ピジン・ クレオー〃研究賂史

正

寛

ような言語であるのか︒言い換えれぱ︑ある言語は︑ど

最近︑専門の研究書が日本語に翻訳されるようになった

を構成している︒このビジンやクレオールについては︑

と呼ぱれる一連の言語も︑そのような下位分類のひとつ

づいて︑下位分類される︒﹁ビジン﹂や﹁クレオール﹂

らはさらに︑系統関係や言語類型など一定の基準にもと

この地球上には︑数千にのぼる言語が存在する︒それ

ば模範的な例をあげることから話をはじめた︒われわれ

もがビジンでありクレオールであると認めている︑いわ

Oo9昌手6ミ︶は︑それらの定義をするかわりに︑誰

議論の的になってきた問題なのだ︒以前デカンプ︵p

る︒じつは︑ピジンやクレオールの定義自体︑つねに

して︑研究者のあいだには︑残念ながら意見のズレがあ

れるのか︒議論の出発点ともなるべきこの重要な点に関

のような基準にもとづいてビジンやクレオールと認定さ

ものの︑いまだ広く知られるには至っていないようにみ

ピジン︑クレオールの典型例

デカンプが紹介しているピジンの例は︑ 南スーダンの

一−一

も︑まずはそれに従うことにしよう︒

はじめに

林
える︒本稿では︑われわれに多くの重要な問題を提起し
ているこれらの言語について︑その研究の跡を振り返り
なが ら ︑ い く つ か の 問 題 に 触 れ て み よ う と 思 う ︒

ところで︑ビジンとは︑あるいはクレオールとはどの

鮒

ビジン・クレオール研究略史
（9ア）

言語は︑その話し手の誰の母語でもないが︑かれらがコ

ジュパで話されているジュバ・アラビア語である︒この

（98）

国語としてこれを掌ぱねばならない︒以上がピジンの典
型例である︒

造をもち︑それなりに独り立ちしている比較的安定した

それを中途半端に習得した結果でもない︒自分自身の構

の言語は︑アラピア語のベイビー・トークではないし︑

よって示されるか︑あるいは単に無視される︒しかしこ

に語順とか屈折しない孤立語的な代名詞や助動詞とかに

すっかり排除されている︒そういう文法情報は︑かわり

性を示す働きをする︑動詞につく接尾辞︶は︑ほとんど

制や否定を表示したり︑主語と目的語両方の人称︑数︑

ない︒アラビア語の複雑な形態論の体系︵たとえぱ︑時

て単純化し︑めんどうな形態音韻論的ルールもほとんど

母語か通常のアラビア語から借りてくる︒発音はきわめ

その不足を補う必要が生じたときには︑かれら話し手の

主として商敢引のような場合なので︑その語彙は貧しい︒

がいに通じ合わないからだ︒この言語が用いられるのは︑

に様々であり︑自分自身の母語をもってしたのでは︑た

謡として機能している︒なぜなら︑かれらの母語はじつ

イン語に由来するスペイン語・クレ才ール︑語彙の大半

来するポルトガル語・クレオールや︑語彙の大半がスペ

ランス語のそれよりも︑語彙の大半がポルトガル語に由

いる︒それどころか︑このクレオールの文法構造は︑フ

ランス語は︑もはやたがいに通じ含わないものになウて

ス語のそれとおおきく違っており︑このクレオールとフ

ランス語に由来するが︑その音韻諭と統辞論は︑フラン

られる︒さらに︑ハイチのクレオールの語彙の大半はフ

うに︑かつてのピジンが練り上げられた結果であるとみ

いる︒母語にふさわしい広範な伝達欲求を満たしうるよ

引けを取らない︑豊宮な語彙と複雑な文法体系を備えて

と考えられている︒そして︑いわゆる通笹言語のそれに

は︑フランス語のピジン化した言語形態が発展したもの

公用語であるフランス語を母語とする︒このクレオール

母語である︒ただし︑︒こく少数のエリートは︑この国の

ールである︒この言語は︑ほとんどすべてのハイチ人の

デカンプがあげるクレオールの例は︑ハイチのクレォ

＊

言語である︒アラビア語の話し手といえども︑いわぱ外

︑ミュニケートするとき頼りにする︑補助的な橋わたし言
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鯛

