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0.はじめに

言語と国家は､何々国語という言い方でもわかるように､いかにも必然的に結びついているか

のように見える｡しかし､もう少し細かく見ると必ずしもそうでないことがわかる｡

たとえば､日本では､狭く見ても､薩摩から津軽までに及ぶ言語連続体の上で (そして実際に

その連続体からさらにいくらかはみでて)､一つの国家機構が成立した｡一方､ブルガリアからス

ロベニアまでに及ぶ南スラヴ語の言語連続体は､日本の言語連続体と同じかそれ以下のヴァリエ

ーションを示しているにもかかわらず､現在､七つの国家機構がその上に存在 している｡

本稿では､日本と旧ユーゴの国家語形成パターンを比較することで､なぜそうなったかという

問い-の､部分的でありながら､一つの答えの試みである｡

1.国家語の誕生

1. 1 国家語の出現

欧州で､ローマ帝国以来支配的立場におかれていたラテン語の束縛からの脱出を試みたのが､

13- 14世紀のイタリアの詩人ダンテである｡彼は高貴なラテン語に対して初めて俗語の価値

をアピールし､その可能性を実際に自らの詩を作ることによって証した[1]｡中世から脱出し原

始資本主義をすでに実施していたダンテのトスカ-ナを中心に､イタリア俗語が一気に文学の媒

介語となり､輝かしい俗語文学の伝統を作る｡

スペインでは､ トスカ-ナより約二百年後､俗語の別の用途を思いついた｡ 15世紀の末ウマ

イヤ王国がイベリア半島から追放されるにともなって､大国にふくらんできたスペインとい う国

家をどう統治するかという急務が生じる｡そこで､当時の国王フェルディナンドと女王イサベラ

は､A｡ネブリハ(AntoniodeNebrlja)のカステイリヤ語文法を採用して (1492)､すでにイベ リ

ア半島の広域言語として機能し始めたカステイリヤ語を､王国の国家語にした｡このように､全

国共通の国家語を採用することによって､レコンキスタ (再征服)まで多民族国家 ･他宗教国家

であったスペインの均一化のために､猛烈な宗教的 ･思想的統治とともに言語をも応用しようと

したわけである[2]｡

スペインで初めて国家語という政治的手段としての言語が用いられるようになると､中央集権

的統治をねらい始めるその他のポル トガル､イギリス､フランスという西欧諸国でも､同様な動

きが始まる｡そのなかでも､もっとも典型的なのがフランスである｡

フランスでは､北方ではパリを中心に､オイル (oil)語が用いられ､地中海沿岸ではオック (oc)

語がもちいられていた｡ 11- 12世紀から南を支配し始めたパリに権力の座ができていた当時

の国王であるフランソワ一世が政治支配をより効率よく行 うために､スペインに約半世紀遅れて､

オイル語を国家レベルの公的言語として用いることにした｡いわゆる 1539年のヴィレール ｡コ

トレ (Villers一一Cotterets)勅令である｡したがって､オイル語は後､現代フランス語に発展す
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るが､-一方､オック語､すなわちプロヴァンス語は､現在､国家権力による長年の排他的言語政

策の結果､生きた言語としてほぼ消滅 している｡

勅令以降､南仏では長い間､二言語 (北のオイル語と土着のオック語)が併庸されていた｡そ

れに対して､北仏では､一言語 (オイル語)およびオイル系方言のみが用いられていた.国家語

に昇格されたオイル語をより効率的､しかも品格のある伝達手段に作り上げるために､言語管理 ¢

監視機関とし1635年に 仏アカデミ-が創立されたOフランス革命以降､市民の平等というス

ローガンのもとで言語における中央集権的政策がさらに強まってくる｡フランス語が国家語にな

ってから3百年たった i9世紀の半ばでも､南仏など､非オイル語地域ではまだフランス語の普

及率が低かったのであるoたとえば､後の日本の国語教育にも頻繁に使われた教授法は､低普及

率という問題を克服するためのフランスの発明である｡

西欧的､フランス的モデルの特徴は､すなわち､国家が国家統治のための政治的プロジェクト

として､言語を伺いながら､政治的な意味での民族-国民を作りあげるというプロセスを意味す

る｡[3]

