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ロレヤ語談議

近頃はちょっとした「ロシヤ語ブー

ム」のようである。ア・ベー・ヴエー

とやり出した人が相当多いと聞く。す

ぐ隣の大国の言葉だから， もっと前か

らもっと多くの人が学ぶべきであった

と思うが，何しろ戦前にはロシヤ語を

勉強しているだけでその筋からにらま

れたのだから，この外国語が敬遠され

たのも無理はない。戦後でもつい二，

三年前までは，まだロシヤ語学習を恐

れている用心深い人もあったのを私は

知っている。けれども今はも早その心

毘はほとんど全くなくなったといって

よいだろう。日ソ国交は回復 L，両国

の人間や資料の交流は日増しに盛んに

なりつつある。ロシヤ語学習者をにら

んでみても意味はないわけである。今

，1土安心してア・ベー・ヴエーとやれるわ

けで御同慶の歪りというほかはない。

先般の日ソ会議に出た際に知ったの

だが，セムコ氏という研究家(多年カ

ムチヤツカのサケ類を研究している人

で五十年配にみえた〕はかなり日本語

が上手にしゃべれた。白木語はむづか

しい言葉だとは思わないかとたずねた

ら，それほどとは思わないが，ただ漢

字をおぼえるのは厄介だという答えで

あった。また直接訴しはしなかったが

i昨年来道した例のタラシウク氏もある

程度目木語がわかるとのことであっ

平 野 義 見

た。とにかく，あちらの水産学者ーたち

が， このややこしい日本語を相当勉強

していることを知って感心した。そし

てこちらも大いにロシヤ語習得に馬力

をかけねばならぬと思ったO

ところで私のロシヤ語であるが，あ

まりよくできないことを白状しておい

た方がよさそうだ。できるふりをして

いた方が，宣伝の世の中だから一応得

のようであるが，そのうちパレてはか

えってまずし、。何しろソ連との接触が

急に増大し，特に我々水産関係者はソ

連人と会う機会が多くなり，またあち

らの丈献などもどんどん入手できるよ

うになってきたわけだから，知った顔

をしていても長保ちはしないだろう。

ソ連人に話しかけられてモゾモゾニヤ

ニヤしているところや2 論女の表題さ

えすらすら読めないところをはたから

見られては権威(?)たちまち失つい

である。いっそ今から白状しておいた

方が賢明であるわけだ。私はまだ会話

はほとんど駄目。読む方も碁でいえば

素人五級以下と推定される。私の碁は

t!'fで、は四，五級とされているが，誰か

に碁を打っそうですねと言われても恥

かしくならない。ところがロシヤ語の

方は読めるそうですねなどと言われる

と冷汗が出そうになる。従ってロシヤ

語は素人五級以下と自認せざるを得な
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いわけである。それで， ロシヤ語のこ

となど書くのは気恥かしいけれども，

いくらかでも，これからはじめようと

する人々や極く初歩の人々への京IJ戟に

でもなればとし、う気持からベ γを取っ

た次第で、ある。

同じ人間の使っている言葉だから，

ロシヤ語だとてそんなにむづかしいは

ずはないわけである。理屈はそうなの

だが何しろ文字からして風変りなのが

多くて絞り付きにくし、。符みたいなデ

ーの字，漢字の7.Kみたし、なジエーの

字，ローマ字のEを上向きにしたよう

なシヤー，そのシヤーにちょっとトグ

をつけたのがシチヤー.NとRを裏返

しにしたのがそれぞれイーとヤー，等

。々 トノレストイやドストイユフスキー

が大小説を書くのにはいかにも応わ

しそうな，がっちりとして据わりのよ

い文字が多いが，軽快感のあるローマ

字に慣れた自にはちょっとこわいよう

である。アルフアベットもローマ字よ

り六字ほど多い。そういった文字で、書

かれた，ややこしい名詞変化一覧表な

どながめると，何だかクレムリンの建

牧のような複雑さと重量感があって，

圧迫を感ずるようである。

とにかく英語やドイツ語とは文字も

文法も一風変っているので，ちょっと

与し難い感じを受ける。文法はたしか

にむつかしくて，前記のセムコ氏もロ

シヤ語のグラマチカはロシヤ人自身に

もむつかしいと言っていた。若い人々

は別だが，記憶力衰退，雑念増進の傾

向にある三十過ぎた人々には， ロシヤ

詩文法を片っ端から正確におぼえてい

くことは相当困難であろう。私も名前

の変化すらあやふやなままですませて

いる。従ってー頁読む聞に文法書を五

回も引張り出さねばならぬ始t未であ

る。しかしそれでも結構役に立つ。十

級の碁でも相手次第で結構楽しめるよ

うなものであろう。

ツルヂニエフであったか「自由にし

て偉大なロシヤ語」と言った由だが，

我々にはむろんどこが白由でどこが偉

大なのかわかるほどの力はない。しカ恥

し発音や語調には聞いていて英語や γ

イツとはちがった味わいがあるよう

だ。サハリン放送を聞いていると，意-

r:;Jミはわからなくても，英語などよりも

音楽的に感じられる。その理由の一つ・

は名詞とその形容詞の語尾が，格，数少

性などにしたがって一致することにあ

るようだ。例えば「貴重なカムチヤツー

カ産のベニサケ」は「ツエンナヤ・カ

ムチヤツカヤ・クラスナヤ」というよ

うになり，抑揚をうまくつけて読めば.

大変調子がよくなる。大てい一字々々

はっきりと読む点はドイツ語によく似.

ていて，いく分おもくるしい感じはま

ぬかれないが，発音は割合おぼえやす

い(英語のようにあいまいな，また日

本人に不向きな音が少ないので)。そ

して語学書で独習した発音でも大体役

立つことになる。だから独学発音でも

勇気を出してしゃべってよいわけであ

る。耳で聞くのも英語よりはずっとや

さしいように思われる。むろん語調(

イントネーシヨン〉に1貫れないとヒヤ

リングはうまくいかないわけで，私も

ほとんど駄目だが，できる先生につい
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て習ったら英語よりも上達は早いにち

がし、なし、。

発音にはどこか日本語的なところも

あるようだ。固い感じのカ行の音が語

尾に比較的多いことがその理由のーっ

かと思われるが，とにかくロシヤ語と

英語の放送を聞き比べてみると誰にも

それは感じられるはずである O またあ

ちらの水産関係の本を読むと，タイ，イ

ワシ，カワサキ(川崎船〉など日本語

がそのまま使われているし，スケソウ

もミンタイ(これは元来は朝鮮語だが〉

と呼ばれている。そんなことからも何

だかロシヤ語に親しみを覚えるし，ま

たソ連との水産上のつながりの大きい

ことを感じさせられるO
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