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【論文】

ポーランドのシロンスク地方における
「言語」をめぐる諸問題

貞包和寛

[summary]

Status of Silesian Vernacular in Poland and Political Discussion

SADAKANE Kazuhiro

　In the present-day Silesian region in Poland, cultural and political organizations are 
demanding that the legal status of Silesian local vernacular and the Silesian people as a minority 
be recognized. Despite that 817,000 people declared Silesian identity in the latest census (2011), 
the Polish minority act does not recognize Silesians as a minority or mention their language. 
The number of Silesians is the largest among all other minorities including the Ukrainians, 
Germans, and Kashubians. The author of the article reveals the role of discussions on the “Silesian 
language” in today’s Silesian problem. In addition, the author aims to reveal the exclusivity 
of the multilingual cultural policy. The author concludes that (1) the term “Silesian language” 
is not being used based on a linguistic corpus, but is based on the political opinion of each 
Silesian organization. Therefore, the term functions as evidence of radical autonomy or Silesian 
“nationality.” (2) Inevitably, the legal act for the protection of minorities’ linguistic and cultural 
diversity has a character of exclusivity, because the subject possessing legal authority to establish 
an act is not a minority, but the state parliament and government. Therefore, the multilingual 
cultural policy is realized only when a demand from the minority is in accordance with the 
fundamental principles of the state.

キーワード：社会言語学、ステータス計画、多言語主義

序文
　ポーランド共和国のシロンスク地方 1 に土着の言葉は、一般的にも学術的にも「シロンス
ク方言」と区分され、ポーランド語の地域変種として扱われてきた。しかしながら、シロン
スク地方を拠点とする文化団体や政治団体のなかには、ポーランド語とは別の言語という意
味で、シロンスク「語」の存在を主張するものもある。また、2002 年と 2011 年の国勢調査
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の結果に基いて、シロンスク人をマイノリティと認定することを政府に要求する意見も決し
て弱いものではない。シロンスクをめぐるこれらの議論は「シロンスク問題」と総称され、
現在のポーランドにおける最大規模のマイノリティ問題となっている。しかしながら、政治
をめぐる議論と言語をめぐる議論が錯綜している面もあり、様相は単純ではない。この地方
の言語問題に関する諸資料をまとめ直し、そこからどのような社会言語学的問題が浮かび上
がるかを考察する必要がある。よって本稿では次の 2 点を目的とする。

1. ポーランド共和国のシロンスク地方を拠点として活動する文化団体、政治団体の中に
は、シロンスク人のエスニック・グループとしての独自性を主張し、方言ではない「シ
ロンスク語」という法的ステータスを求めるものも少なくない。しかしながら、各団
体の主張における言語問題の考え方は決して一様ではなく、改めて整理する必要があ
る。この整理を通じて、「言語」という概念が必ずしもコーパス（言語実体）を指して
使われるのではなく、政治的主張の根拠として、コーパスと無関係に機能する側面が
明らかとなる。

2. ポーランド共和国が 2005 年に制定した「ナショナル・マイノリティとエスニック・マ
イノリティおよび地域言語に関する法令」は、欧州評議会 (Council of Europe) のマイノ
リティ保護の方針に準ずる、多言語・多文化主義の実践のための法令である。しかし
ながら、シロンスク人およびシロンスクの言葉は、この法令においていかなるステー
タスも与えられていない。

　　マイノリティの言語、文化の保護は、ひとえに数的な基準で決定できるほど単純で
はない。法令に権威を与え、実行するのが国家である以上、いずれの集団を「認定」
するかというプロセスに、国家の価値判断が含まれるからである。シロンスク人にせよ、
シロンスクの言語にせよ、国勢調査の結果を考慮すれば、何らかの法的ステータスを
付与されても不自然ではない。しかし実際にはそうなっていない。本稿ではこの事実
から、多言語・多文化主義を標榜する政策が、実際には排他性を持つものであること
を示す。

　
　以上の目的のため、本稿は次のような構成を採用する。第 1 章では、シロンスク問題の前
提となる知識を、「方言学的位置付け」、「歴史的背景」、「国勢調査および言語法におけるシ
ロンスクの扱われ方」の 3 項で解説する。第 2 章では、シロンスクの主だった文化団体、政
治団体の言語問題に対する考え方を整理し、「シロンスク語」という概念が「シロンスク人」
を区分する根拠として機能する側面を明らかにする。第 2 章の分析は、上の目的 1 とつなが
るものである。第 3 章では、民主化後のポーランドで行われた 2 度の国勢調査と、ポーラン
ドのマイノリティ政策を時系列で整理し、シロンスク問題の近年の動向を詳述する。第 3 章
の分析は目的 2 のために行われるものである。第 4 章では全体の総括を行う。

1. 概要 ―シロンスク問題についての基本情報―
1.1 方言学的位置付け

　ポーランド語方言学の枠組みでは、シロンスクは 4 大方言圏 2 のひとつ、すなわちシロン
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スク方言の用いられる地域とされており、この見方は言語学者らによって伝統的に支持され
てきた 3。ポーランド語方言地図（地図 1）4 を用いて、本稿で対象とする地域を確認する。
方言学的には、現在のポーランド共和国南部に平行四辺形に似た形で広がっている部分がシ
ロンスク方言圏とされ、カトヴィツェ Katowice、オポレ Opole、プルドニク Prudnik、チェ
シン Cieszyn といった都市が含まれている。より上位の行政単位で言えば、現在のシロンス
ク県西部とオポレ県東部の境界に跨っており、上シロンスク Górny Śląskと歴史的に呼ばれ
る地域の一部を包含している 5。
　

1.2 歴史的背景
　現在のシロンスク問題の背景のひとつに、この
地域の境界線が 20 世紀前半を通じて幾度も変更
されたという事実がある。そこでシロンスク地方
の 20 世紀における歴史を、主に国家的帰属の観
点から概観する。1919 年の第 1 次シロンスク蜂起
時点では、上シロンスクはドイツ帝国、ポーラン
ド共和国（第 2 共和政）、チェコスロヴァキアの 3 

国に跨っていた（地図 2）6。この時点ではポーラ
ンドに属していた上シロンスクは、チェシン、ビェ
ルスコ Bielskoなどわずかであり、大部分はドイ
ツに帰属していた。その後 1921 年、ヴェルサイ
ユ条約の取り決めに基づき、上シロンスクの一部
地域を対象に、国家帰属を決定するための住民投
票が行われた（地図 3）。結果として、対象地域（上
シロンスク北東部、中部）のなかでドイツに帰属

［地図 1］ポーランド語諸方言地図

［地図 2］
第 1次シロンスク蜂起時点の区分（1919 年）
青 = ドイツ　　　赤 = ポーランド
黄 = チェコスロヴァキア
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する地域とポーランドに帰属する地域との間に境界線が引かれることとなり、カトヴィツェ、
ミスウォヴィツェ Mysłowice、リブニク Rybnik、タルノフスキェ・グリ Tarnowskie Góry を
はじめ、それまでドイツ帝国領であった地域がポーランドに帰属することが決定された（地
図 4）。ドイツへの帰属を求める者が多数派を占めたオポレ、ザブジェ Zabrze、グリヴィツェ 

