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【論文】
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[Summary]

The Silesian Problem in the Republic of Poland from the Viewpoint of 

the Monitoring Processes by the Council of Europe (CoE)

SADAKANE Kazuhiro

The Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCPNM) established 

by the CoE in 1998 has been functioning as one of the major principles that protects national 

minorities and their languages. A member state has an obligation to submit a regular report to 

the CoE, and the Advisory Committee of the CoE responds to it by publishing an opinion on 

the situation. This paper analyzes Poland’s regular reports and the CoE’s opinions, focusing on 

the so-called “Silesian problem.” The author has derived two conclusions as follows:

(1) No matter which political party takes power, Poland has been purposely ignoring the 

Silesian problem. Since 2002, every successive Polish government has acted as if the 

Silesian problem does not exist at all, regardless of the officially declared number of 

Silesians and their active political movements demanding the status of national or ethnic 

minority.

(2) 7KH�OLQJXLVWLF�DUJXPHQW�DV�WR�WKH�VWDWXV�RI�WKH�6LOHVLDQ�YHUQDFXODU�DSSHDUHG�IRU�WKH�¿UVW�
time in the 2nd monitoring cycle (2007–2009). In the 2nd opinion on Poland, the CoE 

started to use the term “Silesian language” which emphasized the linguistic independence 

of the Silesian vernacular. We can conclude that the linguistic status of the Silesian 

YHUQDFXODU�LV�EHLQJ�XVHG�DV�³SURRI´�RI�WKH�VWDWXV�RI�6LOHVLDQV�DV�DQ�RI¿FLDOO\�UHFRJQL]HG�
minority.
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はじめに ―本研究の背景―
 年に発効した欧州評議会（欧州審議会）の Framework Convention for the Protection 1998ࠉ
of National Minorities は、現在に至るまでヨーロッパのナショナル・マイノリティ (national 

minority) およびその言語の保護基準のひとつとして機能している 1。以下、本論文ではこれ
を「枠組条約」2 と略称する。枠組条約の締約国は欧州評議会により行われるモニタリング
に応じ、条約の履行状況を定期的に報告することとなっている。これらのモニタリングで
提出される政府報告書や、それに対する欧州評議会の意見書などは、当事国と欧州評議会
の公式見解を知る上での重要な手がかりである。
本論文で研究対象とするポーランド共和国もまた、2002 年の政府報告書を皮切りに枠

組条約モニタリングに参加しており、2019 年 4 月には最新の第 4 次モニタリングが開始
された。本論文は、枠組条約モニタリングにおけるポーランド政府と欧州評議会のやり取
りを通じて、ポーランド最大のマイノリティ問題であるシロンスク問題に着目する 3。具体
的には、第 1 次モニタリングが始まった 2002 年から第 4 次モニタリングが始まった 2019 

年にかけてのシロンスク問題の変遷と質的変化の有無を、言語ステータスへの言及を通じ
て検討・考察し、明らかにする。これにより、ポーランド政府のシロンスク問題への対応
がどのように変化してきたか（また逆に、どのような点が一貫しているのか）を、言語問
題の側面から記述することが可能となる。

1. 枠組条約とモニタリング
1.1 枠組条約の概要

　枠組条約は 1995 年 2 月 1 日に欧州評議会にて署名開放され、1998 年 2 月 1 日に 12 カ
国の批准をもって発効した 4。2019 年 11 月 17 日現在、39 カ国が批准している。ポーラン
ド共和国は 1995 年 2 月 1 日に枠組条約に署名、2000 年 12 月 20 日に批准し、2001 年 4 月 

1 日より同国で枠組条約が発効した。
全 32 章からなる条約本文 (CoE 1995a) および注釈文書 (Explanatory Report, CoE 1995b) 

