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超文的単位の設定とその構造をめぐって1

§1　　ここで超文的単位というのは、文宇通り文より大きい、あるいは文の上位にある、

単位のことである。そのようなものが果して単位として設定できるか否か、できるとすれ

ばそれはどのようにしてであるか、またその場合この単位はどのような性質を持ち、構造

を持つものであるか、を考えてみようとするのが本稿の趣旨に外ならない2。

　このような単位を設定しようとするのは、単なる理論的興味のみによるのではない。却っ

て古代ロシア語における所謂不定人称文（HeoupeAe五eHHo魂HqHHe　HpeAπo濫eHHH）3を

考察しようとする過程で、このような超文的単位を設定する必要が生じて来たのである。

何故なら人称文においてすら必しも一々主語を明示する必要をもたない古代ロシア語に

あっては、所与の三人称複数形の動詞を述語として有する文が、果して本当に主語を有し

ないのか、あるいは主語が顕在化していないだけであるのかを、単なる勘にたよることな

く判定する基準を得ることができるとすれば、不定人称文という範疇の設定に柳かなりと

も客観性をもたせることができると期待されるからである。

　明らかなようにこれを文のレヴェルにおいて決定することは困難であるから、もし文の

上位に単位を設定することが可能となり、かっこの単位の内部に主語に該当するものが存

在しないとすれば、当該の動詞は主語をもたないと判定することを得るであろう。

§2　　さて超文的単位を文字通り文より大きい単位とする場合、それはパラグラフである

かも知れず、章あるいは巻であるかも知れない。そこにはさまざまな単位が考えられ、ま

たそれらの単位問に一定の階層関係が立つことも考えられる4。従ってここで考えようと

するのは、文より大きい単位でかっ最小のものに限られることにする。換言すればこれは

　1『人文』　第24集　昭和53（1978）年　24－55頁。

　2従来いわゆるtext　grammarについては、種々な見解が述べられている。この場合テクストは一般にパ
ロールに所属するものとされている。しかし、ラングとパロールを、ソシュール的意味において載然と区別
し、相互に異質のものであるとして捉えることなく、同一の事柄の相異る二面であると考え、しかもこの二面
が相互に対立しっつも、一方では相互に滲透し合うものであるという立場をとるならぱ、ここでいう超文的
単位を、一応ラングの単位であると規定しても差支えないであろう。この点にっいては、すでにズガルがその

可能性について、およぴラングとしての超文的単位とパロールとの関係について、彼の綱領的な論文におい
て、同様の趣旨の主張を行っている。c五Petr　Sgall，K　programu　lingvistiky　textu，310vo　a510vesnosむ，

1973，XXXIV，1，pp、39－431D。ViehwegerラUvahy　ke　grammatice　textu：propoziこnf　pojetf　textu　proti

pojet≦orientovan6mu　k　jednanf，Slovo　a　Slovesno5む，1977，XXXVIII，1，pp．1－8。

　3不定人称文は、They脇y…のような汎称をあらわすものである・現代ロシア語ではこの場合・英語と
異って主語の欠如が義務づけられているが、逆は真ではない。主語の欠如は必しもそれが不定人称文であること

を、あらわすものではない。古代ロシア語の場合は、一般に主語を明示することが義務的ではない。

　4L。M．シチェチニナなどは、このような階層関係を考えているようである。c五Jana　J流こkova，Sov6tsk6

prfsp6vky　k　Iingvistice　textu，Slovo　a　Slovesno5孟，1976，XXXVII，2，p。165，
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206　ことばの構造とことばの論理1論文篇

文の直接上位にある単位である。

　いまこのような単位が設定されたとする。適当な用語がないままにこれを仮に「話」と

呼ぶことにし、差当りこれを次のように規定することにする。

　「話」とは、年代記その他の叙述の中で一つの事件乃至テーマについて述べている、一つ

またはそれ以上の文から成る単位のうち、最小と考えられるものである。

§3　　このように規定した「話」は未だ主観的な判断に委ねられる部分が多く、あいまい

である。このような規定の曖昧さや主観性のために、個々の「話」がどこから始まるかは、

必しも一義的には定め難い。しかし一義的に決定できる場合もある。例えば年代記め場合、

項の始めはr話」のはじまりであり、項の終りは同時にr話」の終りでもある。

　従って一っの文のはじめが項のはじめと一致し、かつこの文の末尾が項の終りと一致す

る特別の場合には、「話」は一義的に定まる。

　例えば、

1・　BT・πちTo6528po八Hc∬Bo五〇耶MHpL　cHRL　y∬pocπaBa．203／195（6528ニ

　AD1020）6

　　Anno6528natus　est　Volodimirus　Hlius　Jaエoslavo．7

　このように一っの文から成るr話」を仮にr単文話」と称することにする。これは文の

レヴェルにおける「単語文」に相当する。

§4　以上の外、仮令項の半ばであっても、r話」のはじめであるとほぼ決定できる場合が

ある5BLTo凪eπもTo，ToM』凪eπもTL（eodem飢mo），CeMb凪eπLTL（血ocan鍛o）

などで始まるものがこれである。例えば、

2，　θδ餓，mo6621xoAH∬pocJlaB　Ha∬TBHrH　cHH』cB鉦ToHもπ％mlpH皿LAもcL

　BoHHHHoHAHepbMcTHcπaBπ・omo櫛窃℃θ伽m物HpもcTaBHcHc丑To恥凪La

　5底本として用いたのは、w．Budich，廊peゐ施裾”ε7堀e　z臨1勉鳶e2頁％dε7五No秒gom4ε7硫m燃，

Graz－Austria1969，の巻末所収のものであり、例の末尾の数字はその頁数と行数を示している。本書
はAKaAeMH∬Ha，yK　CCCP，HHcTHTyT　KcTopHHのHoθ20po∂償ωrπεPθ伽・鴻εη切η筋cめcmαρ昭e20鎚
鵡孤∂u』ε20雛θo∂oθ，M，一JI．1950．のシノダル本の復刻に外ならないが、Budickのものは、行数が明示し

てあって、検索に便なので、これを底本とすることにした。

　6一般に古代ロシアでは、アレクサンドリアで用いられていた、いわゆるr天地開闇紀元」が使用されてい

た。ビザンチンではこれは西暦に5500年を加えたものであるが、ロシアで行われていたのはこれと8年ずれて

おり、西暦に5508年を加えたものとなっている。

　7例文には、一応ラテン語によるおき変えを行っている。これは、あくまでおき変えにすぎず、訳ではないこ

とを、特に断っておきたい。敢てラテン語によるおき変えを試みたのは、本稿の趣旨からして、原文の構造をな

るべく保っ必要があったからである。又不定人称文との関連から、主語を必ず必要とする現代語では、そこに訳
者の解釈が入り込むからである。

　この点で、主語を必要とし、また語順が比較的かたい英語を用いることをしなかった。

　ノヴゴロド年代記にはR．MichellとN．Forbesの英訳丁舵〇五roη観e　o／No妙goro4，Academic　Intema－

tめnal，1970。があるが、これを使用しなかったのは、以上の理由の外、意味を通りやすくするために、接続詞

その他が恣意的に用いられているからである。



超文的単位の設定とその構造をめぐって　　207

B・πo耶MHpLcもめHacT・五もKHeBもθδcε㍑謁㈱・HpもcT乱BHcHπaBH恥

2IropeBHπL　oε漏ひ卿θ謁物鵬7b∬06壬》AH　MbcTHcJlaB　Ha60py　qK）ハbθ6ηo卿ε

鋤m・H・r・pL・H』H・恥EaceH凪ecT・P・Hもr・p・耶Kp・MbHbl皿・TKyKHH』

Ho凪ap㌔，208／6－12（6621＝AD1113）

　㎝η06621egressus　est　Jaroslavus　contra　gentem　Jatvjagos£1ius　Svjaもoslavi

et　reveniens　ex　bello　duxit（sibl　uxorem）Hliam　Mstislavi　eodem　an皿o　disces－

sit　Svjatopolcus　et　Volodimirus　sedi（in　se11我m　ducis）in　urbe　Kievo血oc　anllo

discessit　Davidus　filius　Igori　hoc　amo　vicit　Mstis1哉vus　apud且nes　Bor　gentem

Tzudi　eodem　anno　incensa　est　ultra　pars（且uminis）citr＆que　urbs　Krom圭na　a

inCenSiOne　LUCae．8

この外これに類するものとして、例えば且a　Ty凪e3HMy（eadem　hieme），To玖凪e　BecHe

（eodem　vere）などがある。例えば、

3．　　BLπもTo6559no6eAH疏35｛cπaB　c』B兄耳ec汀aBoMb　rK）prH　y　Hepe∬c五aBπ∬

　班K）πH17καmツωoθ3財湿穿∬pecTaBHcH　KHHrHHH　Hc3cπaBπ∬π．．．．＿　216／36－37

　（6559＝AD1051）

　　anno6559vicit　Izjaslavus　cum　Vjatzeslavo　Geo呼um　apud　urbem　Perejaslavli

　post　diem　ter七ium　Idus　Quinctilesθ＆dθm血ノθme　discessit　uxor　duc呈s　Izjaε1avi。。．

4．　B』πちTo6064BHrHa皿a　HoBLropo双b双n　cy耶∬a　Hc　Hoca八H四ILcTBa胚

　∬oToMH3rHaHHH5－H双eHbyMpe皿noToM八amaHoc泓AH瓢bcTBo∬KyHy
　MHp・cπaB阻K肌・u窃℃θθεc％e∬PもcTaBnc兄apxenHcK・∬』H班Φ・HT㌔a∬p瑚∬