Gliwice などは、引き続きドイツ領とされた。すなわち、ドイツ、ポーランド、チェコスロ
ヴァキアの 3 国に上シロンスクが跨っている状態は同じながらも、住民投票を境としてその
境界線が変更されたのである。その後、ナチス・ドイツによるズデーテン地方編入を機として、
上シロンスク全体がドイツ領となった。第 2 次世界大戦後、カーゾン線に代表されるポーラ
ンド国境の再編成が行われた結果、チェコスロヴァキアに属する部分を除く上シロンスク地

方の大部分がポーランド（人民共和国）に帰属
することとなり、さらにはヴロツワフ Wrocław、
ブジェグ Brzeg などが含まれる下シロンスクも
ポーランド領となった（地図 5）。下シロンスク
をはじめ、それまでドイツ東部に属していた地
域で、戦後のポーランドに加えられた部分は回
復領土 Ziemie Odzyskaneと呼ばれており、地図
1 においてポーランド西部と北部の一部、赤色で
示された地域とほぼ重なる。
　このような歴史的経緯が示すように、上シロ
ンスクの国家帰属は 20 世紀のあいだに幾度も変
遷している。境界と呼ばれる地域にしばしば見
られるように、言語状況も複雑であり、上シロ
ンスク内部ですら決して均質ではない。第 1 次

世界大戦後の住民投票によりドイツへ留まることが決まった地域（現在のオポレ県にほぼ相

［地図 3］
1921 年住民投票
（灰色部分が対象地域）

［地図 4］
住民投票結果（緑線＝独・ポ国境）

［地図 5］
1945 年以降
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当）は、現在でもドイツ語の影響が顕著である。今日のポーランド共和国の制度では、基礎
自治体において住民の 20 % 以上がマイノリティへの帰属を表明している場合、当該のマイ
ノリティの言語を自治体の補助言語 język pomocniczy7 として登録することができる。2017 

年現在、本制度を利用して補助言語を登録している自治体は 33 存在し、うち 22 の自治体は
オポレ県に属している。いずれもドイツ語が補助言語である 8。このような理由から、オポ
レを上シロンスクには含めない場合もある 9。第 2 次世界大戦後にポーランドに編入された
回復領土に属する下シロンスクは、言語的には長らくドイツ語圏であった。Kamusella (2007: 
XI) の提示する 1850-1918 年のシロンスク言語地図では、下シロンスクはドイツ語のみの地
域として示されている。下シロンスクをはじめとする回復領土は、第 2 次大戦後の国境再編
成の過程で、住民の強制移動を伴いながら、急速にポーランド語圏となった部分である。し
たがって回復領土は、ポーランド方言学では「新種混交方言」の地域とされており、伝統的
なポーランド語方言区分には加えないことが通例である。よって下シロンスクは、名称こそ
シロンスクであるが、あくまで慣習的な呼び方に過ぎない 10。現在のポーランドでシロンス
ク問題として扱われるトピックはもっぱら上シロンスク、それもカトヴィツェ、ミスウォヴィ
ツェ、リブニク、タルノフスキェ・グリなどが含まれる東部地域、いわゆる上シロンスク工
業地帯 przemysłowy Górny Śląsk において活発に議論されているものである。
　現代史のこのような流れのなかで、「シロンスク語」の存在が主張されるようになったの
は比較的近年、1990 年代以降である。シロンスクおよびシロンスク人の独立を求める政治
運動そのものは、戦間期のドイツで活動した「上シロンスク人連合」Związek Górnoślązaków 

や、同時期にオーストリア =ハンガリー帝国で結成された「シロンスク人民党」Śląska 

Partia Ludowaなどの政治結社に見ることができる。これらの団体はシロンスク人という「国
民」による国民国家樹立を標榜したが、その活動において言語問題が大きな位置を占めてい
るとは言い難い。他方、現代のシロンスク問題の文脈では、ポーランド語という存在と対比
する形で「シロンスク語」の存在が強調される。このような主張は、戦間期の団体の活動に
は見られない。Siuciak (2012: 33) は、エスニック・グループとしてのシロンスク人の法的ス
テータス向上を求める運動はおおよそ 1990 年代初頭からはじまり、それに伴いシロンスク
方言 dialekt śląski / gwara śląska という「価値を落とす」タームから、ポーランド語からの独
立性を志向するシロンスク語 język śląski というタームが用いられ始めたと指摘する。現代の
シロンスクをめぐる議論は、ポーランドという国家的・法的枠組のなかにシロンスクがどの
ような位置を占めるか（占めないか）という問題であり、戦間期の上シロンスク人連合やシ
ロンスク人民党の思想と直接に繋がるものとは言い難い。

1.3 国勢調査および言語法におけるシロンスクの扱われ方
　社会主義体制転換後（1989 年以降）のポーランドでは、2017 年現在までに 2 度の国勢調
査が行われている。また 2005 年には、欧州評議会の行うマイノリティ保護政策に準ずる形で、
ポーランド独自のマイノリティ法（2005 年法令）が定められた。以下にそれらの概要を述
べる。
　体制転換後のポーランドにおける最初の国勢調査は 2002 年に行われた。この調査では、
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回答者の「ナショナリティ」を問う質問が用意されており、約 173,200 人が「シロンスク」
というナショナリティを選択した。これは全人口の 0,45% に当たる。続いての国勢調査は 
2011 年に行われ、その際は「ナショナリティ」ではなく「アイデンティティ」が問われた。
この調査において「シロンスク」というアイデンティティを選択した者の数は 817,000 人で
あり、この数値は全人口の 2.12% に相当する。
　国勢調査の結果を見る限り、何らかの形でシロンスクへの帰属を表明する者は相当数存在
するが、ポーランドのマイノリティ政策の指針である 2005 年法令は、シロンスクについて
何も述べていない。国勢調査の結果に鑑みれば、「シロンスク人をエスニック・マイノリティ
と認定する」、あるいは「シロンスクの言葉に地域言語という法的ステータスを与え、シロ
ンスク語がポーランド語とは別の言語であることを認める」などの措置が取られても決して
不自然ではない。第 2 章で述べる各団体もそのような法的措置を要求するが、現在に至るま
で、2005 年法令の改正はなされていない。
　本章は概要であるため、国勢調査のより詳細な分析、および 2005 年法令をめぐる諸問題
については第 3 章に譲ることとする。

2. シロンスク問題における「言語」概念の扱われ方
　本章では、「言語」という概念が、コーパス（言語実体）と無関係に、政治的主張の裏付
けとして用いられることを明らかにする。はじめに、シロンスクに拠点を置く政治団体、文
化団体を挙げ、Lubaś  (2013: 338–339) の区分を用いつつ、言語問題の観点から改めてこれら
の団体の活動を整理していく。前章 1.3 で見たように、シロンスク・ナショナリティ（アイ
デンティティ）を表明する者の数はポーランドのマイノリティのなかでは最も多く、2011 

