紀

初葉のタ

る)の詩が 4韻脚 xo叩pei1負でで、書かれているところから，新詩法の xopei1の音律の根源をこの物

語詩にもとめようとするものであるめ・ これは外形的な韻律の一致という点ではし、かにも根

拠がありそうに見えるけれども， これとトレヂアコーフスキーの陵昧な発言だけからそのま

ま新詩法の動機とし、う結論を出して Lまってよいものかどうか，甚だ錠問である.せいぜい

詩法改革上の単なる参考材料程度の価値しかないようである.

これより，もっと信湿性に富んでいるのは，ボンヂー，ブラゴイあたりが唱える《ロシヤ民

謡ヒント》説である.ソヴェートの研究家にこの説をなす者がおおい.たとえば，ブラゴイ

は<<18世紀文学史》の中で，詩法改革に際してはフランス詩法よりもロシヤ民謡に負うとこ

ろが遺かにおおかったという，つぎのようなトレヂアコーフスキー自身の言葉を根拠とし1

民謡が新詩法創造の動機となったという判断を下している. <<真実のところ，私はこの新詩

法の力のすべてをわが国の詩特有の性質の深奥から汲みとったのである. もし知りたいとあ

らば， もっとも私にはそれを言明する義務があるのだが，わが国の庶民の詩がこれを思いつ

かせたのだ>><<そのような訳で，誰しもこう判断してくれることだろう，この場合私がフラ

ンス詩法から借用しているのはおループリくらいのものだが， ロシヤの古謡からは 100ルー

1)この〈パウス〉説を最初に唱えたのが誰で、あるかは，資料が不十分なため詳らかにすることはで
きないが，間接的な資料から，ベレツツでははなし、かと推測される。その論文は B.H. I1epeTll， 
<11CTOpHKO-JJHTepaTypHble HCC刀巴且OBaHHlIH MaTepHaJJbI>， T. III， <113 HCTOpHH pa3BHTHlI py-

CCKO首 n033HHXVIII B.>， 4. 1-2， 1902 
2) B. O. Unbegaun <Russian versification>， p. 11. 
3) CM. <11CTOpHlI pyccKo首 JJHT巴paTypbI>，H3且.AH CCCP， T.IV，可.BTopall， CTt. 226;刀.11.

TllMO俳句， <04epKH Teop即日目CTOpllHpyccKoro白田a>，1958，αp. 813， np四 四 四 回 1 .

-144 -

T 

北
大
文
学
部
紀
要



ブリも借りている，というよりほかにぴったりする云いかたはないと》この説はトレヂア

コーフスキーの明瞭この上もない発言を足場にしているだけに， もっとも信頼に値すると見

てよいようである.単なる動機とかヒントとか云った観点に立てば， この説はここに挙げた

説のなかでもっとも有力と見てさしっかえないだろう.だが，この場合にも，~ドイツ詩に

よるヒント》説の場合同様，遺憾ながら動機と結果との喰いちがいを見出さざるを得ない.

ブラゴイは，ボンヂーのつぎのような観察を適Eなものとして紹介してはいる.

ボンヂーはトレヂ、アコーフスキーのエレジーの

HeB03MOAHO cep江口y ax! He HMeTb rreqaJlH， 

OqH TaKOA，n:e e江~e rr~aKaTb rrepeCTa~H ・

というような詩伺を半詩何ずつに分けて

HeB03MOAHO cep江l¥Y ax! 

He HMeTb rre可a~H，

なるほど，

それによると，

8 
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::[~ 
栢

OqH TaKOAλe eme 

n~aKaTb rrepeCTa~H... 

且orOH:兄eT兄M山間OK

BOAaKa c Me江Be，n:eM:

とすれば，

日oca，n:HHaC， rrapeHeK， 

Bece~e員江oe瓦eM...

というようなネグラーソフの民謡調の詩や

OH HrpaeT XOpOllIO， 

5I rrolO rreqa~bHO. 

兄 B~106H~ac兄 B HerO 

Be可epOMC~Y可aおHO.

といったような俗語 qacTy山間と完全に似たものになると云って，動機と結果とを何とか

して一致させようとしているようであるりが，しかし民謡と一口に云ってもその韻律には種

々あり，また押韻のしかたもさまざまで， このように一部の民謡と形式が一致するからと云

って，直接トレヂアコーフスキーの詩法と民謡全体とを結びつけようとする考え方にはいさ

さか同意しかねる.たとえば，ブイリーナの瓦aKTH~b 的脚韻をトレヂアコーフスキーはな

ぜ新詩法の脚韻の規定に組みいれなかったのか， というような疑問も当然出てこなければな

らないはずで、ある.ここで我々は行きすぎを警戒しなければならない. トレヂアコーフスキ

{が民謡からヒントを得たというとき，我々はそれを単に彼が，ロシヤ語の性質から云って

ロシヤ詩には韻律詩法のほうが適しているということを悟った，云いかえればロシヤ詩を音

節韻律詩法へと転換せしめうる可能性を民謡に見出したということを意味するにすぎないと

解釈すべきだろうと思うのである.

このように， これまで、述べた説のなかで最も有力と思われる《この民謡ヒント》説でさえ

このような破綻を来した原因は，その方法の誤りから来ているのである.こんなふうに機棟

的に事実と事実とを結びつけてその因果関係を説明しようとするには，問題はあまりにも複

雑にすぎるのだ.この誤りは， この重大な詩形式の転換を，単なる《トレヂアコーフスキー

1)江江.DJJaro首， ~I1口Opllll pyCCKO首JJ1ITepaTypblXVIII BeKa)> ， 1955， crp. 125-126. CM. TO 

Ae Il caMoe co可.，白p.126-127. 
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一個人の発明》と解して， これに先行する詩形式から切り離して問題を解決しようとしたと

ころにあったのである.チモフェーエフも云うように，~詩は一般言語文化のー現象》なの

である.~るたらしい型の詩の創造は詩文化全体の共通かつ金一的な発展過程の結果でしか

ありえず，詩人の役割はその過程の自覚のうちに発揮されるということはあっても，あるあ

たらしい言語形式の個人による発明といったような形で発揮されることは決してありえな

いl)~ のである.このことは個人の力の意義を過小評価するものではない.個人の《発見の

歴史的制約性》について云っているにすぎないのである.云いかえれば，いかに優れた新し

い形式の発見であっても，それに相応する歴史的前提条件がなければ，けっして実現されえ

ないということである.この場合，この前提条件には二つある.一つはあたらしい表現手段

の転換の必要性の成熟であり， もう一つは，この場合であれば，これに先行する詩静式の中

に存在すべき，あたらしい詩形式へ移行しうる基盤である. このような重大な文学現象が，

それを醸成する何らの基盤も必要性もなく生起するとは考えられない.そういうものがなか

った場合，それは単なる一個人の酔狂といったようなものに終って，たとえ一時的なもので

はあるにせよ，改革としての意義も，実現性も持ちえないからである. トレヂアコーフスキ

ーの詩形式の改革がそのような偶発的な現象でなかったことは，その追随者や支持者が輩出

したことや，この詩法がロモノーソフの詩法の第二次改革の足掛りになったという事実から

も明らかなことである. この改革の性格と意義を正確にとらえるのに，これをひろくその文

化史的背景や当時の詩史的動向との関連において考察することが是非とも必要であるゆえん

はここにある.

3. 

そこで次にまず，第ーの前提条件，つまりあたらしい表現手段への移行の必要性がその頃

すでに醸成されていたのか，いたとすればその必要性とはいったいどんなものであったか，

そしてそれはどんなところから生じたのか， といったような問題を，社会史的，文化史的背

景の中に探ってみることにしよう.

