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フランスにおける董言語のとらえ方につ
−1方言と少数言語の復権のためにー

︑

ちは︑ビカール語︑ガロ語︑ノルマン語︑モルヴァン

︑

フランスでは︑一九八一年五月のミッテラン政権の誕

言とみられてきたことぱまでが教育の話題にのぼりはじ

うになった︒これに刺激されてか︑これまではたんに方

語の教育が単校教育のなかでかなりの程度認められるよ

入学資格試験科目として正式に認められた︒ブルトン語

に擁護運動が広がり︑八三年五月には︑はやぱやと大学

トン語復権運動が模範となって︑七〇年代後半がら急速

東部ブルターニュ地方のことぱであるガロ語は︑ブル

︵甲9o邑彗︵＆．︶一H凄N︵−湯阜︶一心畠︶︒

めている︒これを代表するのが︑フランス北部のオイル

やバスク語が何十年も運動をつづけたすえにようやく獲

語圏のことぱであるが︑ここではこれまでの方言
観の再考をせまるような動きもあらわれている︒

ことぱの価値に上下があるなかでは︑彼らのことぱ

ある︒とはいえ︑ガロ語の統一綴字法が出版されたのは

田彗σ目og葭一■一

やっと八四年になってからであり︵﹂︒−

︑

︹オイル語︺を方言と呼ぷのは︑これをさげすむこと

5o︒阜︶︑それでも︑書きことぱが完全に一つにまとまっ

︑

得した地位は︑ガロ語ではわずか数年で与えられたので

言誘

トン語︑バスク語︑オクシタン語など︑いわゆる少数言

語︑ポワトゥー語がりっぱ空言語であると主張する

原
生後︑とくに翌八二年六月の文都省通達によって︑ブル

い
て

であると考えるので︑もっとも意欲的套言語運動家た
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はじめとして︑その後の多くの言語挙︑方言学の基本文

が︑この冒頭にかかげた個所であり︑ヴァンドリェスを

いL︵ω︒勺O軍H漂9ごま︶︒このなかでとくに有名なの

こうした状況をふまえ︑かつ︑少塾言語復権を念頭に

献に引用されることになる︵〇二−・＜o邑q26竃

たとはいいがたい状況にある︵＞︒■⑦守σく員宅O︒︒︒二ご︶︒

おいたうえで︑フランスにおけるさまざまなことばをど

︵H竃ω︶一ωoo3−司o胃ρ目g一宅s︵岩亀︶一−ooo〇一峯・ρ

うとらえたら実りある議論に役立つか︑さぐってみるこ

旨o巳♂p6s一宅ごΩざHρ里自︵＆．︶一宅o0N︵尼oo全︶一−ω︶︒

北のフランス人と南のフランス人とをさく境界線は

語の存在を否定したことである︒当時︑この両者の言語

境界の否定︑すなわち︑フランス語に対するオソシタン

とに し た ︒

現実に存在するものではない︒フランス国土のはじか

境界の存在を前提にした研究がすでにあり︑それはたと

パリスの菱言の重要な点は︑フランスの南北間の言語

らはじまで︑わが民衆のことぱは広大なつづれ織りを

えぱ︑ロマン諸語研究会︵一八六九年設立︑この種の学

亥言否定の論理

なしており︑その多様な色あいはあらゆるところで微

会としては最初のものといわれる︶のメンバーによって

＾1︶

妙なニュアンスでぼかされている︵ρ︸胃貝畠o．o︒一

一九世紀後半のフランスで︑言語学や民族学といった

クシタン語を文学語として再生しようと活動しつつあっ

境界についての研究﹄であり︵巾o勺し湯9＝s巾︶︑才

一八七六年に発表された﹃オヅク語とオイル語の地理的

新しい学問が基盤をかためるうえで主導的役割を果した

た団体﹁フェリブリージュ﹂︵一八五四年設立︶の印心

一s︶︒

博学者ガストン・バリス︵一八三九−一九〇三年︶が︑

総括講演として﹁フランスのさまざまなことぱ﹂と題し

が︵㌣Oブ彗H竃P旨o．7SH︶︑バリスは︑こうした研

年︶によるオクシタン語大辞典︵一八七八年︶であった

人物フレデリック：ミストラル︵一八三01一九一四

ておこなった演説は︑﹁当否は別にしても︑フランスに

究に対して︑異議を申したてたのであった︒彼の真意は︑

一八八八年五月二六日︑パリにおける学術会議総会での

おける方言学研究の出発点として考えられる場合が多
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＾2︺
一体的実体としての方言を否定することにある︒