年調査では全人口の 2% 以上にのぼっている。しかし実際のところ、シロンスク全体の政治
意識、言語意識は決して一枚岩ではなく、マジョリティ（ポーランド）とマイノリティ（シ
ロンスク）という単純な対立構造をなしているわけではない。ここでは言語に関わる活動と
政治に関わる活動の観点から、シロンスク問題の多層性を見ていく。具体的には、各団体の
政治活動や出版活動を、公式のウェブサイトやメディアの報道を参照しながら明らかにする。
シロンスク人のエスニシティをめぐる訴訟の判決文も随時参照する。続いて、Anderson (1991: 
77–76) が述べる「俗語国家語」vernacular language-of-state の概念を参照し、「言語」という
概念それ自体が、人間集団を区分する根拠として扱われる事実を確認する。
　

2.1 プロ・ロクエラ・シレジアナ
　「プロ・ロクエラ・シレジアナ」Pro Loquela Silesiana  (PLS) は、言語に対してはラディカ
ルな思想を持ち、ポーランド語とは別個の「シロンスク語」を標榜する NGO である。2007 

年にホジュフ Chorzów で創設された。PLS は政治活動において下に述べるシロンスク自治
運動や上シロンスク連合と協働することが多い。これら三つの団体はシロンスク語に 2005 

年法令の定める地域言語のステータスを付与するよう要求している。しかし PLS 単体では
選挙への出馬などは行っておらず、政党登録もしていない。創設当時から一貫して、シロン
スク語の表記法「基本アルファベット」Ślabikŏrzowy szrajbōnekを充実させる活動を行って
いる。現在のシロンスク語表記制定の活動において有力な位置を占め、自ら定める表記法を
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用いて出版物も刊行している。2016 年にはポーランド語との対訳辞典 11 を出版した 12。た
だし、PLS は活動のための作業言語としてポーランド語を用いることは決して否定せず、紙
媒体でもインターネット上でも、ポーランド語を積極的に活用している。

2.2 シロンスク自治運動
　「シロンスク自治運動」Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) は急進的な自治主義で知られる政党
である。1990 年に発足し、カトヴィツェに本部を置く。RAŚ の言う自治主義 autonomiaと
は、いわゆる地方自治よりも強い権限と財源の移譲を要求するもので、連邦制に近い。RAŚ 

は地域主義と自治主義を強く打ち出す全ヨーロッパ規模の政党、「欧州自由同盟」European 
Free Alliance13 に正式に参加する、唯一のポーランド政党である。RAŚ はポーランド語とは
別の「シロンスク語」を標榜し、シロンスク語を地域言語とする運動も積極的に展開している。
しかし実際は、上の PLS のように、言語に関する独自のプログラムを行っているわけでは
ない。RAŚ が出版している月刊誌『シロンスクのツバメ』Jaskółka Śląskaも、テキスト言語
はポーランド語であり、記事の内容ももっぱら政治的事柄に関するものである。したがって 
RAŚ の唱える「シロンスク語」は、自団体の政治的主張の道具という側面がある。2017 年 6 月、
下記 3.4 で述べる上シロンスク連合と共同で「シロンスク地域党」Śląska Partia Regionalnaを
立ち上げ、大きく報じられた。

2.3 上シロンスク連合
　1989 年に創設された「上シロンスク連盟」Związek Górnośląski (ZK) は上シロンスクの言語・
文化的伝統の保存を志向する団体であるが、シロンスクの政治的独立性を主張するのではな
く、あくまでポーランド（およびポーランド語）の地域的多様性のひとつとして捉えている。
ZK の代表的活動として、シロンスクの文化振興に貢献した人物を表彰するコルファンティ
賞の主催が挙げられる。これまでの同賞の受賞者のなかには、シロンスク 3 部作で知られる
映画監督の Kazimierz Kutz、言語学者 Jan Miodekの名前がある。創設以来、ZK の活動は政
治へ関与するところが少なく、文化振興や啓蒙的な性格が強いものだった。しかし 2017 年、
ZK は RAŚ との共同でシロンスク地域党を立ち上げ、2018 年のシロンスク県議会選挙に参
加することを表明した 14。この決定により ZK は、1989 年の創設以来の方針を大きく変更し
たことになる。ZKの今後の政治活動において言語問題がどのように扱われるか、注目する
必要がある。

2.4 シロンスク・ナショナリティ住民連合
　「シロンスク・ナショナリティ住民連合」Związek Ludności Narodowości Śląskiej (ZLNŚ) は 
1996 年に創設された団体で、ポーランドとは別のナショナリティ narodowośćを持つシロン
スク民族 Ślůnsko nacyjoが存在すると一貫して主張している。同団体は 1997 年に公的活動
を行う団体としての登録を行い、カトヴィツェ地方裁判所は申請を一旦は受理したが、カ
トヴィツェ上訴裁判所は判断を翻した。団体名にナショナリティ narodowośćという語が含
まれていることがその理由であり、ポーランド最高裁判所も上訴裁判所の判断を支持した。
ZLNŚ の当時の会員であった 190 名はこれに対して、欧州人権条約第 11 条が保障する結社



日本スラヴ人文学会誌　スラヴィアーナ　第 9号

42

の自由を侵害されたとして、ストラスブールの欧州人権裁判所に訴えを起こした。欧州人権
裁判所は 2004 年、団体名に含まれる「ナショナリティ」の語が問題となっているのであり、
結社の自由そのものが侵害されたわけではないとして、ポーランド最高裁の判断を全会一致
で支持した 15。2017 年現在、ZLNŚ はいまだにポーランド国内法に基づく公的団体とは認可
されていない。なお、団体としての活動は継続中であり、自団体の出版局 Narodowa Oficyna 
Śląskaを運営する。ZLNŚ は、PLS とは別に、表記法規則のプログラムも行っている。

2.5 シロンスク・ナショナリティ住民連盟
　ZLNŚ とほぼ同じ動機により 2011 年 5 月に設立された団体が、「シロンスク・ナショナリ
ティ住民連盟」Stowarzyszenie Osób Narodowści Śląskiej  (SONŚ) である。SONŚ は 2011 年 6 

月にオポレ地方裁判所より公的団体としての登録を拒否された。ZLNŚ の場合と同じく、ナ
ショナリティの概念にシロンスクが該当しないという理由による判断である。これに対し 
SONŚ 側は欧州評議会諮問委員会のモニタリング 16 に基づいて反駁した。2011 年 12 月、オ
ポレ地方裁判所は当初の判断を翻し、SONŚ は公的団体として登録されることとなった 17。
一連の係争が 2011 年国勢調査の最中だったこともあり、SONŚ の登録をめぐるニュースは
全国的に大きく取り上げられた。しかし 2012 年、オポレ高等検察が SONŚ の登録の妥当性
を司法の場で再び取り上げた。最終的に 2013 年、ポーランド最高裁判所は SONŚ の活動を
「ポーランド国家の一体性と統合性を弱体化させるもの」18 として、SONŚ の登録を取り消
す判断を下した。連盟側はこれを不服とし、欧州人権裁判所にポーランド政府を告訴し、現
在係争中である。SONŚ の欧州人権裁判所への告訴は一般メディアでも大きく取り上げられ、 
Guzik (2017) などがまとめている。