トは︑このクレオールをフランス語の一方言とみること

より一層似ている︒したがってほとんどのクレオーリス

が英語に由来する英語・クレオールなどの文法構造に︑

合タイプのラテン語が分析タイプに婆を変え左言語であ

文法体系へと婆を変えた︒おもえぱ︑フランス語は︑総

文法体系から︑語順を重視する孤立語的な分析タイプの

語の場合︑ビジン化を通じて︑屈折語的な総合タイプの

べき様相を呈している︒そしてまた︑孤立語の典型とさ

るし︑英語は︑もはや屈折語というよりは孤立語という
一−ニ

れる中国語︵とりわけ北方中国語︶もビジン化を経験し

ンはもとより︑クレオールもこの分析タイプの文法をも

たという意見もある︵橋本萬太郎︑一九八五年︶︒ビジ

っていることを考え合わせると︑ビジン・クレオール研

究が︑比較言語学や言語類型論︑個別の言語史研究にと

って︑きわめて重要な意味をもっていることが分かるは
ずだ︒

られることはない︒その結果︑伝達の必要にとって余計

で︑母語に対するのとおなじ規範意識にもとづいて用い

それは︑限られた場面でしか用いられない伝達手段なの

り︑地域内の言語のこともあれぱそうでないこともある︒

が︑いずれ経験をつめぱ正しいアラビア語を話せるよう

進まず︑不完全でおぽつかないアヲビア語しか話せない

クンなアラピア語といえるだろう︒しかし︑まだ学習が

ラテン語といえるのなら︑ジュバ・アラビア語もブロー

係についてだが︑もし現在のフランス語がブロークンな

さらに︑ジュバ・アラビア語と通常のアラビア語の関

なものが排除され︑ターゲヅト言語の文法も︑その単純

になるだろう︑というようなときの︑この中間段階のア

は︑多くの場合︑経済活動と密接な関係にある言語であ

ン化のターゲヅトにな歪言語︵ジュバではアラピア語︶

存在しないような状況を︒このような状況においてピジ

できる︒それも︑話し手の数の点で︑飛ぴ抜けた言語が

ピジンの存在条件として︑多言語状況をあげることが

＊

くつか指摘することが で き よ う ︒

上の例から︑ビジン︑クレオールそれぞれの特徴をい

ピジン︑クレオールの諸特徴

に反対している︒これがクレオールの典型例である︒

■

化にともなって編成替えをこうむる︒ジュバ．アラピア
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どに複雑化しているのが普通だ︒クレオールとこのよう

