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はじめに
本論は N. F. ヤーコヴレフ Н. Ф. Яковлев (1892–1974) の音韻論に関する論文とカフ
カース語学の著作を検討することにより，ヤーコヴレフの研究がもつ先進性を明らかに
することを目的にしている．
ヤーコヴレフはボウドゥアン・ド・クルトネ Baudouin de Courtenay (1845–1929) の
音素論を後のモスクワ音韻論学派あるいはプラハ言語学サークルの音韻論に繋げた人物
であるが，我が国ではプラハ言語学サークルとボウドゥアン・ド・クルトネ（およびそ
れにつながるシチェールバ Л. В. Щерба とポリワーノフ Е. Д. Поливанов）の業績が注
目され，ヤーコヴレフの音韻論についてはほとんど知られていない．これはヤーコヴレ
フの最も重要な業績が極めて特殊な雑誌に発表されたこと（その著作も少部数しか印刷
されなかった），また彼が音韻論の研究をした時代が 1920 年代という一時期であったこ
と，また彼に音韻論の業績を継ぐ弟子がいなかったこと（モスクワ音韻学派の学者達は
ヤーコヴレフのモスクワ大学での後輩），そして彼がマール主義者であったことにより，
次第に荒唐無稽の研究にはまり込み，50 年以後活動が停止したことによろう．ヤーコヴ
レフがマール主義者として批判されてきたことも，ポリワーノフの場合とは反対の意味
で彼の研究がほとんど顧みられない原因のように思われる．
ヤーコヴレフがマール主義にいつ頃から関心を寄せていったかは，1922年 12月 20日の
N. S. トゥルベッコイの R. ヤコブソーンへの手紙によっておおよそ分かる．トゥルベッ
コイは「私は最も長い手紙をヤーコヴレフに書いたが，返事が来ない．もしあなたが彼
に手紙を書くときには，どうしているか訊ねてほしい．彼が怒っているのではないかと
思う．というのは私はマールについて大変手厳しく批判したし，ヤーコヴレフがマール
に入れあげることを咎めたからだ．」と書いている (Pis;ma i zametki N. S. Trubeckogo.
2004: 40; Alpatov (2012: 147))．また 1924 年 11 月 6 日のトゥルベッコイの R. ヤコブソー
ンへの手紙も同じことが書かれている：
「どうか私にヤーコヴレフの新しい住所を知らせ
てください．私は彼に《Novyj Vostok》の同じ号に書評がある，彼の本【『カバルダ語の
音声一覧表』か】を私に送ってくれるよう頼みたいし，またついでに彼をマールから引
き離すことを試みたい．
」(Pis;ma i zametki N. S. Trubeckogo. 2004: 75; この手紙の注に
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は，ヤーコヴレフの学者人生で，マール学説の鋭い反対者の立場から譲歩する立場に交
替した時期とある )．これらから判断すればヤーコヴレフはすでに 20 年代からマール主
義にはまり込んでいったようである．実際のヤーコヴレフの研究を見る限り，20 年代の
論文「アルファベット建設の数学的公式 Математическая формула построения алфавита」
(1928 [1970]) にはマール主義の影響は見られない．30 年代のカフカース諸語の文法には
その影響が見られるようになる．1941 年に出版された（1935-36 年執筆）D. Awxamaf と
の共著『アドゥゲ文章語文法』にはその影響はほとんどないが，次のようなマールから
の引用がある：「シンタクシスは音声言語の最も本質的な部分である：音についての研
究はただ形態論のための技術であり，形態論はただシンタクシスのための技術である」
ibid. p. 17）．恐らく 40 年代に書かれたと思われる『アブハズ語文章語文法 Grammatika
abxazskogo literaturnogo qzyka』（2006 年にスフムにて出版）には次のような「マール
主義」的な文章が所々姿を現す：
「かくして，アブハズ語では，他のカフカースのヤペテ
諸語と同様に，受動表現（態）は新たに生じている現象である．ある歴史的時代におけ
る原始共産制度の条件において，人間がまだ搾取の対象でなかったとき，人間が奴隷所
有者の手中にある生産手段となっていなかったとき，社会の構成員の名称はまだ道具の
形，つまり具格補語の形では語られなかったし，考えられなかったのである．」(ibid. p.
69)