2.6 小括
　これらの団体の活動は決して隔絶しているわけではなく、むしろ頻繁に協働している。先
に述べた RAŚ と ZK の連携によるシロンスク地域党の立ち上げはその典型である。本章で
述べた諸団体はすべて、程度の差はあれ、シロンスクの独自性を強調する。その意味で「親
シロンスク」と総称することができるだろう。しかし重点を置く活動は各団体ごとに異なっ
ている。言語の観点から言えば、コーパスの整備や表記法など、技術的作業に注力している
のは PLS と ZLNŚ であり、二つの団体はポーランド語とは別の、シロンスク語の存在を強
調し、2005 年法令の修正にもとづく法的ステータスを求める。政治活動に重点を置く RAŚ 

や、シロンスク・ナショナリティの認可を求めて活動する SONŚ も、言語問題に無関心と
いうわけではない。しかし RAŚ や SONŚ は言語に関わる具体的なプログラムを持っている
わけではなく、言語の存在を主張することで、自団体の掲げる目標の裏付けを取ろうとして
いる。RAŚ や SONŚ の活動においては、「シロンスク語」という表現は法的ステータスを求
めるためのスローガンとしての性格が強いのである。
　この事実を通じて、「シロンスク語」という表現が実際には言語そのものを指しているの
ではなく、「シロンスク人」という人間集団を同定するために用いられていることが確認で
きる。言語は人間集団を区分する主要な指標として扱われることが多いのは周知の通りであ
る。同一の言語を使用することを根拠に民族や国民、領域を規定するという考え方は、フィ



ポーランドのシロンスク地方における「言語」をめぐる諸問題（貞包和寛）

43

ヒテ 19 やヘルダー 20 ら 18 世紀後半から 19 世紀前半のドイツの思想家に端を発するものと
されている。Anderson (1991: 77–76) が指摘するように、この思想は 19 世紀のヨーロッパに
おける国民国家形成に大きな役割を果たした。「俗語国家語」vernacular language-of-stateに
よる言語的統一は、一方ではラテン語を、他方では俗語国家語以外の言語を追いやることで、
国民、国家、言語を結びつけた 21。現代ヨーロッパにおける言語観も、原則的には 19 世紀
に構築された思想の延長線上にあると言える 22。この考え方に基づけば、人間集団の独立性
を求める思想は、言語の独立性を求める（＝ 方言であることを拒否する）思想と親和性が
非常に高い。
　ところが、しばしば指摘されるように、言語の独立性を客観的に決定できる区分は存在し
ない。そこで、独立性を測る基準として、辞書や文法書の存在がしばしば挙げられる。言い
換えれば、コーパス（言語実体）によって言語の独立性を裏付けるという考え方である。こ
れに加えて、当該の言語に付与されるステータスが大きな役割を果たす。欧州評議会などの
超国家的機構がマイノリティ保護の大まかな方針を立てている現代のヨーロッパにおいて
は、各国の言語法にとりわけ注意を払う必要がある。厳密に言えば、言語法がもたらす法的
ステータス、すなわち「法律の条文が言語に与える名称」23 である。
　しかしシロンスク問題を概観する限り、「言語」というステータス（シロンスク語）は必
ずしもコーパスに基づくわけでないことが明らかとなった。実際のところ、PLS や ZLNŚ な
どの活動はありつつも、「シロンスク語の統一的規範」と呼べるほどのコーパス整備は未だ
なされておらず、発展途上の段階にある。それにも関わらず、「シロンスク語」のステータ
スを要求する運動は行われており、それなりの影響力を持っている。これは先に述べた、「言
語の独立性を客観的に決定できる区分は存在しない」という事実と関連している。すなわち、
コーパスがどの程度整備されていれば独立の言語と呼びうるかという客観的基準は設定でき
ず、したがってコーパスの整備の度合いに関わらず、ステータスをめぐる議論は成立するの
である。
　シロンスク語のステータスに関する議論を分析すると、Andersonの言う「俗語国家語」
による「国民・国家・言語」の結びつきが、国家よりローカルなレベルにおいても機能して
いることが分かる。無論、ここでは「国家」に相当する部分を、RAŚ などに代表される「自
治運動」などと読み替えることが必要ではあるが、人間集団（シロンスク人）と政治的要求
（自治運動など）が言語（シロンスク語）と常にひと揃いで語られているのである。

3. 2002 年から 2011 年の期間におけるシロンスク問題の変遷
　現代のシロンスク問題、特に言語問題を概観するに際して議論の中核を占めるのは、現代
のポーランドにおいてシロンスク人、シロンスク語の法的ステータスをどのように定めるか
という問題である。この類の問題は体制転換後に現れてきた新しいもので、いわゆる歴史認
識に関わるものではない。したがって、「シロンスクの法的ステータス」をキーワードに、
議論の活性化する契機となった 2 度の国勢調査（2002 年、2011 年）と、マイノリティに対
する法整備（2005 年）を時系列で見ていく。
　社会主義体制転換（1989 年）後から現在まで続くポーランド第 3 共和国では、2017 年現
在まで、2 度の国勢調査が行われている。最初のものが 2002 年、2 度目（最新）が 2011 年
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である。二つの調査ではいずれも、性別、年齢分布などの一般的項目に加えて、回答者の民
族的帰属を問う質問がなされた。また 2002 年調査後の 2005 年には、ポーランド国内のマイ
ノリティの法的ステータスを定めた法令が制定された。いずれも現在のシロンスクをめぐる
議論の中で重要な意義を持つ。以下、順に概観する。

3.1 2002 年国勢調査における「シロンスク・ナショナリティ」の回答
  2002 年国勢調査 24 では、住民のナショナリティ narodowośćを問う質問が設けられた。
2002 年国勢調査の調査票におけるナショナリティの定義は以下のものである。

ナショナリティとは、（主観的感覚に基づいて）表明され、特定の国民〔naród〕25 との関
連性から、その人間の感情的（情緒的）、文化的、（両親の出自の観点から見て）系統的に、
その人間の特徴を表すものである 26。

　ナショナリティの定義として国民 naródとの関連性を挙げていることから、ドイツ系、ウ
クライナ系などのポーランド国民や、外国籍の人間の数を把握する目的であったことが推測
される。ところが実際には、調査を行った中央統計局の理解する「国民」の範疇を超える回
答が相当数寄せられたことが説明されている。

〔上のように〕採用されたナショナリティ〔narodowość〕の定義にも関わらず、ナショナ
リティに関する調査において得られた回答の幾つかは、広義に理解されるナショナリティ
概念の範疇を超えて、エスニック・グループを含むものであった 27。

　以下に、2002 年調査におけるナショナリティの回答結果をまとめる。他の集団との比較
から「シロンスク・ナショナリティ」の特徴を明らかにするため、ポーランド、ドイツ、ウ
クライナ、カシューブの回答結果も同時に列挙する。比率は全人口に対するもので、小数点
第 3 位を四捨五入した数値である。

2002 年国勢調査「ナショナリティ」の回答結果 28

結果 回答 比率
全体 38,230,100 100.00%

ポーランド 36,983,700 96.74%
シロンスク 173,200 0.45%
ドイツ 152,900 0.40%

ウクライナ 31,000 0.08%
カシューブ 5,100 0.01%

　ナショナリティを問う質問に対して「シロンスク」と回答した人間は 173,200 人、全体の 
0.45% に当たる。この数値をどのように位置づけるかは議論の余地があるだろうが、いずれ
にせよ「ポーランド」以外の回答では最大のものであることは確認しておきたい。2002 年
調査では「家庭での使用言語」の質問も行われた。しかし公表された調査結果からは、シロ
ンスクの言語状況は明らかにならない。中央統計局はポーランド語以外の 87 の言語の使用
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が回答されたとしているが、「幾つかの回答は言語の定義範疇を超えており、したがって方
言のようなカテゴリーにより近いものであろう」29 と付記している。