それにはまず， 17世紀後半から18世紀初頭のロシヤ社会の文化生活に照明を当てなければ

ならない. この時期は，一口に云えば，生活の急激な西欧化の時代である.我々はそれまでこ

の国の上流社会を風醸していたポーランド文化がポーランドの表徴とともに口シヤへの流入

をやめ，それにとって代ってフランス， ドイツ等西欧先進国の文明文化が壊をきったように

流れこんでくるのを見るのである.この文化の潮流の交替に大きな役割を演じたのは，周知

のように， ピョートル大帝で、ある.彼が強力な国家体制を急速に樹立するために，先進国の

制度や科学技術を視察することを国的とする大規模な使節団を海外へ派遣し，また自らも名

を変えて使節団に加わって外遊し，その後も絶えずドイツやフランスへ留学生を送って西欧

の科学技術の輸入を図るとともに，オランダ人， ドイツ人，フランス人の技術者や学者を多

数招璃して自国の文化の興隆に意をもちいた事実はあまりにも有名である. この時期ばかり

でなく 18世紀前半にわたって，学者，技術者，医者といったような知的職業はほとんど外国

人，とくにドイツ人によって占められていたと伝えられている. このような科学技術の世界

の変動にともなって， この時代の戸シヤ国民の文化生活も急激な変容をしめしたことは云う

までもない.その変化にあずかつて力があったのは教育制度，教育施設の改変である.ピョ

1) YKa3. COq. TIlMOφ巴巴Ba，CTp. 313-314. 
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{トルはザイコノスパッスカヤ専門学校の改組を手はじめに，地方の中心都市に中学校，小

学校を続々と開設し，主として西欧の世俗的な学聞を授けることにした.これらの施策はピ

ョートルの生前だけで、終ったので、はない.その後もその遺芯はひきつがれて， 1725年には科

学アカデミーが開設され， 1732年には前記の陸軍貴族幼年学校が， 1755年にはモスクワ大学

がそれぞれ開校される等，絶えず教育施設拡充の手がうたれていたのである.これらの施設，

とくに最後の三つの施設がロシヤの18位紀文化の開花に果した役割の大きさには計り知れぬ

ものがあったことは云うまでもない.単に文学の面に限っても，敢てベルコフの言を倹つま

でもなく，これら新設の教育施設は《ヨーロッパのグラッシシズムのたくましい摂取と同化

》の仕事に絶大な貢献をしたのであるh ここに，学問の世界でも一般文化生活の面でもフ

ランスとドイツが主導権を獲得することになる. この変貌をもっとも端的に示しているのは

1690年頃のロシヤでは上流社会の適用語としてポーランド語がおこなわれていたものが，半

世紀後の1760年代には完全にフランス語がそれにとって代ってしまったとし、う事実である.

文化人は挙げてフランス， ドイツ，オランダ，スエーデン等先進諾国の文化の吸収に努めた

ばかりでなく，その風習や風俗を単に外面的に模倣し外国の流行を追う軽薄な男女まで続出

した.一方この西欧文化の流入と風俗の流行を苦々しく思い，昔ながらの生活様式と粗暴な

風習にひたりつづける地主や貴族があり， ここに文化生活の二重性と混乱が見られることに

なる.カンテミールが菰刺詩の中で噺笑の槍玉にあげ、たのは，ピョートルの改革を不満とす

るこれら!日憤墨守の徒と外国の生活様式の単なる外面的な模倣に明け暮れる浮薄な青年たち

であった.

このような社会生活の変容は当然，文学の相貌の変化をも生ぜしめずにはおかない. 17世

紀前半の文学作品は一般に，たとえその中に世態描写的要素がふくまれていようとも，宗教

的説教的色彩のほうが遺かに濃厚であった.それが17世紀後半から18世紀初葉になると，そ

の比重は逆転する.たとえば， <<不仕合せ物語口OBeCTb0 rOpe-3JIOCqaCTHH~や《サッヴア・

グルッツイン物語口OBeCTb0 CaBBe rpy，ll，~blHe~で、は，型通りのふるい趣好を見ぜて修道院

入りという結末にはなっているが，そこに行きつくまでの生活描写のほうが，当時の社会生

活を反映して，リアルで、興味に富んでいる.これが《フロール・スコベーエフ物語口bBeCTb

O φpOJIe CKo6eeBe ~などになると，説教的要素は皆無となり，ふるい考え方や生き方にた

いする批判が色濃く現れ出ることになる. これらを総括して云える，旧から新へ，保守から

進歩へ，教会的なものから世俗的なものへ，反リアリスティッグなものからリアリスティッ

グなものへの移行は， とりも直さず，世相の移りかわりを反映したものと云える.そして，

これら新傾向の文学の底を貫ぬく精神は現実の型にはまった宗教的解釈から脱して現実をあ

らたに見なおし，世俗的な観点から現実を個性的に把麗しようとする精神にほかならなかっ

た.それは形式の面においてはリアリスティッグな描写として現れ，内容的には個性の解放

として王見れる.

この個性の解放は，必然的に，自己の体験や感情を自由に吐露し訴えるに適した行情詩と

いう新しいジャンルを生む. 18世紀初頭の恋愛好情詩の勃興はこのような事情に起因する.

ピョートル以前の文学が行情詩というものを知らなかったとすれば， 18世紀初葉はその目ざ

ここにこの頃の行情詩の一例を示そう.

10 
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ましい生長の時期であった.

Ox， CBeT MO首 ropbKH註 MoeHMJIa江OCTH，

じ CM. ~I1CTOplllI pyCCKO首 KpIITHKI{t，T. 1， 1958，ロp.53. 
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f1eQaJIbHO Cep，ll.u:e， He HMeIO pa江OCTH，

~OH ycrrexH B rrJIa可 C河口peBpaT即日Cb，

~OH pOCKOIlIH y)!{e rrepeMeHHJIHCb. 

TmKKa51 Tyra MeHe cOKpyllIaeT， 

3JI佃 )!{erre可aJIb)!{H3HH M兄 JIHllIaeT.

XOTb rro首江YB Ca，ll.bI HJIH B BHHOrpa江bI，

He HMeIO B Cep，ll.u:e HH MaJIO首 OTpa，ll.bI.

llpyr MO員 cep，ll.e可HbI負rrpo可b OT' e3)!{aeT， 

~eH九 6e，ll.HyIO， B rope OCTaBJIHeT， 

l1)!{e 06兄3aHCOI030M cep江e可HbIM，

B JII06BH corrp兄)!{eH，B BepHocTH HeJIeCTHO首，

KOTOpO員 BOBceM XOTeJI 6bITH BepHbIM， 

~He )!{e ，lI.0 cMepTH HHKaK He OTMeHHbIM. 

HblHe OT 0可E首 MOHXOH COKpbIλCH， 

Ax， rope， rope， y)!{e y，ll.aJIHJIC兄.

Koro， 6e且Ha冗， cep，ll.e可HOJII06HJIa， 

Toro Hec可aCTHeMCBOHM yTpaTHJIa， 

B03bMy C rre四 JIHrrpeoCTpbJe Me可H，

f1pOMOJIBJIIO B rope TaKHe a3 pe可日:

<<:6ec四 CHbI首 TO政江eHb，BO OHb )!{e a3 pO)!{，lI.e.田 a，

f10QTO Ha CBeTe TaKO cOTBopeHHa! 

3a BepHocTb MOIO JIerKO MHe yMepeTH， 

BeQHbI訪問yx6y江eT，-ax，06 MoeII cMepTH. 

f1P06bIO Ha Me可H CBOH 6e江HbIrrepcH， 

OT可eroyMpy， TbI caM，江pyrMO品， BecH.~l) 

1、1

北
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要

この乙女の嘆きはすでに，ふるい沈黙の習慣から脱げ出た，目ざめた自我のいつわらぬ心

情の流露である.我々の眼前に立っているのはもはや型にはまった女性像ではなくて，生き

た個性である.