両方の文法はほぼ同じ時代に書かれたと思われるが，その内容はかなり異なる．文

法記述の面でも前者の文法は記述文法として非常に価値の高いものである．
ヤーコヴレフの学問的業績は音韻論とカフカース諸語研究である．音韻論に関して
は，ヤーコヴレフの２つの著作からその全体像を知ることができる．一つは 1923 年に
100 部出版され，その後再版されたことのない書籍『カバルダ語の音声一覧表 Таблицы
фонетики кабардинского языка』である．もう一つは論文「アルファベット建設の数学的
公式（言語学理論の実践的応用の試み）」である．後者は 1828 年に『東方の文化と文字
Культура и письменность Востока』誌（バクー市）に発表されたが，これも極めて特殊
な雑誌である（千部印刷）．このためヤーコヴレフの論文はヤコブソーンらによってその
先見性について触れられることはあったが，内容を知る人は少なかった．しかし後者の
論文は 1970 年に A. A. レフォルマーツキー А. А. Реформатский 編『祖国の音韻論の歴
史から Из истории отечественной фонологии』の中に入れられたことによりようやく一
般にも知られるようになった (pp. 123–148)．後者は必ずしも音韻論の研究ではなく，ソ
連邦の文字のない諸民族の文字建設のための理論書であるが，そこにはヤーコヴレフの
音韻論が語られている．V. M. アルパートフ V. M. Alpatov (2012: 143) によれば，ヤー
コヴレフは『音素理論 Teoriq fonem』という研究書を出そうとしていたというが，これ
が出版できず，原稿も行方不明になってしまった．このためヤーコヴレフの音韻論がど
のようなものかを判断するには，上記二つの著作を中心に検討するしかない．
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カフカース諸語研究について，ヤーコヴレフはカバルダ語，チェルケス語，アドゥゲ
語，アブハズ語（以上北西カフカース諸語），チェチェン語の統語論と形態論を中心に
した文法書を 30-40 年代に出版している．代表的な文法書は次のものがある : D. アシハ
マフ Д. Ашхамаф との共著である『アドゥゲ文章語文法』(1941, M.; L.)，
『文章カバル
ダ・チェルケス語文法』(1948, M.; L.)（これは 1938 年の『カバルダ・チェルケス語文
法 Grammatika kabardino-herkesskogo qzyka』の第２版として音声学，語彙論，意味論を
加えたもの．1957 年に科学アカデミーより出版された『カバルダ・チェルケス文章語文
法』(1957, M.) の序論によれば，
「この文法に含まれるマール主義的な解釈の幾つかの誤
りのためにその学問的，実践的意義をかなり低いものにしている」という）
，『チェチェ
ン文章語統語論』(1940, M.; L.)，
『チェチェン語形態論』(1960, Groznyj)．最後に『アブ
ハズ語文章語文法』(2006, Suxum) が最近アブハジアで出版された．アルパートフ (ibid.
150) によれば，このアブハズ語文法は 1935 年には原稿が植字に回されていたが，マー
ル主義者によって出版が妨害され，出版されることがなかったという．他方，このアブ
ハズ語文法の「序論」を書いている L. P. チカドゥア L. P. Hkadua によれば，原稿には
1951 年の日付が入れられているというが，チカドゥアは 1950 年のスターリンの言語学
論争以前には原稿は書き上げられていたとし，1941 年の『アドゥゲ文章語文法』の出版
以後に完成されたものと見なしている（Qkovlev, 2006: 9）．
ヤーコヴレフの研究をこの二つの分野を中心に概観しようとするのが本論の目的であ
るが，その前にヤーコヴレフの音韻論と文字論がロシア語学に与えた貢献を述べておき
たい．特にこの目的は，日本のロシア語研究ではヤーコヴレフのロシア語学については
ほとんど言及されることがないからである．ヤーコヴレフの音韻論は特にモスクワ音韻
学派の人々に大きな影響を与えているが，この学派の音韻論はロシア語を中心にした音
韻論であり，そこで使われている学術用語もヤーコヴレフにプライオリティがあると見
なす学者もいる（例えば，音素の「強い位置」，Журавлев (1988: 25)）．この点で特に注
目に値するのは 1928 年の論文「アルファベット建設の数学的公式（言語学理論の実践的
応用の試み）」である．この論文はアルファベットをつくるために音素と文字の関係を
「数学的」に論じたものであるが，その例としてロシア語が多く使われている．このロシ
ア語の音と文字に関するヤーコヴレフの発言はどれも非常に鋭い．そしてこのヤーコヴ
レフの発言と後のモスクワ音韻学派の人たち，
特に R. I. アヴァネーソフ R. I. Avanesov
と V. N. シードロフ V. N. Sidorov の発言は多くの場合一致している
（ある場合にはヤー
コヴレフのこの論文を引用せずに，ほとんど同じ内容を述べている箇所まである．これ
につては A. A. Reformatskij (1970: 23) を見よ）．例えば，軟口蓋音 k の軟音の音素認
定の問題，母音 i と y の音素認定の問題である．ここではそれらとともにヤーコヴレフ
の慧眼な箇所も触れてみたい．
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1.

