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言語状況はどのように記述されうるか

—ポーランド共和国におけるカシューブの場合―

貞包和寛
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How Can a Language Sitliation be Described? 

-The Case ofCassubian (Kashubian) Vernacular in the Republic of Poland-

SADAKANE Kazuhiro 

This article deals with the language situation of Cassubian vernacular in Poland. Generally, 

the concept of language situation concerns information such as territory, population of language 

users, and political statt,s. The author, however, does not regard such a complex of information 

as a sufficient description of a particular language situation. Therefore, the author tried to analyze 

the Cassubian language situation from three perspectives: I) language policy, especially what 

is called status planning; 2) linguistic te1minology, that is the difference between the two terms 

Cassubian Ian思,ageand Cassubian dialect; and 3) the Cassubian writing system as an element 

of Cassubian language consciousness. The analysis in this article reveals the Cassubian language 

situation more clearly and help readers to understand what kind of topics are important as regards 

the issue of the Cassubian language. 
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【凡例】

I. 研究者の氏名の表記に関しては、原綴を保持する。ただし、日本語に翻訳された資料を用いる

場合は、翻訳者が採用する表記を踏製する。

2. 固有名詞や学術的概念について、必要と思われる場合には原綴を表記する。その際、次の略記

を用いる。 Csb.=カシューブ語、 Eng.=英語、 Ger.=ドイツ語、 Pol.=ポーランド語

3. 引用文中における角括弧［ ］は、筆者による補足である。

0. はじめに

ー「言語状況」という術語の曖昧さー

言語学分野の百科事典や概論的著作の中にはしばしば、当該地域の言語状況を記述するた

めの特別の項を用意しているものがある。これらの記述は概して、その言語が用いられる領
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域、言語人口に関する情報などからなり、多くの場合、国勢調査や各種の法令文書（憲法、

条例など）に基づく。無論、その類の梢報は言語状況を把握する上で最も基本的なものであ

り、筆者はその重要性を否定しない。しかしながら、実際にある国家や地域の言語状況を、

公用語でないものまで含めて詳細に観察しようと試みる時、統計的、法律的楠報のみでは十

分に表現できない事態に出くわすことは珍しくない。拙論で注目するカシューブ人と彼らの

言葉もその一例として挙げられよう。カシュープ人の言葉は、ポーランド人研究者の間では

長らくポーランド語方言の一つ、すなわち「カシューブ方言」と見なす向きが多かった。そ

の一方でこの言葉を個別の、すなわちポーランド語とは別の「カシューブ語」として扱うも

のも数多く存在する。言語政策との関わりから述べると、 2005年にポーランド共和国にて

発布された『国民的・民族的マイノリティおよび地方言語に関する条例』においては、ポー

ランド国内の「地方言語」として「カシューブ語」の存在が認められている。上記に見られ

るような揺れ、すなわちカシューブの言葉を個別の「言語」とするか、ポーランド語の「方

言」とするかという問題は、単に呼称の問題に留まらない。というのも、「言語」と「方言」

という二つの術語は、前者が後者の上位に位置するという点においてヒエラルキーの関係

にあるのであって、決して対等なものとして扱われることがないからである。 Haugen(1966: 

923)は、「言語」という術語は単体の言語コードも、相関関係にある複数の言語コードの総

称としても用いられるが、その一方で「方言」は、「言語」に内包されるヴァリアントの一

つしか示し得ないこと述べた上で、次のように指摘する。

上位術語としての「言語」は、方言に言及すること無く用いられ得る。しかし「方言」は、

他の方言や、それらが「所屈する」とされる言語が存在することを含意しない限り、意

味を持たない。

すなわち、「方言」という術語が用いられる時、それは何らかの「言語」の存在が（時と

して暗黙のうちに）含意されている。のみならず、何れか一方を選択する時に他方は選択さ

れ得ない、排他的な関係にあるとも言えよう。

このような「言語か方言か」という問いはしばしば現れるものであるが、その問い自体の

単純さにも関わらず、しばしば議論の分かれるテーマとなりうる。というのも、「どのような」

特性が「どれほど」異なっていれば個別の言語と呼ぶ、という明確な言語学的基準が設定で

きないからである。次の Stone(2002: 759)の発言に注目したい。

この類の問い［言語か方言かという問い］を解決するための言語学的基準は知られてい

ないが、何れにしても、純粋に言語学的な問いでないことは明らかである。

以下拙論では、このような「言語か方言か」という問いと、そこから派生する様々な議論

を「言語所屈問題」と総称する。本章冒頭で述べ、また以下の拙論でも詳述することとなるが、

「言語」と「方言」の選択のプロセスは単純なものではない。そのプロセスの中には、所与

の言葉を他の言葉との関わりの中でどのように位固づけるかという思想が介在している。そ

の意味で、「言語か方言か」という問いへの回答は言葉の社会的・言語学的所屈に言及する
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こととなる。筆者が「言語所屈」という一般的でない用語を用いる理由である。