従来の詩形式はこのようなあたらしい感情をうたいあげ、るには適しない.重たるくてスタ

ティッグな音節詩の詩形式は人工的な修辞に富んだスコラスティッグな思想を伝えるには向

いているとしても，自然に流れ出るなまの感情をそのまま移し入れる器とはなりえない. こ

こにロシヤのわかい世代が自分たちよりも早く自我の覚醒の段階を経，個性の発達の段階を

経過していた先進国の詩形式に目をむけ， ドイツあたりの詩文学にその表現手段をもとめは

じめたのはきわめて自然なことであったと云わねばならない.モンス，グリュッグ，パウスと

いったようなロシヤ在住の外国人が持情詩の形式の見本を提供したのは，ちょうどこの頃に

あたる.ロシヤ語に習熟していなかった外国人のことであるから，その作品は，!E字法の点

から云っても，修辞的技巧の点から云っても，すこぶる幼稚で，たどたどしいものであった

が，あたらしい詩形式が存在しなかった当時にあっては，感情なり心理なりをじかに写し

1) UllT. rro COq.刀.11. THMOφeeBa， <U'IePKH Teop即日 目白OpHH pycC!wroロHxa;t.1958， crp. 
267-268. 
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だすことのできる， このあたらしい詩はロシヤのわかい世代にとって十分に参考に値するも

のであったにちがいない.稀代の漁色家として聞え，それが災して断頭台上に毘をさらさね

ばならなかったと伝えられるモンスの詩の大部分が云わゆる恋歌であり，恋文に効果を添え

るための実用本位の持情詩であったことは別としても，彼らの詩は生活体験に何ら人工を加

えないなまの素材そのままであったことが却って生活即文学の時代のわかい層の固に新鮮な

もの，時代の要求にこたえるものとして映り，模倣されるにいたったものと思われる.18世

紀初葉の持情詩の激増はこのような時代の要求であり，その， ドイツ風の音節韻律詩法の影

響による韻律化は自然の勢であったので、ある.

つぎに， ピョートル時代にあらたに興ったジャシルとしてあげなければならないのはオー

ドである.オ{ドの発生は外面的にはフランスやドイツのグラッシシズムの影響の所産とも

見られようが， これにもやはり時代による発生の必然性があったので、ある.ピョートル一世

はロシヤに文学を興すについても，科学の場合同様， fl.モローゾフの言を借りれば， <<抽

象的な目的ではなくて純然たる散文的な目的を考慮においていたのである.皇帝はドイツ人

のグンストにはシュリッセルブルグ占領の戦勝祝賀の喜劇をもとめ，モスクワ専門学校には

同様時事的な利益への奉仕を要求し，そこで書かれる芝居が，新帝国の強大さをつくるもと

となった戦斗や勝利の云わゆる一覧表たることを希望したl)~ と L、う.オードもこれとおな

じ要求のもとに発生したものである.皇帝が詩人にオードの制作を命ずるのは，強大になっ

た国家の威力を国民に周知せしめ，外国に誇示するためで、あった.このような要請のもとに

書かれるオードには壮厳さと力づよさが必要であり，用語やスタイルばかりでなく韻律の点

でも日常語から最もかけ離れたものが要求される. ところが，音節詩は，たとえそれはそれ

なりに不完全ながら一種のリズムをもっていたとは云え，やはり， トレヂアコーフスキーも

云うように， <<散文的な詩》であって， このような要求をみたすことができない. こうし

て， このジャシルにも整然たるリズムをそなえた詩形式が要求されてくるわけである.

このジャンルにおいても，韻律化の運動の口火を切ったのはドイツ人であった. 1714年に

ピョートルがスエーデンの海軍をやぶってバルト海の制海権をうばった際に，パウスはその

勝利を視ってつぎのような 6韻脚冗M6のオ{ドを書いた.

日PII首MIITece首 TpIIyMφBI1PII兄THO員 aBaHTa)KII，

OH caM 60 TaKOBa He江pyra0江OJIeム

KOTOpbI負 rpOMII江bIM瓦bIXaJIB ra刀epbIHaUIII. 
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CBOIIX )Ke I1epBee Hac Ha MOpII IIMeJI. 

しかし，歴史の歩みは，上に述べたような論理を追って直線的に運ばれるとはかぎらな

い.早くもカンテミールやトレヂアコーフスキーにはオードの作が見られるけれども，それ

らはまだふるい詩形式の衣裳をまとっている.たとえば， 1730年の女皇アンナの戴短式に際

してトレヂアコーフスキーがものした次のオードはまだ音節詩法で書かれている.

且a 3江paBCTByeT且HecbI1MIIepaTpIIKC AHHa 

Ha I1peCTOJI ce江田a yBeH可aHHa，

KpaCHe首waCOJIHu;a II 3Be3瓦 CII兄IOw;aHblHe! 

且a 3，n:paBcTByeT Ha MHOrO JIeTa， 

1)口町.IIO戸 a3.CO可.TIlMOφ巴eBa，crp. 265 
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感じられていたのに相違ない. というのは1734年には早くも前記のコルフ男爵の就任を視う

北
大
文
学

オードが制作されているからである.さらに， 1739年にはロモノーソフが前記の兄M6の韻律 部
紀
要

しカミし， このオードのようなジャンルに音節詩の珍式がそぐわないことは，作者にも薄々

によるオードを公けにし， トレヂアコーフスキーもそれにならって1842年にはエリザヴェー

タの即位を祝う冗M6のオードを書くようになる。

このオードの歴史から， トレヂアコープスキーの韻律詩法への転換について結論づけられ

ることは，パウスの先臨がすでにあったにもかかわらず， 1730年には彼はまだパウスその他

ドイツ人たちの詩形を新詩法解決の鍵とは見ていなかったということである.従って，それ

からは年までの聞に彼の構想にどのような変遷があったかは審かにしえないが，彼自身の民

謡にかんする発言を重視すれば，パウスたちの直接の影響はたとえあったとしても，きわめ

て小さいものであったと考えざるをえない.

では， トレヂアコーフスキーがとくに注目していたロシヤ民謡の世界はどうであろうか?

ピョートル時代の社会の変動は鮮かな影をおとして，それはあらわな変化を見せている.そ

こには生活の目あたらしい現象がうっしだされ，創作形式も改造され，人物の姿は勿論，主

題も変れば，用語も一変している.実例を示せば，つぎのような民謡には，当時の風俗画で

も見るように，変貌した風俗があたらしい言葉でリアルに措きだされている. このような変

化は，明らかに，新興の行情詩の影響と見てよかろう.

Ax， rro MOCTY-MOCTY， rro Ka.mmoBy MOCTY， 

Ax， rneJI TyT江eTHHKa，y，ll，aJIO首 MOJIO江el(・

fOJIy6o註 HaHeM KaφTaH，φaJI瓦bIMa皿yTC兄，

fpe3eTOBbI首 KaM30JIpa3瓦yBaeTc冗，

MHTKaλm旧a兄 py6arneQKa6eJIeeTC冗，

l3aTHCTOBbI MaHHrne可KHTperreIIJ;yTc冗.

Ha rne首Ke-TOrrJIaTOK， 6yλTO aJIeHbKHH l(BeTOK， 

B KapMaHe-TO ，lI，pyro首， OCT-HH，江CK班員， rOJIy6o鼠，

B rrpaBO首py可KeTpOCTO可KaKaMblrneml5I， 

B TpOCTO可KeJIeHTO可KarryKeTOBa5l， 

OH TpOCTO可KO首 rrO，ll，rrHpaeTC民

CaM rryKeToBo訪 JIeHTO訪日OXBaJI兄eTC兄.