はなく︑言語構造の点でも︑その広範な機能に見合うほ

な段階に達したビジンとの違いこそ︑母語として機能し

もあるのだ︒その場合︑そのビジンは︑機能の面だけで

ら︑ジュバ・アラビア語は︑より正確なアラビア語をめ

ュバ・アラビア語はブロークンとはいいがたい︒なぜな

ざしての一段階とは認めがたいからだ︒・それは︑そうい

ているかどうかなのである︒こうして・ビジン・クレオ

ラビア語をブロークンなアラビア語というとすれぱ︑ジ

うものとして確立しており︑すでに独自の規範となって

ールを一貫したプロセスとしてみると︑通常の言語が︑

由で機能的にも構造的にも膨らみ︑母語としての機能を

機能的にも構造的にも縮み︵ピジン化︶︑なんらかの理

いる︒その意味で︑このビジンは安定しているといえる︒

クレオールがビジンと違う点は︑上の例からも分かる

果たすようになり︵クレオール化︶︑クレオールという

＊

ように︑それを母語とする話し手が︑ビジンにはないが

別の通笹言語になる︑という図式がえられる︒デカンプ

クレオールについて︑さらに述べておかなけれぱなら

クレオールにはあるということだ︒これが従来の見方で

とがある︒母語となってもおかしくないほど︑広範な伝

ないのは︑クレオール間の構造上の類似性という事実で

も︑この図式をふまえて︑ハイチのクレオールの形成発

達欲求に応えているビジンの存在だ︒たとえぱ︑カメル

ある︒研究者はこの事実を説明しようと躍起になってお

あり︑いまも広く受け入れられている観点である︒しか

ーンのピジン英語や︑パプア・ニューギニアのピジン英

り︑現在のクレオール研究はこの問題を中心に展開して

展を説明している︒

語︵トクビシン︶などがそうであり︑クレオール化の恰

いると言っても︑決して言いすぎではない︒この間題は︑

し︑この点に関しては︑付け加えておかねぱならないこ

好のケースとして研究者の注目をあつめている︒したが

似ているのか︑という間いに集約される︒この点につい

どのように︑そしてなぜ︑クレオール諸語の文法構造は

伝達手段︑と決めてかかるわけにはいかない︒ビジンの

て︑筆者はすでに取り上げたことがあるが︵林︑一九八

って︑ピジンを︑︐こく隈られた用途に用いられる簡略な

ほうが︑伝来の母語より広範な機能を果たしている場合

100

このハイチと︑ドイツ語圏スイス︑ギリシャ︑エジプト

司昌oq豪昌一ちs︶がディグロスィの例としてあげたのは︑

念を初めて言語研究の場に紹介したファーガソン︵O︑＞︑

社会はこの状況とは無縁︑というわけでもない︒この概

状況にあるわけではない︒また︑クレオール社会以外の

れる︒ただし︑クレオール社会のすべてがディグロスィ

ンス語とクレオールがディグロスィを成しているといわ

で用いられる話し言葉である︶︒ハイチの場合は︑フラ

は受けておらず︑もっぱら日常のインフォーマルな場面

語は︑話し手の母語ではあるが︑前者のような高い評個

では話し言葉としても用いられる言語であり︑他方の言

として書童言葉として用いられるが︑フ才ーマルな場面

教育を通じて習得され︑話し手から高い評価を受け︑主

しあっている状況を指すタームである︵一方の言語は︑

にふたつの言語が存在し︑それらがそれぞれ機能を分担

は︑いまや社会言語学のキー・ワードであり︑ある社会

間題にも言及しておかなければなるまい︒ディグロスィ

上のハイチのクレオールについては︑ディグロスィの

五竿︶︑本稿でも折に触れ言及することになろう︒

，

の言語状況であった︵クレオールとディグロスィの問題

については︑林︵一九八三年︶を参照のこと︶︒

＊

ここまで︑ビジンとクレオールそれぞれの典型例と︑

その例からうかがえるピジンとクレオールの特徴のいく

つかを述べてきた︒それを踏まえて︑これらの言語が︑

これまでどのように研究されてきたかを振り返ってみる
ことにしようo

ピジン・クレオール研究略史

前史

一一

二−一

クレオールの文法が最初に書かれたのは︑一七七〇年︒

所は︑当時デンマーク領だったカリブ海のヴァージン諸

島︵現在はアメリカ領︶︒この地には︑一七世紀後半の

入植以来︑オランダ人プランターとその奴隷が住みつい

ていた︒したがって︑このとき書かれたのはオランダ

語・クレオールの文法︵モデルはラテン語文法︶である︒

って初めてその文法が書かれた言語のケースは︑いわゆ

そしてそれを書いたのは宣教師だった︒宣教師の手によ

る第三世界にはたくさんある︒クレオールもそのひとつ

だったわけだ︒この時代にクレオールにかかわったのは︑
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の寓話がクレオールに訳されたのも︑この頃のことであ

どが収集され︑会話集が編まれた︒また︑フォンテーヌ

種の流行となった︒クレオールのことわざやお話︑唄な

一九世紀初め︑植民地の﹁古き良き時代﹂の頃生じ︑一

異国趣味の対象としてクレオールに関心を示す傾向が︑

・かれらの出る幕ではなかった︒

パに近代的套言語挙が生まれつつあった頃であり︑まだ

た人々である︒言語挙者はといえば︑ようやくヨーロッ

宣教師をはじめ︑旅行家︑探検家︑船乗り︑商人といっ

ンな学問のひとつだった近代音声学の方法を︑クレオー

クレオールの比較研究がなされたし︑当時もっともモダ

言語学のスタイルを反映して︑カリブ海域のいくつかの

ものがなかったということでは︑もちろんない︒当時の

だった︒しかし︑かれ以外の︑同時代の研究にみるぺき

ジン．クレオール研究に手を染めたのが︑シューハルト

の言語にも及んでいた︒そんななかにあって︑

のである︒その話し手にたいする偏見や軽蔑の念が︑そ

にしろ︑まっとうな研究対象とはみなされていなかった

なるとわずかしかいなかった︒ビジンにしろクレオール

ルに適用した研究者もいた︒個々のクレオールの文法も︑

︒敢然とビ

る︒

一九世紀も後半にはいると︑クレオール研究はにわか

もはやラテン語文法ではなく︑そのクレ才ールに語彙を

﹁ビジン．クレオール研究の父﹂と呼ぱれるに値するの

に活気づく︒クレオール語法をまじえて小説を書く者が

リスト︵当時かれは︑ニューオーリンズで新聞記者をし

は︑やはりシューハルトをおいて外にはいない︒︵一九

供給したヨーロヅバの言語の近代文法をモデルにして︑

ていた︶が︑クレオール文化やクレオール社会について

世紀後半のビジン・クレオール研究の状況︑及ぴ次節の

いるかとおもえば︑クレオールだけで書かれた作品も登

ルポルタージュを書く︒こうして︑クレオール関係の情

シューハルトの研究ぷりについては︑林︵一九八四年︶

前の時代より一層くわしく記述されもした︒しかし︑

報は飛躍的に増大した︒一方︑当時の言語学も︑﹁比較﹂

を参照のこと︶

場する︒また・ラフカディオ・ハーンのようなジャーナ

という方法原理に立脚して︑ますます自らを鍛えあげて
いたが︑ピジンやクレオiルに関心をしめ玄言語学者と
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シューハルトは︑言語の研究といえば言語史の研究を