比較的早く上から国家と民族と (主たる言語集団の)言語の結びつきが作られた西欧にくらJ､ご

て､ロシアをのぞく中欧 ∂東欧では主たる言語集団を中心とした国家づくりが大分あとになるO

その理由は､おかれている政治状況の違いである｡中欧の ドイツ語地域､イタリア語地域はいく

つもの小規模の国家に分かれているか､イタリア語地域のように､--一部,､外部の勢力の支配下に

おかれていたCまた､東欧では､i8世紀の末になると､全地域が､ハブスブルク帝国か､ロシ

ア帝国か､プロイセン王国か､オスマン ¢トルコ帝国の支配下におかれていた｡ したがって､中

欧 卓東欧では､西欧で始まった国家統合のプロセスに加わることが長い間不可能であった｡

大同小異ではあるが､もう一つのモデルを提唱した ドイツおよびイタリアでは､政治的絞一に

先駆けて､文化的統一 (への運動)が先に起こり､民族意識が作 られていく｡このプロセスが ド

イツでもイタリアでも明治維新前後に､統合国家の成立で完成されるOイタリアは i861年､ドイ

ツは i87i牢に統一国家ができる｡ ドイツでは､なによりも､宗教改革がもたらした聖書の ドイツ

語訳が日常 ドイツ語の普及に貢献 した｡イタリアでは同様な役割を果たしたのはダンテ以来､ ト

スカ-ナ方言で行われてきた文学活動である｡ ドイツ ･イタリアの国家語形成 e 民族形成に見ら

れる特徴を中欧的モデルと呼ぶ｡

中欧的モデルではすなわち､国家が国家語をもって民族および国家を作るのではなく､同様な

文化と言語を共有するという意識が､逆に政治統合-のきっかけになって､最終的に､文化的な

意味での民族国家を作 り上げるのである[4]o

2.現代の国家語状況およびそれに至るまでの過程の特徴

上記の第 1節で見たプロセスが､西欧的､すなわちフランス的モデル と中欧的､すなわち､ ド

イツ ･イタリア的国家語形成 ｡民族形成モデルに至った｡その特徴をa)形成プロセス､b)国

家語としての言語の選択､そして C)少数派言語の公的役割 とい う三つの観点からまとめてみる

と以下のようなことになる｡
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ヨーロッパにおける国家語の二つの代表的なありがたとして西欧型と中欧型があげられる｡それ

ぞれのモデルは､以下のような特徴をもっている｡

･西欧 ･フランス的モデル :

a 強い中央から統制されている国家が先にある

b 国家語-権力の座の言語を一方的に押付ける

C 少数派言語の公的役割 :強く制限されている

･中欧 ･ドイツ ･イタリア的モデル (- ｢ポス ト･フランス型モデル｣)

a 弱い国家の集合体が先にある

bl 同じかまたは近い言語を用いる

b2 国家語-共通性の高いヴァリェ-ションの言語を採用

C 少数派言語の公的役割が制限される

面白いことに､2004年 5月 1日に､EUに新しく加盟する国家ではそのほとんどが､西欧型

ではなく､後に述べる東欧型の国家語成立を成し遂げている｡Shulze(2003)によれば､遅いE

U-の加盟とこれらの地域の歴史的背景は無関係ではない｡

両方のモデルでは､いったんできたら､フランスのような国民国家でも､ ドイツ ･イタリアの

ような民族国家でも､その後の図式は同じであるOすなわち､一国家 ･一民族 ･一言語とい う図

式である｡ちなみに､20世紀前半､このような発想の極端な現れが､ヒトラーが代表する ドイ

ツの猛烈的かつ排他的な民族主義である｡ヒトラーは上記の図式に新たな項として､独裁的権限

を持っている民族の総統を付け加えただけである｡

さて､同じ欧州であるが､一国家 ･一民族･一言語という図式を使わない国家のモデルもある｡

中欧の､中世の多様性をそのままとどまらせている､以下のスイス的モデルがそれである｡

｡中世型 ･スイス的モデル

.a 弱い国家の集合体が先にある

bl 各地域の言語が異なる

b2 国家語-地域レベルで決める

C 少数派言語の公的役割 :大きい

上記の簡単な特徴付けでもわかるように､前述の二つのモデルに比べて､言語 ｡文化のヴァリェ

-ションに対して遥かに寛容である[5]