こうして，民謡の題材は変容した世態と民衆の考え方を反映して生活のあたらしい局面を

展開し，恋人を袖にする娘や，男に棄てられて訴状をしたためて訴える捜や，愛する女をピ

ストルで、射殺する少佐等，個性的な苦悩と歓喜に生きる人物の登場が見られる. この変化

1) B. O. Unbegaun， <{Russian versification;:p， p. 10. より引用.これはさらに1752年につぎ、の

ようなlIM6の韻律に改作されている.
瓦a3且pascTBy巴TBOB巴KI1MrrepaTpH[(a AHHa， 
BOClIle且lIlaHa rrpeCTOJI ylKe H yBeH4aHHa， 

KpaCH巴首III巴 Bcex CBeTHJI 

CHlIIOl.[(alI HbIHe! 

B CBoe首 Ty6JIarOCTbIHe 

130r CBbIlIle 0[(巴HHJI.
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を， A. A. ヴェセローフスキーの言葉をかりて表現するならば，~何世紀にもわたる圧制に

よって抑圧され拘束されてきた感情が，民謡の単純で、貧しい云いまわしに憶らず，既成の型

を見出して，自己には無様な，外から流れこんできた見本にならって組みたてた崎形的に誇

張された表現の中に流出した>>1) ので、あったが，しかしそれはけっしてその場かぎりの狂い

咲きのようなものではなくて，チモフェーエフも指摘するように，~一定の独自の歴史的条

件の所産>>2) であり，民謡の作者たちが外国人の詩やそれらの影響によって発生した行情詩

に自己に必要な新しい表現手段をもとめ，次第にそれらを有機的に融合し，同化し表現を豊

かにしてゆく過程の一つであったのである.

トレヂアコヶフスキーが創作活動を開始した頃のロシヤ民謡はおおおよそ， このようなも

のであった.彼が詩法の改造の際に判断の材料にしたのは，~ロシヤの古謡》と云っている

ところから推せば， このあたらしい民謡ではなかったかも知れない.しかし，この時代に生

き時代のささ気を吸っていた彼が，絶えずあたらしい生活要素と表現手段を摂取して蘇りなが

ら生きつずける民謡のたくましい生命力をもあわせ考えなかったとは思えない. こうして，

研究の結果，つねに民衆の生活とともに生き，その生活の中から生れ出るこの芸術の生命の

源が，ロシヤ語の特性を生かしたその律動性にあることに気づいたのであったろう.そして

民謡のように， ロシヤ語の特性をたくみに利用すれば，新時代の要求にこたえうる自由な詩

作の道がひらけるにちがいないという見透しを持つにいたったものと推測される.

ここに我々は，当時流行の持情詩ゃあたらしく生れかわった民謡にすでにロシヤ詩全体の

韻律化の兆しと可能性があったことを知ったわけで、ある.だが，それだけではまだ問題が解

決されたことにはならない.第一，ふるい民謡の詩形式や語棄や何法や文体にあたらしい内

容を盛ることはできない.かと去って，あたらしい民謡はまだ生れかわったばかりで，創作

原理がまだ混屯として確立されていない.それは芸術的価値もひくいし，その形式は知的な

内容を盛るには適しない.云L、かえれば，ロシヤ社会が展開をせまってやまないオード，誠

刺詩等あたらしい高次のジャンルの形式とはなりえない. ここに，民謡の形式をそのままの

形では新詩法の原理として取り入れるわけにし、かない一つの理由があったわけである.それ

ばかりではない. この時代に特徴的なもう一つの障碍があったのだ.それはよ流社会や詩人

たちの聞にあった民謡蔑視の風潮である.当時，このような傾向が顕著であったということ

は，当時の学者や現代の研究家の多くが一様に指摘しているところである.たとえば，歴史

家のクニッグは，~ピョートル時代以後の最初の作家たちは民謡から遠ざかっていた……モ

スクワ国家の最後の頃の学者は民謡を街学的博識の高みから軽蔑の闘で見下していた》と書

き， c. ブーリッチは18位紀における叙事民謡 6bIJIHHbI の消滅を指摘して，~叙事民謡は社

会の必需品類から姿を消して，それは必需品としてではなし土俗学の研究の結果，すでに美

学的または学問的関心のための材料としてふたたび世人に知られることとなった》と述べ，

またボロートフは民謡(イリヤー・ムーロメッツやヴラヂーミル大去をうたった)を《体を

なさない卑俗なもの》というような言葉で、片つキけ，チウルコフはロシヤの民話詩 CKa3Kaに

は《部分的に物語がふくまれ，その物語は居酒屋で語られていた》にすぎなかったと云って

いるめ. さらに，チモフェーエフも， トレジアコーフスキーが《文学および詩一般の起源に

かんする見解 ~HeHHe 0 HaqaJIe rr093即日 CTHXOBBoo6w;e>>の中で民謡を引用するに際し
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1) llHT. rro COq.刀.M. T四 0φ巴eBa~Oq巴pKH T巴OpHHH llCTOpHH pyccKoro crHxa> ，ロp.274

2) TaM lKe， crp. 274 
3) CM. JI. I1. THMOφ巴eB，YKa3. co可.， αp.299-300.~ 
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て， <<ここにわが国の通俗な，だが根源的な詩から幾つかの断片をお伝えするからと云って

私をお責めにならぬよう，御海容のほどをお願いする》と書いている例や，カンテミーノレが

ホラーチウスの反訳の注の中に， <<前もって熟考もせずに，芸術をまったく持たない百姓が

天成の露きだしの行動をおこしたような詩がいかに粗暴なものであるかは推察に難くない》

と書いている例を引し、て，当時の知識階殺がいかに民謡を蔑視していたか，そして18世紀初

葉の音節詩が民謡の伝統からし、かに遠ざかっていたかを立証し，上流階扱の者には民謡より

はむしろモンスやパウスに感情の表現手段をもとめようとする傾向がつよかったことを指摘

している1).

この当時このような事情があったとすれば， トレヂアコーフスキーがたとえ民謡の形式を

そのまま自分の新詩法に取り入れたとしても，そのような詩法が上流階級や作家たちによっ

て現実の詩法として利用されなかったろうということは，あまりにも明白なことである.い

わんや，先にも述べたように，民謡の形式それ自体，あたらしい高次の知的な詩文学の形式

として使用に堪えないのであってみれば，なおさらのことである.このように考えてくれば

一旦民謡に立ち向った彼がその韻律性という原理だけを学びとって，当時上流社会の高踏的

な文学様式として立派に通用していた音節詩を韻律化するとL、う方向に鋒先をむけていった

のも，ごく自然なことであったと判断されてくるのである.換言すれば，上流階級の丈学と

庶民の文学がかくも隔絶しているような条件の下では， この道以外にロシヤ丈学を推進させ

る道はありえなかったとも考えられるのである. トレヂアコーフスキーの新詩法の性格はこ

の時決定されたと云ってよかろう.

4. 

それにしても， この時トレヂアコーフスキーはそンスやパウスら外国人の創作の範例をま

ったく視野の外においていたのであろうか? 資料はこの問題については沈黙をまもってい

るだけで，何らの示唆もあたえてくれない.私はさきにオードの成立について観察した際に

1730年頃にはまだ彼はこれを詩法改革の唯一の鍵とは考えていなかったという推定を下して

おいた.事実，スコラスティックで高い文体を高く評価するようなスラヴ・ギリシャ・ラテン

専門学校 CJIaB5IHO-rpeKO-JIaTI1HCKa5fAKa江eMI1兄の丞気の中で育ち， 自身青年の頃《スラヴ

語的な高いスタイルで、語って自分を《雄賠家》に見せようと腐心した:>>2) ことのある，しか

も外国に遊んで最高の教養を身につけて帰ってきたこのトレヂアコーフスキーが拙劣な，ヨミ

わば舌足らずの彼らの作品から直接詩法改造の手掛りを得たとは考えられない.それよりは

むしろ，これらの作品が触発したロシヤの持情詩その他ロシヤ詩一般の韻律化の機運の方が

トレヂアコーフスキーの詩法改革の動機に働きかけた力は大きかったと考えるべきであろ

う.しかも，その韻律化の機運は，つぎに述べるように音節詩の領域にまで及ぼうとしてい

たのである. こうしてロシヤ詩全体がリズム化の方向にむかつて動きはじめていたという事

実がトレヂアコーフスキーに改革の断行を決意させた， というふうに私は見たいのである.