二−二 初期

それぞれの民族的影響︵o艘旨一〇冨o幕ヨ邑豪蜆①︶の結

景を異にする人々の接触から生じた混成的な言語現象を︑

だ︒周知のように︑回マン諸語はラテンロ語から分裂・

研究がロマン諸語の形成史の研究に役立つと考えたから

もそも︑かれがこれらの言語に興味を覚えたのも︑その

原因とみなされていたし︑ペイピー・トーク論は︑状況

気付いていた︒しかし︑一般に基層語は差異をうみだす

類似の文法構造を発達させていることにも︑当然ながら

その一方でシューハルトは︑さまざまなクレオールが

果として分析しようとしたのである︒

発展したとされる︒そして︑ロマン諸語間に差異の生じ

の類似性を説明することはできても︑文法構造のそれを

意味する時代に︑ビジン・クレオールの研究をした︒そ

た原因のひとつとして︑ラテン語のひろまった地域の基

説明できるとはかぎらない︒この問題についてシューハ

ルトは︑今後の研究課題だとしている︵甲ωo巨o巨邑戸

層語︵その土地の先住民族が︑ラテン語を話すようにな
る前に話していた言語︶の影響が間題にされた︒シュー

できあがったのが︑クレオールではないかと考えたので

して︑知らず知らずのうちにその基層語の影響を蒙って

響をみようとした︒奴隷がヨーロヅパの言語を話そうと

て︑ヨーロヅバ人は︑そのつど勝手気ままに自分の言語

アフリカ沿岸やメラネシアの島々では﹁土人﹂にたいし

カリブ海やインド洋の島々では奴隷にたいして︑また西

した役割を重視しようとしたようにみえる︒すなわち︑

6s︶が︑結局は︑どうやら︑ヨーロヅバ人の側が果た

ある︒しかしまた同時に︑ヨーロヅパ人の側が︑相手に

を簡略化しているようにみえるが︑じつは無意識のうち

ハルトは︑クレオールの発展のなかに︑この基層語の影

あわせて︑自分の言語をみずから簡略化した可能性も考

に︑なんらかの一般的な原理にしたがってそうしたのだ︑

トによってさらに掘り下げられることもなく︑その後な

となろうか︒この普遍論を思わせる論点は︑シューハル

慮にいれていた︵この後者の考えかたは︑後のブルiム
フィールドやホールに引き継がれ︑乳母や母親が幼児に

がらく︑かえりみられずにおかれた︒

話しかけるときに用いる︑舌足らずの簡略な話し方︵ベ

イビー・トーク︶に比せられた︶︒すなわち︑文化的背
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し触れておく必要があろう︒

シューハルトを批判したメイエについては︑ここですこ

ことに尽きるのではないか︒そのような状況にあって︑

変わらず︑こく周辺的な位置しかあたえられていなかった

はり︑ビジン．クレオール自体が︑研究対象として︑相

とも︑確かにその一因になっていただろう︒しかし︑や

るにとどめ︑あえて理論的なモデルを提起しなかったこ

の論文のあちらこちらに︑きらりと光る洞察をしのぱせ

あったようにもみえない︒なぜか︒シューハルトが︑そ

をふくむ︶が発表されていながら︑当時さしたる反響が

これらの言語に関して︑四〇点にものぼる論文︵蕃評文

しかし︑そのビジン・クレオール研究に話をかぎれぱ︑

れの学問が及ぼした影響は︑決して小さくはなかった︒

シューハルトは当時高名空言語学者の一人であり︑か

うるものであってふたつの言語にではない︑という考え

その言語体系の点でも︑ひとつの言語にのみさかのぽり

には︑ある言語は︑その話し手の感情や意志の点でも︑

かにはない︒﹂︵＞．峯Φ昌9一岩宝︶というわけだ︒こご

語的な表れである発音と文法の間断なき存続をおいてほ

継承された︑ある言語を話すのだという意志の︑その言

決定するのは何であるかといえぱ︑︹世代から世代へと︺

感情や意志を前提にしたものである︒﹁﹃言語の系統﹄を

体に属する仲間とおなじ言語を話しているのだという︑

手の︑前の世代とおなじ言語を︑そして同一の言語共同

て言語の系統とは︑自他の言語の要素を識肌できる話し

重視しているとして︑批判したのだった︒メイエにとっ

して言語間に介在する︑混合といううわべの言語現象を

の意志を軽視し︑借用︑模倣︑外来の影響などの結果と

メイエは︑言語の系統関係を論じるにあたって︑シュ

ィーの表現でもあるこの観点は︑言語学という専門の枠

方がはっきりと表れている︒ゆるぎないアイデンティテ

をこえて︑ひろく一般に受け入れられてきた︵同時に︑

ーハルトのいう﹁混合語﹂という概念を問題にし︑﹁シ

ューハルト氏は︑話す主体の観点にではなく︑言語の観

したという面もあったであろう︶︒・シューハルトは︑い

一般化していた考え方を︑言語学の側ですくいあげ整理

なわちメイエは︑シューハルトを︑自分が話している言

ろいろ空言語現象を材料にしてこの観点に挑戦したわけ

点に身を置いている︒﹂︵＞．竃①⁝鼻H竃H︶と評した︒す

語についての話し手の感情や︑それを話そうとするかれ
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相手を組み伏せるには至らなかった︒