ヤーコヴレフとロシア語学

1.1.

ヤーコヴレフは論文「アルファベット建設の数学的公式」の中で「音素と結合ヴァ

リアント」について次のように述べている：
「人間言語の音体系の観察を基にすると，次の結論に達する．各言語には文法的に（社
会的に）２つのカテゴリーの音的区別（「音の」区分）が存在する．１つのカテゴリーは
語の意味の識別（「意味」）と結びついている．この種の音は文法学では「音素 fonemy」
と呼ばれる；より単純にはそれらは独立した言語音と呼ぶことができるかもしれない．
音素の形成のためにはほとんどの各言語は何らかの音的特徴を利用する．それを使って，
母音であれ子音であれ，それらの相互に対立する一連のペアの音素がつくられる．例え
ば，ロシア語では子音の「硬音」—「軟音」特徴がそれであり，また多くのチュルク諸語
では母音の「硬音」—「軟音」特徴がそれである．また最後にカフカース諸語では「円
唇性」「受け身的な」—「能動的な」；「上声門」—「下声門」の呼気と同じ「硬音」と
「軟音」を使ったそれらの呼気の特徴によるペアの子音音素の形成が見られる．
他の音的区別は各言語においてもっぱら発話における隣接音の交替に依存して現れ
る，つまり音素の互いのある一定の結合（「連結」）においてのみ現れる．この種の音区
別は学問では音素の「結合の kombinatornye」
（すなわち音の結合において現れる）ヴァ
リアントあるいはより簡潔に音素の音的ニュアンスと呼ばれる．」(ibid. 130)
ヤーコヴレフは実際の文字体系はこの音素全てを反映させなければならないとする．
これを達成する最も簡単な方法は，１音素１文字の方法である．これをヤーコヴレフは
次の式で表す：
A=C+G
（A はアルファベットの音の総数；C は言語における独立した子音の音（音素）の数；G
は言語における独立した母音の音（音素）の数である）．
しかし多くの言語は文字の数を減らして，アルファベットの単純化を行っているとし
て，ヤーコヴレフは「アルファベットにおける文字の経済の問題は一般的に数学的な公
式によって表現されうるし，音素の組成と音の結合法則が知られている任意の言語に関
して解決できる問題である」(ibid. 130) とし，その公式を「（文字の数の点で）最も経済
的なアルファベットの建設の公式」と呼ぶ．そしてアルファベットにおける文字の数は
次の数だけ縮小できるとする：
(C’
- G’
)
「ここで C’
は，ペアを成す区別される子音の音（音素あるいはヴァリアント）— それは
当該の言語において対応するペアを成す区別される母音と結合にある — の数である．
一方，G’
は上で述べたペアを成す区別される子音と結合する，ペアを成す区別される母
音（ヴァリアントあるいは音素）の数である．かくして上で指摘した大きさは以下のよ
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うに建てられる：もし我々が C’
の下に言語が所有しているペアの子音音素の数を置け
ば，我々は G’
の下にこれに関連して現れる母音音素のペアのヴァリアントの数を置かね
ばならない．また一方，もし我々が G’
の下にある言語に存在するペアの母音音素の数を
置かねばならないのであれば，C’
の下に我々はそれらと結びついて現れる子音音素のペ
アのヴァリアントの数を置くことになるだろう．」(ibid. 132)
ここでロシア語の例が出される．ロシア語では子音に硬子音と軟子音のペア（つまり
湿音性特徴によってのみ対立するペア）が 12 ある：
m; — m, n; — n, l; — l, r; — r, f; — f, v; — v, s; — s, z; — z, p; — p, b; — b,
t; — t, d; — d.
ヤーコヴレフは，「上で列挙された硬音と軟音のペアとなる子音音素と結びつくこと
ができるのは，相関するペアのヴァリアントの４つの母音音素である： a — a, o — o,
;