では， トレヂ、アコープスキーの新詩法の性格はどこから生じたか，詩法の改革と云っても

それはどの程度のものであったか，これが次に取りあげなければならない問題である.が，

そのためにはまず当時の音節詩がどのようなものであったかについて正確な知識を得ておか

なければならない.というのは，それなしには改革の程度も意義も捌めないからである.

1) CM.凡 11.T剛 oφeeB，YKa3. COq.， crp. 299-300 
2)日.H. 5旬 KOB，~Pa3BHTll巴 JIID叩aTypHolì KpHTllKll B. XVIII B巴K巴>， ~I1cropmI pyccKoli 

KpHTllKll>， T. 1， 1958， crp. 47. 
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まず，音節詩一般の性格から始めよう.常識的には，ロシヤ音節詩の特色は， (1)各詩句の

音節数が一定であり， (2)脚韻があって，それが女性脚韻である，の 2点に要約される.たと

えば， J1. B.シチェピーロヴアはその著《文芸学入門 BBe~eHHe B RHTepaTypoBe~eHHe>> の

中で， <<音節詩法は，行中の音節(綴〕の数だけを考慮して，それらの力点による相関々係，

強勢音節と弱勢音節の相互配置をまったく考慮にいれていない>>1)と規定し，ブラゴイの《

18世紀ロシヤ文学史I1cTopr明 pyCCKO首 RHTepaTypbIXVIII BeKa~ には，<<:ロシヤ音節詩に

は脚韻に関係ある，そLて通常最後の織の前の績にくる必須の力点(というのは脚韻はもっ

ぱら女性脚韻だったから〉だけがあった。>><<それ(トレヂアコーフスキ{の詩、法発表一筆者)

以前にはロシヤ音節詩の詩人たちはリズムの構成要素としての力点の役割をまったく意識し

ていなかった》めとあり，まずこ，ウシベガウンの《ロシヤ作詩法 Russianversification~で

は音節詩の特徴として， a)各行における一定数の綴， b)行中の韻脚中断 caesura，すなわち

中絶 breakの存在， c)脚韻がもっぱら女性脚韻であること，の 3点が挙げられ， <<しか

し，この種の詩にはまだアクセントの配置はなかっため》とある.

しかしながら， これらの性格づけは原則的なものであって，けっして音節詩全体について

云えることではない.綴の数も，たとえばトレヂアコーフスキーの前掲のアンナの即位を視

うオードに見られるように，つねに一定数であるとは限らないし，脚韻にしても，たとえば

カンテミールのホラーチウスやアナクレオンからの訳詩がそうであったように，脚韻のない

無韻の詩さえも見いだされるところから見れば，必ずしも不可欠で、はないし，韻脚中断も特

に初期のものにこれを失くものが見出されるのである.従って，上記の定義に但し書を附さ

なければ完全とは云えない. もっとも，上に写Iいた著者の中には》時代により作者によって

上記の一般的性格づけから喰み出るものがあることを認めている者もいないわけではない.

たとえば，ウンベガウンはカンテミールのつぎのような言寺を引用して，

I1CKyCHbI首 B瓦eReCBOeM 11 BOCKORe負， rrpHRe)KHO 
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Tpy江HBC兄， H3RHR 60RBaH， 11 BCe Bblpa3HB He}KHO 

B HeM y江bI，qaCTH， BRaCbI 11 TaK可TO)KHBO TeRO 

EoλBaH可HKaTOrO 6bITb 11 BC兄K 6bI CKa3aR CMeRO. 

(<<:urOHb H BOCKOBO訪 60RBaH>>)

ここでは《なおおなじ原則が適用されてはいるが，詩は或程度柔軟さを増している.これに

は二つの理由がある.第一，韻脚中断がより一様になって，規則ただしく強勢音節のあとに

おかれている.第二の理由はもっと重要である.それは，詩にもっと規則的な韻律を導入し

ようという，云L、かえれば力点を多少とも規則的な間隔におき，そうすることによってロシ

ヤ語が詩にあたえる元来持っている利点を利用しようというカンテミールの企てである》め

と云って， カンテミールの詩にすでに韻律化の傾向が見られることを示唆Lている.ここに

指摘している第一の原因，つまりカンテミールが，力点を韻開中断の直前に配置することに

よって従来単なる語の切目の役しか持っていなかった韻開中断を詩にリズム感を添えるのに

役だてたという事実は，あまねく知られているところである.また，第二の傾向も，あとで

詳説するつもりであるが， r.シェンゲリやチモフエ{フが統計的に実証したところである.

1)凡B.LUerrHJJOBa， ~BBe民間巴 B JIHTepaTypoBe且eHIIe;?，1956，ロp.160.

2)瓦.江.EJIaro首， ~I1CTopml pyCCKO茸 JIIITepaTybIXVIII BeKa;?， 1955， CTp. 123 
3) B. O. Unbegaun， ~Russian versification;?， 1956， p. 3. 
4) Ibid， p. 6. 
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これは何もカンテミールだけに見られる傾向ではなくて，c.ポローツキーあたりの詩にも見

受けられる傾向であって，一般に，時代が下るにつれて，音節詩は，たとえ完全なものでは

なかったにしても， リズム的要素を増してきたというのが常識となっているのである.

とくに，その傾向がいちじるしかったのは短詩句の音節詩においてである.中には，たと

えば，つぎのポロ{ツキーのものに見られるように，はっきりと xopei1的韻律を感じとるこ

とのできるものさえあった.

XOT冗員 λeJlO

CIf BeCeJlO 

COBepU1IfTlf 

且OJl)KeH6bITIf 

KpeCTa 'ITIfTeJlb 

11 Jl106lfTeJlb・1)

時代とともにこのような傾向がつよくなるだろうということは，容易に想像のつくことで

ある.短詩何の詩では，長詩何の詩の場合よりも最後から 2番めの音節の九点が反復される

瀕度が高く，それだけでも或程度リズム感があたえられる上に，それが詩伺中の他の力点の

配置まで意識せずして規則的になることを促進する結果を来すからである.実際にこのよう

な傾向があったことについては，諾家の一様に指摘しているところである.たとえば， B. E. 

ホルシェ{ヴニコフはその著《ロシヤ詩法原理 OCHOBbIpyccKoro CTIfXOCJlO)KeH四》の中で

《みじかし、韻律では恒常的な最後の力点がより瀕繁に回帰し，そのための力点の反復の律動

性を聴覚でとらえることができる.しかも，短詩何では力点がおのずからしばしば或秩序をな

して一一 1音節もしくは 2音節おきに一一配置されることにな弘、》と述べ， またチモフェ

{エフは先に引用した著書の中に， <<音節的韻律においては穣の数がすくなければすくない

ほど，その中に組織的な韻律的骨粗が明瞭にあらわれてきていた》めと書いている.さらに

C. M.ボンヂーは， トレヂアコーフスキーの新詩法発表の 5年前の音節詩法による訳詩《恋

ケ島紀行 E3瓦aB OCTpOB Jl106BIf>>には韻律をそなえた詩何が多数見出される点、を指摘し，

トレヂアコーフスキーの詩のうち 6音節の詩何で韻律的性質をもたぬ詩句はその 3%にし

かすぎず 7音節詩句では10%，8音節詩何では約25%，10音節詩何では56%というふうに

詩何がながくなるにつれて韻律的傾向が漸減してゆくとし寸事実を発見しているω. このこ

とから， トレヂアコーフスキーが《作詩法》の中で 9音節以下の詩句に韻脚の必要をみとめ

なかった理由も呑みこめるのである.彼自身の言葉を借りれば，~詩は韻脚によって歌われ

る》のだが，短詩何は《そのみじかさのために韻脚なしでも新しい抑揚をもつことになる》

からである. このようなわけで， トレヂアコーフスキーが音節詩の韻律化を志した頃には，

すでに短詩句の詩の多くが，完全とまでは云えないまでも，かなりの程度に韻律化されてい

たことが明確になってくる.