は欧州評議会ウェブサイトにて公開されている。英語とフランス語を正本とするが、英仏
語のみならず、条約本文および注釈文書は各締約国の公用語にて閲覧することができる 5。
枠組条約前文では、ナショナル・マイノリティの保護がヨーロッパにおける「安定、民主
1 英語のターム national minority は、日本語文献では「民族的少数者」と訳されている場合も多い（例えば本論文
でも参照する渋谷 (2005a, 2005b) など）。もっとも、ポーランドの場合がそうであるように、national minority と 
ethnic minority が法律上区別される場合もあり、その場合は「民族的少数者」という訳語はやや紛らわしい。本論
文はこの点に鑑みて、national minority を音訳的に「ナショナル・マイノリティ」とする。
2 本論文で枠組条約本文に言及する場合、渋谷謙次郎による日本語訳（渋谷 2005a）を参照している。これ以外の
日本語訳としては、松井他 (2005: 234–238) などがある。
3 シロンスク問題の概要について詳しくは、貞包 (2019b: 11–18) などを参照。
4 Details of Treaty No.157. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157>［最終アクセス：
2019/11/17］
5 各言語による条約本文および注釈文書の一覧は以下を参照：Text of the Framework Convention for the Protection of 
National Minorities. <https://www.coe.int/en/web/minorities/text-of-the-convention>［最終アクセス：2019/11/11］。同ウェ
ブサイトでは、英仏語以外の言語のバージョンはあくまで参考情報である旨が記されている。概して言えば、マ
イノリティの言語による法令文書の準備状況は遅れていると言える。ロマンシュ語のように、国家内（スイス連
邦内）で公用語のステータスを占めている言語でも、注釈文書が用意されていない場合がある。



欧州評議会モニタリングから見たポーランド共和国のシロンスク問題（貞包和寛）

5

主義的な安全および平和にとって本質的である」（渋谷 2005a: 43）と謳われており、枠組
条約が現在まで至るヨーロッパの多元主義、多文化主義の一環となっていることが伺える。
枠組条約以前にも、ナショナル・マイノリティについて言及する国際条約は存在する。例
えば、欧州人権条約第 14 条 6 や、自由権規約第 27 条 7 がナショナル・マイノリティに言
及している（渋谷 2005a: 40）。枠組条約が先行するこれらの条約と異なる点は、国家の能
動的な取り組みを方針づけた点にある。先述の欧州人権条約や自由権規約は、民族的・宗
教的・言語的少数者に対する国家の不干渉を謳うものであった。しかし枠組条約は、マジョ
リティへの同化を防止することを念頭に置いているという意味で、先行の諸条約よりも積
極性を持った政策と言えよう。

1.2 枠組条約の限界
上記のように、枠組条約は定期的なモニタリングを実施している。この措置によって、

条約の主旨が形骸化することは防がれていると言えるだろう。もっとも、枠組条約の限界
も言語政策論や法学の観点から指摘されている。
第一の限界は、法的拘束力の弱さである。欧州評議会の諸条約は欧州連合 (EU) の定め