　BL21……　217／27－30（6664＝AD1156）

　　anno6664amoverunt　Novgordienses　Sudilam　ab　magistratu　et　post　eius　amo－

　tionem　quinto　die　mortuus　est　et　posthoc　dederunt　magistratum　Jacuno旦lio

　Miroslavi　eodem　vere　discessit　archiepiscopus　Niphontus　post　diem　nonum　Idus

　Apriles．．

§5　以上「話」のはじまりと考えられるものについて考察して来たが、「話」のはじめ

が決定できる場合には、「話」の終りも、あるものについては決定することが可能である。

「話」のはじめの直前が前の「話」の末尾であることは殆んど自明だからである。

　8底本には、大文字や句読点が入っているが、本来古代ロシアの年代記の場合、単語毎の区切りも行わない、

いわゆるCH菰o皿Hb財田PHΦTによって書かれるのが普通である。従って現在刊行されているテクストの句読
点は、すべて編者の解釈によるものである。本稿の趣旨は、「話」が形式的に決定できるか否かにあるから、こ

の句読点は一切省略してある。このため底本とは異った読み方も可能だと思われる箇所が一再ならずみとめられ

る。このような可能性を排除しないため、ラテン語におきかえる場合にも、固有名詞を大文字にした外は、一切
句読点を付していない。またラテン語では無理と，思われる語順乃至は表現もあえて変更することはしなかった。
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　このようにして「話」の始めと終りが、あるものにっいて確定できたとしても、このこ

とから直ちにrすべて」のr話」のはじめと終りが決定したことにはならない。確定でき

た「話」のはじめと終りの中問に、別のr話」のはじめが存在する可能性を除外できない

からである。既に述べたような典型的なものの外に、どのようなものが、どのような条件

の下に「話」をはじめることができるのかについては、かなり詳細な議論を必要とするの

で、ここでは角虫れない。

§6　　ところでr単文話」に対して複数の文から成るr複文話」を扱おうとすれば、これ

は「話」の内部構造に立入ることになる。その場合どうしても避けて通ることのできない

のは「文」の規定である。後にみるように現代語においても「文」の概念は極めて不明確

であるが、古代ロシア語の場合、これは更に曖昧である。従って古代ロシア語の場合、さ

しあたり次のように規定することにする。

　「文』とは動詞から出発して支配・被支配、修飾・被修飾の関係に立つ成分、およびこの

成分の何れかと同格の関係に立つ成分の全体を指す。

　この規定からすれぱ、関係詞に導かれる副文章も、これが主文章と何等かの修飾関係に

立つ限りにおいて、同一の文に帰属せしめられる。一方接続詞の場合には、これが結合す

る成分が、相互に同格（＝等位）の関係にあると認められる時にのみ、文の内部に属するも

のと見倣される。

§7　　以上の限定をつけた上で「複文話」についてみれば、「話」の統合性を形式的に保

証するのは、多くの場合接続詞である。例えば、

　5．ToMb凪e汀もTLxo翠BcもBoπo耶Ha6』πrapecLBcemo6πacTKncBoe沁賜

　　y6H皿a6LπrapH　K朋3H　Mも60BH玖H　H3∬clπaBa．225／25－26（6691ニAD1183）

　　eodem　anno　egressus　est　Vsevolodus　contragentem　Bulgaτos　cum　cunctare浮one

　　sua　eむocci（iemnt　Bulgari　ducem£1ium　Glebi　Izj乱slavum．

　この場合H（et）の前の文の動詞xo耶（egressus　est）の主語BcもBoπo耶（Vsevolodus）

と、Hの後の文の動詞y6H皿a（occiderunt）の主語6urap皿（Bulgaどi）とは明らかに異っ

ており、先述の文の規定から、これが二っの文から成るr複文話」であることを示してい

る。このように等位接続詞で結ばれている「複文話」を「列状複話」と呼ぶことにする。

　これに対し次のような文中のKは、これによって結合される部分の動詞の主語が同一で

あるから、両者は同格関係に立ち、従ってこの例文は「複文話」ではなく、「複文」である

と見なされる。すなわちr単文話」である。

　例えば、

6．　ToH凪e　BecHe　o旗eHnc∬KH兄3L　MbcTncπa田》HoBeropoπも％∬oH　y∬KyHa
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双』Hepb　y　MupocπaBH耳H。223／4－6（6684＝AD1176）

eodem　vere　mptias　fecit　dux　Mstislavus　in　urbe　Novgorodo　eむduxit（in　mat－

rimonium）ex　Jacuno旦liam　ex　filio　Miloslavi．

次のような場合、Hによって結合される各部分の動詞は、その数において異ってはいるが、

これもまたr複文」であると見倣される。

7．　B汀もTo6720¢o∂％MLcTHcπaB　Ha，qK》Ab　peRoMyK》TLpMy　cL　HoBropo八L旦H

　u　MHoroηoゐo瀦働αcKoTa，6e瓜Hc凪π興θε∂o脇α、240／24－25（6720ニAD1212）

　　amo6720egτessus　esむMstislavus　contra　gentem　Tzudi　quae　diciもur　Turma

　cum　Novgorodiensibus　eむmul七〇s（captivos）ceperunむpecora（que）imumerabilia

　adduxerunt．

　この場合H以下の部分の動詞HoπoHH皿a（ceperunt）及びHpHBeAo皿a（adduxerunt）

の主語はMLcTHcπaB　cLRoBropo双L皿H（MstislavuscumNovgordiensibus）であると解

せられ、従ってより前の部分の動詞xo耶（egressusest）の主語たるMbcTHcπaBLは、H

より後の部分の主語の一部としてこれに含まれると考えられるからである。

　時には斑の前後の部分の主語の同一性が「c㌔＋造格」の句によって形式的に保証され

ていない場合もある。このような場合にも前の例に準じてr複文」と見倣される。例えぱ、

8．　　亘a　Ty凪e3KMy・ηρu∂e　EHH3L　MbcTHcπaB　MbcTHc」laBH双L　Ha　T』P凪bKL班

　％3瓢坦oP∬HもcBH3Tocπ肥π班四〇ca八EHKaoκoθ側αaToBapH班xるKoro

　pyKa　Ao皿双eTb．239／26－28（6718＝AD1210）

　　eadem　hieme　advenfむdux　Mstislavus丘lius　Mstislavi　ad　urbem　Torzhok　et

　cep琵viros　nobiles　Svjatoslavi　e右magistrem　caむenls　vfnxerm右，et（rapuerunt）

　mercem　eorum　quamlibet　manu　atもingerent。

§8　　このような規定の仕方には、当然反論が予想される。例6はr単純拡大文」HPOCToe

pacHpocTp乱HeHEoe　HpeAπo照eRHe、例5は「等位複文」cπo凪且ocoqHHeEHoe　Hpeπ

πo撒eEHeに過ぎないとするものである。そしてこれは亦、従来の慣行でもあった。

　これに対して例5を「列状複話」とし、例6を「複文」とすることによって、両者を相

異るレヴェルに属せしめようとするのは、大きく言って三つの理由がある。

　第一に述語動詞が殆んど義務的に主語を必要とし、これを欠く場合にも文脈から主語が

確定されることを要する現代語の場合には、例5と例6のような場合は「形式的」にも明

確に区別し得る可能性を有しているからである9。しかし古代語の場合必しも主語が明示さ

れることを要しないから、例6のK以下の部分も、独立の文としての資格を有している。

9現代語の場合、実際には必しも常に区別できるとは限らない例も数多く存在する。
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この限り意味的にはどうであれ、少くとも形式的には例5と例6とは区別がつけられない。

形式的に両者の区別を行うとすれば、述語動詞の主語が同一であるか否かという規準によ

る外はない。

　第二は理論の体系性である。例6におけるHがo泓eEHCHとHOHという動詞だけを接

続しているのか、それともその各々を中心とする文を結合しているのかについては、充分

に明確ではなく、議論の余地を残している。前者の立場をとればこれは「単純拡大文」に

過ぎないことになる。後者の立場に立てばこれは「等位複文」ということになるであろう。

古代語の統辞論の体系性という見地からすれば、後者の立場をとる方が、理論的整合性は

優れていると思われる。

§9　第三に例5のような場合、Hの使用が極めて限られている現代語の場合には、これ

をr等位複文」として、かなり明確に規定することができるかもしれないが10、Hを多用

する古代語にあっては、複文の範囲は極めて曖昧なものにならざるを得ない。例えば、

9，　　BT》π壬》To　6677　H双e　双aHLcπaB　Jla3yTHHH双b　3a　BoπoKL　πaRLHHKoMb　c』

　即y凪HHo・oH∬pHcπaaHAPもHHM恥cBonHaHb％6H皿ac∬c夏HMHu6も皿e

　HoBropoAL耶400acy凪Aaπb耳b7000狐oco6M60r』HoBropo爪eML瓢a双e

　nxT》300H1000a　HoBropo犀》耳b15My泓u　oTcTyHH皿a　HoBropoAb耳H賜oHHTb

　BopoTHB田ec∬B㌔3∬c且Bc頚D双㎝LaHacy駆aπbcKHxLcMbpめxLAPyr脚

　u∬pH双o皿a　cTopoBH　BcH　B』To氷e」1ちTa＿221／14－19（6677ニAD1169）

　　anno6677transgressus　est　D翫nislavus且lius　Lazutini　trans　Tractum（ut）

　publicanus　cum　clientibus　eむadmisit　Andreius　manum　suam　contra　eum　eむ

　poelium　fecerunt　cum　eis6むerant　Novgorodienses　quadrigenti　Suzdalensium

　autem　septem　milia　e孟adiuvit　Deus　Novgorodienses　eむinterfecti　sunt　eorum

　tricenti　et　miIle　attamen　e　Novgorodiensibus　quindecim　viri　eむ（iecesserunもNov－

　gorodienses　e右rursum　revertentes　ceperunt　omnem　tributum　atque　ab　incolis

　Suz（ia工ensibus（tributum）alterum　eむrevenerunt　omnes　salvi　eodem　aエmo＿

明らかなようにこの例の場合、Hによって結合せられる文をすべて一つの等位複文と見倣

す立場をとれば、BL　TO凪eユもTO．．．までのものを一つの文と見倣さなければならなく

なる。むしろこれを独立の文がHによって結合され、より高次の単位を構成すると考えた

方が、より客観的で整然とした体系が得られるであろう。この立場を選ぶならば、例5は

やはり「複話」であるとするのが妥当である。年代記の編者の施した句読法をみれぱ、例

9のような場合は、いくつかの「複文」の集合体と考えているようであるが、一方伝統的

な統辞論は例5のような場合を一個の「等位複文」としている。このような混乱は、「話」

と「文」のレヴェルの混同に基く為であると考えれば、少くとも理論的には回避すること

10これについても必しもそうでない例が多く存在する。
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が可能である。「話jの設定の意味の一つは、このようなところにもあるということがで