では，長音節の詩，つまり 13音節詩や11音節詩はどうであったろうか? これについては

前にもちょっと触れておいたように，古くはシェシゲリによる，新しくはチモフェーエフに

よる，カンテミールの13音節詩の韻律にかんする優れた研究がある. シェンゲリはすでにそ

1) CM. yKa3. COq.， JI. 11. TllMOφ巴eBa，白p.318-319. 

2) B. E. XOJUIIeBHHKoB， <OCHOBbI pyccKoroロIlXOCJIOAemm>，1959，ロp.16-17. 

3) CM. yKa3. COq. JI. 11. T四 0φ巴巴Ba.crp. 319. 

4) CM. yKa3. CO可.江，ll.DJIarOrO，ロp.123. 
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の著《ロシヤ詩論 TpaKTaT0 pyCCKOM CTHXe>>の中で，カンテミールの音節詩を綿密に調べ

あげた末，その内在的な韻律をもっ詩何がかなりの数にのぼり，そのうち xope誌に属するも

のが最もおおいことを発見したわ・ そして，さらにこの研究を発展させたのがチモフェーエ

フである.

この二人はおなじように，音節詩にも音節詩特有の韻律があったとする立場に立つもので，

彼らはあらゆる証拠をあげてこれを立証しようとしている.たとえば，チモフェーエフはまず

カラムジンの《カンテミールの詩にはまだ真のリズムはなく，長短の音節が区別なく世清し

ているが，調和はある》という評言や，ジヮコーフスキーの《カンテミールの諏刺詩はきわ

めて'快い(聴覚にとって) >>という言葉を引用している. このような《調和》とか《快い》

といったような感覚的な表現ではまだそれがリズム感によるものか，単なる音感によるもの

か判然としないが，つぎの二つの材料は明らかにリズムの存在を立証するものとして価値あ

るもののように思われる.一つは，カンテミールが自作の詩を朗読するにあたって手をタグ

トのようにうち鳴らす情景を描いたノミーテュシコフの《カンテミール家の夜会》の一節であ

る.これより一層確実性があるのは， カンテミールがホラーチウスからの訳詩(無韻の)の

序文の中で述べている，つぎのような見解である. <<このような詩が，脚韻を欠いているか

らと云って，別の詩に見えることはなく，仔細に注意して下されば，これらに或種の律動的

調和と快い響があることに気づいて下さるだろうということを承知している，そしてそのこ

とがおそらくは，私の詩作品が脚韻なしでもすませうるということを立証してくれるものと

思う. >>わ こうなると，もはやカンテミールが自分の詩に意識的にリズムを持たせていた

という事実は動かせないめ.

チモフェーエフはさらに，ジルムンスキー教授の《第2半詩句は，リズム配置の意味では

…第 1半詩何とは無関係で、ある》という説に基づいて，カンテミールの13音節詩何を第 1半

詩何と第2半詩何とにわけで，その韻律を研究し，その統計をとって分類した結果，<<一定

数と一定箇所の力点をもっ幾つかの韻律の型》を発見し，<<それらの型の結合が音節詩のリ

ズムをつくりだしている》という結論に到達した仏彼が分類した第 1半詩伺の型は，次表
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1) CM. r. Il1eHr朗九 <TpaKTaT0 pyCCKOM口UX巴:>， 1923，ロp.89-102. 

2) CM. yKa3. CO可.THMO中eeBa，CTp. 301. 

3)シヰンゲリの上記の著書にも，音節詩に一種のリズムがあったから音節数を一々数える必要は

なかったとする次のような見解が見られる.<例えば，一万行どころではない詩句を書いた，UUM.

ロストーフスキ{の真の詩的霊感が指おり数えたり鍾で音をたてたりする動作を伴なったろうな
どと推測するとしたら，馬鹿げたことである .:>(yKa3.CO'I.， CTp. 89.) 

4)ただ，この場合，一つの困難がある.それは，ロ、ンヤ語の力点が時代により地域によってその

位置を変え，そのため詩人の属する時代と出身地のちがし、が正確な力点の位置を知ることを困難
ならしめているという事実である.これが韻律詩であれば，作者の出身地による力点の位置の誤

謬は苦もなく発見できる.レールモトンフが MY3hl闘を My拍聞としたという話は有名である.
また，ロモノーソフが rrJloTHを rrJlOT亘とし， 3JlOOyを 3JlOOyとし， ObICTpOを OhlCTpOとし

たために， トレヂアコ{ブスキーにその誤謬を指摘されたという事実もったえられている.音節

詩の場合，これとは事情がちがう.力点の位置が時代によって変る速度と量はそれほど大きなも
のではないとはいえ，音節詩には韻律詩のように韻律が一定でないだけに，ふるい時代の力点の
位置を知ることは容易でないわけである.カンテミールの詩の韻律の有無を検証するにも，まず

その時代の語の力点の位置の推定の仕事から始めなければならないのである.ただ，この場合，

幸いなことに，音節詩では脚韻が一定の位置，つまり詩句の終りから2番めの音節にあって，そ

のことから，力点の位置が推測できるから，ある程度この困難は切りぬけることができる.いず
れにせよ，チモフエーエフは，いろいろな面から判断して，<カンテミーノレの詩は…おそらく，

我々が今考えているよりもいちじるしくリズミカルなものであったろう〉という判断を下してい
る.
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に示すように， 12種になる.

第 1表
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一音節一

1 1ふ)ム)ム)ム I~TBep江o cepぇ~e 6e，n:HbIX rrycTb>> 

2 1'-../ '-../ム)ム)↓ I~npHpOCTeT JIH MHe C TOrO>> 

3 10'-../ '-../ '-../ニ)ニ I~XO可elI1b JIH cy瓦befOCTaTb>> 

4 1↓)ム'-../'-../ '-../ム I~KJIfOlI1Ky rr日lI1HOrrOBeJIH>> 

5 1 '-../ '-../ '-../ '-../ム)↓ I<<Ho rrpaB，n:OJIf06HB K TOMy>> 

6 1 '-../ '-../↓'-../ '-../ '-../ム I~He yMHee KTO rJIa3a>> 

7 1↓'-../ '-../ '-" '-" '-../ム I~HyÆHyfO He即日B明 eM))

KaHT. 1， 1491) 

// 1， 55 

グ 1，147 

// 1， 138 

4少 V，139

// V， 59 

// II， 120 

81'-../ム)↓'-../'-./ム I~Kor，n:a yA HM兄 CBoe>>

9 1 '-../ '-../ '-../↓'-../ '-../↓ I ~3a JIf06orrbITCTBOM O，n:HHM>> 

10 1 '-../↓'-" '-" '-'" '-../↓ I ~Y明日bIX XOTb rOJIOBa>> 

グ 1，182 

// 1， 73 

// 1， 170 

111'-../ム'-./'-./↓)↓ I ~TOJIKyωT， BceMy XOT兄T>>

12 1ふ'-./'-./ふ'-./'-./ふ I~n冗JIH Ha KHHry rJIa3a>> 

。 1，33 

4ク 1， 12 

なお，チモフェーエフは，第7音節に力点のないものをもつぎのように分類して，前表表

示の型の変形とした.