わがフランス語のように︑同一起源の言語的集団に

ての存在を否定していた︒この考え方をさらにたどって

ヵ・向目o口一〇■−湯9塞ひ︶として︑方言の客観的実体とし

といえども︑自然な一体的集団とはいえないL︵O弄一三

いくと︑地方地方のことぱはたがいにからみあい︑混合

︑

おいては︑方言というのは現実には存在しない︒実際

しあうので︑その境界を画定するのは不可能であると説

︑

にあるのはさまざま套言語的特徴だけであり︑それが

いたフーゴー・シューハルト︵一八四二−一九二七年︶

て︑ことぱの変化も波の︒ことく広がり伝わる︶とする考

おのおの多様にからみあって地方のことぱがなりたっ

の方言学の創始者﹂︵H・Ho己竃一﹄．OP−ミ？さ︶と

え方にいきつく︵﹃印欧諸語の親縁関係﹄一八七二年な

︵﹃俗ラテン語の母音組織﹄一八六六−六九年など︶と︑

もくされるアスコリ︵一八二九パ一九〇七年︶の︑方言

ど︶︵O．困oけ蔚；貝ち寒二ご一勺o里曇oLH；含一

ている︒したがって︑ある地方のことぱは︑四方に隣

を一個の一体的な有機体とみなす考え方︑に対する反論

＞︒田豊FH漂9いo︒︶︒言語恩想史的には︑このように︑

これの一般化とみなされるヨハネス・シュミット︵一八

といえる︒じじつ︑バリスはこの個所で︑アスコリがフ

シューハルト︑シュミヅト︑マイヤー︑バリスとつなが

接する地方のことぱと共有する特徴ももつし︑異なる

ランコーープロバンス語という概念を提示した際に︵﹁フ

るその歩みの上に︑フランス言語地理学の創始者ジュー

特徴ももつ︵勺胃互崖o．o︒一ご戸傍点は原文イタリヅ

ランコー−プロバンス語素描﹄一八七五年︶︑そめ書評

ル・ジリエロン︵一八五四−一九二六年︶が位置する︒

四三−一九〇一年︶の﹁言語波動説﹂︑すなわち︑言語

︵﹃ロマニア﹄誌第四号︑一八七五年︶で彼を批判したポ

ジリェ回ンは︑高等研究実習院で︑彼のために設けら

を水面にたとえれぱ地方のことぱは波である︵したがっ

ール・マイヤー︵一八四〇1一九一七年︶を援用してい

れた方言学講座の教授となって以来﹁四三年間︵一八八

言語思想史的にみると︑これは︑﹁学術的研究として

る︒マイヤーは﹁方言自体︑われわれがかなり意図的に

三−一九二六年︶にわたるその教授職のあいだ︑フラン

ク︶︒

あみだした概念にすぎないのであるから︑いかなる方言
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スの方言学者たちの師としてあったぱかりでなく︑直接

方言意識の問題

研究史のレベルをはなれ︑具体的な話し手のレベルで

二

でもあった﹂︵勺o掌一湯9−．いo︒︶が︑バリスから受け

方言否定の論理を考えるとすれぱ︑﹁方言コンプレック

にしろ間接にしろ︑ヨーロッバのすべての方言学者の師

つぐ方言否定の論理をさらに進展させる︒これがすなわ

ス﹂︵柴囲︑−湯o︒；く︶︑つまり意識における間題が焦点
となる︒

ち﹁それぞれの単語がそれ自身の歴史をもつ﹂という考
え方である︵Ho邑凹目一〇昌一−暑o二；一〇ブ讐冨目〇一−竃■

ことになる﹃フランス言語地図﹄︵一九〇二−一〇年︶

るよう選ぱれた六三九個所の地点で調査して公刊される

二〇にのぼる語彙項目を︑フランス全土にほぽ均等とな

少ない場合が多いが︑そうした人ぴとの用いる地域的に

水準や文化のおとっている人ぴと︑農村で一般に人口の

は︑﹁近隣の︵共通語を用いる︶人びとと比べて︑生活

トワ﹂という単語がよくひきあいにだされる︒この単語

フランス︒では︑方言蔑視を象徴するものとして︑﹁パ

が語彙項目︐ことの地図からなりたっているのは︑まさに

隈られたことぱ﹂︵﹃ロベール﹄︶というように︑否定的

s阜︶︒有能な実地協カ者エドモンの助カをもとに︑一九

この考え方にもとづいているからにほかならない︒

価値づけをともなって定義される場合が多い︵O＝i

バトワの語源はあきらかではないが︑ニニ世紀の文献

峯o貝−湯？3一田中︑ハールマン︑H凄︐3︶︒

この手法によって︑方言の一体性は雲散霧消してしま
う︒さらに︑語彙に焦点をしぼることで︑彼の言語地理

学は︑比較言語挙がつみかさねた歴史的領域をとりこむ

に．すでに登場している︵旨＞＝罵一岩o．9員戸い︸︶︒し

．

ことになる︒そして︑この連続性を中心的視点とする考

かし︑ニハ世紀までは︑たんに理解できないことぱをさ

＾3︶

え方は︑形は変えながら現在にもつづいており︑方言復

し示すだけで︑軽蔑的ニュアンスはな・かった︵＞︒田昌戸

宅ま一〇︒企︶︒この世紀の後半に︑新しく﹁方言﹂という

権のための教育運動ぱかりでなく︑方言の認知そのもの
＾4︶
をもおぴやかしている︒

単語がギリシャ語から導入される︵俗語での初見は一五
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五〇年のフランス語文献︑≧巨具−凄9曽︶︒ただし︑