きよう。

§10　Hに次いでよく用いられる等位接続詞にa（哉utem，atque）がある。

例えぱ、

10・BLT・脚訪丁・Ha3HMyHAeBLpycLapxe∬HcK・n』HHΦ・HTLc劒yqL皿H－

　　MHMy凪HH3acTaKH∬HHcL蔓epH班oBL㎎cTo珊e∬poTHByco6もH
　　MHo氷bcTBo　BoH　H60凪HeK》BoJleKレcLMHp玖∬夏ac51αMHpocJlaB』HpLcTaBP【cH

　　Ao　BJlaAHKH　reHyapH　BL28αeH玖cKoHT》Hp翼AeφeypPH　Bb4αHocaAR耶一

　　cTBo　Aa皿a　KocT∬HTHHy　MHKyπもH駿耳K）HoBeropoA差》。　211／38－212／5　（6643ニ

　　AD1135〉

　　　eodem　anno　hieme　iter罫ecit　in　Russiam　aエchiepiscopus　Niphontus　cum　bげ

　　nis　viris　et　vi（1it　Kievenses　cum　Tzemigovens玉bus　stantes　contra　suos　et　mul－

　　tos　exercitus　et　Dei　voluntate　reconc玉liati　sunt　Miroslavus　auむem　discessit　ante

　　（reveniendum）episcopum　ante　diem　quintum　K瓠endas　Februa血as　aむque　mag－

　　ist聯um　dederunt　Const｛mtino　filio　Mikuli　in　urbe　Novgorodo、

　接続詞aにもHと同じくレヴェルの問題があるが、今はこれに触れない。r話」の立場

からすれぱ、「列状複話」をつくるaはnのように直線的な時間的あるいは因果的序列は

構成しないものの、なお全体として相互に関連のある一連の事件として、「話」を構成す

る際に用いられるように思われる。この点に関連して、次のような例の存在は興味深い。

11．BもTo凪e訪To6HcTL3HaMeH迎eBLco涯H耶凪o泓enorH6eαHaoce班》
　　HpもcTaBHc鉦oJlbr』cHH』cBETocπaBJlb　aBrycTa　BL1αHoB壬》ropoAL取3M－

　　po皿a　KoHH　BcH　y巌LcT胚cJlaBa　H　y八py凪∬HH　ero　ToM泓e　JILTL＿．．．。208／17－

　　20（6623ニAD1115）

　　eodem　anno　apPaτuit　signum　in　sole　sicut　pereat　a匂ue　in　autumno　discessiも

　　Olegus丘lius　Svi（」）atoslavi　Kalendiis　Sextil三bus　in　Novgoro（10aむque　mortui　sunt

　　omnes　equi　apud　Miloslavum　ac　apud　eius　clientes　eodem　a皿no…＿

　この例にみられるように、年代記では一般に天変は克明に記録され、またそのあとには

殆んど常に地異、災厄等禍々しい事件が多く接続詞aを伴って続くのが通例である。従っ

てここでもaによって結合された部分が相互に関連しているものとして提示されているこ

とはほぼ確実である。

　この外r列状複話」を構成するものとして、TLrAa（tum）、T』晒a翫e（eodem　tempore）、

HTLUa（tumque）、∬oToML（postea）、HoToML撒e（posteaautem）等が、屡々みとめ

られる。
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§11　以上の外、接続のために屡々用いられるものに、60（enim）がある。例えば、

12．T・M照e油丁もH36H皿aHπbcKoBH耶q紛Ab∬・MopLcKymHpH皿π取6・6Hxy

　BL　7皿HeK』　H　o60JlouHJI取c兄　oKo」lo　uopora　B』　03epo　H　yAapr【ma　Ha　He

　∬JlbC耳OBHUIH　H　He　ynyCTH皿a　HH　My冴くa　a皿HeKe　npHBe30皿a　HJlbCKOBy　B』

　ropoA』，227／29－32（6698＝AD1190）

　　eodem　anno　inter£ecerunt　Pliskovienses　gentem　Tzudi　maritimam　advener－

　ant　enfm　septem　navibus　et　praeteremtes　rapiditatem（Huminis）（intraverant）

　lacum　et　opPugnaverunt　eos　Pliskovienses　et　praetermiserunt　neminem　atque

　naves　adportaverunt　in　urbem。

　この場合紅pH皿πH606Hxy（advenerant　enim）以下の部分は、それ以前の部分の内容

の説明である。このことはこの部分にnPH皿脳6Hxyのような大過去の形、あるいは次

の例にみられるような未完了過去の形が、しぱしばみとめられることからも、明らかであ

る。古代ロシア語の場合、これらの時称が多く事件の背景の説明に用いられているからで

ある。例えば、

13．　H　y6H皿a　c6H皿Ky　Bo五〇coBH耳H班HeroqeBH耳∬3aBH双a　K　MoHcπaBa　HoHo－

　BH㎎caMKπyTLHm｛HaAPy3HHKyEaMHcHoTKy皿皿amθoP∬皿9獅60H
　cLBもT』Abp凪ε皿eHacBom6paTbmaT・60roBHcyA皿TH．229／26－30（6702

　ニAD1194）
　　et　occiderunt　Sbishkafilium　Volosovi　et且1ium　Negotza　Zavidum　et　Moislavum

　丘lium　Popovi　ipsi　coviatores　et　alii　denariis　se　redemerunt　puむavfssen亡enlm　eos

　dolum（m掘um）habentes（Le，habe∫e）contra　suos　fratres　sed　hoc　deo　iudican－

　dumesも．

　この場合TBopHxyTLは文字通りには未完了過去（putabant）である・

　従ってこれらの文は、文のレヴェルにおける従属文に相当するということができる。こ

のような「従属話」をもつものを「層状複話」と呼ぶことにする。

§12　r層状複話」の中で最も著るしいのは、会話を含むものである。これはHKO（quod）

によって導かれることもあるが、多くの場合は何等の接続詞に導かれることなく現れる。

　例えば、

14．皿cL岬MaBL皿eK期3LHπ蝋beHaHyTHB、c∬HT翼皿acHHa型6P・B田LH

　e珂epe陥皿e甥％po側θ側踊εκP6θ鋤cδoθoε”のαmbθ”肋飢徊60zδ拠Pαθ鋤mわ

　oθo酬卿o湿配飢o漏b。213／6－8（6645＝AD1137）

　　et　consilium　capientes　dux　populusque　in　itinere　reverterunt　in　vico　Dubrovna
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et etiam dicentes ne haurian2us sanguinem cum fratris suis (i.e. nostris) ut Deus 

constituat (res) sua providentia. 

15. Toro ?xe Jlt)Ta npsrcJraIIla BHyl~: pOCT11:CJlaBJI11: Blb HoBlbropoArb rclb MbcT11:-

CJlaBy MbCTnrcJraBHI~IO ce ue meopumb uaJ,t~ eceeoJ~oa~ ce;TmocJtaouub ~racmu 

ea pycbc,eoi~ 3eJ~tJtu a nouOu nouueeJw~ ceoeu omleuubl. 241/8-10 (6722 = AD 

1214) 