る諸条約や法律と比較して拘束力が弱く (Vacca 2011: 348)、枠組条約もその例外ではない。
枠組条約がマイノリティやその言語の保護に大きな役割を果たしていることは事実ではあ
るが、締約国に具体的な罰則規定があるわけではない。また、そもそも枠組条約への署名・
批准は欧州評議会加盟国の義務ではない。枠組条約加盟国の一覧は欧州評議会のウェブサ
イトで公開されているが 8、この一覧を見れば分かるように、条約に署名も批准もしていな
い国家は多く存在する（例えば、ヨーロッパ統合において中核的な役割を担ってきたフラ
ンスは、枠組条約に署名も批准もしていない）。枠組条約が司法的ではなく、政治的なメ
カニズム (Letschert 2005: 19) と評される所以である。
　第二の限界は、締約国の裁量の大きさである。枠組条約はヨーロッパが指針として掲げ
る多文化主義、多言語主義を象徴する条約ではあるものの、その重要な部分を各締約国の
裁量に委ねている。例えば枠組条約は、その保護対象である「ナショナル・マイノリティ」
を定義していない。枠組条約注釈文書は、「欧州評議会全加盟国の全般的な支持を求める
ことができるような定義に到達することは不可能」(CoE 1995b: Point 12) であることを理
由としている。確かに、ナショナル・マイノリティは当該国家の歴史的・社会的文脈に位
置づけられるもので、一概に定義することは難しい。しかしこの事実は、締約国が自ら
6 欧州人権条約（人権と基本的自由の保護のための条約 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamen-
tal Freedoms）は 1950 年に調印、1953 年に発効した欧州評議会の条約である。本文で言及されている第 14 条には、
本条約で謳われる諸権利が、性別、出自、政治的信条など、いかなる理由によっても否定されないことが規定さ
れている。
7 自由権規約（市民的及び政治的権利に関する国際規約 International Covenant on Civil and Political Rights）とは、
1966 年に国際連合で発効した多国間の規約である。社会権規約（経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規
約 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights）と共に、国際人権規約 International Bill of Human 
Rights の一部を構成する。本文で言及されている第 27 条には、民族的・宗教的・言語的少数者がその権利を否定
されることなく、自文化の享受、宗教的実践、言語の使用が可能であることが謳われている。
8 枠組条約への参加状況については以下を参照：<https://www.coe.int/en/web/minorities/etats-partie>［最終アクセス：
2020/07/08］　
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の都合、利害に応じて、「マイノリティ」というカテゴリを操作しうることを意味してい
る。同時に枠組条約は、いわゆる集団的権利 (collective rights) を認めるものではない (CoE 
1995b: Point 13)。渋谷 (2005a: 41) はこの点を「既存の主権国家に配慮したもの」と捉えて
いる 9。舟木 (2015: 716) も同様に、枠組条約が戦間期の少数者保護制度の問題意識を引き継
ぎながらも、実際には「さまざまな形で国家の義務を緩める文言で形式化されている」こ
とを指摘している。
　したがって、定期的なモニタリングや欧州評議会の勧告などの措置があるとは言え、枠
組条約の効力は限定的なものであり、締約国の意図が反映される余地は大きい 10。

1.3 枠組条約モニタリングの概要
　枠組条約第 4 章（第 24 条から第 26 条）において、本条約のモニタリングに関する言及
がある。具体的なプロセスに関しては第 25 条が規定している。以下に枠組条約第 25 条を
引用する 11。

第 25 条

1. 本条約が締約国において効力を発生してから 1 年以内に、締約国は、欧州審議
会 12 事務総長に、本条約で定められた諸原則の実現のためにとった立法およびそ
の他の方策についての十分な情報を送付しなければならない。

2. それ以後、各締約国は、欧州審議会事務総長に、定期的に、かつ閣僚委員会の求
めに応じて、本条約の履行に関するさらなる情報を送付しなければならない。

3. 欧州審議会事務総長は、本条文の方法によって送付された情報を閣僚委員会に送
付しなければならない。

  

　また、欧州評議会のウェブサイト上にて、枠組条約モニタリングの過程全体（サイクル）
が示されている 13。このウェブサイト上に提示されるサイクルと、各過程において提出さ
れる文書をまとめると、以下のようになる。

