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今日､世界でモンゴル語の嘉されている国家は3つありますOそれはモンゴル国 (もと

のモンゴル人民共和国)､率臥 それにロシアですO中国の内モンゴル自治区の人口は

2挑 H=藩 太を患 え ますZv'ミ_ち--rt宅:二でモノゴ]iJ語を日常的に届いている人は約 2u(j方八､ 1C,%く

らいと見ることができます｡こけ アのモンゴル人は､バイ*)レ湖周辺に住むプリヤー 巨

モンゴル人､ トゥバ共和国南部のモンゴル,A" それにヴオ3L,ガ川の西岸､つまりヨーロッ

パ部に住むカルムイク人です.｡カルムイタ人を除けば､かれらのすべては地理的に連続 し

て住んでおり､国境だけがかれらを分断しています｡ロシアのモンゴル語族も､もとは､

偲U/lモンゴル語族と同棲に､たて書きのモンゴ]L/文字を使っていましたが､1931年頃から､

それぞれの方言を蒙記 したラテン文字を糟いていました｡′∠皇0年代には､さらに､それぞれ

キ リ ル文字に移行しました}方言的な分裂はま すます進みましたO親一輪な文章語を作ろ

う と 試 み る 人たちは､二転モンニデル主義者､汎 (,パン)モンゴル主義者として強く連発され

ま した ｡

こうした文字改革には､それなりの意義がありましたOそれはまず日常の蒸しことばを

反映することができますC,率封で躍1,,､続けられているたで書きの伝統的な文字では､生き

たモンゴル語の姿を反映するのに､不便だという面はあったのですOこの文字は時代の変

化について行けない､硬直した､保守的な文字だと思われていました｡

ところがソ連邦が崩壊 したおかげで､語族は国境をこえでもっと自由に交流することが

できるようになりました｡ことばも､少 くとも書きことばだけでも統一しようという試み

があらわれたのです｡そしてモンゴル国では､1994年を期 して､公文番や新開などはいっ

せいに､もとのモンゴル文字に移ることが予定されていますO

そういうわけで､皮肉なことですけれども､もっとも保守的な文字が､今ではロシアと

中国に分断された､この3つの地域を統一するための､もっとも進歩的な､戦闘的な文字

になりました｡

この間蓮はスラブ諸語を話しているみなさんにも関心のあることだと思いますけれども､

文法的な組織､文法構造はほとんどかわらないのに､近代的な衛語について見ると､ブリ

ヤー吊まロシア語､中国側は漢語がはいっている｡それで､ハルハはか レク (calqtle翻訳

借用)によって自分のあたらしい術語をつくり､そういうようにして､術語が分裂してい

ます｡

ちいさな民族が､自分の言語をまもって生存していくために一番大事なことは､自分の

言語を古めかしいフォークロア的世界の中だけで使うのでほなくて､現代の実用的な生活

の中で使うことなのです｡さらに､ちいさな民族が自分の言語で文学をつくり､詩を書き､

学術論文を書き､新聞のスタイルをつくって発行するためには､分裂 しているのではなく

て､統一したスタンダー ドをつくる必要があります｡

このようなまわりの大きな政治体､国家､民族にかこまれていつも孤立していることに

対する危楼感を感 じている民族が､ヨーロッパにもいました｡それは､たとえば､非ヨー

-60-



ロツパの言語を話している､フィンランドとマジャー)i,のふたつの例です｡

19世紀にインド-ヨーロッパ語研究が急速に発展していた時代に､それをモデル,にして､

フィンランド語､マジャール語などウラル諸語の比較言語学が発達しました.このマジャ

ールとフィンは､自分たちの祖先がどこからきたのだろうかと､たえまなくシベリアやバ