隷達は︑そのベイビー・トークこそ正しい言語なのだと

なった︒すなわち︑たがいの母語では通じ合えない両者

ッバ語とは随分へだたった︑簡略な言語が生ずることに

思って︑それをまた模倣する︒こうして︑もとのヨーロ

シューハルトが没して︵一九二七年︶からは︑しぱら

が︑上下の関係を成して接触し︑上に立つ言語を︑両者

のひとりであるホールによって踏襲され︑かれの研究を

くのあいだ︑ピジンやクレオールの研究に手を染め至言

黒一戸s3︶である︒この書のなかで︑ビジンやクレオ

通じてさらに一層広められることになった︒シューハル

が交互に︑不正確にかつ簡略に用い合った結果が︑ビジ

ールの議論に割かれたのは︑わずか数ぺージ︵毛︒ミN

ト同様ロマニストとして出発したホールは︑太平洋戦争

語学者もいなくなった︒ただ︑その後のビジン・クレオ

ーヨ︶にすぎない︒しかし︑かれの影響カのおおきさも

のさなか︑アメリカ軍の後援を得てメラネシアのビジン

ンであり︑クレオールであるというわけだ︒

あって︑後の研究者は︑数百ぺージの重みを感じること

英語の研究に取り組んだ︒その後︑かれの研究対象は︑

ール研究におおきな影響をおよぼした書物が︑この時期

になった︒行動主義にのっとったブルームフィールドの

オーストラリア︑ミクロネシア︑中国などのビジン英語

この考えかたは︑ポスト・ブルームフィールディアン

言語観は︑当然ビジンやクレオールにたいする見方にも

おなじ頃︑カリブ海地域のクレオールの研究に取り組

んでいたテイラーは︑ホールに代表されるピジン・クレ

や︑スリナム︑ハイチなどのクレオールにまで及んだ︒

オール研究の主流に異議をとなえ︑クレ才ールの起源を

反映している︒かれによれぱ︑奴隷などの劣勢な立場に

を耳にするヨーロッパ人は︑かれらは自分達の言語︵ヨ

完全には模倣できずにブロークンな話しかたをし︑それ

めぐって論争をいどんだ︒

テイラー︵∪︒Hξ一〇﹃一ε蟹︶は︑ビジンは誰の母語で

ーロヅバ語︶を正しく話す能カがないとみて︑かれらに

ある話し手は︑優勢な立場にあるヨーロッバ人の言語を

に著された︒ブルームフィールドの﹃与一呈叩﹄︵■．里oo昌−

二−三 中期

だが

■

たいしてベイビー・トークをもちいる︒それを聞いて奴
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目には︑自分自身の言語の文法バターンのはなはだしい

系統観にはなじまないとした︒そして︑ヨーロッバ人の

ら発展したのだから︑これらの言語は︑メイエ流の言語

もないし︑クレオールはその誰の母語でもないビジンか

発点において反しており︑そういう系統論の枠組には収

統論の前提である﹁母語としての連続性﹂には︑その出

ヨーロヅパ語ではなくアフリカ語であり︑メイエ流の系

である語彙を︑自分自身のバタiンにもとづいて解剖し

であり︑かれらは︑相手以言語の︑より見えやすい部分

ろうと︑より大きな努カをはらうのは下位グループの方

しは政治的に対等でないとき︑相手と意志の疎通をはか

する︒そして︑接触している両グループが︑社会的ない

辞論的バターンを用意し︑他方は︑基礎的な語彙を提供

ものだという︒一方は︑基本的な形態論的パターンや統

あるこれらの言語は︑養い親をふたり持っているような

ある可能性があるとして︑発生的にはいわば﹁孤児﹂で

の諸言語に共通した文法バターンが︑保存されたもので

らクレオールの基本的套言語構造の共通の源泉とはみず

ることは認めながら︑テイラーのように︑それを︑これ

さまざまなクレオールのあいだにあきらかな類似性があ

っては︑英語がその基礎にある︒したがってホールは︑

関係しない︑と考える︒同様に︑英語・クレオールにと

構造も持ち込まれはしたが︑それは表面的な部分にしか

ビジン・フランス語の話し手を通じて︑アフリカの言語

九世紀と二〇世紀のフランス語と関係がある︶︑初期の

は︑一七世紀のフランス語であり︵語彙に関しては︑一

ス語・クレオールにとって系統上基本的な関係にあるの

＞︒匡凹＝一旨・一H湯O︒︶︒かれは︑結論的にいえぱ︑フラン

このテイラーの考えかたに︑ホールは反論する︵印

まらない言語である︒

やりくりした︒その結果生じたのがビジンであり︑それ

に︑たまたま共通のアフリカ基層が顔をだしたにすぎな

簡略化と映るものも︑実際には︑いくつかの西アフリカ

の発展形態であるクレオールだとすれぱ︑クレオールが︑

カ基層のためにたがいに似通ってみえるが︑本質的には︑

いとみなす︒すなわち︑ビジンやクレオールは︑アフリ

っているのも︑納得がいくというわけである︒要するに︑

英語やフランス語など︑個々のヨーロッバ語の系統に属

たがいに異なる語彙を持ちながら文法構造の面では似通

ビジンやクレオールは︑その文法構造にもとづくかぎり︑
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比較言語学や構些言語挙の方法についても︑シューハル