eodem anno adlegaverunt (legatos) nepotes Rostislavi in urbem Novgorodum 

ad Mstislavum fllium Mstislavi ecce non dat nobis Vsevolodus fllius Svjatoslavi 

heredium in terra Russiae veni qnaeramus (sibi) patrimonium nostrum. 

~~~~O)~~:iC~l~;/~~lr¥~*~)~~~)b~)~ ~~~~R~i~~~~~L~~~f~~< rji~~~~;~~J ~~~~~~t~ 

~r~~~ ~:~t~~~~~)~)~~~. t･･,_~;~e~. 

16. Ha To )~ce oceHb 3~)Jro cTpanlHo 5brcTb epoJvto u JvtaJtuuiT ~;paa5 ~ce ;Tno 

'1160J~,soe~ 60Jte MtcslIJ~I Hosl5pil Brb 7 J~eHb Blb qac 5 HOuXla:. 218/17-19 (6665 

= AD 1157) 

eodem autumno valde horrendum fuit tonitrus et ftilmen grando autem maior 

malo (filit) mense Novembre ante diem septimum Idus in hora noctis quinta. 

17. Ton )ice Honl:Id: 61~rcTb 3HaMemle Blb sryHt) ec!T no~bt6e e~ 3aympbulo,o na,cbb 

uan~JtuuciT tpeypap. 216131-32 (6657 = AD 1149) 

eadem nocte apparuit signum in luna tota defecit in horis matutinis rursun~: 

plena fecta est (mense) Februario. 

18. Blb To ~ce JlbTo npuxo/Xl~:ma ~Mh u BOeBalJlla 06JracTb HoBropo~~bclcyK) 

u36utua JT Jeaaoo,caue 400 u ue nycmuula 'tu Jvryofca. 214/31-33 (6650 = AD 

1142) 

eodem anno venerunt gens Emi et occupaverunt regionem Novgorodiensem 

occiderunt eos Ladogenses quadrigentos et praetermiserunt neminem. 

fl~iCe~t r~~:~~~~J ~~~:[C;~,(7)~l~;IC r~~~~~~J ~:A'~j~P~~ ~)~)~. i~!Ij;~f~. 

19. 3a)!cb)1(ecsl no~caplb HoBeropo~1;b Blb He;~bJno Ha Bctxlb CBSIThlXlb B FOBbHHe 

l~:~yT~:e Blb 3ayTpbHlo~o 3aeopeciT cae~nuue aeope ua mpb~uleen, yJ8u~u u Ciaue 

noxcapo 3cJ~~ clbropbua 1~;eprB!d: 10 CBJIToro BacuJmsl CBaThI~I Tpoull~: 

CBaToro Brb3~3u5!~maJa: n MHoro ,l~OMOBlb ;1{05pHxrb 11 yJmla y Jrylclmll 

ymIIX;II' 229/14-18 (6702 = AD 1194) 

conflagravit incendium in urbe Novgorodo die dominica omnium sanctorum 
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（omnibus）in　ieiunium　entibus　in　horis　matutinis　ln遅am皿are　coepfむdomus　sav－

caefnvfaJaτ油evaeteraむ加cendfumpemfdosumincensaesun也ecclesiae

decem　Sancti　Vasilii　Sanctae　Trinitatis　Sanctae　Ressurectionis　et　mu1－

tae　domus　nobilium　et　extinxerunt　apud　viam　Lucae．

この文において6H皿eno氷ap』3M』（eratincendiumpemiciosum）と3aropec∬

（inHammare　coepit）が時称の相違にも拘わらず等位であるのは、接続詞の存在によって

明らかである。またcLroPも皿a（incensae　sunt）とyHma（extinxermt）はその時称と数

から等位であるが、3aropecH（inRammare　coepit）とcLroPも皿a（incensae　sunも）とは

数が異っている。このような構造をみれば、CLrOPも皿a以下が6Hme　HO舐aPL3MLの

「従属話」であるとみるのが至当である。また一方3aropec∬以下は、3a凪b凪ecH∬o凪ap』

（conflagravit　incendium）の説明敷術であって・r従属話」であると見徹される・このよ

うに解すれぱ、訟ropeCHの前、及びc』ropL皿aの前に接続詞のないこともよく理解で

きる。

　このようにしてみれば、接続詞のないことが、却って両者の関係を緊密にし、r従属話」

を構成する一つの形式的特徴をなすと思われて来る。

§13　次に興味のあるのは、感嘆文を含む「話」である。例えば、

20．　BLπ壬》To6632MLcH玖∬aBrycTa　B』11AeHLロepe双丁》Be璽epHeK）皿oq∬y6H－

　BaTHcoπ町且HuorH6eBcも08ε鋤κδcmp聯HTLMa6HcTbH3B琵耶6H皿a
　H　MもcH狂L　HπaKhl　HarH∬pK6bIBaTb　n　B』6玉P3もHa∬LJIHHcH　K　paAH6】箕ma

　BcK　no　rpaAy。209／19－22（6632＝AD1124）

　　ξmno6632mense　Sextili　ante　diem　quartum　Idus　ante　vesperas　coep三t　deficere

　sol　et　de髭cit　totus　oむfmoτma8nusもenebrae（lue　herunt　et　stellae　apParueru耳t

　luna昼ue　et　iterum　coepit　augescere　et　post　paulo　plenus　factus　est　ita（lue　delec－

　taverunt　omnes　in　tota　urbe．

21．　HoBropoA耳H｝Ke　HocTaB斑皿a∬』」1～KL　HpoTHBy班x7》y3B壬》pHH㎎Ha　KT》3eM一

　五∬Hnoco6H60r』r訪6yK㎎3Bつc』HoBropo凧Hoθε離κα砧働εc閣∬θo窃℃α一

　　％o瀞HnaハeHxL6e砥Hc恥HoeqHcmacaMoroK瑚3HoT∬ycT玖皿H60ra
　πちπH．205／29－32（6577＝AD　lo69）

　　Novgorodienses　autem　duxerunt　exercitum　contra　eos　apud　pagum　Zve血etz

　in　terra　Kzemli　et　adiuv1t　Deus　Glebum　ducem　cum　Novgorodiensibus　o　aαe

　era右proelfum　exerd古fbusBoz血anaeet　occisafuit　eorum　imumerabilis　multitudo

　attamen　ipsum　ducem　liberaverunt　Dei　gratia。

例20及び例21の感嘆文の両側の文は、内容的に直結しており、従って感嘆文は、恰か
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も文のレヴェルにおける間投詞と同じように、周囲から独立している。これを「間投話」

と名付けることにする。

　この種のr間投話」は、「層状複話」を成分とする「列状複話」というような、複雑な構

造をとることもある。例えば、

22．　　o　rop壬》T』rAa6paTLe6π皿e∂物肌％cθoθ∂α∬灘9π酌o∂bp8制δuπooπ轟αθu脇α

　　C紗κ∂鋤陥脚卵鰯θ皿α四απ・酬gorOPも魔皿eη・m卿野四即η％餓・紗側％∬瀞

　　即〃膨％・η飢”卿〃π％θHeM・脳axy皿cHH3も漁■瓢qe虹・B撫』，242／16－19

　　（6723＝AD1215）

　　O　miseria　tum　f士atribus　erat　puefos　suo3⑱eτvosクdab乱nホsfne　preむfo　eむcon一

　　面deru11右sepulcrum　eむfnlecerunむ伽eumクPlenum　o　miseria　erat　fn　fbro　cadavera

　ln　vffs　cadavera　ln　c細po　cadaver＆noh　poterant　canes　comedere（o㎜ia

　　cadavera）homimm・

　このような例の存在によって、感嘆文はそれだけでr話」を構成することができること

が判明する。これは問投詞が文のレヴェルにおいてそれ自身独立して文をなすことができ

ることに相当する。

§14　この外年代記には接続詞に相当するものが全く存在しないにも拘わらず、「従属話」

と考えることのできないものがある。

　例えば、

23．　Toro氷eπLTa　npHAe　H3Boπo耶MHp∬apxe∬翼cKoH箏MHTpoφaHL　H　HpoBa一

　　耶田a　H　HoBropo恥皿H　K』cBHT壬》H60ropo八H皿H6JlaroB差》皿eHHK》πou∂εMLcTH－

　　cJlaB　B』pycb　HoBropo双双H氷eπocπa皿ac∬cMoJlbHLcKy　no　cB£TocπaBaπo

　　pocT班cπaB斑u阻H　npH江e　B　HoB』rgpo双』MもcHロ阻aBrycT哉BL　L245／38－246／4

　　（6726＝AD1218）

　　eodem　anno　advenit　ab　urbe　Volodimiri　archiepiscopus　Mitrophanus　et　prae－

　　iemnt　ei　Novgoro（1ienses　in（monasterium）Sanctae　Deiparae　Anuntiationis　pr伊

　　飴c伽esむMstislavus　in　Russiam　Novgorodienses　autem　miserunt　in　urbem

　　Smolensk（arcessitum）Svjatoslavum　mium　Rostilavi　et　advenit　ad　urbem　Nov－

　　gorodum　Kalend量s　Sextilibus。

24．　Toro氷e」1ちTa　HpHcπa皿a　BHy躍pocTHcπaB皿1BL　HoB』ropoAL　E』MLcTH－

　　CJIaBy　MbCT班CJlaBH耳K》Ce　He　TBOp耳？b　HaMちBCeBOJIOA怪》CB∬TOCJlaB玖耳bて｛aCT班

　Rb　pycLcKon3eMJIH　a　HoH即I　HoH皿leML　cBoe胚oTマ皿HhI　MLcT班cJlaB芝Keαb3Ba

　　B壬》qe　Ha　HpocJlaBJIH坦opL　H　Hoq∬3BaTH　HoBropo邸て｛e　KHeBy　Ha　BcもBoJlo一

　双a　qLpMbHaro　pεκo鵠αeMy　HoBroPoπb耳琉KaMo　KR懸e　o吼Ma∬03pH皿駿TH
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TaMo　MH　r五a3aMH　cBo珂MH　Bbp照eML241／8－13（6722＝AD1214）