多言語という状況において､スイスが提供した言語政策のモデルは､田中(1975)の仮説によれ

ば､レ-ニンのソ連における言語政策の手本にもなった可能性が高いo しかし､東欧では､スイ

スのモデルというよりは ドイツ ｡イタリア的モデルの変形したものが多くの場合採用された｡ ド

イツ･イタリア的モ デルとの違いは､言語が政治的統合において果たした役割の比重が非常に太

きいということである｡その特徴は以下のように集約できると思われる｡
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｡東欧的モデル (-｢はじめに言葉ありき型モデル｣)

a 国家が原則的にない

bl 同じかまたは近い言語を用いる言語集団

b2 実際か架空の共通の伝統がある

b3 国家語-共通性の高いヴァリエーションを採用

C 少数派言語の公的役割 :未定 (実際は排他的政策が多い)

その典型的な例の一つはたとえば後に述べ急旧ユーゴ諸国のなかでも､スロベニアとマケ ドニア

である｡後に国家となる各地域がよその国家 (帝国)の統治Fにおかれていたので､共通のもの

として認識されたまたはそのように作られた言語､および共通する実際のまたは架空の伝統が政

治統合を実現するために与えられた唯一の手段であったO

いままでのモデルは全てヨ-ロツパで成立したが､植民地時代以降のいわゆる発展途上国でも

様々な模索を繰 り返しながら､いくつかの国家語のタイプが区別できる｡主なものとして､次の

いくつかのタイプがあげられる0

6 甲立的国家語

これはすなわち､Fj然発生的に広域共通 語 と して成立した言語を国家譜とするモデル であるO

このタイプには東アフリカのスワヒリ語圏(スワヒリ譜を国家語 として用いるケニア､ウガ ン ダ､

タンザニアなどの国々上 東南アジアのインドネシア､､そしてパプ ア 坊ニ コ - ギニアが代表的な例

として分類できる｡

東アフリカのスワヒリ語圏では､スワヒリ語というイン ド洋に面Lている港のモンバサの周辺

から来た商人の言語であった言語が国家語として採用された｡広く行われ､他民族多言語の状況

の中で､スワヒリはすでに植民地時代以前､広域の言語として用いられていた｡ イン ドネシア

でも似たような発展があった｡ただし､東アフリカのスワヒリ語の代わりに､マレー語が同じよ

うな役割を果たしたO

インドネシアのさらに東に位置しているパプア ｡ニューギニアでは､無数の種族と無数の言語

による障壁を乗 り越えるために､19世紀からできたピジンの一種､to巨pisinが重要な役割を

果たすことになった｡国家語として採用され､今は､その標準化が急ペースで進められている[6]｡

｡多数派の国語

その代表的な例はイン ドである｡多民族 ･多言語地域であるイン ドでは､植民地支配から解放

されると､以前強いられていた英語に代わって､インドヨーロッパ系の言語が用いられている中

部 ･北部イン ドでは広く通用する､しかも母語話者もインド人口の過半数を超えているヒンディ

語が採用された｡ しかし､ ドラビダ系の南部インド地域では､ヒンディ語があまり通用しないの

で､この選択があまり歓迎されていない｡したがって､恐らく南イン ドの状況も念頭に入れて､

副次的共通語として､以前植民地支配者の言語であった英語が採用されている｡インド全体では､