第 2表

高1..1_23 4 5 6 7 1 制詩，詩

1a ム)ム)↓'-../'-../ 1 ~B 江OJIro首 pe四 MaJIyfO>> I KaHT. V， 737 

2a I '-../ '-../ム)ム'-../'-../ I <<He rrpH6belI1b HX rraJIKof O ) ) グ 1，36 

3a ム'-../'-../ '-../↓'-../ '-../ I ~B 3HMy…m吟// V 町

5a 1 '-../ '-../ '-../ '-../ム))《BJIarocoCTomHe》 F LXroVpLaII4目0白

l1a 1 '-../ム'-../'-./ム'-../'-../ 1 ~Ha JIOBJIe C MJIa，n:eHtfeCTBa>> グ V，487

ここで注意すべきは，第 1表中の第 1群，すなわち No.1， 2， 3， 4， 5， 6， 7は音

節韻律詩の xope誌の韻律に，第2群，すなわち No.8， 9， 10は兄M6の韻律にそれぞれ相

当し，最後の No.11，12は混合型となっていることである.なおこのほか，チモフェーエフ

は， カ γテミールの詩においては12音節詩何は冗M6的性格の韻律の傾向をもち， 14音節詩

何では 3音節韻の傾向がつよいことも指摘している.

1)この枠内の表示は出典で、あって，例えば， KaHT. I， 149とあるのはA.KaHT即時， Co可HH巴即日，
1868， T. I，ロp.149.の略.
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5型を数えるだけである.次第 2半詩句の韻律の種類は第 1半詩何のそれよりも少なく，

表はその分析の結果である.

20 

第 3表

事1 1 2 3 4 5 6 1 菰刺詩，詩

1 F F F ~CJIaBbI B HeM 3aIIlJITy~ KaHT.， 1， 15 ¥../ '--' '--'、.../、ー./'--' 

2 、ーノ 、ーノ 、〆 、../、hFdJ 、ーノ <<He 3arlHyrc冗 HOrH~ 手' 1， 6 

3 」FJF¥../¥-JLJ 」/ノ、../ ~BeKa IIpOBO.n:UTU~ グ 1， 3 

4 '--' ，ーFノ、../'--'、-FJ 、.../ ~K OTIl，OBCKOMy CTa江y~ グ 1， 14 

5 F ~11 e江UHOpO江Ha~ グ TIeTpu江a，156 '--' '--'、../、ー/¥』ノ'--'
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ここでは， No. 1， 2， 3の型が音節韻律詩の xopei1に当り， No. 4， 5は混合型に属す

る. (チモフェーエフは No.4を第 1表の No.8， 9， 10の型， つまり音節韻律詩法の

刃M6に相当する第2群に属させているが， これは納得しかねる.私の考では， No. 4， 5を

混合型，つまり第3群に属さすべきではなし、かと思うので，そのようにしておいた.) 

このような訳で，チモフェーエフの分類によれば，カンテミールの13音節詩には 3群の韻

律の型 (xopei1系，兄M6系，混合系の)があり，その韻律的性格はかなり強いものであった

ということになる.

では，音節詩にこれほど強い韻律的性格があったとすれば，音節詩と音節韻律詩との相違

はどういう点?にあるのか， トレヂアコーフスキーが音節詩を《一定の数で進行する散文》と

名づけた根拠はどこにあるのか， という疑問が当然涌いてくるものと思にその相違は，一

口に云えば，音節韻律詩ではその大部分が終始一つの韻律で通されるのにたいして，音節詩

においてはおなじーっの詩のなかでも韻律が各様に変化し，極端な場合には半詩何毎に韻律

が変ることさえ可能であるという点である.従って， トレヂアコーフスキーが音節詩を《散

文》と称したのも， この事実をさして云ったものと解される.一つの韻律で通してない詩

は，いかにその中に内在の，細分された多種多様な韻律があったとしても，一定のリズムで

貫かれた詩から見れば，散文にちがいなかったからである.

5. 

さて，ここでトレヂアコーフスキーの新詩法の性格として最も特徴的な点は， これを13音

節詩だけに適用したことと xopei1の韻律を最良としたこととの二点であることを，あらた

めてもう一度思いおこしていただきたい. というのは，この章では主として，この特色がど

こから来たかとL、う最後の問題をあっかいたいと思うからである.

この13音節詩の問題に関連して，一つ問題がある.それは，前章で紹介したように，チモ

フェーエフの研究によれば， 13音節詩でもすでに或種の韻律化がとげられていたと云うが，こ

の研究の結果は先に私が引用した，~音節詩的韻律においては糠の数がすくなければすくな

いほど，その詩に組織的な韻律的骨組が明瞭にあらわれてきていた》という彼自身の言葉や

トレヂアコーフスキーの新詩法以前の音節詩では短詩伺から長詩何に移るにつれて韻律的傾

向が弱くなるというボンヂーの観察と矛盾してはいなし、かという疑問である.が，これは矛

盾ではない.第一，二人がこの言をなす時，韻律と云っているのは音節韻律詩的な観念、にお
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ける韻律なのである. ところが，チモフェーエブがカンテミールの13音節詩を分析した際に

は最初から韻律を別のカテゴリーのものと考えてこれを扱っている.つまり，音節詩特有の

韻律と見ているのである.私が内在的な韻律と云っているのはこれである.この韻律は，ー

詩句のみならずー篇の詩を通じて変らない音節韻律詩的韻律とはちがって，半詩句毎にちが

ってもよい韻律である.従って，音節韻律詩的韻律をこのような詩何に当てはめれば《散文

》化してしまう韻律である. ところが，音節詩の短詩句の場合には，韻脚中断によって半詩

何ずつにわけられることがなく，一詩句を通じて一つの韻律で通される，従ってその韻律は

音節韻律詩的韻律に近いものとなり，音節韻律詩的韻律の観点からすれば，長詩何よりも韻

律化されているということになるわけで、ある.

ここから， トレヂアコーフスキーが新詩法の中で13音節詩句の詩のみをあつかった理由が

自ずから明らかになってくる. この場合我々はこの13音節詩伺の詩形は音節詩の中で最もお

おく，最もティピカルなものであったということも思いあわさなければならない.たとえば，

カンテミールの詩は，その81%がこの詩形で書かれていると云われる. しかも，先のカンテ

ミールの詩の分析表によってもわかるように，詩何がながいだけに，韻律の型やヴァリエイ

ションが最も多く，従って音節韻律詩的観点、からすれば，韻律的に最も統ーを欠いていた詩

形なのである. ここにトレヂアコーフスキーが，云わば乱れていたこの13音節詩の韻律を整

理し統一することを企てた理由が存在する. というのは，短詩句の音節詩はすでに韻律の点

では自然に音節韻律詩に近づいていて， 13音節詩だけが未整理のまま残されていたからであ

る. トレヂアコーフスキーの改革は，平たく云えば，この整理統ーにあったとも云えるわけ

である.

さて，では最後に， トレヂアコーフスキーの新詩法のもう一つの特色の由来の問題，つま

り彼はなぜ、 xopeuを最上のものとしたかとL、う問題に移ろう.

ロモノーソフ以後， とくにプーシキンにおいて 51M6 が他の韻律よりもおおく用いられる

ようになったことは周知の事実である. しかしながら，ロシヤ詩史の足跡をたどってみれば

兄M6の韻律の使用がけっしてロモノーソフをもって嘱矢とするわけでないことは，たとえ

ば例のカンテミールの詩の分析表に兄M6的音声、律も見出せることからも明らかであろう.そ

れどころか xopeu以外の韻律をもちいた実例のふるいものはすでに17世紀の後半に見出さ

れるのである.たとえば，ポローツキーには早くも， 1660年作の<<CTHCHKpaeCOrJJaC即日:>>，

1667年作の<<OpeJJpOCC拍 CK凶》その他に，つぎのような兄M6の詩句を発見することがで

きる.

JIo63aeM BepHO KperrKy TH .ll:eCHHUY， 

IQ)!{e HMaMH 3a CBeTJJy .ll:e即日uy...