あいだでさらに一層意識されるようになった︒と同時に︑

うに分類されるべきなのか︑といった問題が︑研究者の

たこれらの言語は︑どのような基準にもとづき︑どのよ

た︶︑ピジンやクレオールはどのように生じたのか︑ま

ールは︑メイエのメンタリスティヅクな傾向をしりぞけ

普遍論を示唆したシューハルトには気付いておらず︑ホ

テイラーとホールの論争を通じて︵ただしテイヲーは︑

シューハル∴とメイエの諭争の再現ともいえる︑この

わる問題として︑頻繁にとりあげられるようになる︒こ

語教育に関する間題も︑ビジンやクレオールと深くかか

整備と標準語教育︑正書法の確立といっ杢言語政策や言

アイデンティティーなどの問題や︑脱文盲化︑標準語の

少数民族の言語︑言語にたいする態度︵意識︶︑言語と

社会言語学で取りあげられる︑バイリングァリズムや︑

ン・クレオール研究と接点をもつようになる︒さらに︑

及したディグロスィの場合のように︑多くの点で︑ピジ

社会言語学的な研究も︑ようやく盛んになり︑すでに言

素生言語外的な要索の相互連関を記述分析しようとする

自らを押し出していくことになる︒他方︑言語内的な要

トやテイラーの問題提起をふまえ︑さらに検討をくわえ

うしてビジンやクレオールは︑社会言語学の重要な研究

することになる︒

る必要が痛感されるとともに︑それらの方法にとらわれ

対象にもなり︑その発展に貢献することになった︒

チ目ムスキーが華々しく言語学の世界に登場し︑言語

二−四

の時期に︑あたらしい仮説が提起された︒﹁語彙差し替

の間題に関しても︑五〇年代から六〇年代にかけてのこ

マであった︑その形成発展の問題やその構造上の類似性

一方︑最初からビジン・クレオール研究の重要なテー

研究のスタイルがおおきく揺さぶりをかけられ始めた頃︑

この説のかなめは︑一五世紀のポルトガルのアフリカ

え説﹂がそれである︒

ャマイカでひらかれた︵一九五九年︶︒そしてこれを機

進出にともなって︑西アフリカでピジン・ポルトガル語

ビジン・クレオール研究に関する最初の国際会議が︑ジ

現在︵一︶

ない新たな方法の必要性も意識されるようになった︒

し

に︑ビジン・クレオール研究は︑独自の研究分野として

10？
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たとえ︑着せ替え人形よろしく︑ピジン・ポルドガル語

分法にのっとって︑さしずめ前者を肉体に後者を着物に

ような︑時代を代表する個人の仕事が影響力を発撞し︑

研究者が多くなった︒もはや︑シューハルトやホールの

六〇年代を通じて︑ビジン・クレオールに関心をもつ

﹁ビジン・クレオール﹂として統一的にとらえようとす

の文法構造という肉体に︑それぞれ英語やフランス語︑

それによって研究全般がリードされるという状況は︑消

が用いられるようになったと仮定したことである︒さら

オランダ語などの語彙という着物を着せるという︑発想

えうせた感があった︒広範な研究成果をうみだしていた

る気運をおおいに刺激することに貢献したのである︒

の妙も注目に値しよう︒それもこれも︑語彙は異なるが

クレオーリストたちは︑所もおなじジャマイカで︑二回

に付け加えるなら︑文法構造と語彙という従来からの二

文法構造は似ているという︑クレオール諸語の特徴を説

めの国際会議をひらいた︒一九六八年のことである︒そ

こで発表された論文は︑経験ゆたかな社会言語学者ハイ

明せんがためである︒

﹁語彙差し替え説﹂には︑印欧比較言語学のアナロジ

ムズによって編集され︑出版された︵∪・︸く昌蔓岩冒︶︒

名実ともに学間分野としての市民権を得たといえよう︒

ーという面もある︒この説は︑後者と同様︑二兀起源論

うに︑この説は︑ピジン・ポルトガル語を必要とした︒

四〇本にのぼるそれら論文のなかには︑初めて紹介され

この論築の出版によって︑ビジン・クレオール研究は︑

しかしこのピジンは︑歴史的な状況証拠にもとづいて想

るピジンやクレオールの記述にまじって︑ウィッナム

の立場をとり︑後者が印欧祖語を方法論上必要としたよ

定されたものであるだけに︑いまだその存在が実証され

︵宍・ξξ昌旨昌一−o曽︶や︑ファーガソン︵ρ＞・句昌o目〒

甲≦豪2■岩曽︶︑アリーン︵峯．O．＞＝2目9εご︶ら

ていないことや︑カリブ地域以外の︑たとえぱハワイの

弱点となっている︒それにもかかわらずこの説は︑個々

の︑その後の研究におおきな影響をおよぼすことになる

眈oPHξH︶︑ガンバーズとウィルソン︵−−Ω目昌鴉冨陣

のビジンやクレオールを︑それらに語彙を提供したヨー

論文が合まれていた︒かれらの研究は︑いずれもプロセ

英語・クレオールとの歴史的関係の薄さなどが︑この説の

ロッパの言語との個別の直接的な結ぴつきから切り離し︑
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ッナムは︑どのような条件のもとで︑ピジン化が生じ安