Stoneの上記の発言に代表されるように、言語の体系性の研究に従事する言語学者の多く

は、言語所屈問題を言語学的に重要なものとは見なさないか、あるいは副次的なものである

と考えることが多い。しかしながら、筆者は必ずしもその考えに賛成しない。確かに、「言

語か方言か」という問いそのものは、体系性を記述するに際してそれほど重要ではない。言

語学者の記述する対象を「言語」と呼ぼうと、「方言」と呼ぼうと、記述される事象自体が

変化するわけではないからである。しかし筆者の見るところ、言語所屈問題は俗にマイノリ

ティ言語と呼ばれている言語コードの状況を記述する上で不可欠の視点となり得る。という

のも、当該のマイノリティ言語がマジョリティ言語の「方言」と称されるべきか、別個の「言

語」と称されるべきか、研究者のみならず様々なレベルで議論されることがあるからである。

しかし、これらの議論が国勢調査や条文の分析から明らかになることは殆ど無い。国勢調査

や法令文書は、それまで行われてきた調査や議論の結果のみを示すものであって、その結果

に至るまでのプロセスを詳らかにするものではないからである。よって、統計的・法律的梢

報のみでは、「言語状況」はただ決定事項の羅列に留まり、状況の実態を正確にイメージで

きないという事態が起こりうる。筆者はここに、言語学者が取り組むべき課題を見出したい。

すなわち拙論は、どのような梢報と分析が「言語状況」の記述に含まれるべきかを検討する

試論であり、その例としてポーランドのカシューブ人と彼らの言葉を研究材料とするもので

ある。

なお、具体的な分析に入る前に、拙論で用いる「カシューブ語」という術語に関して、一

言付言しておきたい。拙論では、誤解される恐れのある箇所を除いては、一貫して「カシュー

ブ語」という表現を採用する。しかしながら拙論が「言語」と「方言」という区分の不明確

性と、両術語の用いられる文脈に関わる以上、「カシューブ語」という術語も、「カシューブ

方言」という術語も、拙論のテーマに相応しくないことは明白である。とは言え、それを理

由に新たな術語を用いようとすると、例えば「ポモージェ地域東部で伝統的に用いられる、

土普のカシューブ人の言葉」などという、説明的な表現とならざるを得ない。拙論ではこの

ような冗長さを避けるため、カシューブ人の用いる言葉を「カシューブ語」と筒潔に表現す

ることとした。無論、拙論第 2章「ターミノロジ一」で述べるように、「言語」という術語

には本来的に「方言」であることを否定する作用がある。しかしながら拙論において筆者は、

「カシューブ語」という表現に「方言性の否定」という可能性を持たせておらず、ひとえに

表現の筒潔性のためにこの術語を採用するのみである。読者においては、その点を予めご了

承いただければと思う。

1. カシューブ人に関する基本情報

マイノリティやその言語を扱う論文、著作においては、当該のマイノリティに関する基本

的な情報を本題の前に提示することが多い。このような説明が要求されるという事実そのも

のが、マイノリティ言語に特有のものであるとも言えよう。個別の「言語」として扱われる

ことが学術的にも一般的にも当然と見なされる場合、そのような説明は寧ろ蛇足ともなり得

る。例えば、ポーランド語の文法事象を研究するために、ポーランドの地図上における位置

や言語人口などを確認する必要は全く無い。しかしマイノリティを対象とする研究では、そ
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もそも著者と読者が基本的な知識を共有していない可能性が常に存在する。その事惜がある

以上、本章は構成上必要な説明であることは認めなくてはならない。本章ではまず「カシュー

ブ」という概念を解説し、次にカシューブ語の比較言語学的系統、最新の国勢調査による「カ

シューブ人」の数を述べる。これらの情報により、拙論で試みる研究の前提はほぼカバーで

きるものと考える。

カシューブ (Pol.Kaszuby; Csb. Kaszi!bi! I Kaszi!bsk6)1という言葉で表される土地は、ポーラ

ンド共和国、ポモージェ県 (Pol.woje, 喰 lzflvopomo,~kie)1 に位箇する。ポモージェ県はポー

ランド北西部に位岡し、ヴィスワ川の河口、つまりバルト海の入り口にある。この地理的条

件により、古くから貿易の盛んな地域であった。ポモージェ県の県庁所在地はグダンスク

(Pol. Gdansk)という都市であるが、我が国においてはドイツ語のダンツィヒ (Ger.Danzig)と

いう名称が人口に11會炎しているように思われる。カシュープという言葉が語源的には土地を

表すものだったのか、人閻集団を表すものであったのかは、現在に至るまではっきりとは分

かっていない。しかし現時点で確かなのは、このポモージェ地方の東部に、ポーランドとは

異なる民族的自意識を備え、その独自性を主張する人々、すなわちカシューブ人が存在する

ということである。

このカシューブ地域において、土着の人々が伝統的に用いてきた言葉を「カシューブ

語」 (Pol.jFykkaszubski)あるいは「カシューブ方言」 (Pol.dia/ekt kaszubski I邸varakaszubska I 

g,va1y kaszubskie)3と呼ぶ。比較言語学的に言えば、ポーランド語と同じ西スラヴのレヒト語

群に屈する。この事実を受け、ポーランドの言語学界では長らく、カシューブ語をポーラン

ド語の一方言とする見方が強かったが、「カシューブ語」という術語を採用し、かつポーラ

ンド語とは別の言語として扱う言語学者も多い。

2011年に行われたポーランド最新の国勢調査に依ると、自らのアイデンティティとして

「カシューブ」を選択した者の数は 22万9千人、家庭での使用言語に「カシューブ語」を選

択した者は IO万6千人である (NSP:106—108)。

2. 言語状況を記述するための三つの視点

拙論の冒頭で述べたように、統計結果や条文の羅列のみでは、言語状況の実態を正確に把

握することはできない。無論、政治状況や言語政策が言語区分に与える影響はやはり大きく、

法令文書の精読やその問題点を指摘することは、言語所属を考える上で必須のプロセスであ

ることは否めない。しかしながら、言語政策が定める概念と実際の言語状況の間には、程度

の差はあれ何らかの刷船が生じている。そこで本章において筆者は、カシューブ語の言語所

屈問題を「政治状況」、「ターミノロジー」、「アイデンティティ」の三つの観点から概観し、

カシューブ語を取り巻く言語状況をより詳細に記述することを試みる。

政治状況とターミノロジーを概観し、これを比較検討することは、拙論の目的のための不

可欠なプロセスであることは言うまでもない。しかし、この二者の間の圃甑に加えて、当事

者（拙論の場合はカシューブ人）が、自らの言葉に対してどのような言語意識を抱いている

かという観点も尊入される必要がある。次の田中 (1981:9)の指摘を参照したい。

．． 
［…略…］、あることばが独立の言語であるのか、それともある言語に従屈し、その下位
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単位をなす方言であるのかという議論は、そのことばの話し手の憧かれた政治状況と願