あろうか︒これについては︑オヅク語など地方語問題の

方言は書かれなくなると退廃する︒書かれなくなる

専門家オーギュスト・ブランがたいへん明解な解答を与

と︑さまざまな変種への分化がすすみ︑そのうえ︑い

この頃の方言というのは︑おもに作家たちのあいだで使

ことのできる地方的なことぱ︑という意味であった︵−．

わゆる上流階級が共通語を用いはじめ︑話しことぱで

えた︒

○蟹昌彗P岩S一掌o．lH冒︶︒したがって︑中央のこと

方言を使わなくなると︑その崩壊はさらにはやまる

われた高級な用語であり︑文単語として一般化して使う

かったが︑一七世紀になって︑この関係がはっきりしは

ぱと対立関係にあることぱをさし示していたわけではな

方言の民衆的形態は︑それ自身の文挙と教養の伝統

︵b昌p筍ま一Φ︶︒

とぱの一種﹂︵リシニレ﹃フランス語辞典﹄一六八九年︶︑

をたちきられ︑国語と競合するとパトワとなる︵︸

じめると︑もう一つのバトワという単語に特有の意義が

﹁貧しい人びと︑農民︑子どもなどの用いる野卑で乱れ

Ω巨H彗pH漂o〇一〇〇︶︒

現代7ランスの代表的言語挙者のひとりピエール・ギ

たことぱ﹂︵フユルティエールの辞書︑一六九〇年︶で

ここでは詳述しないが︑フランスでは︑じっさいに︑

付与されることになる︒一七世紀末に出された辞書の定

ある︵軍冒一−睾？o︒ω︶︒地方のことぱに対する軽蔑の

それぞれの地方が独自の書きことぱをもっていた時期が

ローも︑この点ではまったく一致している︒

意識はこの頃一般化したのであり︑ごれ以降︑方言をし

ある︒しかし︑これが剥奪されることによって︑方言は︑

義では︑﹁紳士のことぱとは異なった︑地方の野卑なこ

ゃぺる者たちに否定的意識をうえつけていくことになっ

権威づけの大きな柱を失ってしまったのである︒

方言蔑視思想を形づくる大きな要因となったとすれぱ︑

ん明快な方向性が浮んでくる︒書きことぱを失うことが

こう考えることによって︑方言復権にとってはたいへ

？︶

た︒ここではじめて︑﹁人ぴとにとって威信が最底であ
る方言﹂︵向︑曽彗O目害一H署N一睾O︶としてバトワが確立

することになったのである︒

さて︑こうした方言蔑視の考え方はなぜ生まれたので
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範のなかで︑なんといっても重要なのは規範文法であり

現象はこの種のものである︒しかしながら︑ことぱの規

復興をめざせぱよいのである︒そして︑このように︑話

方言においてもこれを獲得することが︑その復権につう

この蔑視思想を打破するには︑ごく単純に書きことぱの

しことぱに対して書きことぱの軸をたてることが︑規範

じる重要なめやすとなる︒この問題は︑ここで︑ことば

三

方言の定義

の規範化︑標準化の問題につながる︵P一原︑−湯N︶︒

意識の問題を考えることにつながっている︒

言語や方言をそれとして認知する理由づけとしてよく
ひきあいにだされるものに︑話し手の意識︑固有の呼ぴ
名で呼ぷその意識︑というのがある︵＞・旨胃ま冨戸一温ゴ

ぱにおいて細部まで規定された規範文法への依存意識に

話しことぱレペルでのたんなる共有意識から︑書きこと

る︵Oo8・貝H畠O︶︒彼はまず︑定義としてよくいわれ

的と思われるのは︑エウジェニオ・コセリウの定義であ

数ある定義のなかで︑これにもっとも有効でかつ包括

ここでは︑言語学的な方言の定義を概賂するわけには

いたるまで︑段階的に考えられる︵■・ミo貝−暑−士

るように︑言語と方言とは実質的にちがうわけではない︑

まご向．O畠智巨しoooo二〇ご甲■α雷害一−湯o︒一むN︶︒こ

■．﹃■胃ぎ宅o︒㍗−s︶︒したがって︑ことぱの規範意

と確認するところから説きはじめる︒しかし︑言語と方

いかない︒亥言否定の論理をうち破ぷり︑方言復権のた

識は︑かならずしも書きことぱ︵書かれた規範︶にささ

言は︑対立的概念なのではなく︑方言が言語に対する関

めにどう考えるのがもっとも適切かが問題なのである︒

えられなくても存在しうる︒方言蔑視の思想は︑まさに︑

係的概念である︒つまり︑言語という概念がまずあって︑

うした言語1−亥言意識は︑より厳密にいえぱ︑ことぱの

負の規範意識としてみることもできるわけであり︑これ

それに従属する形で方言の概念がある︒さらに︑こうし

規範意識として考えることができる︒この規範意識は︑

が﹁いわぱ裏がえって︑誇りにかわる﹂︵貝ω岩旦宅曽一

た抽象的レベルでの定義におわることなく︑彼は︑歴史

のなかで言語と方言のダイナミズムを考察するために︑

−墨︶場合もありうる︒日本で︑たとえば﹁大阪弁の逆
襲﹂︵朝日新聞︑一九八七年四月五日︶などといわれる
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は︑長い伝統をもっていることを意味するのではなく︑