u — u, ;i — y .

;

;

;
一般に認められる伝統的な文法とは異なり，後者のペア【 i — y】を

我々は一つの母音音素のヴァリアントとして認めなければならない．
」とする（ヤーコヴ
レフはロシア語が５母音音素であると主張しているわけである）．母音音素 e について
は，「それは我々の算出には入らない．というのもその母音の前では硬音と軟音のペア
の子音音素は区別されず，軟音のヴァリアントに合流するからである」
．「上に指摘した
ペアの子音音素の数には常に硬音である ж, ш, ц，また常に軟音である h, ], j は入らな
い．」(ibid. 133)
また「我々にとって q. [, e も文字として考慮に入れられない；というのもそれらは
母音の音的な違いを表すのではなくて，それらは母音音素 a, u, o の前の先行する子音の
軟音性を表記するために使用されているのであり，また語の初めやあるいは母音の後ろ
で使用されるからである．」(ibid. 133)
これらからロシア語の文字の数を算出する公式は次のようになる：
A = (C + G) - (±C’
∓ G’
) * +1 ［* 括弧内はプラスでなければならない］
（C = 子音音素の数，そこには個々の硬音と軟音の音素を含める：＝ 33．
G = 母音音素の数，そこには同一の音素としての a と q, u と [; o と e™; / と e, y
と i を含める：＝５
S’
— 音素の硬音と軟音のペアの数：12
G’
— これらの子音音素と結びつくペアの母音のヴァリアントの数：4
１つの記号，それはアルファベットに付け加えられるもので，隣接する母音の前でな
い位置で（つまり子音の前あるいは語末で）の軟子音を表すための記号：１）
ロシア語では括弧内をプラスにするためには，
A = (C + G) - (+C’
- G’
) * +1
となる．すなわち，
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A = 33+5-12+4+1 = 31
ヤーコヴレフの結論は，ロシア文字体系がかなり合理的であることを示している：
「この公式は我々に次のことを示している：もしロシア語のアルファベットの中に軟子
音音素も含めた各々の独立した音素を表すことを思いついた場合に，アルファベットの
ために使われるであろう 38 文字の代わりに，我々は文字の数をかなり減らすことができ
る．このためにはアルファベットの中に軟子音のための 12 の新しい文字を導入する代わ
りに，同じ軟子音を表すのにそれに隣接して結合する（後続する）4 つの母音音素のた
めの文字を追加するだけで十分である．また子音が母音の前に立たない場合には，追加
の文字 ; によってその軟音性を表すだけで十分である．
このシステムの一貫した実行に際して，もし我々が軟音性の後ろの母音 o は今日では
特殊な文字 e™ によって表現されず，文字 e によって表現される，ということに注意を向
ければ，ロシア語のアルファベットにおける文字数は 31 に，さらに 30 にさえ切り詰め
ることができよう．しかし歴史的にできあがったロシア語のための文字システムにおい
て，指摘された計算は本質的に余分な記号が導入されているという状況によって少し混
乱している：まず第一に，硬子音の後ろで音 j を表すための = あるいは «’
» , そして第
二に，音節 je を表記するための特殊な文字 e である．後者の首尾一貫性のなさは，文
字 q, [, e に，現代語と文字にとって全く余計な音節の意味：ja, ju, je がロシア語のア
ルファベットにおいて授けられていることから来ている．」(ibid. 134)
以上がヤーコヴレフの「アルファベット建設の数学的公式」の骨子である．要するに，
ロシア語は軟子音と硬子音のペアを成す子音の違いを２種類の母音文字の違いによって
表現させるシステムを採用しているということである．もしペアとなる子音の軟子音特
徴を母音文字ではなくて，別の記号によって表現すれば，それはその言語に書記素を
１つ余分に加えることになるかもしれない．例えば，アブハズ語のように ; の記号：g;
[g’]. またすでに存在する書記素を用いてそれを表すかもしれない．例えば，リトアニ
ア語では前舌母音 e, ę, ė, i, į, y の前の子音は軟音を表す．例えば，pìlti [1p’il’t’i], me)zgė