1. 当事国によるレポートの送付       

9 渋谷 (2005a: 41) は同時に、集団的権利という用語の曖昧さも指摘している。すなわち、集団的権利とは国家から
の分離・独立を含意するのか、カナダのケベック州のような地域的言語自治体制のことなのか、注釈文書の文言
からは判然としない。また渋谷 (2005a: 41) は、集団的権利と個人的権利の区別さえ実際には曖昧であることも指
摘している。
10 もっとも、例えば Henrard (2008: 116) のように、枠組条約はその法的拘束力の弱さにも拘わらず、段階的かつ効
果的に国家のマイノリティに対する措置を方針付けてきたとして、肯定的に評価する研究も少なくない。Heintze 
(2006: 86-87) も同様に、マイノリティ保護を人権の一部と認識した枠組条約第 1 条を高く評価している。
11 日本語訳は渋谷 (2005b: 49) を参照。
12 渋谷 (2005b) で「欧州審議会」と訳されているのは、本論文で言う「欧州評議会」である。引用文中なので訳者
の表現を優先した。
13 Monitoring the Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities. <https://www.coe.
int/en/web/minorities/monitoring>［最終アクセス：2019/11/17］
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　条約締約国が、ナショナル・マイノリティ保護に関して自国が採用する政策、
現状をまとめ、欧州評議会に提出する。ここで提出されるレポートを本論文では
「政府報告書」と呼ぶ。

2. 諮問委員会によるモニタリング       
　モニタリング・サイクルの中核をなす過程である。ここでは二つの文書が関係
する。まず、欧州評議会の枠組条約諮問委員会が作成する意見書である。この意
見書は上記の政府報告書に加え、各国の NGO および諮問委員会独自の調査によっ
て作成される。本論文では、諮問委員会によるこの文書を「CoE 意見書」と呼ぶ。 
　次に、CoE 意見書にもとづく各国政府のコメントである。CoE 意見書で追加報
告などが指摘された箇所について、各国政府が回答を行う。本論文では、各国政
府によるこの回答を「政府コメント」と呼ぶ。

3. 閣僚委員会による決議書
　CoE 意見書および政府コメントにもとづき、欧州評議会閣僚委員会 (Committee of 

Ministers) が示す。本論文では、閣僚委員会によるこの文書を「CoE 決議書」と呼ぶ。

　上記 1 から 3 のプロセスを記した文書は、欧州評議会ウェブサイトにおいて公開されて
いる 14。ひとつのサイクルの終了後に、枠組条約の関係者（欧州評議会、各国政府、民間
の市民団体など）の間で協議（継続対話）が行われる場合がある。上記の欧州評議会ウェ
ブサイト 15 に拠れば、継続対話はモニタリングのサイクルに含まれているが、継続対話の
文書は公開されていない場合もあり、また継続対話そのものが行われていない場合も多い。
よって、継続対話をモニタリングの必須のプロセスとは見ないほうがよいだろう。本論文
で研究対象とするのは、ポーランド共和国が関わるサイクルの 1 から 3 の英語版の文書で
ある。

2 ポーランド共和国と枠組条約に関わる事象の年表
 　以下に、ポーランドと枠組条約に関わる事象、およびポーランド国内のマイノリティ
政策・言語政策に関わる事象を年表形式で整理して記す。これにより、本論文で分析する
文書の時系列的位置付けを明確化する。

枠組条約に関連する動き ポーランド国内の動き
1989/06/18 ㆟㝃ᒓࢸࣜࣀጤဨ ❧ᡂࡀ16

1991/11/26 ┕ຍḢᕞホ㆟ࡀࢻ࣮ࣥࣛ

1995/02/01 ྡ⨬ᯟ⤌᮲⣙ࡀࢻ࣮ࣥࣛ

1999/09/07 ἲᚊࡢ࡚࠸ࡘㄒࢻ࣮ࣥࣛ ❧ᡂࡀ17

14�&RXQWU\�VSHFL¿F�PRQLWRULQJ�RI�WKH�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�WKH�)UDPHZRUN�&RQYHQWLRQ�IRU�WKH�3URWHFWLRQ�RI�1DWLRQDO�0LQRULWLHV��
�KWWSV���ZZZ�FRH�LQW�HQ�ZHE�PLQRULWLHV�FRXQWU\�VSHFL¿F�PRQLWRULQJ!［最終アクセス：2019/11/17］
15 Monitoring the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities. <https://www.coe.