﹁歴裏言語﹂という概念を導入する︒ここでいう歴史と
あたる︒

イン語に対するアンダルシアの模範スペイン語がこれに

このように方言を考えると︑たとえぱ︑ある方言が規

範語︵共通語から標準語︶の遣をあゆむことになれぱ︑

﹁歴史的に存在している﹂ことである︒これは︑歴史言
語が︑歴史的事情によって︑いわぱ言語外的に決まるも

につながる︒ガリシア語がいまでは一個の言語とみなさ

その方言は言語︵歴裏言語︶という地位を獲得すること

方言との関連で︑嶋っとも重要な歴史的事情はといえ

れはじめているのはこの事例である︵以上︑OOω實員

のであることを示している︒

ぱ︑それは共通語の成立である︒すなわち︑共通語＾規

筍oogHoo︒−−s一−Hポーご−二十s一︶︒方言から言語へ

の変換のダイナミズムをもつこの理論が︑亥言復権の道

範語との対比をつうじて亥言が規定でき︑さらに︑歴史
のなかでの両者の位置関係によって︑方言の分類が可能

ところで︑こうした方言の歴史的分類は︑コセリウが

を示していることはあきらかであろう︒

一次方言と呼ぷ︒これはいわぱ本来の方言である︒つづ

はじめておこなったわけではなく︑すでにサビアが示唆

となる︒まず︑共通語の成立時にすでにあった方言を第

いて︑共通語の成立以降の歴史のなかで︑これが︵移民

していた︒

＾6︺

などをつうじて︶分化してできあがったものを第二次方

うな地域語の場合には︑標準英語︵ここでは厳密に定

ん薄いが︑ニューイングランド米語や中西部米語のよ

昔からの方言の場合には︑標準語との関連はたいへ

ケベックHフランス語などがこれにあたる︒さらに時代

義を考える必要はない︶一は︑こうした地域語の話し手

言と呼ぷ︒たとえぱ︑中南米のスペイン語︑米国薬語︑

がすすんで︑社会的文化的規範が定まると︵洗練化とも

にとって︑当然の背景として頭のなかにはいっている︒

したがって︑このような地域語は︑歴史的には言いき

■話昌旦胃オ〇一きと呼ぷ︶ができあがるが︑これも各地に

ることはできないかもしれないが︑心理的には中心的

呼ぷべき段階である︶︑標準語︵コセリウはこれを模範語

方言である︒コセリウによれぱ︑マドリードの模範スペ

広がるなかで︑地域的相違が生じてくる︒これが第三次

朋3

フランスにおける藷言語のとらえ方について
（75）
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規範ないし標準規範の変化したものといえる︵ω岩F

論的で︑そのうえ話しことぱがその対象である︒第一は︑

によってできあがる都市方言︑第三は︑国家的まとまり

近隣の村むらのあいだの交流のなかでできあがる農村方

スイス

のなかで︑上流階級が中心となるエリート方言である

宅曽一−塞︶︒

の関係が薄いため︵コセリウの第一次方言である︶︑言

︵戸由彗o目竃一−湯ドω︶︒彼の分類では︑規範のレベル

言︑第二は︑都市の形成とそのなかでの農村方言の混合

語認知要求運動が成立しうる︵﹁自分の地域の方言によ

︵書きことぱにつながる︶が考慮されていないので︑コ

サピアは︑さらに︑方言運動に言及する︒すなわち︑

ってたって︑民族主義的信条をうちたてる﹂︵同所︶と

セリウの場合のような︑方言から言語へのダイナミズム

ドイツ語やヨークシャー英語などは︑標準語と

彼は表現する︶︒しかし︑アメリカ中西部英語などの場

は︑この枠内では描くことができない︒これはまた︑次

コセリウにおいては︑まさにこの機能の問題が重視さ

合︑標準語と少なくとも心理的に結ぴついた密接な関係

るが︑こうした問題で重要なのは︑歴史の客観的事実よ

れる︒亥言は言語と実質的に変わらないのであるから︑

に述べる︑社会階層的機能分化にかなりの程度つながっ

りは︑むしろ心的態度を象徴的に表わすことである﹂

話し手にとっては一個の完結した体系である︒言語共同

ゆえに︑これがほとんど考えられない︑と説明するので

︵同所︶と指摘し︑聞接的ではあるが︑集団的意志が整

体にとっても︑それは理念的には同じなのであるが︑あ．

ている︒

えぱ︑第二次方言のような場合でも︑言語運動を形成し

る方言が特定の社会階層のみで使われるような場合には︑

ある︒ただし︑﹁どんな社会的事象でもふつうにみられ

うることまで暗示しているのは︑慧眼というべきであろ

ハウゲンは︑コセリウとほぼ同じ時期に︑三種類の方

ある︶をになうだけで︑全体性を失ってしまう︒さらに︑

れ室言語水準と表現する−いわぱことぱの生活水準で

その方言は︑隈定された社会階層的機能︵コセリウはこ

︑言の区別を示した︒彼の場合は︑コミュニケーシ冒ンに

こうして社会階層的に限定された方言が︑使用場面で︑

︑つo

おける社会的影響カが尺度で︑歴史的というよりも原理

2脳

たとえぱ︑うちとけた場面での使用に隈定される場合が

史段階を区分すること

上層方言，下層方言・・

尺

度

空

間

方

言

地

域

バリ方言，北フランス方言…

時

間

歴史段階

時

代

古期フランス語，中世フランス語・・

社会階層

社会方言

社会階」画

使用場面

機能

変種の種類

規範

をとらえることができ

かの変種との位置関係

ことで︑方言とそのほ

尺度から分類を考える

いて︑それぞれ二つの

成と機能的限定化につ

化のなかでの規範の生

でき︑さらに︑言語変

の関係で三種類に区分

まず︑規範語の成立と

こうして︑方言は︑

＾7︺
のようにまとめられる︒

化すると︑いまでは上

変化の見取り図を図表

方言を中心とした言語

このように︑概略的に︑

に深くかかわっている︒

の二つは︑規範の生成

ができる︒そして︑こ

ハウゲンは︑こうした社会階層的機能を︑方言の定義
そのものに含めたので︑方言というのは完全な体系とは
いえない︑とコセリウに反論したことがある︵︸彗oq彗一

−湯o二ま︶︒現代における共時的な現実として方言を観

察すれぱ︑社会階層的に隈定された機能をになっている
のもたしかではあるが︑コセリウが強調するように二言
語と方言は︑ことぱとして本質的に異なるわけではない︒
だからこそ︑方言から言語︵またその逆︶への変換が︑