望とによって決定されるのであって、決して動植物の分類のように自然科学的客観主義

によって一義的に決められるわけではない［傍点は田中に依る］。

すなわち、言語か方言の選択に影響を及ぼしうるのは政策や言語学ばかりではなく、その

言菓を使用する本人たちの意志が大きく関わるのであって、当事者が特別に意識を持たない

所においては「言語か方言か」という問い自体が存在しないのである。従って、カシューブ

の言葉を「言語」と呼ぶ選択肢が存在することは、カシューブ人が（方言ではなく）「言語」

を志向していることを相当な程度で証明している。更に、本章第 3節で詳述するように、言

葉は単なる意思疎通の具としてのみ存在しているのではなく、民族やそれに準ずるような人

間集団が他者との差異化を図り、集団のアイデンティティを構築する上での重要な要素とな

る場合がある。そのような場合において、概して下位区分と見なされる「方言」という語が

好んで用いられるはずは無い。

以上を考え合わせると、カシューブ人にとっての言菓もまた、いわば「カシューブ・アイ

デンテイティ」の一部を成しているものと思われる。そこで箪者は本章にて、「政治状況」

および「ターミノロジー」と並立させて特別の節（第 3節）を設けることとした。

2.1. 政治状況

言語所屈を決定する要素としてはじめに、言語を取り巻く政治状況を考えてみたい。政治

的な環境の変化が新たな「言語」を生み出す例として、旧ユーゴスラヴィア連邦がしばしば

挙げられる。周知の通り、かつてセルビア・クロアチア語を構成していた地域的ヴァリアン

トが、連邦の崩壊と新国家誕生に伴って、セルビア、クロアチア、ボスニア、ツルナゴーラ

という四つの独立した「言語」として扱われるようになったことは記憶に新しい心ディク

ソン (2001:10)は「言語」という語には言語的・政治的な二つの意味があるとして、次のよ

うに述べる。

「言語」という言葉は少なくとも二つの多少異なる意味で使われる。一つは、国家や部族が、

我々はまわりとは違う言語を話す、と言ったりする時の政治的な意味。もう一つは言語

的な意味で、話者同士が互いに理解できるような二つの言語形式を、同じ言語の方言と

呼ぶような場合だ。

研究者によっては、以下に示す Tambor(2008: 16)のように、言語と方言を分かつ区分はもは

や言語学的問題ですらなくなっていると見なすこともある

現在、言語と方言は言語学的カテゴリーではなく、言語政治的カテゴリーである。今日

においてはもっぱら政治的要素、具体的に言えば立法的要素が、この区別を決定する。

すなわち Tamborは、ディクソンが言うところの「言語的な意味」における言語区分すら否

定する。もっとも筆者としては、以下拙論で述べるように、言語学者の用いるターミノロジ一
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が言語所屈に与える影響を考應すべきと考えるので、上の Tamborに全面的には賛成出来な

い。何れにせよ、言語と方言の区分は言語学的基準のみでは区別し難いことを多くの言語学

者が認めているという事実を確認しておきたい。

以上述べたような事実を前提に言語と政治の関係性を考える時、言語政策が重要な要素

となってくることは言うまでもない。言語政策とは概して、「国家、政党、種々の圧力団

体や報道機関などが、言語の発展を意識的に変動させようとする行動」（亀井他［編著］

1996: 425) と定義される。現在では国家、政党のみならず、教育機関、 NPOなども言語政

策の主体として捉える見方がより一般的となりつつあるが、拙論で注目するのは「席次計

画」、すなわち国家が言語の地位に関して言及する政策である＇。本研究との関連で重要な

のは、マイノリティとその言語に関して述べられたポーランド共和国の席次計画『国民的・

民族的マイノリティおよび地方言語に関する条例』 (Pol.Ustmva o mniejszosciach narodoivych i 

etnicznych oraz oj?zyku regionalnym)である。以下、この条例を「2005年法令」と略す。

2.1.1. 2005年法令の概要

2005年法令はそれ自体が単独で存在するものではなく、全欧州的なマイノリティ保殿の

取り組みの中に存在するものである。とりわけ、 1992年に欧州評議会で採択された『ヨーロッ

パ地方言語・少数言語憲章』（以下 CETS148と略） 6は、拙論との関わりにおいて重要な意

味を持つ。

本条例の意義は、カシューブを含めポーランド国内の様々なマイノリティを国民的・民族

的マイノリティという二つに区分し、その文化的・ 言語的権利を明文化したことにある。そ

れによると、マイノリティは次のように定義される (2005年法令： art. 2.)。

I. ポーランド共和国の他の市民の人口と比して、数的に少数であること。

2. 言語、文化あるいは伝統によって、その他の市民と本質的な違いを有すること。

3. 自らの言語、文化あるいは伝統の保存を志向すること。

4. 独自の歴史に関して国民的あるいは民族的一体性の意識を持ち、その意識の表明、保

殿を志向すること。

5. 現在のポーランド共和国の領土に、その祖先が少なくとも 100年以上前から居住して

いること。

6. 国民的マイノリティは、自らの国家における国民と同一視される。一方で民族的マイ

ノリティは、そのような同一視はなされない。

この定義に基づき、国民的マイノリティとして次の九つのグループが認められる (2005年

法令：同上）。

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

同じく、民族的マイノリティは次の四つのグループが認められる (2005年法令：同上）。

カライム人、レムコ人、ロマ人、タタール人
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上記から分かるように、カシューブ人は国民的、民族的、何れのグループとしても認めら

れていない。では、 2005年法令はカシューブとその言語に関してどのように理解している

のだろうか。次項ではそれについて詳述したい。

2.1.2.2005年法令とカシューブ

前項で述べたように、 2005年法令はカシューブ人を国民的、民族的どちらの意味におい

ても「マイノリティ」とは理解していない。しかしながら、拙論で「カシューブ語」と呼ぶ

所のカシューブ人の言葉に関しては、「地方言語」の条で言及している (2005年法令： art. 

19.)。以下に全文を紹介する。

【19条 1項】

ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章に基づき、次の言語を条例の理解における地方言語

とみなす。

I)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。

【19条2項】

条例の理解における地方言語とは、カシューブ語である。地方言語の使用者数は、 14項

で述べられた郡の、最新の国勢調査の結果として公的に定められた住民数によって理解

されるという条件下で、 7項から 15項までの法規は適応される。

19条 1項は CETS148に基づいた、ポーランド政府による地方言語の理解である。比較の

ため、以下に CETS148の該当部分を提示する (CETS148: Art. 1)。

【l条 a項】

地方言語あるいはマイノリティ言語とは、以下の言語を指す。

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。

2005年法令の 19条 1項に記載されている事項は、 CETS148の 1条 a項に記載されてい

る事柄、すなわちマイノリティ言語と地方言語の定義とほぼ重複していることが分かるだろ

う。しかしながら看過できない相違もまた存在する。 CETS148では「地方言語」と「マイ

ノリティ言語」の間に明確な区別を施していないのに対し、 2005年法令は「地方言語」の

みを定義する。無論、 2005年法令の中にも「マイノリティ言語」 (Pol.jfzyk mniejszosci)とい
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う語は出てくるが、これは地方言語のように厳密に定義された概念ではない。というのも、