OT BCeX rrpOTHBHHK， HH)!{e rroHoIllaxy 

EJJarOqeCTHBbIM H 3eJJO cTy)!{axy... 

4TO EB.ll:OKH5I C MapゆOlOCeCTpOlO 

ECTb B pyCCKOM CBeTe， ame He 3Be3.ll:0lO.。

また， 1955年に A.Mazon と F.Cocronが発表した， Lionで発見したという， グレゴ

ーリー作の戯曲もふるい兄M6 の詩の一つである. これは皇帝アレクセイ・ミハイロヴィッ

チの劇場にかけるために書かれたもので， 1672年作と推定されている.この作品からははっ

1)日HT.110 yKa3. COq. T聞 0φ巴eBa，αp.321. 
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きりと兄M6と認められる詩何が多数見出されるところから， ウンベガウンはこれを《音節

韻律詩法への第一段階》と見ている.事実，約3ω0行の詩何のうちに 6韻脚兄M6が 100行

もふくまれ，しかも時にはそれが10行ぐらいずつ連続して現れると云われる 0・ さらに，さ

きに引用したパウスの詩にも見るように，ロシヤ在住の外国人も好んでこの韻律を用いて詩

11三をこころみている. 匁M6ばかりではない.スパルヴェンフェルトにはつぎのような，

1704年作の 4韻脚，n:aKTHJIbのヘグサメートルまで発見できるのである.

..4TO )Ke eCTb江pYA6a，MHpCKa兄 3aIIJIaTa?

4TO HaM BeJIbMOAHOrO兄CHaIIaJIaTa ? 

6瓦Ha6eCCMepTHa ce6e瓦o6po瓦eTeJIb

CaMO員 3aIIJIaTaeCTb H 6JIaro江eTeJIb

22 
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2) 

これらの実例は， トレヂアコーフスキーの詩法改革以前にすでに音節韻律詩法の実践があ

ったとし、う事実以外に， 兄M6の韻律が， たとえ完全とは云えないにしても， また数こそ少

ないけれども，実際に用いられていたことをも物語るものである. この場合， トレヂアコー

フスキーがこれらの事実をまったく知らなかったとは云えない.外国人の作はともかくとし

て，ポローツキーやカンテミーノレの詩は， これを知っていたればこそ，これを根拠として詩

法の改革をくわだてたのであり 新詩法の中に5JM6に関する規定をも設けたのであるから

である.それにも拘わらず，彼が《作詩法》の中で兄M6の韻律を最悪とし， 1740年代に，

ロモノーソフの詩法と多くの詩作の実例に接してからやっと《正字法にかんする会話 Pa3ro-

BOp 0 IIpaBOrrHCaHHH~ の中で自分が<Z::xopeiì だけを導入した》誤りをみとめ， <<わたくしの

過誤はまさにこの点にある.そして私はそれを認めた》と云わなければならないような結果

になったのであろうか?

この原因もやはりロシヤ音節詩の性格にひそんで、いたので、ある.つまり，それは，音節詩

において xopeii的韻律の他の韻律にたいする比重が造かに大きかったことと関連するのであ

る.我々はまず，上に挙げた兄M6の実例がけっして一般的な現象ではなくて， 例外とまで

は云えないとしても，かなり限定されたものであったということに注意しなければならな

い.ここで我々は，カンテミールの詩の分析表で xopeiiの型が最も種類に富んでいたことを

思いおこす必要がある.それは，とりも直さず，音節詩では xopeiiが最も発達した韻律で、あ

ったことを示すものと見て差支え沿いのだ. このように xopeiiが音節詩において発達すべき

理由を論理的に究めることも可能である.さきに私はカンテミールが韻脚中断を男性に固定

しようとしたということを述べておいたが， まだそのような規則を設ける試みがなされる逢

か以前の17位紀の詩人であるポローツキーにおいてさえ，男性の韻脚中断をふくむ詩何はぜ

んぶの詩何の33%に達Lている. このように韻脚中断を男性にするという傾向は単に詩ぜん

たいにリズム感を添えるというだけのための処置ではなくて，チモフエ{エフも指摘するよ

うに，これには論理的な理由があったのである.その理由を説明しよう.第 1半詩句にそれ

ぞれ野性の韻脚中断と女性のそれをおいた場合，力点が規則ただしく配置されれば，前者は

《土)ー乙)ム'-./--'->>となって力点が 4つとなり，後者は<Z::，--"よ)ー乙'-./--'-'-./>>となって，力点

が 3つになる.これら二つの半詩句が xopeiiと兄M6の傾向をもつことは一目瞭然であろ

H. T. ，n:. 

1) CM. yKa3. CO可.T四 oφeeBa，CTp. 320. 
2)日目T.IIO yKa3. CO可.THMOφeeBa， CTp. 321. 
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う.そして，それは， xopefi的半詩句には力点の数に応じて 4語を入れることができるのに

たいして兄M6的半詩句には 3語しか入れることができないことを意味する. この一見些細

とも見える相違が， これをコンビネイションの観点から考察するとき，意外に大きな相違と

なって現れるのに驚かされるのである.すなわち， xopefi的半詩初の場合，その可能なヴァ

リエイションを調べると 6つの異なる力点のコンピネイションができるから 1語から 6

語までの場合の68語の結合と38の弱音節脱落 rray3aの結合を見ることができるのに反して，

兄M6的半詩何の場合には，力点のコンピネイジョンは 4つとなるから 2語から 5語までの

場合の21の語の結合と11の弱音節脱落の結合を見るわけで，前者のほうが逢かに容量が大き

いということになる.音節詩法で xopefi型の韻律が最も発達し且圧倒的におおいのは，この

ような理由によるのである.

これを《作詩法》以前のトレヂアコーフスキーの音節詩に徴してみれば，一層それが明瞭

になる.チモフェーエフが調べあげたところによると， トレヂアコーフスキーの 500余の半

詩何のうちに，カンテミールの詩の分析表の No.1型 (xopefi的韻律系の)以外の詩句は一

つもなく，第2半詩初のうち No.4型 (チモフェーエフの云う RM6的韻律，私の云う混合

型)に属するものは僅か8行にしか過ぎなかったという.以て，彼の音節詩における xopefi

的韻律の圧倒的な優位J陸がはっきりとうかがわれよう.

が併し，この現象はトレヂアコーフスキー自身の個人的な傾向とも関連があると見なさな

いわけにはいかない. これには，当時の他の詩人もそうであったが，彼は特にこのヤンブを

こなすことに困難を感じていたという事情もあったのである. 1742年と云えば，ロモノーソ

フの《ロシヤ詩法の規則にかんする書簡》の発表の 3年後であり， トレヂアコーフスキーが

ロモノーソフの冗M6の実作に何度も接している頃のことである.にも拘わらず， トレヂア

コーフスキーがこの年に書いたエリザヴェータの即位の祝賀のオードには，彼がこの頃にな

ってもまだヤンブを十分に駆使できなかった痕跡が歴然とのこっているのである. このオー

ドは10行を 1詩節とする21の吉報告カミら成るもので，従って 210行の詩何で構成されており，

全篇のリズムの兄M6的性格は朋瞭であるにも拘わらず， 全詩句のうち完全な兄M6 の詩何

は91にしか過ぎず，詩句が完全に兄M6で通Lてある詩節は一つもない状態であった.これ

は，トレヂアコーフスキーの個人的傾向もさることながら，同時に音節詩の韻律の xopefi的傾

向が彼をこのように極端なところまで追いやってしまったものとも考えられるのである.

トレヂアコーフスキ{の《作言寺法》における， ~xopefi を最良》とする規定は，上述の事

情から導きだされたものであった. これに，後期の音節詩の，貯性の韻脚中断と女性脚韻の

傾向をとり入れれば， トレヂアコーフスキーの新詩法の構想は当然，つぎのような図式で示

されるものとならざるを得ない.

ー)ー)ー)ー 11ー)←)ー)
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