歴史的におこりえるのであり︑定義としては︑こちらの
方がはるかに包括的といえる︒
ところで︑︒コセリウが提起した機能的隈定化の問題は︑

社会階層的機能のレベルでは︑社会階層を尺度とする社
会方言が問題となるし︑使用場面での機能においては︑

形式化の度合を尺度としたことばの使用目録︵スタイル
とか文体︶の問題と考えることができる︒一方︑本来の

方言それ自体は︑地域を尺度とする空間的変異が問題と

例

変化軸

事

するにすぎない︵Oo器﹃貝岩o．9−S︶︒

ある︒この場合︑妻言は特定の言語スタイルとして機能

1

なり︑時代を尺度とすると︑時間的変異︑すなわち︑歴
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少数言語についてみると︑そのあり方は第一次方言と

合が多いであろう︒

第一次方言の場合は︑長い歴史をもっているので︑そ

たいへん類似しているということができる︒最後に︑こ

る︒

れぞれの攻言について︑それぞれの歴史段階︑社会方言︑

の少数言語との関連で︑方言を観察してみることにする︒

地域的な方言は︑ある意味では少塾言語であるが︑

少数言語と方言

洗練された︑ないしは民衆的等々それぞれのバリ方言を

この少数言語という言い方は︑ある国家の領土内で暮

四

ことぱの使用目録を考えることができる︒たとえぱ︑バ
リ方言についてみると︑時代的には︑中世︑現代などの︑

思い浮べることが可能である︒そして︑こうした長い歴

らす少数民族が用いる︑まったく異なった形態のこと

社会階層的には︑上層︑下層などの︑形式化に関しては︑

史をもつ方言の復権を考えるにあたっては︑規範のレベ

通常︑階層的にも使用場面においても隈定化されている

なのであり︑機能のレベルでは︑ハウゲンのいうように︑

法を生みだすことが︑ガロ語の場合のように︑十分可能

彼のことぱでいうと︑ある国家のなかで︑国語と﹁歴史

ク語とブルトン語をあげていることからわかるように︑

サビアがいうこの場合の少塾言語とは︑例としてバス

6ωご−睾︶︒

ぱをさし示すためにとっておく方がよかろう︵ω岩F

場合が多いわけであるから︑これを脱し︑金面的な機能

的に区別できる言語﹂︑一般にわかりやすくいえば︑言

ルでは︑高レベルの規範︑すなわち書きことぱ11規範文

を回復する方策をさぐることが課題となる︒

ので︑言語運動は︑第二次方言の一都︵たとえぱ︑イン

機能のレベルではじめから限定化されている場合が多い

かには︑これが論争の対象となっているものも少なくな

語か方言かなどと議論する必要はないが︑少塾言語のな

かる種類の言語である︒すぺてがこうであれぱ︑少数言

語それ自体に接して・だれがみてもはっきりちがうとわ

ド英語︑メキシコーースベイン語︑ケベックーーフランス語

い︒こうした場合には︑各種の概念装置を配備して︑精

第二次第三次方言の場合には︑成立から歴史があさく︑

など︶を除けぱ︑サビアのいうように︑成立しえない場

226

考察をおこなっている︒彼は︑まず︑言語や方言を分類

これについては︑ハインツ・クロスがたいへん有益な

竃−旨3宅富ぷ蟹︒コセリウの三分類等︑前章での論

であることに疑念の余地がない場合である︵らoωωLミ9

の攻言とは︑言語挙的にも社会学的にも︑たんなる方言

う一方の端にくるのが﹁ふつうの方言﹂である︒ふつう

するに際して︑﹁へだたり﹂＞ず9彗ρと﹁拡充﹂＞目争竃

議を考えると︑この言い方はやや精密さに欠けるように

密な分析をおこなうことが必要となる︒

の二つの概念をたてた︒この二つは設定の次元が異なり︑

＾8︺

この両者の中間にくるのが︑﹁拡充方言﹂である︒中

︑

思われる︶︒

言語学的な基準である︒一方︑拡充の方は︑﹁人の手が

間にくるゆえに︑クロスは︑以前は︑これを﹁半分言

︑

対立するものではけっしてない︒へだたりは︑いわぱ純

加えられた度合﹂が基準となるので︑杜会学的に童言語

語﹂■巴げm弔彗まと呼んでいたが︑﹁半分﹂は﹁中途半

G轟ぷ害︶︒拡充方言は︑人の手の加わる事実において︑