2005年法令によって国民的あるいは民族的マイノリティとして認められたグループは、自

らのマイノリティ言語を用いる権利があるとされているからである (2005年法令： art. 7.)。

すなわち、「マイノリティ言語」とはマイノリティの権利の一つとして付随するものであって、

何らかの定義により明文化された概念ではないのである。

上記、 19条の定義に抽づき、 2005年法令はカシューブ語を唯一の「地方言語」とみなす。

すなわち、カシューブの言菓に対しては法律的地位が与えられ、 7項から 15項の「マイノ

リティ言語の使用」に関する項目が適応される。この意味においてカシューブ語は、国民的

マイノリティの言語であるウクライナ語、ベラルーシ語、 ドイツ語などと同等の扱いを受け

ていると言えるであろう。

2.1.3. 2005年法令の問題点

ポーランド人民共和国時代の政策は、マイノリティにとって好意的と言える物では決して

なかった。社会主義政権は公的空間から「ポーランド」以外の概念を、言語的にも民族的に

締め出したからである 7。これを考成する時、 2005年法令の意義は益々大きい。 90年代に欧

州評議会に先恐された全ヨーロッパ的な流れと政治体制の削的な転換があったとは言え、「マ

イノリティ」の概念が初めて定義され、具体的な政策として実行に移されたことは特箪に値

する。とは言え、 2005年法令は幾つかの問題を学んでいる。

まず一つ目に、前項でも述べたが、「マイノリティ言語」が明確に定義されていないとい

うことが挙げられる。 2005年法令の理解では、国民的・民族的マイノリティは自身の言語

を公的な場所で使用する権利を持つのであるが、この理解を文字通りに解釈すれば、マイノ

リティの存在する所にマイノリティ言語が、言うなればセットのように存在することになる。

しかし実際の言語状況はそれほど単純ではない。例えば、民族的マイノリティとして認めら

れているカライム人、タタール人の言語がそれにあたる。 Wicherkiewicz(2006: 667)によれば、

カライム語は現在のポーランドには殆ど使用者がおらず、タタール語に至っては 300年以上

前にポーランドで用いられなくなっている。すなわち、人間集団としてのマイノリティは必

ずしも言語とセットで存在している訳ではないと言えるだろう。さらに言えば、「マイノリ

ティ言語」の明確な定義が無いにも関わらず、条例中には「マイノリティ言語」という表現

が度々用いられており、これも混乱を来す原因となっている。

二つ目は、カシューブ人とは誰かと言うことが条例中に明言されていないという点である。

無論、地方言語としてのカシューブ語に関する定義が 2005年法令 19条にある以上、単純に

「カシューブ語話者＝カシューブ人」と見なすこともできるだろう。この捉え方もあながち

的外れなものとは言えない。本章第 3節「アイデンティティ」で詳述するように、言語は民

族やそれに準ずるような人間集団の自意識の拠り所となるからであり、実際に言語を根拠と

して人間集団を定義することは珍しいことではないからである。しかしながら先述の「マイ

ノリティ言語」との相関を考える時、ある種の不釣合いな現象が生じる。カシューブ語がそ

こに屈する「地方言語」は、人間集団に細かく言及されること無く定義されているのに対し、

「マイノリティ言語」は（国民的にしろ、民族的にしろ）政策的に定義された「マイノリティ」

を前提として存在する。すなわち、同じ「言語」という術語(Pol.jfZyk)を用いながら、両者
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はそのよって立つ基盤が正反対であると言えよう。

勿論、 2005年法令 19条 l項の文言（「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」）を字義通りに解釈すれば、「地方言語（カ

シューブ語）話者とは、すなわちポーランド人である」と定義することは出来る。しかしこ

の定義は全く意味を成さない。なぜなら国民的・民族的マイノリティとして認められている

グループの構成員もまた、国籍の点から言えばポーランド人である者が殆どであるからで、

ボーランド共和国の市民であることには変わりが無い。すなわち、「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」とは、カシューブに特有の定義とは言えない

のである。

結論としては、 2005年法令をどのように解釈しようとも、地方言語とマイノリティ言語

の二つの概念を区別することは出来ない。そもそも後者に至っては明確な定義も存在しない。

カシューブ語が地方言語と見なされている現状は、言語政策の恣意性を示す一つの興味深い

例であると言えるだろう。

2.2. ターミノロジ一

拙論の前節で述べたように、言語の区分に影響する政治状況、とりわけ言語政策への理解

は重要なものである。しかしながら、言語と方言の区分は専ら政治的環境のみによって形成

されると断言できるほど単純ではない。本項では、言語所屈問題を構成する要因の一つとし

て、言語学者が用いるターミノロジー、すなわち術語の選択を考えてみたい。というのも、

方言区分を確定するのは言語学の一分野たる方言学であること、言語学者が言語政策の提言

者として一定の役割を果たすこと、この二点を考成する時、言語学者の採用する術語がある

種の規範として存在しうることは十分に想定できるからである。ここで、拙論冒頭で引用し

たHaugenの「言語という術語は方言に言及すること無く用いられ得るが、方言は言語の存

在を含意していなくてはならない」という指摘が再び重要な意味を持ってくる。拙論はその

特性上、ポーランドの研究者による著作、論文を多く参照する。よって、ポーランド語学・

方言学におけるターミノロジーの定義を、次節で再確認するとしよう。

2.2.1. 言語コードを示す術語とその意味

ポーランド語学の分野で「意思疎通のための記号体系」を示すために用いられる術語は、

主に l)}?zyk「言語」、 2)1110¥VG「言葉」、 3)dia/ekt「方言」、 4)郡vara「（下位）方言」、以上の

四つである＇。それぞれの術語が意味する範邸を整理すると、次のようになる (Polanski(ed.) 

1999: 118,232; Sadakane 2014; Urbanczyk (ed.) 1991: 58, 105)。

l.}?zyk 「言語」—言葉のあらゆるレベルに関して用いられる術語。すなわち、口語レ

ベルにも文語レベルにも適用される。

2. mo,va 「言葉」一ーしばしば j~zyk と同義に扱われるが、 1110\VG は比較的、言葉の口語的

側面に関して用いられることが多い。

3. dialekt「方言」ーボーランド語学においては一般的に、共通語 (Pol.}?zykog6/ny)9の

地域的ヴァリアントとして用いられる。また、下の即varaとしばしば同義的に扱われる。

しかし場合によっては「dia/ekt-幾つかの郡varaの集合」として、すなわち郡varaよ
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り大きい単位として扱われることがある。

4. givara「（下位）方言」――上の dialektと同義に扱われることもあるが、 dialektの構成

要素として用いられることがある。また、街言業 (Pol.郡varamiejska)や職業言菓 (Pol.