ニュー トラ-ルな選択として､英語が適切であるという意見は多いが､独立当時支配者の言語 ｡

エリー トの言語である英語ができた人口の割合がきわめて低かったので､より平等な選択として､

結局はヒンディ語が採用された0
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･国家無き言語

第一次世界大戦後の､アメリカのウイルソン大統領の民族の自決という原則は､当初は､ヨー

ロッパ地域に限って応用された｡第二次世界大戦後､植民地時代が終わったにも関わらず､大き

な言語集団 ･民族集団が､依然として､民族自決という権利を与えられていない状況におかれて

いるのが今の現状である｡その中でもっとも悲惨な状況におかれている民族集団の一つがクル ド

人である｡ トルコ､イラク､イランやシリアという四つの国に分割され､消極的評価でも､人口

1千5百万とされているクル ド人は､つい最近まで自治権も認められないだけでなく､言葉まで

も公では使ってはいけない事になっていた｡1991年の湾岸戦争以来､北イラクで疑似国家を

持つようになったイラクのクル ド人は2003年のアメリカによるイラク侵攻後､公式的にも高

い自治権を確保しつつある｡それを反映して､ トルコでも､クル ド語が公で認められるようには

なったが､東 トルコのクル ド人居住地域の自治権などはまだほど遠いようである｡イランやシリ

アでは､依然としてクル ド人は3流市民という地位を強制されている｡

クル ド人が直面している問題は､国際政治の偽善主義を露わにしている｡国際秩序や安定とい

う､大国の特権を守る盾の裏で､国連憲章でも保証されている人権や民族の権利が台無しにされ

ているのである｡クル ド人はその大きさから見て極端であるが､同じ苦しみを経験しているより

小さな民族や言語話者も視野に入れれば､国家無き言語が言語集団のもっとも普通のあり方であ

ることがわかる｡

3.日本と旧ユーゴの位置づけ

本節では日本と旧ユーゴ諸国の国家語形成を上記で述べたモデルに照らしあわせながら､その

位置づけを試みる｡

3｡ 1 日本の場合

日本は19世紀の後半､国家語を導入しはじめるころ､すでに約 1300年前から統一国家と

しての意識が存在した｡その上､明治直前の江戸時代は､強い中央集権的な統治を受けた歴史的

経験もある｡そういう意味で､政治状況は16世紀のフランスと類似している｡ただし､言語 ･

民族思想という面においては､ドイツで留学した上田万年らが留学先で学んだ ドイツ的な､すな

わち血縁的な言語と民族と国家の関係の捉え方が日本の従来の国学的な思想と重なて､国家語政

策に大きな影響を与えた｡東欧にくらべて､日本では日清戦争以降､植民地における言語政策が

国家語政策全体に非常に大きな影響を及ぼしている[7]｡日本の国家語形成の特徴はだいたい以下

の通りである｡

｡日本 (- ｢仏独混合型｣モデル)

a 強い中央から統制されている国家が先にある

bl 同じかまたは近い言語 (-方言)を用いる

b2 国家語-共通性の高いヴァリエ-ション (-基本的に東京語)を採用

b3 植民地における言語政策

C 少数派言語の公的役割 :強く制限されている
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3. 2 旧ユーゴの場合