端﹂につうずるゆえに︑こう変更したのであった︵室Oω9

学的にも問題となる︵曽︑冒o章−ミ？曽−し8一田中︑
ハールマンH湯︐ミ︶︒へだたりが歴史的な結果だけを︑

て︑全面展開にまでいっていないゆえに︑拡充言語とは

すでにふつうの妻言とは区別されるが︑その度合におい

しかも言語だけを対象とするので︵へだたり方言という

言い方はできない︒へだたっていれぱ一個の言語であ

範意識をもつ場合であり︑上層規範u標準語が別に意識

いえない﹁段階﹂にある︒規範のレベルでは︑従属的規

る︶︑補助的な概念であるのに対し︑拡充は︑歴史的過

されている︒機能のレベルでも︑全面的機能を保持して

程そのものが対象となる重要な概念と考えられる︒

拡充の過程は︑ことぱの標準化過程と置きかえてもよ

いない段階にとどまる︒クロスは︑スイスーードイツ語や

である︒高レペルの規範︵規範文法︶と全面的機能をも

ど︑フランスにおけるオイル諸語の復権運動は︑こうし

ルクセンブルク語を例にあげる︒ガロ語やビカール語な

︑

つ言語は︑すべて拡塞言語と考えてよい︒

た拡充方与冒のカテゴリーにはいる問題であろう︒

︑

る︒この過程が︑いわぱ全面展開するのが﹁拡杢言語﹂．

く︑当然ながら︑言語内的に童言語外的にもすすめられ

この拡充言語を一方の端とする連続体を考えると︑も
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けとり方が︑話し手や研究者それぞれで異なるからであ

語を両端とする連続体のなかで︑規範・機能両面での受

かたいへんゆれやすい︒それは︑ふつうの方言と拡充言

このカテゴリーのことぱは︑方言とみるか言語とみる

ったものが︑政治的変動によって︑上層規範︵書きこと

旨oOO目星−︵①象．︶一−ミ†ωω︶︑もとはふつうの方言であ

方言﹂皇巳8ε婁︑O閉Φと訳しているように︵宍一〇蔓

6葛由一s︶︒彼自身︑フランス語では︑﹁さらしものの

って︑﹁屋根喪失方言﹂とでも訳した方が︑内容的には

ぱ︶から切断されてしまった方言をさしている︒したが

ふさわしい︒こうした方言は︑上層規範の束縛からとき

る︒オイル語の場合︑当事者である言語運動家の多くは︑

語以外の︑いわゆる少塾言語の運動家やジオルダンなど

はなたれ︑さらに︑あらたな政治体制のもとでの︑まっ

これがりっぱ杢言語であると主張するのに対し︑オイル

の研究者からは︑フランス︵標準︶語を中心としてたが

たく異なった上層語1−国語からの強カな影響をこうむる

クロスは︑こうした屋根なし方言の事例として︑フラ

ので︑言語変化の度合は大きい︒

いに存在を認めあう共存関係がそこでは間題となり︑少

数言語の運動とは次元が異なる︑といった主張がでるの
は︑右のような理由から説明がつく︵9o邑竃︵＆︑︶一

ンスに関しては︑フラマン語︑フランク語︑アルザス語︑

︶一〜81 8 − ︶ ︒

一湯N︵−湯

コルシカ語をあげる︒

クロスのもう一つの概念は︑﹁一見して方言化された

クロスは︑この拡充方言に関連して︑拡充がなんらか
の事情でゆがめられ︵ないし制隈され︶てしまう状況に

言語﹂蜆争Φ巨農巴①軍巴邑實叶①O口雫9一一〇である︒この場

合には︑高レベルの規範をも2言語どうしの言語接触が

＾10︶

ついて︑二つの概念を提示した︒これはともに︑言語接
触の場面が間題となっている︒

一つは﹁屋根なし外部方言﹂O暮巨O器＞島竃昌冒Sユ

いる︵ヨoω9H署o︒ぷαo︒︶︒すなわち︑この言語は︑中世

問題となる︒彼は︑オクシタン語を事例の一つにあげて

たが︑フランス語が上層言語となると︑階層的な隈定化

においては︑書きことぱをそなえたりっぱ杢言語であっ

と名づけられる概念である︒以前は︑たんに﹁星根なし方

言﹂と呼んでいたが︑もともと屋根がないと誤解される
＾9︺
場合もあって︑﹁外部﹂をつけ加えたのであった︵50員．
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がすすみ︑また︑書きことぱとしての使用も制隈される
いる