イカル湖の東の方までも調査しました｡その中で､プリヤー ト･モンゴ)i,語の最初の文法

を書いた人が､フィンランドのカストレンという人です｡このカス トレンの本は､1857年

にドイツ語で出版された本です｡手に入らなかったんですけれども､今から20年 くらい前

にこの本をリプリントして発布 してくれたのは､DDRの出版社です｡カス トレンののち

には､ラムステッドという非常にすぐれた人が出ました｡ラムステッドは日本に来た最初

のフィンランド大使で､日本に最初にエスペラントを紹介した一人で､朝鮮語も研究しま

した｡

このフィンランドの研究者たちは､モンゴル語とそのほかのシベリアの諸民族の方言と

自分たちの母語を比較研究して､それらがあまりにも文法がよくにているのに､びっくり

しました.そこで､東のモンゴル､チュ)レク､ツングースなど､これらの大きな言語群 を

まとめてアルタイ語族と名づけました｡そして､フィン､かれら自身はフィン-ウゴ-ル

語族ですが､フィン-ウゴール語族とアルタイ語族のふたつをさらに一緒にして､有名な

ウラル-アルタイ語族という仮説に発展しました｡

これは19世紀にあらわれたインド-ヨーロッパ語比較言語学をモデルにしてできた学問

的なものでしたが､それ以前にすでにトウラン民族主義というものがありました｡この トウ

ランということばは､ふるい地図にでてきます｡それは､中央アジアのカザフスタンとウ

ズベキスタンにまたがったアラル海にそそいでいる､アムダリヤ､シルダリヤにはさまれ

た流域から東の方の土地をさしたもので､このことばはすでに古代イランの詩人のフィル

ドゥスイーの ｢シヤー ｡ナ-メ｣という年代記の中に出てきます｡その下ウランは､何に

対立していたかと言いますと､当時ローマの文イヒ圏の属するローマの言語､つまりヨーロッ

パと､それからもうひとつはイラン民族､イラン文化が支配していた地域で､それを除 く

地域をトウランとよんでいたようです｡

1940年代になって､ トウラン語族が一体となって､ヨーロッパ諸族に対抗 しようと

いうトウラこズムがフィンランドやマジャールの一部の民族主義者たちによってふたたび

復活されました｡1940年代､第2次大戦の時に､この人たちは日本の軍事力を利用 し

て､日本を中心にトウラニズムの国家をアジア大陸につくろうとしました｡そのために､

たとえば､ ｢トウラン民族主義｣というおもしろい本が､日本で出ています｡書いた人に

は日本人もあり､フィンランド人もありました｡

このトウラニズムを宣伝することは､民族主義､特にブルジョア民族主義としてソビエ

ト時代に非常に敵視されました｡統一したパン･トウラニズム､パン･ウラルアルタイイ

ズムに対抗するために､ソ連は非常におもしろい言語政策をとったのです｡

｢石｣と ｢足｣の語嚢の対照表をみてください｡これは文字で書くとちがっていますが､

耳できくとほとんどおなじことばです｡たとえばウズベク譜で ｢石｣は､toshですが,

｢石の都｣という意味のtashkentというのがウズベクの首都ですね｡このように､ロシア

語にも ｢タシ｣という形で入っているのに､なぜtoshと書かねばならないのか｡他の方言

でayakとしているのをoyokとしているのも同様です｡じつは､ウズベク語でO と書かれる



音は非常にaにちかいoなんです｡本当ならaでいいところを､ほかの方言からきりはなす

ためにOという文字を使ったんです｡
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今では､これらのことばは､たとえば､ウズベク共和国､カザフ共和臥 トルクメン共