邸varazのvod01va)など、いわゆる社会方言の一種を示すために用いられる。

ポーランド語学で用いられる術語にも、 Haugenの指摘は概ね当てはまると言えよう。すな

わち、dia/ektおよび郡varaは下位区分（地域的あるいは社会的ヴァリアント）として存在し、

jFykとはヒエラルキーの関係にある”。研究者が何れかの術語を選択する時、当人が意図

したか否かに関わらず、この関係性は現れざるを得ない。従って術語の選択は、研究者が自

身の研究対象とする言語をどのように位個づけているかを示す尺度となり得るのである。

2.2.2. ポーランド方言学とカシューブ

以上を念頭に、カシューブの言葉がどのような術語で以って表現されてきたかを概観した

い。ポーランド方言学の分野では長らく、「カシューブ方言」という呼称、すなわちポーラ

ンド語を構成する地域的ヴァリアントとする見方が一般的であった (Dejna1973; Urbanczyk 

1976: 92—94)。「カシューブ方言」の音声的・文法的特徴、とりわけ標準ポーランド語との差

異は、方言学者の興味を大いに刺激する所であり、カシューブを研究対象とした方言学的著

作、論文は数え切れないほど杏かれている。 Stieber(1972)によるカシューブ諸方言地図は、

そのような方言学的研究の金字塔とも言えるものであろう。この見解は決して古いものでは

なく、近年の研究では、例えばPrzybylska(2003: 53)がこれを踏襲している。

これに対し、カシューブの言菓に「言語」という術語を適用する、すなわちポーランド語

とは別個の「カシューブ語」を認める見方も根強い。冒頭に引用した Stone(2002: 756-794) 

もこの立場に立っている。 Duda(2006: 112)はカシューブの言菓を、言語か方言か意見の別

れる言語の一つとし、自身の論文の第 3章をその記述に割いている。それに依ると、ポーラ

ンド国外で出版された言語学系の著作では「カシューブ語」として扱われることが多く、ポー

ランド国内においても、とりわけ若い世代の言語学者はこれを「個別の言語」と見なす向き

が増えている。また、ワルシャワ大学ポーランド語史・方言学研究所が運営するインターネッ

トサイトでは、カシューブをポーランド語方言の一つとしては扱わず、別個の章を設けて解

説している (Karas(ed.) 2010)"。

筆者の見る所、先述の 2005年法令の影響もあってか、「カシューブ語」という術語が徐々

にその使用範囲を広げているように見える。しかし未だ、このターミノロジーの問題は解決

していない。ポーランド科学アカデミーの Czesak(2007)は、「カシューブ語はポーランド語

の方言か、それとも個別の言語か」という非専門家からの質問に対し、 PWN学術出版のウェ

プサイトにて、次のように回答している。

法的に言えば、ことは単純である。なぜならば、『国民的・民族的マイノリティおよび地

方言語に関する 2005年 1月6日の条例』には、［カシューブ語が地方言語であることが］

以下のように記されているからである。［…略…］。条例に記されていることは、言語学者、

評論家、社会学者、歴史家、政治家、そして多くの一般市民の間でここ百年間に行われ
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てきた厳論を、全く解決していない。ポーランドの言語学界において、いわゆる「カシュー

ブ問題」は閉じられていないように見える冗

ターミノロジーの問題が単純な選択、すなわち、何れを選んでも差障りのないものである

ならば、 2005年法令の見解のみで以ってこの問題は解決する筈であり、上記のような意見

は出るはずがない。これはつまり、j?zyk「言語」と dia/ektl邸vara「方言」の間にヒエラルキー

が存在し、どちらかの術語を選択するということは、取りも直さず二者の関係性を確定せざ

るを得ないという本章冒頭の指摘を裏付けるものと言えよう。

2.3. アイデンテイティ

言語所屈問題は、その当事者（拙論の場合はカシューブ人）の集団的なアイデンティティ

と関連する時、より複雑な様相を呈する。言語はしばしば、民族あるいはそれに準ずるよう

な人間集団を構成する上で重要なアトリビュートとなり得るからである。言語を民族形成プ

ロセスにおける必須の要素と見なす考え方は、しばしば言われるように、 18世紀頃に構築、

体系化されたとされる (Ropa1987: 161; Michna 2004: 57)。しかしながら Ropa(1987: 161)は、

その原型と呼ぶべき考え方はさらに古い時代から存在していたと指摘する。

しかしながら、言語を民族 [nation]やその他の社会集団に結びつけるという思想は、さ

らに以前から形成されていた。言語は常に、社会集団を同定する手段と見なされてきた

のである。古代ギリシア人やヘプライ人は、異なる言語を話す人々を他所者と見なした。

今日においては、言語における差異でもって民族 [nation]を差異化することは一般的なこ

とである凡

Sぉplewski(2012)は、民族的紐帯を形成する要素としての言語の役割を次のように指摘する。

社会の構成員を統合する要素として最も本質的なものは、共通の（あるいはそのように

見なされる）言語である。なぜなら言語は絶えず「我々一彼ら」という対立の指標であ

るからで、それによって、民族的 [ethnic]紐帯を緊密にしつつ「自ら」を識別し、独自の

文化の中で危険に晒されることなく存在することが可能になる。言語はまた、本来的あ

るいは副次的に、民族 [nation]の存在範囲と地理的境界を線引きする。

言語に関する上のような思想的前提がある時、独自性を主張する人間集団が、自らの言語コー

ドが「方言」と呼ばれることを拒否することは想像に難くない凡カシュープ人もやはり、

自らの言語・文化で以って、ポーランドとの差異を強調する。その特徴として挙げられるの

は、「二重アイデンティティ」である。カシューブ性とポーランド性を厳密に区別し、さら

に政治的な、いわば分離主義を標榜する者もいるにはいるが、それは全体として見ればごく

少数である。大多数のカシューブ人にとって、ポーランドという政治的・地理的枠組みの中

でカシューブの伝統を保持するということは、アイデンティティを構築する上で矛盾するこ

と無く成立している。

いずれにせよ、人間集団の独自性を主張する運動の中で、「言語」の確立は非常に重要な
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課題の一つであり、それはカシューブのみならず、世界の多くのマイノリティに当てはまる

ものである。では、そのような「言語」の確立はどのような行動によって裏付けられるのだ

ろうか。これを考えるに辺り、文字の問題、より詳しく言えば言語表記の問題を考える必要

があるが、実際の分析を行うに先立ち、言語学的研究対象としての表記について纏めておき

たい。

2.3.1. 言語学的研究対象としての表記

言語学者がその研究対象として文字、表記を扱う時、そこには幾つかの研究態度が考えら

れる。一つ目はいわゆる文字学、つまり「個々の具体的な文字体系、あるいはいちいちの具

体的な文字の歴史的な発展や伝播、さらにはその系統を探る」（亀井他［編著] 1996: 1347) 