では一

つの言語の二つの形態と感じられるまでになって
︵宍−o鶉一6s一竃︶︒

むすぴにかえて

フランスにおける蟄言語のとらえ方について︑個々の

︵二重の機能的隈定化︶︒こうした従属的塗言語接触がさ

らにすすむと︑ついには︑フランス語の方言にすぎない
のではないか︑とみられるほどにまでいたってしまうの

である︒第一章でとりあげた方言否定の論理は︑この視

バスク語とブルトン語はへだた2言語であり︑少塾言

事例をまとめておこう︒

このように︑﹁一見して方言化され杢言語﹂現象が生

れの言語のなかで︑深刻な方言分岐の問題をかかえてい

語と認知するにはまったく支障がない︒ただし︑それぞ

点をさらに究極的におしすすめたもの︑と考えられる︒

て成立し︑その後︑一方が他方の侵入を受ける状況︵社

まれるには︑へだたりの度合の小さい拡表言語が隣接し

カタラン語は︑かつてはスペイン語に対して︑一見し

る︵これは標準化論で検討できる︶︒

に対する低地ドイツ語がこの例であるし︑カタラン語も

て方言化され杢言語であったが︑カタルーニャ自治政府

会的上下関係︶がなけれぱならない︒ドイツ︵文章︶語

スペイン語に対してこうみられる場合がある︵峯胃ま篶サ

の言語政策︑教育の進展によって︑いまではりっぱな上

カタラン語圏では︑ほかの少数言語の場合と同様︑二重

層言語となっているといえる︒しかし︑フランス国内の

一湯†︒︒︶︒おそらく︑現代における琉球語の状況も︑こ

れに合めて考えてよいであろう︒

ちなみに︑拡充言語がたがいに対等な立場で交流をす

紀はじめのノルウェーでは︑リクスモールとランスモー

旦昌守彗ま眈o霊︸ooヲ勺量夢①である︒たとえぱ︑今世

版︑教育︶の進展にもとづいて︑上層言語の存在に自信

である︒言語運動家の多くは一規範化︵辞書︑文法︑出

オクシタン語はいまでも︑一見して方言化されな言語

の機能的限定化に終止符がうたれていない︒

ルが別個の言語であることはだれも疑わなかったが︑両

をもっているが︑たとえば︑フランス政府は︑才クシタ

すめる時︑そこに生まれるのが︑﹁多極的上層言語﹂

言語の教育の進展と対等の交流の深まりのなかで︑いま
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獲得している事情があるので︑ドイツ文章語に対する規

ルクセンブルク語が︑拡充方言として公用語の地位まで

範意識はうすく︑ルクセンブルク語を参考にしながら︑

ン語という標準語の存在を認めず︑﹁方言が多様である﹂

ゆえに︑学士号なども認めていない︒また︑話し手のあ

オランダ語とベルギーのフラマン語とのあいだでは︑

みずからの話しことぱの規範化が模策されている︒

双方の対等の立場での標準化であるネーデルランド共通

いだでのバトワ意識がいぜんとして非常に強いのもこの

コルシカ語は︑文法書辞書の出版︑教育の進展など︑

語が広まりつつあるが︑フランス国内のフラマン語圏で

言語である︒

ば︑屋根なし方言の段階を脱して︑﹁あらたに上層言語

は︑これを採用するよりは︑むしろ︑自分たちの屋根な

拡充の度合はかなり進んでおり︑クロスのことぱでいえ

とならんとしている最新の事例﹂︵冒O葦6NO︒ぷ3︶で

し方言を育てていこうとする指向性が強いようである︒

とはいえ︑その言語運動はいまだ脆弱であるゆえに︑め

ある︒

アルザスでは︑伝統的な上層規範︵ドイツ文章語︶に

章語︑話しことぱとしてのアルザス語の両方を︑アルザ

おいても︑ほぽ一致して︑書きことぱとしてのドイツ文

受け︑それが独自性を生みだす要因の一つとなっている︒

る︒ガロ語は︑ブルトン語との言語接触のなかで影響を

オイル諸語の復権運助は︑第一次方言の拡充運動であ

ざすべき方向が定まっているとはいえない︒

スの地域語として認めるよう要求している︵9o邑彗

この言語は︑はじめに述べたように︑オイル語ではもっ

対する忠誠意識が現在でも非常に強く︑言語教育運動に

︵①p︶一宅o．N︵岩o︒傘︶一αoo︶︒したがって︑アルザス語は︑

とも認知のすすんだ言語であるが︑・辞典が出版されてい

ン語︑モルヴァン語︑ポワトゥー語で教育運動がはじま

オイル語のなかでは︑このほか︑ピカール語︑ノルマ

など︑運軌はまだまだその初発段階にとどまっている︒

ない︵八O年代はじめからその準備ははじまっている︶

今後とも星根なし方言の位置にとどまりつづけ︑ドイツ
︵文章︶語．の．使用の拡大と︑それへのアルザス的要素︵語

彙︑言いまわし等︶の付加という形で︑その独自性が主
張されていくであろう︒

これに対して︑フランク語の場合には︑言語的に近い
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︵八四年三月︑パリで開かれた少塾言語間題討論会での