和臥 それから､タタ､-ルほ-番優勢で一番たくさんの,FU二才があるのに自治共和 国 で すけ

れども､それぞれ塾立の言語として救われています｡また】ウイダヌレ語は中国のウイダjレ

自治区で爵されている非常に有力をチュ)?vJク系の言語です｡一こうLた言語を､文字をかえ

ることによって一別の国家にするごとによ-〉て､ここで統一をやぶった｡この場食はパニ̀

TFTHレキズムをおさえることによって､パン｡トウラこズムをふせぐことになをプます｡

ソビJ か連邦崩壊後の言語間蓮で一番興味ぶかい耕 法､こうLilニー､ウ]レキスタン､準 央

アジアのチュ31,タ系の分断された諸民族 と諸国家は､--部を除いて､宗教では イ ス ラ ム で

鍍一一されているけれども､そor}上で､露語でどういうふうに観山するか､こh,lr 閥蓮で 弟 ｡

この トウラン諸民族､ トウラン諸言語､あるいはウラル-アルタイ語に関しては､朝鮮

語もそこに属しており､さらには､日本語もそうであろうということを強く主張している

のは､フィンランドの学者たちですO

それでは､次に､ウラル-アルタイ語と日本語が､文法構造の上でどの程度ちかいかと

いうことを示すために､文例を示しました｡

書いてあるのは トルコ語で､下に示してあるのが日本語の翻訳です｡この中にはをルコ

譜をごぞんじの方がきっといらっしゃるにちがいないので､ちょっと無駄な説明になるか

もしれませんが､だいたい次のとおりです｡

Edison on blrya守一1-n-datren･deyol-cu-1ar-a 亨ekervegazetesat-arldl･

エジソンは十 一 歳 のとき 列車で 旅 客たちに 砂糖 と新聞をうっていたo

こうなっています｡

だから､日本人が トルコ語を勉強する場合､たとえば､ドイツ語を勉強するのに1年か

かるところを､ トルコ語だと10日ですみます｡

さきに例をあげたチュ ルク諸方言は､ここにあげた単語をすこし方言形にとりかえるだ

けで､それぞれの言語になります｡さらに､日本語､朝鮮語なども単語や形態素をとりか

えるだけで､原理的には自分の言語に非常に近いものになります｡こうした言語の知識が､

19世紀のヨーロッパではよくしられてきました｡そして､主にドイツの言語学者たちが､
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こういうインド-ヨーロッパ語族､ウラル-アルタイ語族､シナ-チベット語族などの言

語の型を比較しました｡

当時､19世紀の中頃は､ちょうどダーヴインの進化論が発表された時代で､自然科学､

特に生物学のモデルが､人間諸科学の理想的モデルだと考えられていたので､言語をもそ

ういう点から観察しました｡そういうダーヴインの発展段階説にしたがって､一番未発達

な言語がシナ-チベット語族､次がウラル-アルタイ語族､もっとも発達したのがインド

ニヨーロッパ語族だと､こういうふうな理論をたてました｡

どの言語がより進化､発達しているかということをきめる基準は､屈折(inflection)が発

達しているかどうかだったのです｡一番ダメな､未開な言語は､シナ語のように孤立語的

で語形変化としての文法をもたない言語で､子供でいうと6歳ぐらいだといわれましたO

そういう6歳の子供が話すような､文法のない言語がすこし成長すると､ウラル-アルタ

イ譜のような､つまり日本語のような､降着語的な構造をもった言語になるということで

す｡

1945年に日本が戦争にまけた時に､私は11歳でしたが､その時にアメリカ占領軍の総司

令官のマッカーサーが日本にやってきて､日本人の精神年齢は12歳だといいました｡この

見解は､言語学的に非常に正確に､19世紀の思想をうけついでいます｡19世紀の ドイツの

言語学者たちのモデルからみると､6歳の中国語､12歳の日本語､そして一番高いレべ)i,

がインド-ヨーロッパ諸語ということになるO こういう常識をマッカーサーは非常にただ

しくくりかえしたのです｡

19世紀にこういう言語学の考え方を学問的に体系づけた人が､有名なアウグス ト･シュ

ライヒヤー(AugustSchleicher)です｡彼は著書の中で､屈折語的な言語､つまりインド-

ゲルマン語と､セム語､このふたつだけが世界の文明をつくってきたのであって､アルタ

イ語やシナ語をしゃべっている､そういう民族には文明をつくることができない､これは

現実の歴史が証明している､といいました｡

言語学的には､おなじように考えた人に､ウイルへルム ･フォン･フンボルトがいます｡

これは歴史にのこる有名な人ですけれども､ウイルへルム .フォンーフンボルトも言語は

そういうふうに発達するものだ､というおなじ考えをもっています｡しかし､フンボル ト

が非常に困難な間違に直面したのは､もっとも原始的な言語を話す中国人がどうしてあん

なに高い文明をつくることができたのか､ということで､フンボルトも非常にこまったん

です｡

フンボル トはそれをこういうふうに説明しました｡それは､文法の非常に発達 している

インド-ヨーロッパ語を使う人とはまったく逆に､中国人は文法がないから､コンテクス

トやいろいろな状況によって内容を解釈 しなければならない､だから精神は高い緊張を強

いられる｡もっと俗っぽく言うと､頭がよくなった｡つまり文法がまずしければまず しい

ほど､人間は頭がよくなる､というふうにフンボル トはつじつまをあわせたのです｡

きょうは日本語に関心をもっていらっしゃるヨ-ロツパの人たちに話をしていますので､

こうした伝統のもとに確立した言語観､つまり､ ｢未発達な言語｣と､入間の思想 と文明

というものについて､現代のヨーロッパの人たちが､どのように考えていらっしゃるか､

あとでちょっとおたずねしてみたいと思いますO

私は日本が戦争にまけた時に少年時代をおくりましたが､その頃､日本がまけたのは､
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日本語がダメな言語である､日本人の思想もダメだ､だから戦争にまけたんだという考え