　eodem　anno　miserunt　legatos　nepotes　Rostislavi　in　urbem　Novgorodum　ad

Mst玉slavum　filium　Mstislavi　ecce　non　daもnobis　Vsevolodus丘lius　Svj駄toslavi

heredium　in　terra　Russiae　itaque　veni　quaeramus（nobis）patrimonium　nostrum

Mstislavus　autem　vocavit　consilium　in　domum　Jaエos玉avi　e七coepit　provocare

ad　Novgorodienses（ut　impetum　facerunt）in　urbem　Kiev　adversus　Vsevolodum

Rufum　dfxerun亡ei　Novgorodienses　quo　dux　vertes　oculos　tu　eo　nos　（quoque）

caput　nostrum　vertemus．

　年代記のテクストの編者はこのような場合何れも大文宇にしてここから新たな文（乃至

r話」）を始めている。この種のものには、HTTH（eo）あるいはこれから派生される動詞が

最も多い。たとえば、

25，　　ToMb氷e　AHH　BT》Beπo皿a　B％双BopL　apceHHK》耳bpHH㎎cb　xyTHHa　My撒a

　双06pa　H3壬》π060H皿acH60raηρ鵬∂θKHπ3L∬poc」laB』oT6paTa　H　HAe　cL

　Bce沁06πacTHB⊃KLKo凪BaH泊つHHoBoeBaBclo3eM∬10マ紛乃cKyloaHoπoHa

　∬pHBeAe6e砥凱mHLropoAaHeB3∬皿a3聡TaMHoro跳3∬皿aHHpH八o皿a
　BcHcUpaBH％ou∂εKHπ3bπpocπaBcLKH∬rHHemkc』八もTM四epe∬cπa脚．

　　249／13－18（6731＝AD1223）

　　eodem　die（iuxerunt　in　domum　Arsenium　monachum　ex　pago　Khutina　virum

　bonum　valdeque　reveritum　Deum　advenfむdux　Jaroslavus翫fratre　et　profectus

　cum　cmcta　reg量one　in　urbem　Kolibani　et　occupavit　terram　gentis　Tzudi　atque

　captivorum　adduxit　multitudinem　attamen　urbem　non　occupavermt　auri　mul－

　tumrapuermtetreveneruntomness田viprofbc加sesむduxJaroslavuscumuxore

　et　cum　pueris　ad　urbem　Perejaslavli．

　これを年代記全集編者の見解に従って、全く新しいr話」の始まりとみるのか、あるい

は、接続詞の欠如の故に、先行の文と緊密な関係を保って、両者の間にr従属関係」では

ないにせよ、強い因果関係があることを表示しているのかについては、なお検討の要があ

ろう。例24のpeKo皿a（dixerunt）はこの後者の可能性が濃厚である。

§15　これに類するものとしては、たとえば次のような諸例を挙げることができる。

　たとえば、

26、　K田3b凪e　cBHToc」1aB∬pHcJla　cBoH　THcH耳bKHH　Ha　Bもqe　peue　He　Mory

　　6HTHcLTBbp耶c五aBoMLHoTLnMalooTHeronoca昂HK玖bcTBopeKo皿a凪e
　HoBropo双L耳H　e」IH　BHHa　ero　oHL猟e　peqe6e3T｝BHHH　pε％εTBLp畢c」laB　ToMy

　ec恥pa八L・撒eBHHuMoeHHLTyaBH6paTbeBLHoca坦四LcTBもHBL
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KHH3もxb．247／10－15（6726ニAD1218）

　dux　autem　Svjatoslavus　misit　suum　chiliaτchum　ad　comitias　dixit　non　possum

esse　cum　Tverdislavo　et　amovebo　ab　eo　magistratum　dixerant　autem　Novgoro一

（iienses　si　quid　esset　delictum　eius　ille　tum　dixit　sine　delicto　dfxfむTverdislavus

eo　sum　laetus　quod　delectum　meum　non　est　at（lue　vos　fratres（vestra　sponte

designare　potestis）magistrum　ducemve。

27。　　ToM　凪e　JI壬》Tも　HAe　KHπ3b　BceBoπoAL　cL　HoBropo八5玖H　K圧》∬epTyeBy　H

　　ycTpeTo皿acTopo泓eHもML玖HπMTBaπ痴b6H皿acHHnoco6H60r』HoB－
　　ropo八bHieML％∂o働α110双L　ropoπ』斑cToH皿a2EeAbπH　He　B3H皿a　ropo八a班

　　HpH八o皿乱cTopoBH，247／36－248／1（6727＝AD1219）

　　eodem　amo　pro£ectus　est　dux　Vsevolodus　cum　Novgorodiensibus　ad　urbem

　　Pertuev　et　concurremnt（cum　eis）custodes　Germanici　Lithuanici　et　Livoniani　et

　　proeliati　sunt　atque　adiuvit　Deus　Novgorodienses　pervenerunむ（usque）ad　urbem

　　（ubi）constiterunもquattuordecim　dies　non　occupaverunt　urbem　et　revenerun毛

　　S瓠vi．

　これらの場合、文の結合度はHによって結合されるよりは、却って高いと考えられる。

この方向の一つの極限が、列挙の場合、あるいは次の例にみられるような、対句的表現で

あると考えられる。例えば、

28．　　6HcTL　凪e　ce　MLc∬玖H　reHBapH　BL　27　Ha　cB∬Toro　班oaHHa　3πaToycTa　H

　　TaKo6L皿aBLHanoBc紛肥Aもπ沁H』6020緬∂辮θo加ηo卿α％δ6b鵡α％

　　cθ∬m・”c・φuθ”κPθc伽θ63θθ側塀％δ6b‘cmMcLHA・皿ac∬6paTLH恥Ky並

　　oAHoAy皿Ho　H　KpecTL耳もmBa皿a．247／7－10（6726＝AD1218）

　　quod　autem　fuit　mense　Januaぼio＆nte　diem　sextem　Iく：alendas　Februariaβdie

　　Dominicum　sed　Deo　dfabolus　pun蜘s　esむSancむaque　SoP血faαux　lauda加s　es右

　et　COngreSSi　SUnt丘aもreS　SimUl（et）Una　et　CmCem　OSCUlati　SUnt．

　このような場合は、むしろ「等位複文」と考えた方がよいようにさえ思われる。接続詞

を欠く場合のこのような結合度の高さが、「話」において「従属話」の一っの形式的表現

となったのだとすれば、よく理解することができる。

§16　以上極めて大まかに超文的単位としてr話」を設定した場合・それがどのような構

造を持ち得るかにっいて考察してきた。結果は「話」の単位としての形式が、なお主観的

な曖昧さを払拭し切れないにも拘わらず、可成りの程度に明瞭であると考える根拠を与

えた。
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　これらゐ事情を考えれば、少なくとも古代語の場合書き手は文というよりは、むしろ

「話」を念頭において文章を作っていたといってもよいのではないかと考えられる。この

こと．によって、現代語の観点からすれぱ冗漫であり、殆んど稚拙ともいうべき接続詞の多

用も、実は個々の文の「話」への帰属をこれによって形式的に表現し、保証するものに外

ならなかったと考えることができる。年代記全集編者によるテクストの編纂も、大よそは

これまで述べて来きたような、「話」の構造に沿った形で行われていたことが判明するの

である。

　もとよりこれまで述ぺて来たのは、ごく大雑把なアイデアに過ぎない。細部にわたって

は未だ検討すべき多くのものを残している。しかしこのような文の上位にある「話」を単

位として採用すれば、これまで雑然としているかに見えていた諸現象が、整然とした形で

立ちあらわれて来る可能性も存在するように思われる。またこのような「話」の構造と、

現代語の統辞論的諸現象をつき合わせることによって、例えぱparaねxからhypotaxへ

の発展の道程に新たな視点を提供することが可能となるかも知れない。

　更に現代語において、「話」にあたるものが設定できるかどうかも問題となるであろう。

この範疇をもし現代語に拡張することができるとすれば、これは現代語の統辞論それ自身

にも、新たな角度からこれを見直す可能性を与えることができるかも知れない。

§17　ロシア語の場合、多くの学者は「等位複文j　cπo舐Hoco蔓∬HeRHoe∬peAπo泓eHHe

及び「従属複文」cπo泓HoHoAて｛HHeHHoe　Hpeπ汀o凪e夏Heの外に、いわゆる「無接続詞複

文』6eccolo3Hoe　c誕o撒Hoe∬pe耶o撒eH鵬という範疇を立てている。しかしその形式的

特徴は極めて曖昧であるから、この種の複文を明示的に規定するために、意義的にこれに

対応すると考えられる等位複文あるいは従属複文を構成し、これを比較するという方法を

採る。比較という規準の導入である。たとえば、

29。　　60r　Hx　∬pocT翼T　B　cHH　BeK　H　B　6y八y風斑H　He　Hx　To　八eJlo　Ho　caTaHh【

　　πyKaBoro（ABBaKyM，溺％皿％ε）．

　　Deus　eos　ignoscat　in　ha，c　vita　illaque　non（enim）hoc　est　facinus　eorum　sed

　　（facinus）satan　astuti（Monachi　Avvakum，靴乱）。

のような文に対して

29，、　　60r　Hx　HpocTHT。．，3α％ε（（lui哉）He皿x　Toπeπo＿

のような接続詞を伴う文が考えられることから、例文29をこれとの比較において、複文と

しようとするものである11。

　11例えぱ、B．H．BopKoBcKH最，qραθ％鎚η1θ謁bκo紹c肌oP％肥cκu壷c捌皿ακcucθoc㎜o儲％oc謁αθ礁一

C翻翻3鵬0θ．βeCC・”鋤轟εC謁・窃℃襯εηPε∂謁・鋼ε％観C・冊・6㎜αθ鷹湘εCOC謁・躍得・π・δ％謝ε概脳U，

MOCKBa1972，p，35．
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　このように意義的に平行する等位複文あるいは従属複文との比較を主要な規範として導

入する場合、このような複文はかなりの程度に恣意的に作ることができるから、「無接続

詞複文」なるものの範囲も勢い恣意的にならざるを得ない。これらの文の問の関係を同一

のレヴェルで処理しようとせず、形式的に完結した文をすべて独立の文であるとみとめ、

これら相互の関係をより高次の単位乃至レヴェルにおいて規定するという方法をとった方

が、むしろ理論体系としてはすっきりするように思われてならない。

§18　現代ロシア語においても、「無接続詞複文」は統辞論の一つの範疇として立てられ

ている。