int/en/web/minorities/monitoring>［最終アクセス：2019/11/17］



日本スラヴ人文学会誌　スラヴィアーナ　第 12号

8

ᢈᯟ⤌᮲⣙ࡀࢻ࣮ࣥࣛ 2000/12/20

Ⓨຠࡀᯟ⤌᮲⣙࡛ࢻ࣮ࣥࣛ 2001/04/01

2002/05/21 ᅜໃㄪᰝࡢẸᚋึ࡛ࢻ࣮ࣥࣛ

2002/07/10 ᯟ⤌᮲⣙ᨻᗓሗ࿌᭩㸦➨ 1 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.1.1

2003/11/17 ᯟ⤌᮲⣙ CoE ពぢ᭩㸦➨ 1 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ�3.1.2

┕ຍḢᕞ㐃ྜࡀࢻ࣮ࣥࣛ 2004/05/01

2004/05/19 ᯟ⤌᮲⣙ᨻᗓࢺ࣓ࣥࢥ㸦➨ 1 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.1.3

2004/09/30 ᯟ⤌᮲⣙ CoE Ỵ㆟᭩㸦➨ 1 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.1.4

ἲࢸࣜࣀ࡛ࢻ࣮ࣥࣛ 2005/01/06 ࠋ❧ᡂࡀ18

ྜࢸࣜࣀᨻᗓ࣭ࡁ࡙ἲྠࠊࡓ

ྠጤဨ ❧ᡂࡀ19

2007/11/08 ᯟ⤌᮲⣙ᨻᗓሗ࿌᭩㸦➨ 2 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.2.1

2009/03/08 ᯟ⤌᮲⣙ CoE ពぢ᭩㸦➨ 2 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.2.2

2009/12/07 ᯟ⤌᮲⣙ᨻᗓࢺ࣓ࣥࢥ㸦➨ 2 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.2.3

2011/04/01 ᅜໃㄪᰝࡢ┠Ẹᚋ 2 ᅇ࡛ࢻ࣮ࣥࣛ

2012/03/30 ࡉᥦฟࡀἲಟṇࢸࣜࣀ

2012/11/28 ᯟ⤌᮲⣙ CoE Ỵ㆟᭩㸦➨ 2 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.2.4

2012/12/13 ᯟ⤌᮲⣙ᨻᗓሗ࿌᭩㸦➨ 3 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.3.1

2013/11/28 ᯟ⤌᮲⣙ CoE ពぢ᭩㸦➨ 3 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.3.2

2014/05/21 ᯟ⤌᮲⣙ᨻᗓࢺ࣓ࣥࢥ㸦➨ 3 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.3.3

16 議会附属マイノリティ委員会とは、ポーランド下院常設委員会のひとつである「ナショナル・マイノリティと
エスニック・マイノリティ委員会」�.RPLVMD�0QLHMV]RĞFL�1DURGRZ\FK�L�(WQLF]Q\FK��を指す。ポーランド人民共和国
末期の 1989 年（第 10 会期）に結成された。2020 年 7 月現在、議長のヴァンダ・ノヴィツカ以下 14 名の下院議
員が所属している。参照：.RPLVMD�0QLHMV]RĞFL�1DURGRZ\FK�L�(WQLF]Q\FK��01(���KWWSV���VHMP�JRY�SO�6HMP��QVI�DJHQW�[VS
"V\PERO 6./$'.2067	1U.DGHQFML �	.RG.RP 01(!［最終アクセス：2020/07/14］
17 「ポーランド語についての法律」とは、1999 年 10 月 7 日に制定されたポーランド共和国の法律。1997 年に制定
された同国の新憲法では、公用語としてのポーランド語のステータスが確定された。「ポーランド語についての法
律」はそれに基づき、国内におけるポーランド語の公的な使用と保護に関する方針を示している。本法は小森田 
(2005) によって全文が翻訳されている。
18 マイノリティ法 (RP 2005) とは、2005 年に成立したポーランドの国内法である。正式名称は「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ついての法律」である。国内のマイノリティとその言語（マイノリティ言語）、
さらに、地域言語について定義した。本法について詳しくは貞包 (2019a: 115–119) を参照。
19 政府・マイノリティ合同委員会��.RPLVMD�:VSyOQD�5]ąGX�L�0QLHMV]RĞFL�1DURGRZ\FK�L�(WQLF]Q\FK��とは、マイノリティ法第 
23 条および第 24 条にもとづき、政府関係者（閣僚・官僚）とマイノリティ団体関係者が招集される委員会である。1989 
年に結成された議会附属マイノリティ委員会とは異なるので注意が必要である。
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2015/03/04 ᯟ⤌᮲⣙ CoE Ỵ㆟᭩㸦➨ 3 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.3.4