方がありました｡これは一般化 していえると思いますけれども､日本のインテリは全体的

にいって､ギリシャ ･ラテンのヨーロッパの古典言語､そして現代のヨーロッパの諸言語

に大変ふかい尊敬の念をいだいています｡なぜなら､それは､複尭な形態鍬 morpho-Loglej

が発達していて､まなぶのにかなりむずかしいからなのです｡それでもをお目恵語はすぼ

らしい､ヨーーロブパの言語よりも日本語と日本の文化の方がもっとすぼらしいと本当に思っ

ている日本人は､ほとんど国粋か右翼です｡かれらがそう思えるのは､自分のことば以外

のことばをほとんどなにもしらないからですO

ところで､上に見てきたようなインド-ヨーロッパ譜進化説にたつと､なかなかむつか

しい間置が出てきます｡言語の碧展段階説がそのようなものであれば､おなじゲルマン譜

であんなに単純になってしまった英語は､それでは発達 しなかった言語なんだろうか､あ

るいは堕落した言語かということになってきます,そうして､いまもっとも堕落したゲjlL/

マT/,語が世界を征服 しようとしているというこ.-tJになりますtl.

今はもうなくをつてしまいましたが､ソビエ トの言語学者の中に､プイン=-ウゴール語

の専門でセレグレンニコブという朱変すぼらしい宗語学者がいまL鳶 .｡その人は､屈折語

や､鯵着語や､孤立語や､こうした言語のタイプが､千年ぐらいのをがい歴史の率でどう

い うふうな変化をす るか､その変化のスピードの研究をしましたL〕もっともはやく変化す

る言語は屈折語で､たとえば代表的な例では､アングロサクソンの英語と今日の英語は､

ほとんどちがう言語にを｡ています 浸､うfけ つの有名を汐留はペルシャ語で p 百代 ペ ル シ ャ

語と現代のイラン語は､ほとんどちがう言語とlJ-1えるほどに変化 していますO

典型的なインド-ヨーロッパ語が発達 B 変化していって､最後にどのようになるのかと

いうと､アルタイ語に非常によくにてきます(〕日東語のような文法構造に近づいてきます0

-万､一-番原始的なシナ語は､しだいに勝者語的な構造をもつようになってきます｡つま

り中央にアルタイ語､隊着語的な言語があるとして､-番左にインド-ヨーロッパ譜､右

に中国語を置けば､両極はだんだん変化して､中央のアルタイ語に近づいてくるというこ

とです｡

たとえば､外国人が現代 日本語を勉強してから､語菜やふるい形態論をすこしまなぶと､

もう万葉集や源氏物語､ 8世紀から10世紀の作品でさえも､現代の日本語の知識でよめる

ようになります｡つまり日本では中学生でも､ある程度のカンをつかむと､8世紀から10

世紀の文献がよめるのです｡また､現代 ト)i/コ語やオスマントルコ語の起源になる､8世

紀ごろに)レーン文字で書かれた最初のトルコ語の石文がバイカル湖の近 くで出てきましたO

現代のトルコ語をしっておけば､それをよむことができます.ということは､アルタイ語､

あるいは豚着語的な言語は､安定していて変化がしにくい､あるいは文法的にアクティブ

でない､活力にかけている､惰性の支配している言語だということになると思います｡こ

の間蓮は､チョムスキアンにきいでみか すればいけませんが､非常に自然な状態で､子供

が普遍的な言語能力をもっているとすると､その普遍的な言語能力に一番コレスポンドし

ているのが､アルタイ的な言語ということになるのではないか､こういう間蓮に答えてく

れるのは､クレオ-)I,学ではないでしょうか.

1960年代からいわゆるクレオール諸言語の研究がさかんになりました｡そのクレオール

諸語は､いろいろな言語がまざりあって､できあがった平均的な言語で､かなりアルタイ
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的な構造をもっています｡さらに､エスペランテイス トは自分の計画言語がいかにす ぐれ