3.2 2005 年法令
　ポーランド共和国は 2005 年、「ナショナル・マイノリティとエスニック・マイノリティお
よび地域言語に関する法令」（以下、2005 年法令と略）を発効させた。2005 年法令は、国内
のマイノリティの法的ステータスを体制転換後初めて明文化したものである。それまでも共
和国憲法 30 第 27 条、第 35 条でマイノリティについて言及されていたが、これらの条文は
あくまで、マイノリティが言語や市民権の観点から差別を受けないことを補足的に記すもの
である。対して 2005 年法令は、マイノリティというタームと概念を定義し、具体的なマイ
ノリティの名前を列挙するという点で、共和国憲法より積極的な意義を持つ。マイノリティ
に属する個人の権利を拡大する議論は、1990 年代前半からはじまったマイノリティを取り
巻く状況の変化に伴って、段階的に展開されてきた。1992 年に欧州評議会で採択された「ヨー
ロッパ地域言語・少数言語憲章」31、1995 年に採択された「ナショナル・マイノリティ保護
枠組条約」32 はそのような変化の象徴である。これらの諸法令は換言すれば、多言語主義・
多文化主義に基づく政策であり、2005 年法令もその潮流の一部と位置付けられる。2005 年
法令では次の点が特に注目に値する。

1. マイノリティをナショナル・マイノリティとエスニック・マイノリティの二つに区分
した。前者は、ポーランド以外の国家と関連するマイノリティを指す。例えば、ポー
ランド国内に居住するウクライナ人やウクライナ系ポーランド人が該当する 33。後者
は、他の国家との関連がないマイノリティを指す。例えばロマ人、カライム人が該当
する 34。各マイノリティは、自身の言語（マイノリティ言語）を用いて、公的書類に
署名することができる。

2. 2005 年法令はマイノリティ言語とは別に、地域言語という概念を定義 35 している。こ
の定義は、1992 年に欧州評議会で採択された「ヨーロッパ地域言語・少数言語」に基
づいている。2005 年法令はカシューブ語がこの定義に相当するものとして、地域言語
のステータスを与えている 36。

3. 基礎自治体においてマイノリティの人口が全体の 20% を超える場合、当該のマイノリ
ティ言語を自治体の補助言語 język pomocniczy として用いることができる 37。補助言語
を定める自治体のリストは、ポーランド内務・行政省より公開されている。また、地
域言語も同様の手続きにより、補助言語となることが可能である。

　2005 年法令はシロンスクについて何ら言及していない。2002 年調査におけるシロンスク・
ナショナリティの回答数は、ポーランド・ナショナリティを除くと最大のものであり、2005 

年法令の定めるステータスは現実と合致していないように見える。実際に、ナショナル・マ
イノリティ保護枠組条約のモニタリング・レポート（2009 年）では、欧州評議会諮問委員
会がシロンスク問題について言及し、シロンスクに対する政府の取り組みを否定的に評して
いる。
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(36) 諮問委員会は、最新の国勢調査において相当数の人々がシロンスク・ナショナリティ
を表明し、家庭でシロンスク語〔Silesian language〕を用いているにも関わらず、2005 年
に採択された法令がナショナル・マイノリティとしてのシロンスク人の問題に言及して
いないことに遺憾の意を表する 38。

(226) 最新の国勢調査において相当数の人々がシロンスク・ナショナリティを表明し、家
庭でシロンスク語を用いているにも関わらず、ナショナルおよびエスニック・マイノリ
ティ議会委員会を除き、当局は初のモニタリング以来この問題を考慮せず、当該の人々
との対話も始めていない 39。

　諮問委員会の上記のような意見に対しポーランド政府は、シロンスク人は 2005 年法令第 
2 条の内容に合致する集団ではないという意見を堅持し続けている 40。シロンスクのステー
タスをめぐる議論は、2005 年法令をめぐる諸問題のなかでももっとも規模の大きいもので
ある。2005 年法令の修正案はこれまでにも幾度か議論されてきたが、2017 年現在、どのよ
うな修正もされていない。

3.3 2011 年国勢調査における「シロンスク・アイデンティティ」の回答
　体制転換後 2 度目の国勢調査 41 は 2011 年に行われ、前回の調査と同じく、住民の帰属を
問う質問がなされた。ただし、前回の調査から質問形式が変更された点がある。ひとつは、
ナショナリティ narodowość というタームを避けてアイデンティティ identyfikacja というター
ムを用いたという点である。2002 年調査において、エスニック・グループに該当するよう
な回答が多数寄せられたことへの措置であると思われる。アイデンティティはナショナリ
ティよりも個人的属性を想起させるもので、ナショナリティの定義をめぐる議論を避けた意
味合いがある 42。いずれにせよ、出自に由来する帰属を問うタームをナショナリティからア
イデンティティへと変更することは、当初の予定にはなかったものだと思われる。2011 年
国勢調査の調査項目や方法を定めた法令 43 では、アイデンティティ identyfikacja という語は
行政手続に関するものだけで、出自を問うタームとして扱われていないからである。もうひ
とつの変更点は、二重回答が可能となった点である。この措置により、例えば「ポーランド 
+ ウクライナ」などの回答が可能となった。以下に 2011 年調査の結果をまとめる。

2011 年国勢調査「アイデンティティ」の回答結果 44

結果 第 1 回答 第 2 回答 合計（比率）
二重回答無 「ポーランド」 

との併記
全体 38,512,000 36,681,000 880,000 38,512,000 (100%) ―
ポーランド 36,922,000 36,157,000 77,000 36,999,000 (95.9%) ―
シロンスク 418,000 362,000 399,000 817,000 (2.12%) 423,000
ドイツ 59,000 36,000 67,000 126,000 (0.33%) 58,000
ウクライナ 37,000 27,000 12,000 49,000 (0.13%) 20,000
カシューブ 17,000 16,000 212,000 229,000 (0.59%) 213,000
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　シロンスクに関する回答は、回答形式の変更も考慮する必要があるが、前回調査に比較し
て一段と存在感を増した。特に、シロンスク・アイデンティティを回答した者 (817,000) の
うち 44.3% にあたる 362,000 人が「二重回答無」、つまりシロンスクのみを選択した事実は
注目に値する。カシューブ・アイデンティティを選択した 229,000 人のうち 213,000 人 (93.0%) 