　グヴォズデフの所説に従ってこれを大まかに示せば12、次のようになる。

1主語相当節

30。　Hoqb6blπa　Ao　y凪aca　TnxaラKa3aπocL，（蔓To）ropo双He乃1皿nT，

　　JleンKHT　Bo　TLMe　M承八eT。（HH6ep，πo％mu　mpu30∂α）13

　　The－night　was　awfully　calm．It－seemed，（th駄t）the－City　does　not　breathe，

　　it－lies　in　the　darkness　a岨d　is－waiting，（Inber，Almosむ長》r　Three　yむars14）

II述語相当節

3L　　　reorpaΦH∬　TaKyHqH　TaKoBa　（qTo）　oKo」lo　ycTLπ　peKa　HoAMb肥aeT

　　BHcoKyK）Teppacy，ocHoBaEne　KoTopoH　c汲araeTcH販3KpacHHx　rJIH－
　　HHcTHx　cπaE双eB（ApceRLeB，ノ不ep卿γ3伽α）

　　　Geography　of　Takunchi　is　such：（that）near　the－mouth　the－river　under－

　　mines　high　terrace，the－base　o仁which　consists　of　beo（a）utiful　shaユe．（Arse－

　　niev，DersuUzぬ）

皿補語相当節

32．　丑yMaπ，（qTo）cπyqa藪Hb逝BeTepoK皿eBeπbHyπcTapHMπHcToM，一

　　a　gTo　BHJleTeπa　HepBaH6a60qKa＿。（】［［pH皿BHH，βPε漏ε鴬αzo∂α）

　　He－thought，（that）哉chance　breeze　has　moved　an　old　leaf－but　it　was

　　the　first　butterfly　flying　out，，9（Prishvin，Seaso皿s　of　a　ybaτ）

　12A，H，rBo3AeBンOoθpε漏e冠麗腸むp写cc測右側mepα”砂p呪麗商冴3麗κ，q，2，CHHTaKcHc，MocκBa
1973，pp．299＆l　seq．

13原文の用語・用字、送りは若干変更している。

14以下例40に至るまでの英訳は拙訳である。なお、この訳に当っては英語教室の渡辺久義氏に色々御教示を

いただいた。記して篤く御礼申上げる次第である。
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IV規定語相当節

33。OKoπoor朋即HraπHcbπm馴Hy3Haπ五epcy－oH（ニKoTop曲）
　Ho∬P哉Bπ∬π八poBa。（ApceHbeB，πεμgγ3伽α）。

　　Around七he一丘re（there）were　moving　peoplel　I　recognized　Dersu－he

　（＝who）was－setting　firewoods（ari言ht）．（Arseniev，Dersu　Uz＆1a）

V状況語相当節

1）原因・内容を示すもの。

　34．　　H　HecqacTJIHB：　（HoToMy　qTo）Ka凪AH量八eHb　rocTb．　（n∬cbMa

　　　HeXOBa）

　　　I　am　unhappy：（because）every　day　guests（come　to　me）．（Chekhov，

　　　Leむむers）

2）行為の様態をあらわすもの。

　35．　Ta眠6HJlo凪apKo，（Ka眠6yATo）BoAa，B　Hpy双e3aE皿eJla，．（Bepe－

　　　caeB，παη0窃℃αP隅e）

　　　It－was　as　hot，（as　if）water　in　the－pod　had－begun｛o－boiL（Veresaev，

　　　On孟血eSf右e諭eraFfre）

3）結果を示すもの。

　36．　　Co五H玖e耶IMHoe　BcTa，eT一　（Ho∂ToMy）　6yAeT　AeEL　roPπqH量。

　　　（TB乱P八OBCK幽，画εηρ・πα％撚ッ）

　　　The　smoky　sun　is－rising一（so）the－day　wil1－be　hot．（Tvaτ（iovskij，

　　　AgalnabouむDanfla）

4）時間をあらわすもの。

　37．（K・rAa）K・HqH士cHB・HEa，H・e好BKHeB，一AyMaπ汀eBa・

　　　（∂peE6ypr，1ヲ9四∬）

　　　（When）theWar－wil1－have－been－stopped，1－will－gotoKiev－thought

　　　Leva．（Erenburg，3むorm）

5）条件をあらわすもの。

　38．　（EcπH）By八eTe　B　TeaTpe－3axoAHTe。　（ΦeAHH，πεpθb5εpα，

　　　∂oc㎜u）

　　　1（If）you－wil1－go　to　theater－cal1－on－me．（Fedin，The　FfrsむJoy）
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6）譲歩をあらわすもの。

　39。　（XoTH）五aBHo　uopa6H　Ka凪AoMy　cBepHyTL　cBoe遊AoporoK》，一

　　　・HHpH耶oMHAyT．（H：eKpac・B，．κ・㈱％αP脚窃℃％励脚・脇・）

　　　　（Though）long．since　it－would－be－high－time50r　each－man　toもum　to

　　　his－own　way－they　aどe－go三ng　side－by－side．（Nekrasov，W五〇can　be

　　　加Pρy㎝df｝eefnRu謝a7）

§19　これ等の例文をみる限り、現代語の無接続詞複文は、形式的にも意義的にも極めて

明確であるかのような印象を受ける。しかし実例についてみれば、これは単なる印象でし

かない。例えば、

40。　Ba刀耳MKpyTo∬oBepEy」1B　cTopoHy，oT、exa」111poqb，cπe3，∬pKBH3a」1KoHH

　　KToπcToH6epe3e疏ce■Ha3eMユK）1∬pHcπo田cLK6epe3e，c五〇凪apyKH

　　Harpy皿，oHcMoTpeπHaHpHroToBπe田HKa3a凪oB，HaHx6e33a60THym
　　BeceπocTL：BAPyr　ero　B30p　yHaJI　Ea　o坦y斑3KH6KToKl　poro凪a6hLπa　oT一

　　㎜yTa，HoHyBH双eπ＿07ecπK6BH3Haπ，可TooHyB瓢eπ？Bo一∬epBHx，

　　H3　Hee　noKa3aJlacL　ceA麗，　πh【ca匠，氷eJITa冴，HcqepqeHH孤　Mop皿班1｛aM躍，

　　yrpK》MaH　roπoBa　cTapHKa」leT皿ecTHAec∬TH　HJm60πee；ero　B3rπ∬A6H丑

　　MpaマeH，Ho　6ユaτopo双e夏，HcnoJIHeE　gTo量xoJloAHo逝　roPAocTH，KoTopa且

　　皿or双apo畢Tc∬cHaM聰，Hoqa田eA乱eTc∬BocuHTaHHeMlo6pa3yeTc∬oT

　　HpoAoJI㎜TeπbHo最∬pHBH㎜HoBeJleBaTb　ce6e　HoAo6HHMH，（JlepMoHToB，

　　Bα∂襯）

　　　V乱dim　abruptly　t皿』ned　a8ide，rode（a　little　way）o狂，dismounted，tied　his

　　horse　to　a　great　birch　tree　a血d　sat　down　on　the　groundl　leaning　against　the

　　birch，εolding　his　a■ms　on　his　breast，he　Iooked　at　the　cossacks　preparing（their

　　mea1），（at）their　caどeless　gaietiesl　suddenly　his　glance　fbll　upon　one　of　the　cov－

　　ered　wagons：its　mat　wa8wide　open，a皿d　he　saw＿Oh，if　you　could㎞ow

　　what　he　saw！at　first，out　of　it　appeaτed　a　gray－haired，bald，yellow－skinned，

　　w血kled，gloomy　head　of　an　old　man　of　about　stxty　yeaτs　old　or　morel　his　eyes

　　were　sombre，but　noble，丘lled　with　that　cold　arrogance　which　is　sometimes　seen

　　among　us，but　often　is　breeded　by　education，or丘｝㎜ed　by　the　long　habit　Qf

　　comman（iing　those　who　aτe　similar　to　himsel£（Lermontov，Vadlm）

　これは最初が大文字で始められ、かつ終止符で終っている。従って従来の句読法によれ

ば、これは一つの文でなければならない。

　この構造を文の・レヴェルで処理することは、比較の規準の導入を以ってすれば、比較的

容易である。たとえば、
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40’。　πo飢εmo20κακBa脳MKpyTo∬oBep1｛yJIBcTopoHy，oTLexaπ11poHL，c刀e3，

　　npHBH3aJI　KoH∬K　ToJlcTo逝6epe3e　H　ceJI　Ha3eMπlo％κ02∂αク11pHc』πoH兄cL　K

　　6epe3e，cπo凪apyKH且arpy八H，oHcMoTpe∬HaHpHroToBπeRHHKa3aKoB，

　　HaKx6e33a60THyBDBeceπocTL，θ∂躍ε20θ30”ηα翻αo∂呪〃u3陥6％moκ，

P・r・陥κ伽・P・奮6蹴aoTK辺EyTa｝％・剛θ％∂ε謁…・，ecπH6BH3Haπ，qT・

oR　yBHAeJ1？　％π茜o，Bo一πepBHx，H3Hee∬oKa3aJlacb　ceAaπ，πHca∬，凪e」ITaH，

HcqepqeHHa凪Mop！耳HHaM玖，yrpK）Ma∬roJloBa　cTapnKaπeT　IHecTHAec∬TH

HJm60Jlee，B3rπHAκomopo206HπMpa畷eH，Ho6JlaropoπeH，HcHoJI1｛eH　gTo量

xoπo八HoH　ropAocTH7KoTopaH　HHorAa　po脳Tc5｛c　HaMH，Ho　qa∬le　双aeT－

c豆BocHHTaHHeM，06pa3yeTc且oT　Hpoπo」1氷▽【TeπbHo量Hpマ【BHqKH　HoBeπeBaTL

ce6eπoAo6HHM翼。（JlepMoHToB，βα∂観）

　When　Va（iim　tumed　aside＿～辺d　when，1eaning　against　the　birch＿he

looked　at　the　cossacks　prepa直ng（their　mea1）＿sudde111y血fs　glance　f留upon

olle　ofむhe　covered　wago11β，mat　ofw痘曲was　wide　open　and　he　saw．．．訪a給t

first．。．an　old　man＿whose　eyes　were　sombre。．．

　しかしこのようにして得られた文は、もとの文と比較して極めて不自然な感じを受ける。

それは恐らく例40’の場合、主文章が、下線の部分になることと、関係があると思われる。

即ち主文章で表わされるものは、文の中心的な内容を担わねばならないにも拘わらず、例

40’の場合、これが全体の叙述の中心をなすとは考えられないのである。これと関連するが

第二点として更に重要なことは、例40’においては、原文の有する線条性が失われること

である。

　このように例40のようなものを、専ら文のレヴェルのみで処理しようとすれば、論理的