ているかということを宣伝するために､エスペラント語のまなびやすさは鯵着語の構造を

使ったからだといっています｡

歴史の上でこれといった顕著な役割を果たせないといわれていたアルタイ的な言語の中

で､日本語が今大きな将来性をもつ言語になる可能性を示しているのは､19世紀の言語学

者の考え方をうらざる､反対の例を示していると思います｡もし19世紀の考え方をただし

いとして､その立場にたつならば､アルタイ的な言語､つまり日本語がつくったテクノロ

ジーや文明は全部まちがっていると､こういうふうに考えるべきです0

私は決してパ トリオットではありませんけれども､こういうアルタイ的な言語というの

は一体どういうものなんだろうか､文明との関係でどういう意味をもっているんだろうか

ということに非常に関心をもっています｡これからはそういうしごとをしたいと思ってい

ます｡きょうほたまたま皆さんが 19世紀においてダメだという宣告をうけた言語に関心

をもって研究なさっているので､帯にこういう請を､たい-ん整理されていないけれども､

間藤としてここでなげかけました｡

以上､大変おおざっぱであらっぼい宙で､精密さにかけていることは自分でもよくしっ

ていますけれども､あえて間蓮として授起いたしました｡お話をきいていただいてありが

とうございました｡そしてべケシュさんにも面倒な通訳をどうもありがとうございました｡

-質疑応答-

*言語学的に日本語とラテン語の対照研究はおこなわれていますか0

学問的な論文としてはないと思います｡しかし､おなじアルタイ語の､モンゴル語と英

語を対照して研究した論文はあります｡日本でそういう研究がないのはなぜかというと､

言語の比較はいつでも親族関係を証明するためにおこなわれてきたからです｡今のお話は

対照研究という意味ですね｡それは昔は無意味だと考えられていたんです｡

*19世紀の学者が､日本語は発達段階でいうと12歳ぐらいにあたるといったことに関し

て､その主張の根拠は何だったのですか｡

それは言うまでもなく私の考えではありませんので､推測 してみるだけですが､ヨーロッ

パ語をおとなとして見た考え方によります｡

19世紀においては､言語は生きている有機体であると考えられていたんです｡その場合

に､言語において有機的な組織とは何かというと､ヨーロッパ語では､語菜的な部分と文

法的な部分がとけあっていてわけることができません｡日本語はそれが別々になっていて､

｢てにをは｣の助詞をくっつけるとか､こういうことができますね｡それは有機的な言語

でない､ただ､ものをくっつけていくことだけであるのに対 し､ヨーロッパの言語はラテ

ン語でもそのほかの言語でも､ひとつの語を示せば､それが､男性 ｡女性､単数 ･複数､
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格､そういったいくつものカテゴ1)-をひとつに競合している｡それが成熟した言語であ

り､競合できないシナ語が一番原始的である､という考え方ですね｡

語柔的な部分と文法的な部分がとけこんで一体になってきりはなせない､その典型的な

例が､ゲルマン語にあらわれている母音の交代ですねOたとえば､footの複数がfee-Lとなる

場合､足 ｢など｣とか ｢ら｣にあたる部分はきりはなせないですね｡つまり､きりはなせ

る言語は幼稚であって､それが文法でひとつに統合されている言語が本当の有機体だと考

えたんです｡

と思います｡たとえば､kame両石)という語嚢は､ほとんどのスラブ語で発音がおな

じで､ちょっとつづ りがらがう程度です.nogaL足)もvoda(永)もそうですOたく

さんそういう語菜があると思t,-ますO このような比較はspe{=･L舶tiveな側面を導)つてい

る可能性があるかもしれないでうし.

specilia言.iveという意味はどういう意味ですzj㌔〕それと親判というのをもうち｣-つた き か

せでください｡

率いくつかの語嚢だけを示して､本当に観山されていた言語が分断さかたこ∴{::濠 主 張 で

きますかOもちろんそういう可能性もあを;9ますけれども､これだ妄すGrj証拠で実証 だき

るでしょうか｡etbTiま,=ityの意識には言語だけでは葱くほか鍔,要控も貢献 していること

をわす那/ではいけないと思いますOこのよっを｣､チュルタ詣弟のいくつ詔主の宮詣の止

書法を人工的につ<1_つたことで､パン爪車ウラニズムが破壊 された､というのは祐論

としてははやすぎるのではないかと思います｡私はかなり暴力をも使ってそういう政

策が実施されたことをしっていますし､それを否定はしませんが､Lかし､その政策

だけでもとの言語が分断されたのでしょうか.すでにわかれはじめていたものが､よ

り分断されたのではありませんかO

これは､話を非常に単純にするために､こういう例を示したのですが､重要なことは､

これらの言語がキリル文字を使う以前には､ひとつの文字､アラビア文字で書かれていた

ということですO中世にチャガタイ文語というのがあって､それがチュルク諸語に共通に

使われていました｡ソビエ トになってから分断されたんです｡

きょうほかならずこういう質問がでると思っていました｡なぜなら､ここはスラブ地裁

ですから｡何が独立の言語か､何が方言か､というのは言語学がまだ解決できない間蓮で

あって､重要なのは､それを爵している人の意識がどうであるか､そういうことを私は全

然排除して考えてはいないので､そういう単純な言語学的な方法だけでは解決できません｡

大事なことは､話し手の､自分たちがひとつになりたい､あるいはその道に分離､魂立し

たい､という主体的な考え方です｡ソ連の場合には､統一したいというのを､さまざまな

方法で分断しました｡だから､言語的な分断は､それがすべてではなくで､それもひとつ

の方法であったわけです｡
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*田中先生にカルムイクの民族としての今の状況について何か情報があればきかせてく