がポーランドとの併記を行っている。本稿 2.2 で述べるように、カシューブ人の言語（カ
シューブ語）は 2005 年法令において地域言語と認定されている。法的ステータスを持つ集
団の方が、ポーランド・アイデンティティとの結びつきが強いという事実は興味深い。ドイ
ツやウクライナのアイデンティティについては、2011 年調査当時に滞在する外国籍の住民
の回答が含まれている。シロンスクの特異な点は、ポーランド以外の国と関連する集団では
なく、ポーランドの市民権を持つ集団であるにも関わらず、シロンスクのみをアイデンティ
ティに選択するものが半数に迫る数値を記録しているところにある。
　2011 年調査における「家庭での使用言語」について以下にまとめる 45。調査によると、家
庭でシロンスク語を用いる者は 509,000 人であり、カシューブ語の数値（106,000 人）と比
較して遥かに大きい。ただし、言語に関する回答結果はアイデンティティの結果と比して簡
略であるため、具体的な言語状況は明確にはならない。アイデンティティの回答から推察す
れば、ポーランド国内にはドイツ語、ウクライナ語の話者が、二重言語使用者も含め相当数
存在するはずであるが、このような点は回答に反映されていない。本稿では、シロンスク語
を用いる（と自認する）人間がカシューブ語のそれより約 4.8 倍の数値を記録している点の
み確認する。
　アイデンティティにせよ、言語にせよ、2011 年調査におけるシロンスクの存在感は 2002 

年調査と比して一挙に高まった。タームや調査形式の変更もその要因として挙げられるだろ
うが、Michna (2013: 144) が指摘するように、法的ステータスの向上を目指すシロンスク人
の組織的なプロパガンダが成功した側面もある。

3.4 小括
　本章冒頭に書いたように、現代のポーランドにおいてシロンスク問題と総称される諸種の
議論は多くが、シロンスク人という人間集団、シロンスク語という法的ステータスをめぐ
るものである。これらの議論は、本稿 3.2で述べるように、欧州評議会のマイノリティ保護
の方針が下地となり、1990 年代前半から展開されてきた。シロンスクについて言えば、連
邦制的な自治主義を標榜する「シロンスク自治運動」の発足が 1990 年、シロンスク・ナ
ショナリティを求める市民団体である「シロンスク・ナショナリティ住民連合」46 の発足が
1996 年である。さらに本稿 1.2 で書くように、シロンスクにおける言語ステータスの問題も、
1990 年代に発端を求めることができる。まとめると、1990 年代から蓄積されてきた議論が、
ナショナリティを問う 2002 年調査を機に一般的に知られるようになり、2005 年法令をめぐ
る議論では中心的な位置を占めるようになった。言語問題はそのような文脈に付随しつつ現
れたトピックであると言えよう。
　ところが、マイノリティの諸種の権利を保護する多言語主義に基づいた政策は、ポーラン
ドの最大のマイノリティであるはずのシロンスク人について、何ら言及していない。この事
実は、「マイノリティ」という政策的ステータスが単に数的な基準によって決定されず、政
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策主体の価値判断に応じて決定されるものであることを示している。多言語・多文化主義は
しばしば、「他者をよりよく理解し、他者に自分を開くためには、他者の言葉を学ばなけれ
ばならない」47 という啓蒙的な理念から定義されることがある。しかし理念のすべてを実行
することは現実的に不可能であるため、理念を立法・行政レベルで実行する際、言語政策に
よる調整がなされる。この調整は換言すれば、譲原 (2009: 55) が指摘するように、「取捨選
択の決断」と言えよう。いずれのマイノリティを保護対象とするか決定権を持つのは国家の
側であり、2005 年法令もその例外ではない。現代のシロンスク問題は、2005 年法令という
取捨選択の結果に対する、シロンスク人の組織的な異議申立てと位置付けられよう。いずれ
にせよ、多言語主義・多文化主義にもとづく政策は、その名称とは逆に、「選択」という排
他性を本質的に孕んでおり、排他性を意図的に操作することがありうるのである。

4 結論
　本稿序文で筆者は、二つの目的を設定した。ひとつは、「言語」という概念が政治的主張
の根拠として機能している側面を明らかにすることである。第 2 の目的は、多言語・多文化
主義を標榜する政策が、実際には排他性を持つものであることを示すことである。本章では
全体の総括として、これら二つの目的に対応する形で、本稿全体の結論を示す。

4.1 政治的主張の根拠としての「言語」の存在
　言語のステータスとコーパスとは、少なくともシロンスク問題を分析する限り、連動して
いない。第 2 章でまとめたように、「シロンスク語」という表現を用いる団体が必ずしもコー
パスの整備に携わっているわけではないからである。言語法に基づくステータスを求める主
張は、言語の独立性を求める主張というより、他の政治的目標を達成するための道具として
利用されている側面が強い。「他の政治的目標」とは、例えば RAŚ の言う自治主義の達成や、
ZLNŚ と SONŚ が言うシロンスク・マイノリティの認可である。言語法による「シロンスク語」
の独立性の認可は、単に言語のレベルに留まらず、その言語を話す集団（シロンスク人）の
独立性をも含意しうる。自治主義やナショナリティを標榜する上で、ポーランド語とは別の
「シロンスク語」という存在は非常に強い根拠となりうるのである。
　逆にポーランド側の視点から見れば、シロンスクの独立性をめぐる主張には容易に譲歩で
きないであろう。ポーランド最高裁がシロンスク・ナショナリティを標榜する SONŚ の活
動を「ポーランド国家の一体性と統合性を弱体化させるもの」という強い言葉で表現したこ
とが想起される（本稿 2.6 参照）。シロンスクのいかなる団体も、ポーランドからの分離独
立を公の目標としているわけではないが、国勢調査による数的な裏付けや、RAŚ のように
大幅な権限移譲を望む集団が存在する現状では、シロンスク（語）への法的ステータスの付
与は分離主義を促進する可能性がある。シロンスク以外の他のマイノリティの活動は比較的
穏健なものであり、訴訟に至っているものもない。現状に変更をもたらす可能性があるとい
う意味で、シロンスク問題は現代のポーランド当局が唯一、意図的な操作の必要性を感じる
マイノリティ問題であると言える。いずれにせよ、ポーランド当局が「シロンスク語」とい
う地域言語の認定を拒む時、そこでもやはりコーパスの議論がなされているわけではない。
言語政策の主体が関心を寄せるのはもっぱらステータスであり、コーパスが整備されている
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か否かという問題は副次的ですらない。
　以上の議論を総括すると、シロンスク人（マイノリティ）もポーランド当局（マジョリティ）
も、「シロンスク語」という表現を自らの政治的主張の根拠として使っていることは明白で
ある。第 2 章にて参照した Anderson が述べるように、言語の区分と人間集団の区分が高い
レベルで連動するとき、言語の存在を認めることは人間集団の存在を認めることとほぼ等し
くなる。シロンスク人は、自らがエスニック・グループとしての独自性を持つという根拠と
して「シロンスク語」の存在を主張し、ポーランド当局側は「シロンスク語」を認可しない
ことで、分離主義を促進しかねないシロンスクの独自性を否定する。いずれの側も、「シロ
ンスク語」という法的な名称（＝ステータス）のみを通じて、それぞれの立場を主張している。

4.2 多言語・多文化主義の言語法が持つ排他性
　ポーランド語とは別の「シロンスク語」を志向する傾向自体は 1990 年代初頭からのもの
である。しかしここに 2005 年法令の存在が加わることにより、言語問題が法的レベルで論
じられるようになった。シロンスク語の存在をめぐる議論を概観すると、この議論が多くの
場合、言語法（2005 年法令）との関連で行われていることが分かる。すなわち、シロンス
ク語は 2005 年法令の定める地域言語か、あるいはシロンスク・マイノリティの言語（マイ
ノリティ言語）として然るべき法的ステータスを付与されるべき、という主張である。コー
パスの充実に携わる PLS などの団体も、法的ステータスの付与を常に要求している。2005 