タイプの研究であろう。一般的に、文字に関する研究として想起されるのはこのような類の

研究である。

二つ目は、言語体系の研究資料として表記方法の研究である。文字は言語音の二次元にお

ける置換えであり、決して言語音そのものとして扱うことは出来ない。しかしながら現実問

題として文字が無ければ言語研究は不可能である以上、研究対象の言語がどのようなシステ

ムによって表記されているのかという知識は、言語学者に不可欠のものとなる。古典ギリシ

ア語やラテン語のように、既に口語のレベルで用いられることのなくなった言語も、表記の

知識を動員することでその音声体系を（理論的にしろ）イメージすることが可能になる。多

くの場合「正書法」と呼ばれる現代語の表記も、このような研究においては重要なものとなっ

てくる"。ヴィノクール(2000[1945]: 27)は自身の論文の中で、以下のように述べる。

［…略…］、正栂法は、音論を理解する手掛かりとしてだけでなく、その他の言語現象

—音論·形態論・統語論・語致論など一一の中でそれ自体価値ある言語現象としても

研究され得るし、またされなければならないものである。

三つ目の研究姿勢は、文字の社会的機能を考察する考え方である。言語音は文字化されて

二次元の平而に書き写されることで恒久性を得、音声言語が持ち得ない間接的伝達の能力が

備わる。一般に、より複雑化した構造を持つ社会では、伝達手段として文字言語が用いられ

る傾向がある（亀井他［編著]1996: 1348)。すなわち、文字言語は音声言語の単なる似姿で

はなく、それが用いられる社会との相関から研究することが可能であり、そのような視点は

いわゆるマイノリティ言語と社会の関係性を考察する上でも有効である。

拙論で最も重要なのは三つ目の研究姿勢である。そこで次節では、この三つ目の観点とマ

イノリティ言語がどのように結び付くかを考えてみたい。

2.3.2. 言語意識を形成する表記

表記された言語、つまり文字言語が、単なる意思疎通の道具としてではなく、言語使用者

の意識に影響を与える場合がある。クルマス (2014:263)はこの現象を、 8世紀末に実施され

たいわゆるカロリング改革から説き明かし、次のように纏める。
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言語保守主義も言語の独立に対する主張も文字に依存しているのであり、どちらの場合

においても文字は、規範を与える働きをしている。文字はこうして、一つの言語共同体

の全般的な言語的状況に機能的な分化をもたらすことになるが、その現れ方は様々であ

る。つまり文字は、言語の分岐を助長することもあれば、逆に言語の収束を助長するこ

ともある。

言語は本来音声的なものであり、それは疑う余地のない所である。古代から現在までの間

に、日常的に使われることの無くなった文字体系は多く存在するが、そのような文字体系も

本来は音声言語に基づいていたはずである。筆者の知る限りこの逆、すなわち音声言語を前

提とせずに成立する文字体系は、少なくとも人間の言語に関わる範囲では存在していない叫

換言すれば、言語は文字に先立つものであり、決して文字と同一のものでは無いと言える。

ところが、クルマスが指摘するところの「言語保守主義」や「言語の独立に対する主張」

をはじめ、言語に関する議論には、文字や表記に関するものが多く含まれているという事実

は注目に値する。この事例を代表するものとして、 1990年代後半に話題となったドイツ語

正雷法改革が挙げられよう。改革の顛末は木村 (1998)の論考に纏められているので割愛す

るが、結論から言えば、この正書法改革に対して、国家の言語に対する介入であるとすると

して、 ドイツ語圏で大規模な反対迎動が起こった。つまり、正曹法改革があたかも検閲や思

想統制のようなイメージでもって理解された結果とも言える。先述の通り、表記（正書法）

は言語そのものでは無いので、正札1法改革すなわち言語への介入と捉える考え方は、言語学

的に考えれば的外れである。しかしそれはあくまで言語学に基づくものであって、大多数の

言語使用者はそうは捉えておらず、むしろ表記と言語を同一視するような傾向があるのでは

ないかと推察される。

このような傾向は、マイノリティが自らの言語的独立性を主張するに際しても如実に現れ

る。すなわち、マジョリティ言語と自らの言語との差異を、表記を制定することで確定し

ようする。 Haugen(1966: 931)は、規範化されていなかった土普の言葉が、近代的意味での

「民族」の構成要素、すなわち「言語」となる時、コード化 (Eng.codification)と精密化 (Eng.

elaboration)の二つのプロセスが観察されると言う。前者は、言語コード内部に観察される

様々な音的、文法的、語紋的要素のうち、いずれの要素を規範的要素として選択するかとい

う作業を指す。辞書や文法雷を整備しようという動きがこれに当たる。一方後者は、コード

化の中で選出された要素をどのように表記するかという、瞥記法の確定に関する作業を意味

する＂。無論、このプロセスは段階的なものではなく、同時に進行しながら相互補完的に進

んでいく訳だが、何れにせよ、いわゆる「標準語」と呼ばれるものは使用者に精密化が受容

されることによって成立する。纏めると、ある言葉に「言語」という地位をもたらすのは、

コード内部の要素（音的、文法的、語菜的要素）のみではない。それらの要素がコード化の

作業のなかで選別され、かつ精密化によって視覚化され、然るのちに使用者から受容された

時、はじめて「言語」が成立する。逆に、コード化と精密化のレベルが十分に発展していな

いと判断される時、その言葉は「方言」と称されるとも言えるだろう。
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2.3.3. カシューブ語表記とカシューブ人の言語意識

ポーランド語を媒介とせず、カシューブ人自らの言葉によってカシューブの事柄を雷き表

わそうという動きは 19世紀に遡り、現在に至るまで様々な工夫が成されてきた。最初期の

カシューブ語表記は、ポーランド語正書法をいわば援用する形で行われてきた。この流れは

原則として現在でも続いており、特に子音の表記に関しては標準ポーランド語と共通する部

分が多い（例えば字母結合szによる後部歯茎席擦音田の表記や、字母iによる両唇半母音 [w]

など）。カシューブ語表記の独自性はむしろその母音字の使い方にある。カシューブ語の母

音体系は標準ポーランド語と比して複雑であり、ポーランド語で用いる字母（すなわち i,e, 

a, o, u, y, q, r)のみでこれを表すことは到底叶わない。カシューブ語表記に関わった最初期

の著作者らもこの問題を意識しており、例えば 19世紀の Ceynowaは新たな字母aなどを羽

入することでこれを解決しようと試みている (Treder(ed.) 2006: 194)。それと同時に、ポーラ

ンド語表記との乖離を出来るだけ少なくし、カシューブ表記がポーランド語話者にも理解さ

れ得るように努めようという方向性も働いている。 Ceynowaとほぼ同時代の Derdowskiは、

軟口蓋子音訳］とは］に対し、ポーランド語正害法で用いる字母結合 ciとdziを当てている

(Treder (ed.) 2006: 194)18。Ceynowaらの試みから現在に至るまでのカシューブ表記の歴史を

振り返り、試みのそれぞれの間に見られる異同を明らかにすることも、一つの研究として成

り立ちうるであろう。しかし拙論との関わりで言えば、表記を確立しようとする試みの動

機が重要なものとなってくる。 Zasadypisowni kaszubskiej (『カシューブ表記原則』）を著し

たBrezaとTrederは、カシューブ語表記の必要性について、序文で次のように述べる (Breza;