ださい｡

もちろん､今の方は1940年代にカルムイクがどういう運命にあったかよくごぞんじなわ

けですね｡

最新の情報としては､去年ウランバートルでカルムイクの人にあいました｡それから､

ブリヤートで民族的な権利をまもる集会があった時に､カルムイクの人も来ていました｡

その時にカルムイクの人にもらった本があります｡カルムイクでは､ロシア語で仏教の経

典を出版しはじめています｡それから､もうひとつ大事なのは､子供たちが読むための絵

本を､キリル文字のカルムイク語で出版しはじめていることです｡子供たちがほとんどロ

シア語しか着せなくなっているから､子供にカルムイクを教えるためです｡

もうひとつは､2年 ぐらい前から､去年もそうですが､パン･モンゴル ｡美女 コンテス

トがはじまっています｡美人はだれでもきらいではないですね｡しかも､うつくしい女が

自分の民族にいるという､こんなうれしいことはないんです｡それで､今､国籍は中国の

モンゴル､ハルハ ･モンゴル､ロシアのブl)ヤートやカルムイク､いろいろな所からわか

い女があっまって､主に学生ですが､パン･モンゴル美人のコンテス トをやっています｡

ですから､カルムイクにきょう全然ふれることができなかったのは､ちょっと話が複雑

になるからで､私はカルムイクを非常に心配しています｡大事なことは､言語､仏教､そ

れからほかの地域にいるモンゴル人との連帯です｡特に､アメリカにはモンゴル人が今二

千人住んでいて､カルムイク人のお金もちが､います｡それから､オランダにはチンギス ･

ハーンのずっと子孫だという人が住んでいますoそういう人たちが全部あっまって､いろ

いろな種類のもよおしをおこなっていますO

*19世紀の言語有機体説では､ウラル-アルタイ語の位置づけは中国語よりは上だった

のでしょうか｡

中国語よりはすこしまLという考え方と､中国語のように徹底してないからもっとだめ

という､二つの考え方がありました｡

*動詞の変化の有無ということですか｡

中国語には､動詞の変化だけではなくて､たとえば､固有の意味での助詞も助動詞 もな

んにも存在しないですね｡つまり形態論の全くない言語です｡私､行 く､学校｡私､子供｡

というようなのが中国語の文法でしょう｡それと品詞の区別もありませんね｡以上は､非

常におおざっぱにいったのであって､古典の中国語に比べれば現代の中国語は､そういう

ものがすこし出てきています｡

*日本語は非常にむずかしいとされていて､私は日本の文字体系と関係しているのでは

ないかと思うんですO日本でも子供が大変苦労して文字を習得しなければならないで

しょう｡それが何か意図的にそういうむずかしい文字体系を保持されているのではを
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いか､勤勉さを子供がまなぼざるをえないようにCそれについてご意見をきかせてく
ナざ｢ミ t/ヽI｣ し_ I 0

これは私の方から言いたかった問題ですOいい質問です0

日本では明治維新の時に､日本語を本当の国民的な言語にするために､いろいろな論争

がありましたOその中でもっともラジ*)レな意見は､前島密にあらわれている､漢字を全

廃しようという意見でしたO
I･-で･i..I--LI --- -i-･----i--づ-.-1 1

そのころの言語論争は､アントL7ギ-1anthc;iogl印-芸こgjしみつ し､でtj)LPでみbし こ

ができますけれども､明治20年ごろにカナだけで書いた非常にいい文章がのこっています｡

その後､反動期がやってきて､漢字を使うことが流行になりました)もうひとつは､ヨ-

ロソバから入ってきたあたらしい衡藷を翻訳するために漢字を偉いはじめました.