2019/04/09 ᯟ⤌᮲⣙ᨻᗓሗ࿌᭩㸦➨ 4 ḟ㸧

ĺ�ᮏㄽᩥ 3.4.1

2019/09/19 ࡉୗ㝔࡛ྰỴࡀἲಟṇࢸࣜࣀ

3. 枠組条約モニタリングレポートの分析
　本章では、枠組条約および言語憲章に依拠したポーランドでのモニタリングについて分
析する。

3.1 枠組条約第 1 次サイクル（2002 年 7 月～ 2004 年 9 月）
3.1.1 第 1 次サイクル政府報告書 (ACFC 2002) 

　本報告書第 1 部第 5 節（8–14 頁）において、ポーランド国内におけるナショナル・マ
イノリティの推定人口、居住地、文化活動などがまとめられている。ここで言及されてい
る集団のリストは、後の 2005 年に制定される「マイノリティ法」で言及されている集団
とほぼ一致する

20
。第 1 部第 5 節がいかなる情報源を用いて諸集団をリストアップしたか

不明であるが、いずれにせよ、シロンスク人はこのリストの中に挙げられていない。
シロンスク問題に関しては、本報告書第第 1 部第 5 節（6 頁）において、市民団体「シ

ロンスク・ナショナリティ住民連合」
21
の欧州人権裁判所における提訴について言及され

ている。この箇所では、欧州人権裁判所が住民連合側の訴えを退け、ポーランドによる人
権侵害は無かったことを確認している。

3.1.2 第 1 次サイクル CoE 意見書 (ACFC 2004a) 
上記 3.1.1 の政府報告書にもとづき、欧州評議会が招集する枠組条約諮問委員会が意見

書を提出した。本意見書の Point 28 と Point 58 において、シロンスク問題への言及が見ら
れる。まず Point 28 では、ポーランドにおける当時の最新の国勢調査（2002 年）の結果が
参照され「シロンスク」の帰属意識を持つ者は他のナショナル・マイノリティ 22やカシュー
ブ人の数よりも多い事実が確認された。その上で諮問委員会は、シロンスク人を枠組条約
の保護対象外とするポーランド当局に対し、シロンスク人との継続的な対話を要請した。
　続く Point 58 では、シロンスク・ナショナリティ住民連合の欧州人権裁判所への提訴と、
その判決をめぐる諮問委員会の見解が述べられている。諮問委員会は、欧州人権裁判所は
「結社の自由」の侵害に関する判断を行なったのであり、シロンスク人がナショナル・マ

20 本報告書にはリストアップされている Karaites は Karaims「カライム人」を指している。2005 年以降、Karaites 
はあらゆる公的文書の英訳で Karaims と表記されている。Karaites という名称がユダヤ教の一宗派の信徒も意味す
るために避けられたものと思われるが、理由は説明されていない。
21 シロンスク・ナショナリティ住民連合��=ZLą]HN�/XGQRĞFL�1DURGRZRĞFL�ĝOąVNLHM��とは、1996 年に創設された市民団
体である。「シロンスク人」は独自のナショナリティ��QDURGRZRĞü��を持つ集団であることを標榜する。1997 年に
公的団体としての登録をポーランドの裁判所から却下され、それを不服とする 190 名が欧州人権裁判所に提訴し
た（2004 年に判決が出ており、住民連合側の訴えは退けられている）。
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イノリティであるか否かという問題には言及していないと指摘する。すなわち、「シロン
スク人はナショナル・マイノリティとは扱わない」という措置の根拠を当該判決に求める
ことはできないという見解を示している。