Treder 1984: 10)。

カシューブ方言が標準ポーランド語とは異なる多くの音を備えているからには、カシュー

ブの表記にはポーランド文語には無い文字の幾つかが用いられることとなるだろう。し

かし［それらの文字は］すでに社会で十分に浸透しているので、カシューブ人の読者、

非カシューブ人の読者を不快にすることはあるまい［…略…］。

引用から分かるように、 BrezaとTrederはカシューブ独自の表記の必要性を説きながらも、

それが非カシューブ人、具体的にはポーランド人の読者にも受け入れられなければ意味が無

いと言う。現にこの引用文の後、著者らの編集方針が明らかにされるのだが、その第一とし

て次の方針が掲げられている (Breza;Treder 1984: 11)。

1. カシューブ表記はポーランド文語の表記に最も近いものでなくてはならない。その時

カシュープ人、他のポーランド人あるいは外国人にとって、もっとも良く理解されるも

のとなるだろう。

無論、この著作が著されたのはポーランド人民共和国の時代であることも考應せねばなる

まい。先述の通り、当時の社会主義政権は「ポーランド」以外の民族性が公的な空間に表さ

れることを好まず、カシューブ研究もあくまでポーランドの一地方の研究としてしか認めら

れなかったからである。そのような状況下において、カシューブの（ポーランドとは異なる）
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独自性を強い言葉で表現できる訳がない。箪者らが一貫して「カシューブ方言」という術語

を採用している理由も、この時代背景が影響しているものと思われる”。

しかしながら注目したいのは、カシューブの表記の問題には、 19世紀以来、ポーランド

語使用者の存在が常に考慮されてきたという点である。これはカシューブの箇かれた地政的・

歴史的位囮を考えれば当然のことのように思われるが、そう単純に片付けられる問題ではな

い。というのも、自らの言語の独自性を主張し、それを表記によって示そうと考えるならば、

単にマジョリティ言語との違いを示せば済むことだからである。現に、ポーランドで民族的

マイノリティとされているレムコ人は自らの言語表記を定める過程で、マジョリティ言語で

あるウクライナ語との差異を強調し、ウクライナ語との類似性などは殆ど語ることが無い（貞

包 2013:54)。カシューブ語表記に関わる者の態度は、レムコ人のそれとは相当に対照的で

ある。ポーランド語には無い音を表現するために独自の字母を用いつつ、それがポーランド

語使用者に誤解なく伝わらなくてはならないという、矛盾した事情が存在しているのである。

政治体制が大きく転換し、マイノリティや地域文化の保殿が全ヨーロッパ規模で進められ

ている現在、カシューブ人の言語意識が CeynowaやBreza、Trederの活躍した時代とは大き

く異なるであろうことは想像に難くない。少なくとも現在は、ポーランド史上かつて無いと

言っていいほど「カシューブ性」なるものが肯定的に受け入れられていると言っても良いだ

ろう。関口 (2005:318)はこれを次のように線めている。

社会主義時代のカシューブを知り、この地を今また訪れる者は、黄色と黒のカシューブ

旗を目にし、街路名や公共案内板の二言語表記、民俗衣装やカシューブ刺繍、カシュー

ブ音楽などのフォークロアの盛んなアピールに一燎するかもしれない。歴史上こういう

光景は一度としてなかったからである。

あるいは現在は、カシューブ人の言語意識が新たに形成されている時代と言えるかも知れ

ない。その中においてカシューブ語がどのような役割を果たしているか、それをカシューブ

語史の中にどのように位箇づけるか、今後発表される資料などをもとに観察を続けていきた

しヽ。

3. まとめ

拙論執筆中の 2015年現在、カシューブ方言ではなく「カシューブ語」という表現が、ポー

ランドの公的な空間では徐々にその使用範囲を広げているように見える。これは先述のよう

に、 2005年法令の影響も無論ある。しかしながら私見では、カシューブ・アイデンティティ

を保持するための長い活動の成果により、「カシューブ語」という表現が受け入れられる土

壌がある程度整っていたものと考えられる。実際の所、国勢調査やアンケート調査による

「使用言語」の回答は自己申告であり、何らかの客観的基準が存在する訳ではない。よって、

NSPで示された 10万6千人という話者人口は、決してそのまま受け入れられるものではな

い。またポーランド共和国の現状を鑑みるに、ポーランド語を使用せずカシューブ語のみで

生活を営むことはほぼ想定できず、カシュープ人のほぼ全てはポーランド語話者であると考

えてよい。よって、ポモージェ地域の一部の自治体で見られるカシューブ語・ポーランド語
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の二重表記などは、意思疎通の実際的要請というより、象徴的意味合いのほうが寧ろ強い。

それにも関わらず「カシューブ語」がカシューブ・アイデンテイティ構築に大きな役割を果

たしている事実こそが興味深い。というのも、言語が単に意思疎通の具であるならばそのよ

うな役割は生じ得るはずは無いからであり、拙論で概観したカシューブの言語状況は、言葉

が人間集団の重要な屈性として機能しうる何よりの証左となる。

「言語状況」と呼ぶからにはそのような点も含まれて然るべきなのだが、国勢調査や法令

文書のみではそのような事実は全く明らかにならない。拙論ではその問題意識を持ちつつ、

言語政策、ターミノロジ一、アイデンティティの三つの視点を対比して言語状況の記述を試

みた。筆者としては、無論課題も残しつつではあるが、ケース・スタディとして一定の成果

を得られたように思う。

今後の課題としては、第 2章「アイデンティティ」の最後に述べたが、現代を生きるカシュー

ブ人の言語意識を形成する上で表記がどのような役割を果たしているかを、カシューブ語表

記を巡る議論をさらに詳細に追うことで明らかにしていきたい。筆者としても、カシューブ

表記の歴史とその背景にある思想に関して、自らの理解に飽き足りない部分がある。僻士論

文の執筆に向けて、この点は大きな課題である。

註

I. 本章でも示すように、カシューブという語そのものの語源的由来は不明である。少なくとも現

在は、それは特定の土地を示す地理用語でありつつも、土着の文化・伝統、引いてはアイデン

ティティをも示しうる、意味の広い語である。拙論では、カシューブのアイデンティティを保

持し表明する者を「カシュープ人」、彼らの言菓を「カシューブ語」と呼ぶこととする。なお

拙論においては、「カシューブ語」という術語が「カシューブ方言」と呼称される可能性を否

定するものでは無いことは「はじめに」で示した通りである。

2. ポモージェ Pomorzeはその語中に morze「it且」を含むことからも分かるように、「i毎沿いの地」

を意味する。英語ではポメラニア (Eng.Pomerania)、ドイツ語ではポンメルン (Ger.Pommern) 