その後､革新の時代がまたきましたOその時の主張のひとつは､ローマ字北であって､

たとえば､有名な石川啄二本という詩ノ礼は､日記も詩も全部Yu-7-マ字で書いた時代がありま

す｡

日本では一軍国主義がさかんに去ってぐると､漢字がふえますり私の考えでは､漠字は

国民教育､人々の教育を束縛する力をもっていると思います,J第2次大戦がおおった時に､

アメリカの教育調査団が最初にやったことは､漢字を-らす､あるいはやめさせることだっ

たんです｡rしたがって､19∠妄5年から5年間ぐらいの間､日本の/rj､学校ではかならず日本語

語の組織を分析的に把塩するのにこれは非常に筏にたちましたO

当時､また日本のある進歩的な会社､たとえば､今 も有名な伊藤忠という会社がありま

すtlその会社では.会社の中の公文書は漢字を禁止 して､全部かなで書きました,それは

タイプライタ-が自由に使えたからですOこれは当時の会社の経営者たちが､日本語の改

革に対 して非常に意欲的だったということです｡r

ところが､日本の経済が発展期になったころ､日本人は漢字ニヒリズムから脱出しまし

た｡逆に､漢字はすぼらしい､漢字があるから日本はこんなに急速な経済成長をとげたん

だというイデオロギーがあらわれたのが､1970年ごろです｡漢字が日本の発展を可能にし

たという､言語学者の中の代表的なイデオローグが鈴木孝夫という人です｡国語 ｡日本語

学者の中では､それは大野晋です｡大野晋は､私の学生時代には非常に日本主義者､つま

り､漢字を使わずにできるだけ固有日本語でやっていこうという考えだったのが､70年ご

ろからは漢字主義者に転向しました｡

しかし､漢字を制限しようとするセクトと､漢字をもっとふやしていこうというセクト

のはげしい対立の中でワープロがつくられてきました｡ワードプロセッサーの発明は､日

本語がタイプでうてないからローマ字やかな文字にしよう､という今までの意見の論拠を

うしなわせることによって､日本語の言語改革を全部ダメにしてしまいました｡

そういうふうな不安定な状態がつづいている間に､日本語を勉強しようという外国人の

数が急速にふえてきました｡そこで､国家に支援された国際交流基金や､そのほかの民間

の日本語学校がたくさんでてきましたが､そこには､改革の意欲は全然ありません｡ただ

現状のあるがままの日本語を教えることが学校の任務になってきたわけです｡非常に残念

なことは､日本語をもっと簡単にして､国際的にまなびうる言語に変革するチャンスをほ
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とんど今うしなってしまったことです｡朝鮮半島においては､北の半分は漢字は全部廃止