3.1.3 第 1 次サイクル政府コメント (ACFC 2004b) 
　上記 3.1.2 の CoE 意見書に対して、ポーランド当局はコメントを発表している。シロン
スク問題に関しては、次のように本政府コメント Point 28 にて言及されている。

1. 枠組条約はナショナルおよびエスニック・マイノリティ (national and ethnic minori-

ties) の定義を含んでおらず、その定義は各国家の国内法の裁量に委ねられている。
2. シロンスク人は特定地域（シロンスク地域）に強く密着した集団であるが、エス

ニシティ的特徴に関しては内的に多様である。
3. シロンスク人は異なるネイションに属するにも拘わらず、シロンスクの一部住民

が誇大な自己認識を持つ主な理由は、この地域の劣悪な経済状況に対する不満の
ためである。

本政府コメントでは、上記 CoE 意見書 Point 58（シロンスク・ナショナリティ住民連合
の提訴に対する欧州人権裁判所の判決）については言及せず、「Point 28 および 29 を参照」
とのみ記されている。

3.1.4 第 1 次サイクル CoE 決議書 (ACFC 2004c) 
　本決議書では、いくつかの改善点 23を指摘しつつも、マイノリティ問題に対するポーランド
の取組みを概ね肯定的に評価している。この中でシロンスク問題に関する特別な言及はない。

3.1.5 第 1 次サイクルまとめ
　枠組条約第 1 次サイクルをシロンスク問題の観点からまとめる。ポーランド政府と欧州
評議会の間で、シロンスク問題への認識が根本的に異なっていることがすでに明らかになっ
ている。政府報告書（上記 3.1.1）で述べられたように、ポーランドは「シロンスク人」と
いう集団が national と形容される集団ではないと見なしている。この認識にもとづくと、「シ
ロンスク人」とは独自の集団（他と区別される集団）ではないため、ナショナル・マイノ
リティをめぐる議論の俎上に「シロンスク人」を載せる必要性そのものが生じない。一方

22 ここで言う「他のナショナル・マイノリティ」とは、本論文 3.1.1 で言及された政府報告書でリストアップされ
ている諸集団を指す。
23 例えば本決議書は、ナショナル・マイノリティに関するポーランドの取組みの欠点として、行政当局との関係
において少数言語の使用が担保されていない点、伝統的な地名が少数言語で表示されていない点などを指摘して
いる。
23 もっとも、2002 年の国勢調査の結果では、ポーランド語以外の使用状況については明らかにされていない。確
かに同調査では「家庭での使用言語」の質問が用意されているものの、「ポーランド語／ポーランド語以外」とい
う区分が取られているからである。
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で欧州評議会の見解は、このようなポーランド政府の認識に対して変更を求めている。CoE 
意見書（上記 3.1.2）などでも述べられているとおり、2002 年の国勢調査において、自らを「シ
ロンスク人」と同定する者の数は国内のいずれのマイノリティよりも多いことが判明した。
後の 2011 年に行われた国勢調査でも、シロンスク人は数的にいずれの集団よりも多い位置
を占めている。また、ポーランドが「シロンスク」の個別性を認めない根拠とした欧州評
議会判決に関しても、欧州評議会はポーランドとは異なる認識を示している。
　しかし第 1 次サイクル全体を通じて、枠組条約自体の拘束力の弱さ（上記 1.5）がより明
確になったと言えるだろう。シロンスク問題の要因を「劣悪な経済状況に対する不満」（上
記 3.1.3）と根拠なく断ずるなど、ポーランド側の認識や取組みは、少なくとも枠組条約の
理念から見て妥当なものとは言い難い。ところがこのような事態に際しても、欧州評議会
は当事国に対して具体的な改善措置などを指示することはできない。現に、第 1 次サイク
ルを締め括る CoE 決議書（上記 3.1.4）でも、シロンスク問題への言及は避けられている。
言語問題の観点から見た場合、枠組条約第 1 次サイクル時点では、言語をめぐるトピッ