スを︑それぞれの観点から問題にしたものである︒ウィ

ァージン諸島のセント・トマス島でひらかれた会議は︑

なかでも︑七五年にハワイで行われた会議と七九年にヴ

した国際会議や研究会が︑頻繁にひらかれるようになる︒

璽要なものである︒そこで発表された論文は︑前者はデ

定化するかを論じ︑ファーガソンは︑コービュラの欠落
をめぐって︑ベイピー・トークなどにみられる簡略化の

イによって︑後者はヴァルドマンとハイフィールドによ

じた︒こうしてビジン・クレオール研究は︑これらの研

として機能する︑文化変容︵8o葦膏註昌︶の間題を論

ーンは︑クレオール化の前提であり︑それを支える基盤

りあげ︑それとクレオール化との関連を問題にし︑アリ

カンナダ語とのあいだの収東現象︵8⁝胃岬g8︶をと

のウルドゥー語︑マーラティー語と︑ドラヴィダ語系の

た︵﹄．向．射Oぎ①鼻①9凹r＼■︷ミ

が編まれたが︑八○○余頁にものぼる大部なものであっ

ビジン・クレオールに関する文猷のビブリオグラフィー

らによって︑原則として一九七一年末までに出版された︑

もはや枚挙にいとまがない︒一九七五年に︑ライネッケ

もかずかず出版されている︒個人の研究にいたっては︑

＜p巨昌彗二①o．H︶︒さらに︑よき編集者を得て︑論文集

＜夢三昌彗淳＞．＝荷プ箒巨一6o︒〇一＞．＝揖すま巨涛＞．

って︑それぞれ編集され出版された︵声Uξ一so．o㌔＞・

プロセスと︑ピジン化のそれとを関連させて論じた︒ま

究をパネにして︑もはや一時の流行でもなく︑言語挙の

§〜Q§︑

たガンバーズらは︑インドのある村における︑印欧語系

片すみにひっそりとうずくまる物珍しい研究分野でもな

表された文献の目録を編むのに︑もちろんこれほどのぺ

して︑言語学の一分野という性格をいまだ保持してはい

現在のビジン・クレオール研究は︑言語研究の一環と

ることだけは確かである︒

卜§窒金雨夕弓勺一〇︷＝凹ミ邑︶︒それ以降発

奏§︑きk県︑ミ軸§

く︑言語の︑言語と人間の︑そしてまた言語と社会の︑

ージは必要ないだろうが︑すでに相当な数にのぽってい

ビジンやクレオールをテーマに

その根幹にかかわる問題を追及する分野として︑ますま

現在︵二︶

すその必要性と重要性の度を高めていった︒

二−五

七〇年代にはいると︑
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語のバイオ・プログラム諭を唱えているビヅカートンの

立つのが︑七〇年代の半ぱ以降︑普遍論の立場から︑言

ば︑当撚のことである︒そんななかにあってひときわ目

話し手がどのような状況に置かれてきたかを考えてみれ

これらの言語が話されている地域や社会において︑その

る︒これは︑ピジン・クレオールの形成発展の歴史や︑

は︑この社会特有の事情のために︑クレオールという言

すぐにかき消されてしまうのに対し︑クレオール社会で

ムの洗礼を受けるわけだが︑それは一瞬のことであり︑

とする︒通常の言語社会に生まれた子供もこのプログラ

形式に取り替わったり︑それを変質させたりするからだ

で︑その社会に特有の有標の︵昌彗庁a︶形式が︑無標

語が表面上異なってみえるのは︑子供が杜会化する過程

を想定する︒したがって︑このプログラムは︑無標の

存在である︵かれの立脚点については︑すでに言及した

語形態として実現し︑保持されてきたのだという︒クレ

るが︑社会言語学や心理言語学はもちろんのこと︑他の

林︵一九八五年︶を参照のこと︶︒最近の︑日本におけ

オール諸語の示す類似の文法構造は︑したがって︑この

︵昌昌彗庁＆︶形式だけから成っていることになる︒諸言

るビジン・クレオール研究の受け入れかたも︑かれの所

プログラムがあらわな形で実現したものと解される︵こ

学間分野と接点をもちうるテーマにも触手をのぱしてい

説を中心にしてなされている︵ビッカートン︵一九八五

ッカートンは言語の﹁ルーツ﹂をさえ論じた︶︒こうし

の観点をはるか人類の誕生の時代にまで投影させて︑ピ

ピヅカートンのクレオール化論によって︑クレオール

てビッカートンは︑基層論や︑語彙差し替え説にみられ

年︶およぴ月刊﹃与目語﹄一九八五年十一月号︶︒

間の構造上の類似性の問題も︑あらたな展開をみせるこ

る伝播論をしりぞける︒それらの議論が重視している要

ビッカートンが材料として用いたのは︑主としてハワ

とになる︒かれは︑﹁語彙差し替え説﹂が︑ミッシング・

説明原理として︑ある条件の下で子供が母語を獲得する

イの英語・クレオールである︒ハワイでクレオール化が

因は︑いずれも二次的なものだというわけである︒

ときに発動される︑大脳に生得的に組み込まれた︑人間

問題になるのは︑今世紀初頭であるとし︑当時生まれた

リンクとしてビジン・ポルトガル語を想定したように︑

という種にとって普遍的な︑言語のバ︑イオ・プログラム
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ヅカートンが自分の理論の根拠にしたデータは︑移民と