して､南の方も漢字は使わないことになっていますが､日本の学術書を読むために漢字の

教育が必要になってきています｡

この場合に､漢字の問題で非常に重要な役割を演じているのが､中国の状況です｡ある

時まで中国では､-貴して共産党がラテン文字化の方針をすすめてきました｡周恩来が 日

本の首相に対してある時こういうことを言ったんです｡中国は日本に漢字をおくりだした

ことによって､日本に大変すまないことをした､と｡しかし､1975年ぐらいだと思います

が､たとえば､日本の有名な作家である丸谷才一という人が､中国の非常にふるいイデオ

ロギーをもつ作家と一緒になって､漢字をもっと使うようにしよう､漢字をさかんにしよ

うということをふたりでキャンペーンして､日本の新聞や雑誌にもたくさんのせました｡

これは､中国共産党が今日のように反動化して､マイノ1)ティーや民衆を抑庄 してい く､

ひとつの予兆みたいなものだったのです｡

漢字が将来東アジアにおいてどういう遠命をたどっていくか､符にEj不においてどつい

う運命をたどっていくか､これは非常にドラマティックな社会言語学のテーマだと思いま

すoこのことについて､私はかなり戦闘的な立場にいるとみなされていまして､そういう

立場を表明した論文も本も書いています｡今までのところは､漢字のすきな日本人の国語

学者や知識人のものしか外国にしられていませんけれども､私は-貴 して､漢字を全部や

めることはむずかしいとしても､このままほうっておいてはいけない､これは大変なこと

だというふうに思っています｡非常に危横感をもっています｡それで､今のご質問は､私

にそういう意見を言うきっかけをあたえていただいたので､大変感謝しています｡

*今の私の印象では､日本の政府は積極的に英字をふやして､積極的に周辺諸国に日本

語をもっとひろめるような政策をとっているんですが､同時に日本では周辺諸国の言

語を学習する学習者の数が非常にすくないです｡英語一辺倒なんですが､それにして

は学習の効果というものがめだたないんです｡これについて何かコメントしていただ

けますか｡

今は非常に悲観的なお話でしたけれども､すこしいい傾向もでできています｡それは､

朝鮮語の学習が学校だけではなくて大衆的にはじまりました｡いくつかの大学､それも有

力な東京大学のようないくつかの大学では､朝鮮語で外国語の試験をうけて入学すること

ができるようになりました｡たとえば､私の一橋大学の大学院でも､朝鮮語で受験できる

ようになりました｡きょうおはなししたことと関係ありますが､日本人は外国語は全部英

語､ドイツ語､フランス語のような言語だと思っていました｡ところが､朝鮮語を勉強 し

てみて､自分たちとおなじような文法構造をもっている言語があるんだということを､言

語学者以外のおおくの人々が気づくようになったんです｡たとえば､NHKのラジオ､テ

レビ､こういう有力番組でも､イタリア語があたらしく採用されると同時に､朝鮮語が入っ

てどこでも朝鮮語が勉強できるようになった､こういう状態があと10年 ぐらいつづけば､

日本人の言語的認識も非常にかわると思います｡

そのほか､別の社会経済的な閏蓮としては､日本に外国人労働者が非常にたくさんふえ

ました.それは､中国､韓国､マレーシア､ベトナム､インドネシア､イランのような国
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の人がたくさんふえることによって､ヨーロッパとおなじように､外国人労働者のための

鹿妻垂のtJ､スし､Z,わガイドブックをつくるようになり､そして､市役所の窓口でもそういILJI)H〉ノ▼JI -ノd､/■

う言語でいろいろな届をだすことができるようになってきていますO

言語については､伝統的に対立するふたつの立場がありますOひとつは外封入が使うこ

とによって､その言語の細枠性が汚される､その言語がわるくなるという考え方です｡L

かし､私はそれとは逆に､おおくの外国人が日本語を話した り使うことによって､これま

での､かたいーとじられていた日本語が､もっと発展する､外国人が使うことによって日

本語がもつと弾力自酎こ怠ってLIyJユくんだと思っています｡

私は､よく新開や出版の団体にまねかれて言語間轟のシンポジウムに参加することがあ

りますOその時にいつも私がすす吟でいるのが､たとえば､日本経済新開などで1､特に経

済記事のように､外国人にも読んでもらいたむ1ような記事をのせる新開は､かならず iペ

-ジぐらいはLrg-マ字で日本語を印属損/な射 1､ということですC,そうすると外国丸にも

重要な記事が読めるようになりますO

癖L7---マ字で印届瞳 れた/ 小 一 ジ は実現 していないのですか′=L

irj本譜菜音運動団体にこっあをプますOひとつは ｢日本のローマ字社_上 もうひとJ:)は

｢カナモジかす｣という団体があわます(,このふたつのうち､日本のTか --マ字社の機関麻

はb昔は週刊だったものが､ iか月に1回になってしまいましたが.ここがだすものは合

部rLj1--マ字で､そういうニエムスをだしています｡.か71-号ジカイのか ㌢ノ首それ 了もiか月

に1桓PeL､これ毒ま薙誌の形でー今でも労夕か子-だけで出版している､そういう言語運勢 或j

あ ります｡

しかし､ここにもいらっしゃいますが､日本政府および日本政府の息のかかった機関が

日本語の教師を外国におくったりしていますOその人たちはほとんどそういう知識をもっ

ていません｡そういうことに関心ももたないし､そういう運動とも全然関係をもたない､

そういう方たちを日本政静は外国におくりだしているのですO

今のおふたりの話は､日本語研究の重要な 1ページになりはじめていますOおそらくこ

れからそういう閏蓮で日本でもドクターをとったりするような人が出てくるでしょう｡私

のところの学生には､そういう人がいますoそれで､中国や韓国や外国からきた留学生で､

ひとつは日本語の国際化の問題､それから日本語の改革の問題､こういう論文を書 く人た

ちにもすすんで ドクターをあげようと思っています｡

*系統的にことなる言語間の対照研究およびその意義について｡

対照研究には､実用的なものとアカデミックなものとがあります｡実用的教育的なのは､

その対象をつかむことによって､どういうふうに外国語をうまく学習できるかという､そ

ういう目的がおおきいですねo対照研究はそこから発展 したんだと思います.これを国家

的なレベルで､パー トナーシップをつくってやっていたのが､10年 ぐらい前のドイツ語と

日本語との対照研究のおおきなプロジェクトチームです｡それはやはり言語の構造のちが

いが､人間の考え方や行動にどういうふうに影響をあたえるんだろうかという関心から出
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てきているんだと思います｡もちろん対照の方法は､言語学的ですけれども､背景にはそ

ういうものがあります｡

もうひとつは､通訳 ･翻訳機械をつくるための基礎として対照研究が必要になってきま

すね｡だから､対照研究がおこなわれる言語というのは､アカデミックなレベルというよ

りは､国家と国家､商社と商社との関係が､そういう研究をもとめてくるんだと思います｡

この講演は､1993年 3月26日に､スロヴェこア東方学会主催の､第3回東アジア言語 ･

文化シンポジウムのKEY-NOTELECTUREとしておこなわれた｡
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