[1m’E:z’g’e]. これに対して，後舌母音 a, ą, o, u, ų, ū の前の子音が軟音である場合には，
これらの母音の前に i を添える（この場合の i は前の子音の軟音性を示すだけの記号で
ある）．例えば，liúosas [1l’u#øsAs], siau)ras [1s’aurAs]. 後舌母音の前の子音が硬音であると
きは i を添えない．例えば，tãkas [1tA:khAs], prõtas [1pro:tAs] (A. Senn 1966). ロシア語は
この二つの言語に比べると，経済的な文字システムを採用している．ロシア語では子音
音素の湿音性（硬口蓋性）を伝えるために，直接に子音に特殊な記号を付加することに
よらないで，後続する母音書記素の数を４つ増やすことによって子音音素の湿音性を表
記している．ヤーコヴレフの言うように，これによって 12 － 4 ＝ 8 個の書記素（ある
いは文字）を使わなくなったわけであり，節約できたことになる．
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このヤーコヴレフの「公式」論文で重要なことは，ヤーコヴレフが母音音素を a i u e
o の５つとしていることである．すなわち i [i] と y [ɨ] を１つの音素 /i/ と見なしてい
る．ヤーコヴレフは上の論文の中で次のようにこれについて論じている：「上で指摘し
た例【kon; idet, kon ydet, iskal, izyskal, etc.】の中で先行する子音の硬音あるいは軟
音による y と i の交替は，同様の場合に狭い（《中間の》）/ と広い / の交替に全く類似
している，例えば：kon; /tot — kon /tot, etc. また y が音素 i の単なるヴァリアント
でしかないことの証拠となるのは次のことである：ことばの始めに y の発音が不可能な
こと，またことばの終わりでの y の二重母音性 — そこではこの母音はその終わりで音
i に近づいている．後者の事実は外国の学者達によって発見されたものである．最後に，
また音 i と y がロシア語において同じ音素のヴァリアントであるということを根拠づ
けるものは，詩においてそれらの韻を合わせることが可能なことである．まさにこの事
実は音素理論の正しさの説得力ある証拠になっており，S. Bernwtejn が考えているよう
に《不正確な》韻では決してない．」(ibid. 132)
これはボウドゥアン・ド・クルトネの考えと同じであるが（Bodu/n de Kurten/, 2012:
§44)，ボウドゥアンの弟子のシチェールバ (Щерба 1974: 191–229）はこの２つの母音を
独自の音素と見なしていた．これについて詳しくここでは論じないが，現在はロシア語
の母音音素は５母音が定説である．我が国では文字と音素を混同し，
「硬母音」と「軟母
音」があると考えている人がいるが，こういった理解ではヤーコヴレフの上の論文は全
く理解しがたいことであろう．
さらに上の論文からヤーコヴレフの鋭いロシア語の観察を見てみよう．彼は次のよう
に書いている：
「まず第一に，硬子音の後ろで音 j を表すための = あるいは «’» , そし
て第二に，音節 je を表記するための特殊な文字 e である．後者の首尾一貫性のなさは，
文字 q, [, e に，現代語と文字にとって全く余計な音節の意味：ja, ju, je がロシア語の
アルファベットにおいて授けられていることから来ている．」(ibid. 134)
この所謂「硬音記号 tve™rdyj znak」と言われる記号について，一般にこの記号はその
名前のように「先行する子音が硬いことを示す」(P. Garde 1998: §30）と考える人も多
い．しかしこの記号の前でも子音が軟音化している例はかなり見られる．80 年版アカデ
ミー文法 (I. p. 44) によれば，ra[z(z’)j]e¡zd（正書法では raz=ezd)，po[d(d’)j]e¡zd（正書法で
は pod=e¡zd)，[s(s’)j]el（正書法では s=el) の例が挙がっている．アカデミー文法ではこの
軟子音の発音を古いモスクワの標準としている．さらに Avanesov (1954: 96) もまた次の
ように指摘している：