にはともかく、この箇所の言主の意図が損われることになるのは避けられない。

§20　これに対して例40を一つの「話」であるとし、形式的に完結している部分をそれぞ

れ独立の文と見倣したらどうであろうか。例えばこれは次のようになると思われる。

40”．　BaAHMKpyTo冠oBepHyπB　cTopoHy，oT㌃exaJIHpoqL，cπe3，πpHBH3a，πKoR∬

　　K　ToπcTo最6epe3e　H　ce五Ha3eMJIK）／npHcJloH且cL　K6epe3e，cJlo凪a　pyKH

　　Ha　rpy泌，oH　cMoTpeπ　Ha∬pHroToBJleHHH　Ka3aKoB，Ha　Hx　6e33a60THyK）

　　BeceπocTL／Bπpyr　ero　B30p　yHaJI　Ha　o畑y　H3KH6KToK／poro泓a6HJla　oT一

　　陥HyTa，H・HyBH双eπ＿／・，ecπH6BH3Haπ，uToo且yBH八eπ？／Bo一πepBHx，

　　皿3　Hee　∬oKa3aπacL　ceAa∬，πHc加｛，凪eπTa紐，Hcqepqe班la∬　Mop皿嘩EaMH，

　　yTpK）MaH　roJloBa　cTapHKa　JleT皿ecTHAec∬TH班JIH60」1ee／ero　B3r」1H双6Hπ

　　Mpaマe亘，Ho6iπaropo双eHヲHc∬oJIHeH　aToH　xoπo八Ho謎roPAocTH，KoTopa紐

　　nHorπ乱poAKTcH　c　HaMH，Ho　qa皿【e　AaeTc∬Boc∬HTaH胚eM，06pa3yeTc∬oT
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∬poAo瓢nTeπLHoHHpHBb・qKHHoBeπeBaTbce6eHoAo6HL・M皿．（∬epMoHToB，
βα∂脳）

　明らかにこの場合、表現の線条性は完全に保証される。また0，ec五H6BLI3HaπH肥0

0H　yBHAe五？という文も「間投話」として容易に処理することができる。各部分の文をす

べて小文字で始めること、スリードッツ、コロン、セミコロンなどの記号などは、「話」の

一体性を保証する技法であると考えることができる。グヴォズデフは、これらの句読点が

イントネーションの相違に対応していることを示唆している。これは極めて単純な「無接

続詞複文」の場合にはかなり明瞭であったとしても、上例のように規模が大きく、また複

雑な構成をもっている場合にも妥当するか否か聯か疑問なしとはしない。識者の御高見を

乞いたいところである。

　勿論これはすべての作家に通じることではない。作家によっては文法的な文が夫々独立

している文章を多用する傾向をもつものもある。また同一の作家においても、作品の文体、

あるいは作品中の箇所に依って、このような傾向を示すこともある。

　このような種々の場合にも「話」が設定できるか否か、・設定できるとすれば、その場合

の形式的特徴は何か、あるいはまた、「話」の形式と文体乃至作家あるいは作品の意図との

間に何等かの相関的関係が立つか否か、などを明らかにすることが、今後必要とされよう。

§21　例えばトルストイの場合には、一般にr話」と文とをできるだけ一致させようとす

る志向が極めて著るしい。例えば、

41．CTapH巌，3aHy取eHH曲Haπa皿玖ocBHco剛MHπeHHH顯HπaΦoEaMHH

　　ΦpecKaM盟HacTeHax，cMQ3a四HhIM聞〇五aM皿，cT脳e凪MH氷eπTLIMH皿ToΦ一

　　HHM皿rap遡HaMH　Ha趾江coKHx　oKHax，Ba3aMH　Ha　KoHcoJIHx　H　KaM皿Hax，

　　c　pe3HLIMH　ABep且MH班c　MpaqHHMH3aJlaM馬yBe皿aHHHMH　KapTHHaMH，一

　　HaJla耳玖o∂ToT》∬ocJle　Toro　KaK　oHH口epeexaJIH　B　Hero｝caMoK》cBoeK》BHe皿一

　　EocTbK》HoA八ep凪玖BaJI　Bo　BpoHcKoMπpn且THoe3a6πy凪πe正｛He，マTo　oH　He

　　cToπLKo　pyccK菰H　HoMe江【HK，erepMeHcTep6e3cπy泓6H，cKoLKo夏pocBe玖eHHH材

　　」1K）6HTeπL盟∬oκpoBP【TeJlb　HccKycTB7⑰caM－cKpoMHb1H　xyハo鼠HHK70TpeK一

　　皿K耽HoTcBeTa，cBH3磁，uecToπ硲6雌A朋脚6HM磁凪eH耶HH、（几H：．
　　To汀CTO逝，且朋ακαPε呪脇α，T．19－33）

　　The　old，neglecte（i　paユazzo　with　its　lofty　stucco　ceilings　and　waユ1蓋rescos，its

　　mosaic　floors　and　heavy　yellow　damask　hangings　at　the　win（10ws，its　vases　stand－

　　ing　on　console－tables　alld　mantelshelves，its　carved　doors　and　sombre　reception．

　　rooms　hang　with　pictures－this　palazzo，after　they　had　moved　into　it，by　its

　　very　appearance　sustained　Vピonsky　in　the　agreeable　illusion　that　he　was　not　so

　　much　a　Russian　landed　proprietor　and　equerry　without　a　post　as　an　enlightened
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connoiseur　and　patron　ofthe　arts，～md，in　his　own　modest　way，a　painter　himself

who　had　renounced　the　world，his　connexions，and　ambitions£or　the　sake　of　the

．woman　he　loved。（L　N。Tolstoj，Aηn＆Karenfn15）

　この最後の文は、独立した文ではあるが、同一の「話」への帰属は文頭のHによって保

証されている。トルストイの文章が一般に立体的で長いのは、このような「話」と「文」

とを一致させようとする志向のあらわれであるとして説明できる。

　一方トルストイの場合でも既に述べたように「話」と「文」が必ずしも常に一致してい

る訳ではない。このような揚合にも、文の「話」への帰属は種々の手段によって保証され

ている。その一つは接続詞あるいはこれに準ずるものの使用である。例えば、

42．　CTe∬aH　ApKa乃Hq，HecMoTpH　Ha　cBoloπH6ep飢bHocTL，3Haπ，qTo3Ha－

　KoMcTBo　c　KapeHKHHHM　He　Mo凪eT　He6uTb　JlecT頁o，H∬oToMy　yro皿la，πaTHM

　πyq皿HxHpmTeπe凱πoBaTyMHHyTyKoHcTaHTnHJleBHHHeBcocToHH四
　6棚買yBcTBoBaTbBceroyAoBoπLcTBm∂Toro3HaKoMcTBa．0鴬HeB瓢aπ

　KnTu∬ocπe　HaMHTHoro　eMy　Beuepa，，Ha　KoTopQM　oR　BcTpeTHπBpoHcKoro，

　ecπH肥c叩TaTLTyM皿EyTy，KorπaoHyBHAa五eeHa60∬L皿oHAopore．

　0麗Brπy6田e双y㎜3Eaπ，qTooEeeyB∬巫THHHqe3双ecb。HooH，Ho八一
　双ep凪HBaH　B　ce6e　cBo60邸MLIcπn，cTapaπc∬yBepHTL　ce6H，qTo　oH　He・3HaeT

　gToro．招θπepb勝cε，KorAao且ycπHxaπ，蔓TooEaTyT，oHBAPyr∬oqyBcTBo一

　　　　　　　　　　　　　　　　り　BaπTaKyK）paAocTL　M　BMecTe　TaKoH　cTpax）To　eMy3axBaTH」10AuxaEHe，
　H・HHeM・rBHr・B・pHTbT・r・，qT・x・TeπcKおaTb．（％漏卿ε，T』18－403）

　　For　a皿his　liberal　views，Oblonsky　was　well　aware　that　to　meet　Karenin　could

　not　but　be　a　flattering　distinction，and　so　treated　his　best　friends　to　that　honour．

　Buεat　that　instant　Levin　was　not　in　a　con（lition　to　apPreciate　the　grat皐負catio翠

　of　such　an　acquaintance．He　ha（i　not　seen　Kitもy　since　that　memorable　evening

　when　he　had　meもVronsky，not　counting，th航is，th航one　moment　when　he

　had　had　a　glimpse　of　her　in　the　carriage　on　the　high　ro我d，Hθhad　known　at

　the　bottom　of　his　heart　that　he　would　see　her　hereもoday．Bロむto　maintain　his

　freedom　of　thought，he　had　been　trying　persuade　himself　that　he　did　not　know

　iも．ヱVow，when　he　heard　that　she　was　here，he　was　suddenly　conscious　of　such

　joy　and翫t　the　same　ti皿e　such　drea（l　that　he　caught　his　breath　and　could　not

　s乱y　what　he　wanted　to。（fbfd・）

§22　その二は例42にも一部イタリックを施したように、代名詞の使用による文相互の結

15これ以降の英訳はすべてThe　Penguin　Cla8sics所収のものによった。Leo　Tolstoy，Anna　Karen加，tL

by　Rosemary　Edmonds，1969．
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合性あるいはテーマの同一性の保証である。

　たとえば、

43・　0”α6H五a朋Ta∬aH，KaKHpe瑚e，RKTa濫aH，KaK6HπaBKapeTelo陥

　　6Hπa　coBceM　APyraH。　0％α6Hπa　HcHyraHHa∬，po6KaH，npHcTLDKeHHaH盟

　　oTToroe皿e60πee∬peπecTHaH．0％αyBHAaπaeroBTo凪eMrHoBeHHe，KaK

　　oHBo皿oπBKoMHaTy。0磁鼠Aamero．0陥06paπoBaπac5HcMyTHmcboT
　　cBoe量paAocTH　Ao　Ta1《o量cTeHeHH，望To6Hπa　M班HyTa，HMeHHo　Ta，Kor八a　oE

　　HO八XO皿汀KxO3崩KeHO瑚［TbB3rπHHyπHaHee，qTOUe逝，HeMy，H五〇π∬H，

　　KoTopaH　Bce　BHπe慨a，Ka3a五〇cb，qTo　oHa　He　BHπep凪HT　H3aHπaqeT．　0％α

　　πoKpacHeJla，∬06πeAHeJla，o皿∬Tb　noKpacHeJla　H3aMepπa，qyTL　B3AParHBaH

　　ry6a胚H，o凪HAa訂ero。0κ∬oAo皿e五K”ε転，HoKπo豆HJlcH　H　Molπqa　IlpoT∬HyJI

　　pyKy．　EcJM6H　He　JlerKoe　Apo凪aHHe　ry6H　Bπa凝《HocTL，∬oKpHBaB皿a旺