オール化に先立って︑ビジンが存在していた可能性が強

しりぞける︒これにたいしては・ハワイの場合も︑クレ

らクレオールヘという︑従来のクレオール化論の図式を

なかったとする︒ピヅカートンはこのように︑ビジンか

グラムにのっとって︑自らクレオールを創造せざるをえ

を果たしてくれるピジンも手近にはなく︑パイオ・プロ

を獲得する動機づけももたず︑といって橋わたしの役割

子供達は︑深刻な多言語状況のなかで︑もはや規の母語

に共通して見出せるそれと類似していることを示そうと

あげ︑それらが共通に示す文法構造が︑クレオール諸語

︵峯︒U嘗宗戸筍O︒一︶は︑いくつかのアフリカ言語をとり

れてきた感がある︒この種の批判に応えるべく︑ボーデ

語として︑二︑三の言語がいささか悉意的にとりあげら

は︑クレオール語と類似の文法構造をもつアフリカの言

ないと︑かねがね基層論を批判してきた︒たしかに従来

らかにされないかぎり︑基層語の影響を論じても意味が

いつどこにいて︑問題の言語に影響をおよぼしたかが明

しかしビヅカートンは︑どのよう空言語を話す人々が︑

した︒

と密接な関係をもつビジン英語を知っていたと恩われ

国人も多く︑かれらは︑カリブ地域の英語・クレオール

を持ち込むとともに︑カリフォルニアからやってきた中

きた中国人︵中国の沿岸部で用いられていたビジン英語

いる︑アフリカという地域に特徴的な言語現象︵彗窒一

うえで︑アフリカのさまざま套言語にひろく分布して

とみる見方も︑現実的ではないとしてしりぞける︒その

る︒また︑単一の言語や言語群を影響をおよぼした基層

それのみに基づいて理論を組み立てることには︑反対す

は︑ピッカートンの普遍論を全面的に否定はしないが︑

これらの議論をふまえたギルマン︵O．9巨竃しoo︒①︶

る︶とポルトガル人が︑すでに安定したビジンを用いて

守津冒霧︶の重要性を説く︒それは︑統辞論︑音韻論︑

意味論の各面にわたって確認でき︑その多くが︑大西洋

いたはず︑というわけである︒ホームは︑あきらかに伝

り︑不適当だと批判する︒すなわち︑それ以前にやって

しては後発組の日本人やフィリビン人から得たものであ

いという反論がある︒ホーム︵−．︸o巨L湯①︶は︑ビ

■

播論の立場にたつとともに︑アフリカの基層語の影響も
重視している︒
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する︒アフリカの諸言語間には︑長期にわたって大規模

フリカ人の話し手によって選択され︑維持されてきたと

めぐる理論的な議論に傾く傾向が強いが︑これまで当然

最近のビジン・クレォール研究は︑ユニヴァーサルを

一本だけですべてを測ることは︑できないということだ︒

的なるものからヨーロヅバ的なるものへ︑という物差し

な収東現象が生じており︑したがってアフリカ人から見

視されてきた観点をあらためて間題にし︑それにかわる

をはさんで分布するビジン・クレオールの形成時に︑ア

れぱ︑この収束化のプロセスに︑比較的最近︑ヨーロッ

上のギルマンの場合もその一例であるが︑それらに共通

視点を与えようとする試みも︑いろいろとなされている︒

とかく従来は︑ヨーロヅパ人︑ヨーロッバ文化︑ヨー

して言えることは︑ヨーロッバ人との接触の結果生じた

バの菌言語をあらたに巻き込んだだけのことなのだ︒

ロッパ語の系を上におき︑それに対し︑たとえぱ︑アフ

言語事象に関して︑アフリカ人やアジア人︑アメリカ人

︵インディオ︶の果たした役割を︑従来のように受動的

リカ人︑アフリカ文化︵しばしぱ︑これは無視されてき
た︶︑アフリカ語の系を下におくという図式の中で︑ピ

なものとせずに︑逆に︑能動的な役割を果たしたとして︑

ンティティーやエスニスィティーを扱った社会言語学的

ジン・クレオールの形成発展を論じることが多かった︒

の西アフリカでは︑一両者は対等であったとし︑その形成

な研究について︑特に言えることだ︒いま最も望まれて

高く評価しようとしていることである︒これは︑アイデ

に際しても︑イニシアチブをにぎっていたのはアフリカ

いるのは︑これら言語の象徴性にふかく配慮した研究で

その点ギルマンは︑少なくともピジンが形成される時期

人の側であったという︒伝統的な村を離れ︑交易の盛ん

あろう︵Oけ考．≦鶉冨σ彗oq戸−湯〇一■o勺印的Φ淳H守

上では︑主として言語学プロパーからするビジン・ク

あとがきにかえて

σo胃g−穴①＝g一一湯3ω目ざ＝夢俸峯o目o員一宕ooα︶︒

な大きな町に出てきた︑さまざまな母語をもつ人々にと
って︑ピジンは︑橋わたしの機能を果たす一方︑ヨーロ

ヅバにも村にも属さない︑ネオ・アフリカ的としを言い

ようのない︑かれらの新しい生活世界の象徴であり︑そ
れを表現する手段でもあった︵O・9巨彗しミo︶︒伝統
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レオール研究を振り返ってきた︒そこには︑＝兀論対多
元論︑合理論︵演繰主義︶対経験論︵帰納主義︶︑メン
タリズム対メカニズムなど︑ヨーロヅバの知的伝統にね

ざす様々な対立が︑あるときはそのまま︑またあるとき
はいくつか組み合わされて︑表れているのがみてとれた︒

なるほどビジン・クレオールは︑言語研究の恰好の﹁実

験室﹂である︒だがその反面︑抽象度の高い理論に関心
が向けぱ向くほど︑生身の人間の婆は視野から消えてい

くことになる︒たとえぱ︑ヨーロッバのかつての宗主国
に移り住んだビジンやクレオールの話し手は︑自分達を
一段低く見ることに憤れきっている社会や文化と闘い︑

アンビバレントな感情に引き裂かれそうになる自分自身

と闘い︑結局︑今日を今日たらしめている﹁歴史﹂と闘
わざるをえなくなる︒その−かれらの目には︑この﹁実験

室﹂はどう映っているだろうか︒このような問いかけが
意識されるようになったのも︑︒こく最近のことである︒

そのこと自体︑主として外来者によるピジン．クレォ﹁
ル研究の従来のありかたが︑どのようなものであったか
を物語っていよう︒
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