H凄い︶︑﹁こうした言語の数は︑今後もふえるであろう﹂

っており︵U窯o■器o庁勺Ho昌o弍o■oΦω5自α目目①蜆o︐o■

されず︑どこの国の国語でもない言語は︑すぺてこれに

えない一連の言語群がこれにあたる︒外国語として認知

大多数が都市に居住するゆえに︑地域にねざしたとはい

ものに︑もう一っ︑フランコー−プロヴァンス語というの

フランスの諸言語が語られる時かならず話魎にのぼる

言語では︑フランスでもっとも話し手が多いといわれる

ー語︑ベルベル証叩︑ソニンケ甑胴︵ブラックー−アフリカの

語であるイディッシュ語やユダヤーースペイン．語︑ジプシ

含めて考えられつつある︒代表的なのは︑ユダヤ人の言

がある︒この言語は︑フランス語とオクシタン語との中

が︑どこの国の国語でもない︶などである︵Ω・く邑U昌汁

アンリ・ジオルダンの発言︶︒

間的言語圏の名称として︑アスコリがいわぱ純言語学的

どの場合も︑フランス語とのへだたりの度合いは大きく︑

︵＆︒︶一60．3ρく宵目鶉︵＆■︶一岩O．O︒︶︒これらの言語は︑

が︑言語擁護運動にはあらわれない言語である︒なぜか

言語としての認定については︑なんら間題がない︒

に提唱して以来︑いまにひきつがれて語られるのである

といえぱ︑それは︑研究者の一方的な限定にもとづくの

は︑サヴォワ語が︑錘言語学的名称のフランコHプロヴ

らである︒言語運動をもつ︵まだまだ弱い︶ものとして

するような大築団につながる場合がこれまで多かったが︑

れは︑民族や国家といった︑異質なものを理念的に排除

意識をもつうえで︑最大の役割

言語は︑サピアの指摘をまつまでもなく︑集団が連帯

ァンス語に含まれる︒サヴ才ワ地方は︑独自の伝統︵歴

いまではこれがだいぶ色あせて︑より小さな集団で︑し

で︑地域としての一体的な歴史的経緯がそこにはないか

史的一体性︶をもっており︑したがって︑当事者の言語

かもたがいに排他的でも従属的でもない重層的レベルで︑

的に使われた︒その後も︑﹄︑肉昌一gなど一部の︑しかし

︵1︶ 当時は︑−o貝oく昌名−が商仏のことぱに対して総称

その存在が主張されはじめている︒

象徴機能をはたす︒そ

的規範意識がそこに働いている︒

これらはいずれも︑それぞれの地域にねざした土着の

言語であるが︑フランスでは︑これ以外にも︑少数言語
として現在認知されつつある言語が存在する︒話し手の
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ミN−ミo︒︶などもこれを受けつぎ︑現在でも︑書目分類な

著名な南仏語学者がこれを使ったため︑ω・勺oo︵H湯9ゴ

︵7︶

ネもなんら指摘していない︒

冨印﹃匡一一〇ゴHΦ伽阜一辛サビアについては︑

に長くかつ持統的な歴史をもつ例外的な場合だけとする︒

︵2︶ ただし︑パリスは︑文学という尊門分野でのオクシタ

中︑ハールマンSoofH塞lH塞︒

対応︶が定着しつつある︒9o巨葭p岩o0N︵6oo阜︶一一壮ω一田

ス語に対応︶︑方言的総称としてのオヅク語︵オイル語に

り異なった図式を提案している研究者もいる︒たとえぱ︑

oo詔ユ戸5oo〇一＝二宍一葭oσ司o■岩ooジ志oo︒これとはかな

ロマン語学者レイフ・フリダルがはじめて捉起したという︒

閥・社会階層︶は・コセリウなどによれぱ︑ノルウェーの

用した︒なお︑この考え方のうちの三つの尺度︵時間︑空

匡︸o冨g弐黒ρ−二筍No〇一ごの図を多少変更して採

コセリウもマルチ

究者のあいだでは︑標準語としてのオクシタン語︵フラン

どではこの用法が残っている︵日本でも同様︶︒しかし︑研

ン語の意義を否定しているわけではなく︑これを一個の言

勺．幸山鶉三〇q胃一岩oo〇一Ho0N一Hoo3﹄1Ω8眈器畠一Hミご−〇一

これに対して︑ハラルト・ハールマンは︑これとほぼ

同一の事象について︑﹁文化方言﹂という概念を提起した︒

︵8︶

＝．岩庁げ嘗目昌一筍ooω一N．

■語と考えることに反対している︒弔胃ダHo．ooo〇二室lH3︑

︵3︶ メイエがジリエロンらの手法を言語地層学と呼んだの
は︑まさにこの歴史的側面ゆえである︒−o己彗一〇三筍Ng
H3一目．N．

︵4︶ こうした方言否定の論理は︑現在では︑連続体Oo鼻一−

基準は︑書きことぱの歴史的な有無にあるが︑誓きことぱ

由墨﹃目彗タ6S一ω畠︒田中︑ハールマン旨oo2ooω．その

を文化という概念につなげる考え方は︑説明概念としては

目昌昌論︑また︑やや様相を変えつつ︑変種く胃一〇︷論の

うまくないと思われる︒

田中︑ハールマンSoo︐ミ一塞一竃では︑クロスの周
︑
︑

なかでみられる考え方である︒さしあたり︑OF−﹄．田95き

︵9︶

−竃3o旨葭昌9易一H昌oo日⁝一室oo〇一内．雪一弔g旨一岩ooα
︵畠o．o︶などを参照︒

法として﹁屋根なし言語﹂︵傍点筆者︶という表現がひき

詳細については︑＞．岩昌≦ポ筍ミ一峯胃Oま一HO−峯目貝

︵5︶

自の発展的解釈である︒

ゆる少塾言語をさして使われているが︑これは著者らの独

あいにだされ︑公的な地位を与えられていない曽語︑いわ

マルチネも似かよった方言分類をおこなっている︵コ

旨這などを参照︒

︵6︶

セリウの第一次︑第二次亥言のみの指摘であり︑第三次方

しているが︑この場合のへだたりは︑事例からもわかるよ

︵10︶クロスは︑8ブ9昌皇巴903＝巴oユo﹂茅§s註O量9oと

セリウは参考文猷の一つにあげている︶︒彼の場合は・コ

言︵標準語の地域的形態︶は︑ギリシャ語のように︑特別

鴉2

うに︑拡充の結果生じたものであり︑もともとへだたって
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