　　r」la3a　H　HpH6aBHB皿Ia鉦HM6鳳ecKa，y五H6Ka　ee6Hπa∬oqTP［c皿oKo魅Ha，Kor八a

　　o％αCKa3a五a（7㎞卿ε，T．18－43）

　　　She　was　not　the　same　as　be£ore，nor　as　he　had　seen　her　in　the　carriage．She

　　was　quite　d伽rent．5he　was　scaTed，shy，shame－fa£ed，amd　therefore　a皿the

　　more　charming。S血e　saw　him　the　instant　he　entered　the　room．Shθhad　been

　　waiting　fbr　him。S五e　was　Hlled　with　joy，and　so　confUsed　at　her　own　joy，th哉t

　　there　was　amoment－the　moment　when　he　went　up　to　his　hostess　and　glanced

　　again　at　her－when　she，and　he，and　Dolly，who　saw　it　all，thought　she　would

　　break　down　and　burst　into　tears．Blushing　and　going　pa工e　by　turns，she　s航

　　rigi（1，waiting　with　quivering　lips　for五is呂pproach．He　went　up　to血er，bowe（i，

　　and　silentlyF　held　out　his　hand．Except　for　the　slight　quiver　of　her　lips　and　the

　　moist丘lm　that　came　over　her　eyes，m＆king　them　appea■brighter，hersmile　was

　　almostcalmas3hεs毎d。。，（fbfd．）

§23　第三は、それぞれの文に繰返しあらわれる同一あるいは類似の語、あるいは構文の

反復によるものである。

　たとえぱ、

44．　凪HTL　ceMLe　TaK，KaK　Hp腿BHKJm㎜Tb　oT耳u　H　Ae照，To　ecTL　B　Tex凪e

　　ycπoBHHx　o6pa30BaHHH　H　B　Tex泓e　BocHHTHBaTb　AeTe逝，6Hπo　HecoMHeHHo

　　Hy㎜o．aTo6田o鍛ακ卿8Hy脇o，κα駕06eAaTL，Kor双aecTLxoqeTcHl

　　H即豆aToro㎜ακ卿εHy凪Ho，κα瓢pHroToBHTbo6e双，Hy凪Ho6凱oBecTH

　　xo3H澁cTBe田y沁Ma田HHyBHoKpoBcKoMTaK，qTo6H6田K八oxo餌。％κ
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㏄εRecoMHe且Ho，κακHy瓶HooTπaTb八oπr，Hy撒Ho6田o双ep凪aTbpo八oBy恥

3eMπloBTaKoM∬oπo氷e亘HH，蔓To6HcHH，∬oπyq皿BeeBHac∬e八cTBo，cKa－

3aπTaK凪ec聡c皿600Tロy，KaKJleBHHroBopmc∬ac斑60πeAy3aBceTo，

qTooHHacTpo凱HHaca耶π．πA朋aToroHy凪Ho6斑oHeoT八aBaTb3eM一
　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

JIK）BEaHMH，a　caMoMy　xo3HHHHqaTL，Aep准aTb　cKoT猛Hy，HaBo3nTL　HαπH，

c撚aTbπeca，（7h踊㏄θ，T。19－372）

　For　his　family　to1量ve　as　his　father　alnd　fore£athers　had　been＆ccustomed　to

live－that　is，at　the　same　cultural　level－and　so　to　bring　up　his　children，

was　an　undoubted　necessity．It　was∫u5孟as　necessaτy　as　eating　when　one　was

hun鎮y．And　for　that，∫ust　as　a　meal　has　to　be　cooked，to　Pokrovskoe　must　be

faエmed　in　such　a　mamer　as　to　y玉el（1an　income．As　surely　aεone　must　pay　one，s

debts，so　surely　was　it　necessary　to　keep　the　patrimony　in　such哉condition　that

when　his　son　inherited　it　he　would　tha皿k　his£ather，a8Levin　had　thanked　his

grandfather　for　all　he　had　built　and　planted。And　to　do　this　he　must　not　lease

out　the　land　but　must　faτm　it　himself，must　breed　cattle，manure　the旦el（is，and

pla皿t　woods。（fbfd。）

§24　第四は述語動詞あるいは副詞相当語を前置する語順の転置によって、

性を保証する方法である。例えば、

「話」の継続

45．　Ha灘〉yro遊双eHb　cBoeroπpHe3πa　oH∬oexaJI　c　BH3HToM　K　reHepaπ一ry6ep－

　　　HaTopy。　Hα　ηepε瑚pθcmκθy　ra3eTHoro　nepeyπKa，r双e　BcerAa　ToJI皿HTcπ

　　　∂磁皿a凪H　H皿3Bo3㎜，AπeKce黄AπeKcε旧πpoB躍q　B岡pyr　ycπHxaπcBoe　HMH，

　　　BHKp㎜BaeMoe　 TaKHM　rpoMKHM翼BeceKHM　roJlocoM，τ｛To　oH　He　Mor　He

　　　or汀πEyTLc∬．Hα穿飢四7ηρom〃αpαB　KopoTKoM　Mo双HoM　naπ5To，c　KopoTKoK》

　　　BoπHoK）皿JI鉦∬o逝Ha6eKpe1｛b，cHHHH　yJIH6Ko靖6eJIHx3y6Me泓岬KpacEHMu

　　　ry「6aMH，BeceπH量，Mo、πo双o遊，cH∬K｝田K盤，cTo」M　CTeπaHApKa双bHマ，pe皿翼Te汀bHo

　　　HHacT・HTeπbH・Kp四aBmH量H－Tpe6・BaB皿励・cTaHoBKH．OMep澱πc∬

　　　oAHoK》pyKoH3a　oKHo　ocTaHoBnB皿eHcH　B　yrπy　KapeTH，H3KoTopo薫【BHcoBhl－

　　　Ba皿lcb凪eHcKa冠roπoBa　B6apxaTHo量皿朋11e　H双Be　AeTcKHe　roJloBKH，H

　　　y服6aπc∬HMaHHπpyK磁3HT∬．（％κ窃℃ε，T．18－392，）

　　　　The　day　after　his　arrival　he　was　driving　back丘om　calling　on　the　Govemor－

　　　generaL　A猛血eσ翻e右ny　lane　crossfng，where　tllere　is　always　a　crowd　of　vehicles，

　　　Karenin　suddenly　heard　his　name　called　in　such　a　loud　and　chee㎡ul　voice　that

　　　he　could　not　help　looking　round．．Aむむ五e　coτner　ofむぬe　pavemen右，in　a　sho枕，

　　　stylish　overcoa，t　and　a　low－crowned　stylish　hat　onもhe　si（ie　of　his　head，white
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teeth　gleaming　between　smiling　red　hps，young，gay，and　beaming　stood　Oblon－

sky，vigorously　and　insistently　shouting　and　dema皿ding　that　Ka■enin　should

stop．Eθ｝1ad　one　hand　on　the　window　of　a　carriage　that　had　stopped　at　the

comer　of　the　street，a皿d　the　heads　of　a　lady　in　a　velvet　bonnet　a，nd　two　little

children　were　thrust　out　of　the　window，With　his　other　hand　Oblonsky　gaily

beckoned　to　his　brother－in－law．（fbfd，）

　通常はこれらの手段が色々に組み合わせられて「話』の統一性を保証していると考えら

れる。トルストイの場合、人物の描写、思想的な記述などの場合には重層的な文が使用さ

れ、事件の記述には比較的短い文を以ってこれを行う傾向をもっている。これはこれまで

述べて来たr話」における線条性の問題と深く関わっていると考えられる。

　作家間の相違、文体との関連などについては、述べるべき多くのことがあるが、これら

については、機会を得て考察するより外はない。

PE3K）ME

　　　HEKOTOPbIE　COOBPAンKEHHH　HO　HOBO五y

OHPE五EJIEHHH　CyHPACHHTAKCKqECKOH　E五HHHHbI

　　　　H　EE　CTPyKTyPHOM　OCOBEHHOCTH

　　Pa3HcKaH胚e　o6T，eKTHBHHx　KpHTepHeB　A涯H　oHpeAe」1eHH∬TaK　Ea3HBaeMoro

Eeo豆peπeJleHHo一πHqHoro∬peAJlo凪eHHH　B　ApeBHepyccKoM　H3HKe　npHBoπ皿T　Hac

Koco3HaHHlo∬oTpe6HocTHB∬ocTaHoBπeHH皿60価皿壷Hpe耶o照eHmeπ弼H一

職，HMem町e謎KaK脚一TocBo憩co6cTBe田oΦopMaπbHy扮oco6eHHocTb・EcπH

H・cTaHoBπeH耳e∬oAo6HoropoAae脳H瓢HcTaHeTB・3Mo泓田M，M・㎜・6yAeT

o6』eKTHBHo　oTπHqaTb　Heo∬peAeJleHHo－JIHτ｛Hoe∬pe双Jlo泓eHKe　oT　JIH吼oro∬pe－

AJIO凪eHH5｛C　rJmrOJIOM－CKa3yeMHM　TpeTberO　JIH皿a　MHO鼠eCTBeHHOrO只班CJla　He

oHHp麗cbHacy6LeKTHBH・e“H3HK・B・e畷yTLe”qHTa⑩皿ero・H6・，Bcπyqae

oTcyTcTBH∬　BEyTpK　gToH　e双HE皿耳H　cJloB，03Ha可aK）皿【Hx　JIH耳a　H　HpKToM　Bo3－

MO凪HHX　CTaTb　nOAJle凪a皿IHM口00THO皿eEHK）K　rJlarOJly－CKa3yeMOMy　AaHHOrO

∬peAJlo凪eHマ”｛，HpHHa八Jle凪HocTb∈）Toro　npeAπo凪eHH兄K　Kπaccy　HeoHPeAeJleHHo一

π四EHxHpe即o泓eEHHcTaHeTHecoMEeHHoH．五aHH㎝pa60TaHocB∬皿eHaHMeH－

Ho∂ToMyBo∬pocy，noToM，pe3yπbTaTH，Hoπyqe田HeoT∂Toro皿ccπe八oBa田1月，

HpHMe田田TcHKTeKcTyc・BpeMe冊Hx皿caTeπe逝A朋Toro，vT・6HHc∬HTHB乱Tb

HpuMeHHMocTb　HoHHTHH∈）ToH　cyHpacHHTaKcHqecKoH　eAHHH皿H．