年法令はその第 1 条に書かれるように、マイノリティの文化の保護と発展を目的として制定
された法律であり、立法・行政のレベルにおける多言語・多文化主義の実践と捉えられる。
しかしシロンスク問題を概観すれば、多言語主義によってもたらされる排他性の側面も浮き
彫りになってくる。国勢調査におけるシロンスク人、シロンスク語の回答数を見れば、シロ
ンスクに関して 2005 年法令が何ら言及していない事実は不自然と言わざるを得ない。シロ
ンスクが 2005 年法令から排除されている要因についてはいくつか挙げることができるが、
いずれにせよ重要なのは、政策の決定権はマイノリティ自身には無いという事実である。
　ここでは、言語と言語法の間の関係に逆転が起こっている。言語は法律以前に存在するも
のである以上、言語法の付与する権威（法的ステータス）とは無関係に言語は存在する。し
かし実際には言語のほうが、逆に法律によって存在を規定されている。言語法は既存の言語
状況を追認するばかりでなく、現状に対して介入も行う。多言語・多文化主義に基づく言語
法は、一見すると多様性を積極的に評価する行為のように見える。しかし実際は、いずれの
集団と言語に法的ステータスを付与するかを選別し、当然の帰結として、意図的か否かを問
わず、排除されるものが発生する。国家（選択者）の枠組みや前提に変更を加える可能性の
ある集団が意図的に排除されうるのは自然なことである。多言語・多文化主義に基づく法令
であっても、それを実施する国家の財源や政治的理念が許容する範囲内で行われるものなの
である。したがって言語法を分析する際は、当該の法律が「何を選択しているか」という観
点と同時に、「何を選択していないか」という観点からも分析されなくてはならない。法令
文書は選択の結果を示すものであり、選択のプロセスを示すものではない以上、選択に影響
を及ぼす諸要因は他資料から補足的に考察される必要がある。
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註
 1 シロンスク地方のドイツ語における呼称はシュレジェン Schlesien であり、こちらの呼称の方
が日本では人口に膾炙している感もある。しかし本稿はその性質上、現在のポーランド国内に
おけるマイノリティ問題と関係する。したがってドイツ語のシュレジェンと区別する必要があ
ると判断し、仮名表記はシロンスクで統一する。

 2 4 大方言とは、ヴィェルコポルスカ方言 dialekt wielkopolski、マウォポルスカ方言 
dialekt małopolski、マゾフシェ方言 dialekt mazowiecki、シロンスク方言 dialekt śląski の四つで
ある。

 例えば Nitsh (1939)、Stieber (1965)、Dejna (1973) など。比較的近年の研究では、Pryzbylska (2003) 
と Karaś (ed., 2010) を挙げる。

 3 地図 1 の出典は Karaś (ed., 2010) による。
 4 歴史的に上シロンスクと呼ばれる地域は、現在のチェコ共和国にも跨っている。
 5 地図 2 から地図 5 までは Kordecki & Smolerz (2013: 16, 18, 19, 32) による。
 6 補助言語についてより詳しくは、本稿 3.2 を参照。
 7 マイノリティ言語を補助言語として登録している自治体の一覧は、ポーランド内務・行政省が
ウェブ上で公開している (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych… 2011)。

 8 実際のところ、上シロンスクの領域を明確に確定することさえ困難である。例えば Popiołek 
(1959) は上シロンスクの下位区分として、チェシン・シロンスク、カトヴィツェ =ビトム・シ
ロンスク、オポレ・シロンスクの 3 分法を提示する。2010 年代に出版され、本稿の参考地図
として用いている Kordecki & Smolorz (2013) も、上の三つをすべて含む地域を上シロンスクと
している。一方でタンボル (2011: 27) は、カトヴィツェ =ビトムのみを上シロンスクとすると
いう条件付きで、この区分法は有効だと言う。すなわち、現在のポーランドで「上シロンスク」
と呼べるのは、Popiołek が言うカトヴィツェ =ビトムだけであるという主張である。タンボル
は 2008 年の著作でも同様の考え方に基いて調査地域を選定している (Tambor 2008: 33)。この
類の齟齬は、明確な基準によって正解が導き出せるものではない。近現代史の経緯を重視する
ならば、20 世紀前半のほとんどの時期を別の国家に属し、1921 年の住民投票の結果にも大き
な隔たりがあるカトヴィツェ =ヴィトムとオポレを同一の枠組みに収めることはできないだろ
う。しかし時代をさらに遡り、12 世紀から（形式的には）20 世紀初頭まで続いたシロンスク
公国群を考慮に入れるならば、下シロンスクの大部分もシロンスクに入れざるを得なくなる。

 9 タンボル (2011: 28) を参照：「下シロンスクは、エスニシティから見ても、文化から見てもシロ
ンスクには属さない。これはもはや歴史的な問題で、「下シロンスク」に含まれる「シロンスク」
の語は、歴史的・地理的意味しか持たない」

10 Kallus (ed., 2016)
11 出版活動の他、シロンスク語版のウィキペディアWikipedyjo.Swobodno yncyklopedyjoは PLS の
提唱する表記法を用いて執筆されている。2017 年 8 月 7 日現在、シロンスク語版ウィキペディ
アには 6131 の記事が掲載されている。

12 欧州自由同盟とは、EU 圏内の各国において地域主義、自治主義を掲げる政党が集まり 1980 年
に創設された国際政党である。2004 年、日本の参議院に当たる欧州議会より公式に承認された。
RAŚ の他に、スコットランド国民党 Scottish National Party、バイエルン民族党 Bayernpartei、
カタルーニャ共和主義左翼 Esquerra Republicana de Catalunya などが参加している。ポーランド
からの正式登録は RAŚ のみだが、統一カシューブ Kaszëbskô Jednota がオブザーバーとして参
加している。

13 Zasada (2017)
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14 ZLNŚ の登録拒否から 2004 年の判決に至るまでの一連の経緯は、欧州人権裁判所判決文  
(European Court of Human Rights 2004) に詳しい。なお、欧州人権裁判所に告訴した当時の 
ZLNŚ の会長は Jerzy Gorzelik であり、Gorzelik は現在 RAŚ の会長を務めている。

15 ここで言うモニタリングとは、欧州評議会の「ナショナル・マイノリティ保護枠組条約」のモ
ニタリングを指す。詳しくは本稿 3.2 を参照。

16 2011 年に SONŚ が公的団体として登録が認められるまでの経緯は Michna (2013: 155–156) に詳
しい。

17 ポーランド最高裁判所判決文 (Sąd Najwyższy 2013: 15) を参照。
18 Fichte, Johann Gottlieb (1762–1814)
19 Herder, Johann Gottfried von (1744–1803)
20 国民や民族に相当する人間集団が先にあり、その後に国家語、国語が存在するのか、それとも
言語が先にあり、それを象徴として人間集団が形成されるかは、状況によって異なる。クルマ
ス (1987: 4–5) は前者の例としてフランスとフランス語を、後者の例としてバスクとバスク語
を挙げている。