「所謂，『分離の』= の前で（話し言葉で [j] の前，普通は接頭辞と
語根の境目で），音節を形成しない接頭辞 s は軟化する：[s’jel], [s’jê’z’d’il], [s’jé]xalis;,
[s’jó]mka. 普通，[j] の前でまた，音節を形成しない接頭辞 v- も s- も軟化する：[v’je]zd,
e
e
[v’jé]xat;, [v’ji ]zжa¡t;, [v’jé]lsq, [v’ji ]da¡t;sq, [v’jäv’]e. より頻繁にまた接頭辞 iz- の子音
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[z] も軟化する：i[z’já]t;, i[z’já]n, ....．接頭辞 raz- の子音 [z] は古いモスクワ標準に準じ
て軟化されることも，また軟化されないこともある（あるいは不完全に軟化される）：
ra[z’jé]xalis;, ra[z’jé]lo, ... と ra[zjé]xalis;, ra[zjé]lo, ... ．[j] の前の接頭辞 ot-, pod-, nad-,
pered-, ob- の子音 [t], [d], [b] は現代ロシア語では軟化されない：o[tjé]xal, o[tjé]lsq, ...
po[djé]xal, ... pre[djá]vlen, ... po[djó]m, o[bjé]xal, ... .」
このような例を見れば明らかなように，記号 = は正書法で接頭辞と /j/ で始まる母音
の間に書かれることが分かる．接頭辞の末尾子音の湿音性には関係がない．この記号の
後ろには，/j/ つまりヤーコヴレフのいう j の音があるというのがこの記号の正しい意
味である．このヤーコヴレフの発言がどこまで彼のオリジナルなところかは不明である
が，これについてのボウドゥアンの次の発言と比較すれば，ヤーコヴレフがこの記号を
より正しく理解していることに気づくのである：「... それ以外にこれら 2 つの書記素 =
と ; は次のことを示している：それらの書記素に後続する書記素は，発音・聴覚的観点
からすれば，先行する書記素と如何なる関係ももたない．また逆に書記素 = あるいは ;
に先行する 書記素はそれらに後続する書記素と如何なる関係をもたない」（ボウドゥア
ン Bodu/n de Kurten/ (2012: §57) より）．
さらにヤーコヴレフはこの論文の中で軟口蓋子音 k [k], g [g] に対応する軟音 k; [k’], g;
[g’] について次のように書いている：
「例えば，ロシア語においては一方では硬音の n, l の音が，他方ではそれに相応する
軟音の n;, l; の音が存在する．また同様に硬音の k, g と軟音の k;, g; が存在する．例え
ば次の語の中で：kon（ゲームで）— kon;, mel — mel;, ruka — ruki, noga — nogi. も
しこれらの音を物理・音響学的な観点から研究すれば，上に挙げた例において硬音の n,
l, k と軟音の n;, l;, k; の間の音響的な違いは，全ての３つのペアにおいて同じあるい
はほぼ同じであることが分かる．このことは言語音の研究の際に純粋に物理的観点に立
つ学者に，ロシア語には硬音 l, n, k, g とそれらに相応する軟音 l;, n;, k;, g; が存在し，
それらの間の違いは口の共鳴室のトーンの上昇によって等しく説明される，と確信させ
てしまうかもしれない．しかしこの問題を社会・言語学的な social;no-lingvistiheskij
観点から研究すれば，上に挙げた子音の硬音と軟音の社会，文法的な役割はロシア語で
は同じではない．硬音と軟音の n と l の間の違いはロシア語では語の意味の識別と結
びついて用いられるが（上の例を見よ），硬音と軟音の k と g の間の違いはそのような
目的のためには使われていない．文章ロシア語には語の意味の識別が硬音と軟音の k あ
るいは g の間の違いに基づいているような２つの語は存在しない［脚註 5：例えば，少
なくともモスクワ文章語の発音によれば，唯一の例外 tke™t.］．硬音と軟音の n と l はロ
シア語では母音 a, u の前，子音の前，そして語末の位置に見られる；一方，これらの位
置における音 k と g は硬音でしかあり得ない．ここからロシア語におけるそれらの社会