と表現される。

3. 三つ目の表現知畑ykaszubskie)は、二つ目知varakaszubska)の複数形である。このような単複

の差異は、カシュープの言葉を方言学的に一つの継まり（単数）として捉えるか、複数の方言

的変種の集まり（複数）として捉えるかという微妙な差異を学んでいる。しかしながら拙論に

おいて重要なのは、単複いずれの形で表現しても、「言語」という上位術語の下位に位附する

ことには変わりが無いという事実である。

4. この地域の言語状況についてより詳しくは三谷 (2011:180-185)を参照。

5. 席次計画は概して、コーパス計画と並び、言語計画の主たる構成要素と見なされている。以

下の平高 (2005:7)の指摘を参照：「一般に言語計画には、文字や語菜など言語の実体そのも

のに関わるコーパス計画 (corpusplanning)と言語の地位やステータスに関わる席次計画 (status

planning)の二つがあるとされる」

6. 1992年に欧州議会にて署名が開放され、 1995年3月 1日に発効された（文書番号： CETS 

148)。地方言語・マイノリティ言語をヨーロッパの文化的伝統として保護することを目的とす

る。批准国は 3年毎に活動報告掛を提出する義務を負い、それに基いて欧州評議会選出の諮問

委員会がモニタリングを行う。

7. 以下の細田 (2001:90)の指摘を参照：「戦後の共産主義体制下では、他の「東欧」社会主義国
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と同様に、「一枚岩の社会主義的民族」あるいは「社会主義的単一民族」を旗印に中央集権的

ナショナリズムが強制されていた」。社会主義時代のマイノリティ政策については、 Majewicz;

Wicherkiewicz (1998)の論文にも詳しい。

8. この他、使用頻度としては相当に低いが、 narzeczeという術語も存在する。 Pol孤ski(ed. 1999) 

やUrb函czyk(ed. 1991)は、naneczeをdialekt「方言」の同義語として扱っている。何れにせよ、

この術語(narzecze)の示す概念が「言語」 (jfzyk)より広汎になることは想定できない。

9. Urb孤czyk(ed. 1991: 135)では、「共通語」という概念を「公用語の文化的主要ヴァリアントで

あり、あらゆる地理的・社会的ヴァリアントに対して存在する」ものとして定義する。研究者

によってはこれを「文語」 (Pol.jfzyk literacki)と称すこともある。

10. その点 mowaは、 jfzyk-dialekt (g,vara)のヒエラルキーとは比較的距離を岡いたところにある

ように見える。 Siuciak(2012: 33)は、シロンスクの言語所屈問題を例にターミノロジーの問題

に関心を寄せている。 Siuciakが指摘するところによると、 90年代のはじめ頃から「シロンス

ク方言」(Pol.dialekt s/qski I邸varas/qska)という「価値を落とす」用語を避け、「シロンスク語」(Pol.

j~zyk sl~ski) や「シロンスク言葉」 (Pol. mowa s/qska I Szl. slqsko godka)という用語を用いる傾向

が強まったと指摘する。なお s/qskogodkaとはポーランド文語の表現ではなく、シロンスクの

土着の言葉（いわゆるシロンスク方言）による表現である。何れにせよ、 dialektという用語に

含まれる「価値を落とす」意味を避けるための策として mowaが用いられたという点は指摘で

きそうである。

11. 上記サイトの "Kaszubszczyzna"の項を参照 (11ttp://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?ll

-kaszubszczyzna. Accessed. 2015.09.01)。
12. Czesakのこの発言は、 PWN学術出版が一般のポーランド語使用者（与非言語学者）からの質

問と、それに対する言語学者の回答をまとめた Poradniajfzykowa(「言葉の相談室」）に掲載さ

れている (http://sjp.pwi1.pl/poradnia/szukaj/j%C4%99zyk-kaszubski;19; I .html. Accessed: 2015.08.31)。

13. 拙論においては、いわゆる「ネイション」と「エスニック・グループ」の差異には言及しな

い。無論、カシューブ語は「エスニック・グループ」の言語コードという側面が強いが、「民族」

という語をどちらの意味で解釈しようとも、言語コードと人間集団の関係性を理解する上で大

きな差障りがあるとは言えない。引用文中においては「民族」という語を用いつつ、角括弧を

用いることで両者の区別を明示することとした。

14. 言語を人間集団の不可欠の構成要素と見なす考え方は、例えば英語やスペイン語のように、

一つの地域• 国家を超えた言語圏を持つ言語には一概に当てはめることは出来ないように思わ

れる。しかしながら山本（絹著 2004:97ーIOI)は、英語などを含めあらゆる言語は、異なる集

団との意思疎通に用いられる側面（稿渡し機能）と、集団の内的紐帯としての側面（群れ機能）

を持つと指摘する。無論、どちらの側面がより強く現れるかは、話者の見方や立場によって異

なる。

15. 正瞥法とは、その語に「正」の字が含まれていることからも分かるように、単なる習肌とし

ての表記を超えて、正当な綴字法として認識されるようになったものを指す（亀井他［絹著］

1996: 801)。現代においては多くの場合、国家に付随する機関がこれを定め、言語規範として

機能している。言うなれば、何らかの権力性に裏付けられた表記と言うことも出来よう。

16. 漢字に代表される、いわゆる表意文字は、個々の文字が特定の意味・ 概念を含むので、上記

の文は過度な一般化に思われるかも知れない。しかし表意文字の場合も、文字は「意味」と共

に何らかの「音価」を持つものであって、従って文字に先立つ言語音が存在する。クルマス (2014:

48)は「事物、概念、そして語という 3者の間の関係において、言語と無関係に概念のレベル

だけで機能する文字体系」は不可能であるとし、その意味では表意文字では無く表語文字とい
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う術語が相応しい、と述べる。

17. 言語形成プロセスにおける「コード化」と「精密化」の考え方は、 Haugen自身が引用してい

るように、Ft,rgeson(1959)の研究に依っている。最も F1,rgesonは「コード化」を「標準化」、「精

密化」を「表記における標準化の利用」という言葉で表現しているが、何れにせよ、両者の言

語形成に対する考え方は概ね共通している。

18. なお、現在主に受け入れられているカシューブ表記には、 Derdowskiの提案した字母結合はど

ちらも用いられていない。

19. 以下の細田 (2001:91)の記述を参照：「エスニック集団としてのカシューブ人の存在や意識（ア

イデンテイティ）を公的に論じることは、言論統制や検閲によって禁止されるか、旧西独と結

託した分離主義として批判されたのである」
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