21 寺尾 (2014: 19) は、「ヨーロッパにおいて、言語と「土着性」が一体として「雁字がらめ」に
結びついている」と述べ、人間と土地の結びつきが自明のものではなくなった現代に、この考
え方は「全くの時代遅れとなっている」と評している。

22 カルヴェ 2000: 69
23 Główny Urząd Statystyczny (2003)
24 引用文中における亀甲括弧〔  〕は筆者による訳注である。以下の引用も同様。
25 2002 年国勢調査：39
26 Ibid.: 40
27 Ibid.: 40
28 Ibid.: 41
29 Rzeczpospolita Polska (1992)
30 Council of Europe (1992)
31 Council of Europe (1995)
32 正確には、次の集団がナショナル・マイノリティに該当する：ベラルーシ人、チェコ人、リト
アニア人、ドイツ人、アルメニア人、ロシア人、スロヴァキア人、ウクライナ人、ユダヤ人（2005 
年法令：第 2 条）。

33 正確には、次の集団がエスニック・マイノリティに該当する：カライム人、レムコ人、ロマ人、
タタール人（2005 年法令：第 2 条）。

34 2005 年法令第 19 条における地域言語の定義を以下に記す：(1) 所与の国家の領土において、
当該国家の他の市民と比して数的に少数のグループを形成する市民によって伝統的に用いられ
てきた言語。(2) 当該国家の公用語と異なる言語。これには国家の公用語の方言も、移民の言
語も含まれない。

35 2005 年法令：第 19 条
36 2005 年法令：第 9 条
37 Advisory Committee…(2009a: 10)
38 上掲資料：41
39 Advisory Committee (2009b: 6, 7, 43)
40 Główny Urząd Statystyczny (2012)
41 1997 年から現在に至るまで、シロンスク・ナショナリティを標榜する二つの団体は、いずれ
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もポーランドの裁判所により、公的団体としての登録を拒否されている。いずれの場合も、ナ
ショナリティ narodowość が意味する範疇にシロンスク人が該当するか否かが争点となった。
詳しくは本稿第 2 章。

42 Rzeczpospolita Polska (2010)
43 Główny Urząd Statystyczny (2012: 106)
44 2011 年国勢調査では、二重回答方式によりアイデンティティの内訳が 2002 年国勢調査よりも
詳細に明らかとなった。しかし公表されている結果だけでは不明な部分も多く残っている。例
えば、「シロンスク＋ポーランド」アイデンティティの組み合わせは 423,000 人であるが、他
の組み合わせの内訳は明らかにできない。「シロンスク＋ポーランド以外」という組み合わせは、
統計上は 32,000 人が存在するはずであり（全体 817,000 − 二重回答無 362,000 − 併記 423,000 
＝ 32,000）、歴史的文脈に鑑みれば「シロンスク＋ドイツ」の組み合わせが多くを占めるもの
と思われる。「ドイツ＋ポーランド以外」の数値は 32,000 なので、この数値とも符合する。し
かし調査結果のみからはあくまで概算の域を出ない（なお、同様の計算式をカシューブにあて
はめてみた場合、数値の差が 0 となる。したがってカシューブの場合は、「カシューブ＋他の
アイデンティティ」という組み合わせを選択する 1,000 人がほぼ全員「カシューブ＋ポーラン
ド」である可能性が高い）。シロンスク人と他のアイデンティティの並立／対立をめぐる研究は、
社会学的および歴史学的観点から新たな問題を提示しうるが、ポーランドの言語政策との関連
からシロンスク問題を分析する本論文の観点からは、「ポーランドの市民権を持つ集団である
にも関わらず、シロンスクのみをアイデンティティに選択するものが半数に迫る数値を記録し
ている」という本文の指摘に留めたい。

45 シロンスク自治運動、シロンスク・ナショナリティ住民連合などの活動については、続く第 3 
章で詳述する。

46 三浦［編］1997: 12

参考文献
Anderson, Benedict (1991) Immagined Communities (Revised Ed.). London–New York: Verso. 
Dejna, Karol (1973) Dialekty polskie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kallus, Bogdan (ed.) (2016) Słownik gōrnoślōnskij gŏdki. Rybnik: Pro Loquela Silesiana.
Kamusella, Tomasz (2007) Silesia and Central European Nationalism. Indiana: Purdue University Press.
Kordecki, Marcin & Smolorz, Dawid (2013) Atlas historzczny. Górny Śląsk w XX wieku / Historischer 

Atlas. Oberschlesien im 20. Jahrhundert. Gliwice–Opole: Dom Współpracy Polsko-Nimieckiej.
Lubaś, Władysław. 2013: “Polszczyzna śląska – pomocniczy język regionalny”. [In:] Studia 

socjolingwistyczne, pp. 337–345. 
Michna, Ewa (2013) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r. i jego wykorzystanie w 

polityce tożsamości i walce o uznanie. Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny 2 (148), pp. 135–172.
Nitsch, Kazimierz (1939) Dialekty polskie Śląska. Kraków: Polska Akademii Umiejętności.
Popiołek, Kazimierz (ed.) (1959) Górny Śląsk. Poznań: Instytut Zachodni.
Przybylska, Renata (2003) Wstęp do nauki o języku polskim. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Siuciak, Mirosława (2012) Czy w najbliższym czasie powstaje język śląski?. Pozańskie Studia 

Polonistyczne. Seria Językoznawcza 19 (39), pp. 31–44. 
Stieber, Zdzisław (1965) Zarys dialektologii języków zachodnio-słowiańskich. Warszawa: Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe.



ポーランドのシロンスク地方における「言語」をめぐる諸問題（貞包和寛）

53

Tambor, Jolanta (2008) Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna. Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

L.=J. カルヴェ (2000)『言語政策とは何か』（西山教行［訳］）白水社
F. クルマス (1987)『言語と国家』（山下公子［訳］）岩波書店
J. タンボル (2011) 「上シロンスク人の言語とエスニック・アイデンティティ」（関口時正［訳］）『西
スラヴ学論集』14、6–28.

寺尾智史 (2014)『欧州周縁の言語マイノリティと東アジア』彩流社
三浦信孝［編］(1997)『多言語主義とは何か』藤原書店
譲原瑞枝 (2009)「EU の多言語主義と言語教育政策」『EU のガヴァナンスと政策形成』慶應義塾
大学出版会

法令文書、判決文など
Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minority (2009a) Second 

Opinion on Poland (ACFC/OP/II(2009)002).
Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minority (2009b) 

Comments of the Government of Poland on the Second Opinion of the Advisory Committee on the 
Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Poland (GVT/
COM/II(2009)003 ). 

Council of Europe (1992) European Charter for Regional or Minority Languages (CETS 148).
Council of Europe (1995) Framework Convention for the Protection of National Minorities (CETS 157).
European Court of Human Rights (2004) Gorzlik and Others v. Poland, judgement of 17 Feburary 2004 

(44158/98). In Reports of Judgements and Decisions. Köln–Berlin–München: Carl Heymanns Verlag 
KG.

2002 年国勢調査：Główny Urząd Statystyczny (2003) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
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