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的，文法的機能の観点から上に挙げた音を検討すれば，硬音の n, l と軟音の n;, l; は
ロシア語の音体系の中で対を成す，意味識別される硬音と軟音の異なる音素である．そ
れに対して，一方の硬音 k と軟音 k;，他方の硬音 g と軟音 g; はそれぞれ同一の音素で
あり，それらの《硬音》と《軟音》はこの場合には同じ音素の枠内での単なるニュアン
ス ottenki（《ヴァリアント varianty》）でしかない，という結論に行き着くのである．」
(ibid. 129–130)
このヤーコヴレフの解釈は後のモスクワ音韻論学派の創立者たちの考えと同じであ
る．例えば，A. A. レフォルマーツキーもヤーコヴレフと同じ意見である：
《ときどき対
[k — k’, g — g’, x — x’] における弁別の非音素性についての観点を論破しようとして，
《硬》と《軟》の後舌子音が同じ位置に現れ，そして語を弁別することができること，例
えば，kom — tke™m, berega — beregq（bereh; の副動詞）ような唯一の例を引用しようと
するもの，あるいは外国語の借用語を引用するものがいる．我々の考えでは，標準的な
the™w;. . . の代わりに tke™w;, tke™t. . .（pehe™w;, vlehe™w;, etc. を比較せよ）は，起こりう
る補充法：<tku — how> を避けるために類推によって生じたものである；というのも母
音間の位置にない <th> ＝ 長さのない [h] だからである）．また beregq タイプの副動詞
は，同じく類推によって生じたものであるが，何らかの《回避》によっては正当化され
ない；bereжa の形をつくるのが自然である（カリーニン州ベジェツ区の河川名 Bereжa
を参照）》(A. A. Reformatskij (1958): O korrelacii «tverdyx» i «mqgkix» soglasnyx (v
sovremennom russkom literaturnom qzyke). [Reformatskij (1970: 494-495)]．
この問題は 20 世紀後半になるに従って，/k/ と /k’/ の２つの音素を認めるとする研究
者が増えている．例えば，プラハ版アカデミー文法 (1979: §2, §6) では /k/, /k’/ と /g/,
/g’/ の音素を認め，/x/ は軟音の音素を認めない．また 80 年アカデミー文法 (I. p. 79) で
は軟口蓋音について，/k/, /k’/, /g/, /g’/, /x/, /x’/ の全てを音素と見なしている（60 年アカ
デミー文法も同様）
．D. Jones & D. Ward (1969: 114) も２つの音素 /k/ と /k’/ をたてる．
これはロシア語の時代とともにこられの音の軟音が文章語として認められるようになっ
たことと関係があろう．これについて M. V. Panov (1990: 24ff.) は，20 世紀の半ばには
音素 /k’/ は，/k/ とは別に安定した状態を占めているとして，[k] と [k’] が母音 [a—o—u]
に先行することができる例を挙げている：ruka — tkq, kot — tke™t, kury — manik[r.
一方，/g’/（例えば，beregq）は次第に文章語の中に入り込んでいるが，まだ規範としては
認められないとしている．/x’/ は音素としては認めていない．さらに Panov (ibid. 96–97)
は 19 世紀後半から 20 世紀初めには /k’/ の音素は全く存在せず，音素として認められる
のは /k/ /g/ /x/ だけであると書いている．これはヤーコヴレフの解釈と同じである．ヤー
コヴレフの論文が 1928 年に書かれたことを考えると，この論文が多くの研究者に与えた
影響は大きいと思われる．
177
179

言語文化論集 第 XXXⅤⅠ 巻 第 1 号

注：子音の軟音性は当該の子音の右上に «’» を付けて記した．引用によっては異なる表
記法を用いているものがあるが，本論ではこの記号によって統一した．
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