つづいて､日本と西欧とは言 うまでもなく､中欧の場合とも異なっている旧ユーゴ諸国のケー

スの特徴付けを試みる｡

先ず､19世紀前半から始まる統合プロセスが特徴的である｡比較的近い言語および方言が統

合のきっかけになるところは ドイツ､あるいはそれ以上､イタリアの状況に似ている｡政治的に､

よその勢力の支配下におかれていたことも､状況はイタリアと似ているOただし､イタリアとも､

ドイツとも異なって､共通の言語的､文化的伝統は､旧ユーゴ地域においては存在 しない｡その

ような伝統の発見あるいはその創作が 19世紀の同地域のスラヴ語学者t,T)急務であった｡また､

第一次世界大戦直後､i9i8年に統合国家のユーーゴスラビア王国 (正確にはSHS王国)ができて

も､単一の言語ではなく､全国的に用いられたセルビア夢クロアチア語のほかに､ドラヴァ州 (ス

ロベニア語地域と一致する)ではスロベニア語が公用語となっていたo所が､実際はユ-ゴ王国

への統合のプロセスが一っのレベルで行hhp車～IJY.∫′Y〉E､~~一U

一つはユーゼ 王国の各構成成分､すなわち､スロベニア系地域､クロア チ ア 系地域､ セ ル ビ ア

系地域で､というよりローカルなレベルで､ ドイツ tlイタリア､あるいは東欧で見られるような

統合のプロセスが行われたC こUjロ-カルなレベルでは､統合の原動力は､共通ULj言語のほかに､

共通の伝統である｡,それは､たとえばセルビア､クロア チ ア､ツ ル ナ 骨 ゴ ラ t,モンテ 伊ネ グ 勘

では実際に歴史的記憶として 且9世紀まで残った中世国家の存在である｡ころロベニアの場合でも､､

何らかの国家のような形態を持っていた7伝8世紀に存在したカランタニアとい う国家があるが､

時期が早ぐぐ､存続が百年足らずに終わったことから､その後のスロベニア系の人々との文化的 e

政治的結びつきは､19世紀の歴史学者の努力の成果であった｡なお､中世の国家をもっていた

ボスニアのボシュニヤツクの人たちは､当初は､セルビアおよびクロアチア語地域での統合への

動きに､独自のグループとしては加わっていなかった｡

もう…つ は､各地域の間の統合で､最終的にユーゴ王国ができるo地域間の 統合に最初から独

自のグループとして参加 しなかった､または参加させてもらえなかったのは､先にもふれた､ボ

スニアのボシュニヤツクというトルコの支配時代イスラムに改宗した人たち､そして19世紀の

末から政治概念として登場 したばか りのマケドニアの人たちである.ツルナ gゴラ (モンテ ｡ネ

グロ)は､19世紀の統合のプロセスには参加 したが､第一次世界大戦後､政治的にも､民族と

してもセルビアに吸収されてしまった｡

このように､ユーゴ王国に含まれた人々は､民族意識形成に言語のほかに､政治的､文化的伝

統が大きく作用していた｡にもかかわらず､新しいユーゴ王国において､各構成成分が寄り集ま

ってできたその国家全体の正確の認識にずれが生じていた｡一つの極端は共通の国家を多言語 ･

多民族国家として見なしていたスロベニア系の人たちの見方でる｡これと対極的にあるのが､新

しい国家を､16世紀のフランスのように､それを次第に政治的に､言語的に､そして民族的に

画一化しなければ国家としてとらえられないと考えていたセルビア系の政治家である｡彼らのビ

ジョンではパ リ･オイル地域の役割を果たすは､いうまでもなく､セル ビアである｡

共通国家のこのような極端な認識のずれ､そしてそれに加えて､民族意識が形成 していくマケ

ドニア系の人たち､ボシュニヤツク系の人たちの希望の無視､さらに､非スラグ系でありながら

地域的には多数を占めていたハンガリー系､アルバニア系の人たちの希望の無視が国内において､

大変な摩擦を生む｡
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第二次大戦中､これらの民族間の摩擦はまたナチ ¢ドイツ､イタリアなど､ユーゴ王国を占領

した軍隊に利用されたOその結果､ユーゴ王国では解放戦争とともに､民族同士の間の内戦も行

われた｡

多くの犠牲を払って､パルチザン･レジスタンス軍がユーゴを解放することに成功した｡解放

と同時に､自前の社会主義革命もなしとげた｡東欧 ･中欧で､ソ連以外唯一自前の社会主義体制

ができた｡

新しい政権では､言語 ･民族問題を解決するためにソ連のやり方を参考にした｡社会主義体制

のユーゴは王国時代と違って､中央集権的体制の代わりに､徹底した連邦制を導入する｡セルビ

ア､クロアチア､スロベニア､新しく民族として認められたマケ ドニア､そしてツルナ ･ゴラ (モ

ンテ ･ネグロ)はそれぞれ主たる民族を中心に､連邦を構成する共和国 (州)となる｡六つめの

ボスニア ･-ルツェゴヴィナは過半数を占める民族がなかったが､多数のボシュニヤツクのほか

に､言語を共通するセルビア人､クロアチア人が複雑に入り交じっていたので､独自の共和国と

いう地位を与えられた｡

さらに､セルビア共和国の北部にいた約500万人のハンガリー系の人たちの地域がヴオイヴ

オディナ自治共和国になった｡そして､どうようにセルビア共和国の南西部のコソヴオの百数十

万に及ぶアルバニア人の言語 ･民族権利を実現するために､コソヴォ自治共和国ができた｡

第二次世界大戦後のユーゴはこのような再構成の結果､スイスのモデルの特をもつようになっ

た｡

･社会主義体制下のユーゴ (スイス ｡東欧混合型)

a 地域優位の国家体制 (地域分散型-連邦制)

bl 統合の原理 :同じかまたは近い言語を用いる ｡解放戦争を共有する体験

b2 統一国家語がない｡共通語は構成成分レベルで決まる

C 少数派言語の公的役割 :大きい (地域にもよる)

1980年代に､ユーゴ崩壊-の動きが顕著になる｡その背後に､当時の経済危機の解決策をどこ

に求めたかという要因がある｡権威主義的な色が強く残っていたセルビアは政治的に中央集権的､

権威主義的な統制を代弁していたのに対して､よりリベラルなスロベニアでは､徹底した民主､

経済の自由化が解決策だと思われた｡セルビアが警戒された大きな理由は､政治的中央集権化が

多民族国家の性格を損ね､一国家における多数民族の覇権の道を切り開くのではないかと懸念さ

れたからだ｡

スロベニアが連邦脱退を実現すると同時に､それまでは起こるのではないかと心配されていた

ことが実際に起こった｡旧ユーゴは､セルビアを主犯として (そして一部はクロアチアも共犯で

あったが)､内乱に陥る｡内乱という､事実上のセルビアによる領土の奪い合いや殺教の戦争が

1991年～1995年の間に続く｡その結果､1995年､内乱が終わった時点で､社会主義体制下､連

邦構成成分であった全ての共和国が独立国家として再出発する｡各々の新しくできた国家にとっ

て､新しく確保した独立は､19世紀､よその帝国の支配からの脱出を目的とし､主として言語

から始まった政治的統合の終着点である｡
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4.まとめ

日本と旧ユーゴの国家形成および国語形成における最大の違いは､全く異なった歴史的背景で

ある.一方､日本は仏独混合型のモデルに分類され､長い政治的および文化的統一一を経験してい

るため､方言のヴァリエ-ションが凄まじくても､それが例えば明治維新のような歴史的転換期

の場合でも､政治的に遠心的力にはなりえなかったO他方､旧ユーゴは､求心力は第一次世界大

戦後の短い数十年間の統一ユーゴの時期を除けば.思想_.イデオロギーとしてしか存在していな

かったO言語的には日本と代わらないヴァリエーションでも､統一国家という政治的 全歴史的背

景かプ斜 ＼なかでt_最終的には綻一書覇家としてはなyj得なかった｡そ,I/T,最大C,1/7原告は､20位紀末､

19世紀の政治的手法で多様性を無視 して､一民族の支配下の統一国家をねらったセルビア共和

国のエリー トたちの時代錯覚であると考えるO崩壊が戦争に発展しはじめたた時点では､その他

と共和画のエリー トたちも､否応なしに､排他的民族主義に傾いてしまったo

堤 :

[H DevuigaTieioqLie如ia く俗語論jo巨博 克彦 日9753i981上 巳cc,緩003,i995)を参照o
｢(11 √r 1
Lム｣ bZ.Cnuize(ZOOS,1994)ch.A,2｡

[3] 田中克彦 (i98扶 Szchulzeは003,19銅 う c h . 2.2.

[射 Bjj中克彦 昌98拭 szchulzeほ003ァiL9銅)乱 2.2与ブfCalvettiH999)

[5] 田中克彦 (1975)

[6]Romcljne(19円8)

['7 ] イ 吉ヨンスク u996h CaivetH H999)､長志珠江(1998)､小森陽一- (2000)
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