クはシロンスク問題の中心的テーマとはなっていない。シロンスク問題が顕在化しはじ
めた 1990 年代初頭には、すでに言語の位置付けをめぐる議論があったとする意見もある 
(Siuciak 2012: 33)。また、シロンスクの言語状況を「2 言語併用」と評した論文  (Skudrzykowa; 
Urban 1998) も 1998 年に出版されていることに鑑みると、シロンスクの言語状況の特殊性は 
1990 年代後半には既にある程度認知されていたものと思われる。しかし少なくとも、枠組
条約第 1 次モニタリングの時点では、こうした特殊性に関する言及はない。

3.2 枠組条約第 2 次サイクル（2007 年 11 月～ 2012 年 11 月）
3.2.1 第 2 次サイクル政府報告書 (ACFC 2007) 

　本報告書では、シロンスク問題について全く言及されていない。「シロンスク」を意味
する Silesia、あるいはその形容詞である Silesian という語は見られるものの、これらはい
ずれも地名や市民団体名に含まれるものであり、シロンスク問題とは関係がない。

3.2.2 第 2 次サイクル CoE 意見書 (ACFC 2009a) 　
　本意見書では、九つの箇所 (Point 10, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 188, 226) にてシロンスク問題
への言及が見られる。以下に諮問委員会の意見の要点をまとめる。

諮問委員会は、ポーランド共和国下院の「議会附属マイノリティ委員会」の結成、お
よび本委員会のシロンスク問題への取組みを歓迎しつつも (Point 10, 32)、先の CoE 意見
書（上記 3.1.2）でも言及された欧州人権裁判所判決や 2002 年の国勢調査の結果を引き
合いに出し、ポーランドのシロンスク問題への取組みが不十分であると述べている (Point 

35, 36)。同時に諮問委員会は、ポーランド当局が枠組条約の適用範囲をより柔軟に捉え
るべきであると指摘し、枠組条約の保護下に入ることを希望する集団と積極的に対話す
ることを要請している (Point 37, 38)。また本意見書では、2002 年の国勢調査を根拠と
して、シロンスク問題における言語への言及がなされた。諮問委員会は「シロンスク語」
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(Silesian language) の使用者が相当数いるにも拘わらず、ポーランド当局が第 1 次モニタリ
ング以来この問題を考慮していないことに対して不満を表明している (Point 226)24。

3.2.3 第 2 次サイクル政府コメント (ACFC 2009b) 
　CoE 意見書（上記 3.2.2）に対する政府コメントでは、CoE 意見書の三つの箇所 (Point 
36, 38, 226) に対してポーランド当局が反駁している。はじめにポーランドは、シロンス
ク人が同国の国内法（マイノリティ法）に記載される条件を満たしていない集団であるこ
とを確認している (Point 36)。また、ポーランド当局はシロンスクの文化遺産や文化施設、
行事に対して積極的な助成を行なっていることを強調しながら、「マイノリティ」の定義
は枠組条約の埒外にあると結論づけている (Point 38)。また、シロンスク人がマイノリティ
法の示す「マイノリティ」の条件を満たしていないことを再確認した上で、第 1 次モニタ
リングから第 2 次モニタリングまでの 5 年間、シロンスク人のステータスについて再考を
促すような新事実は発見されていないと述べている。

3.2.4 第 2 次サイクル CoE 決議書 (ACFC 2009c) 
　本決議書では、2002 年の国勢調査における「シロンスク人」の数の多さにも拘わらず、
第 1 次サイクル以来ポーランド当局がシロンスク問題に対応していないことを批判してい
る。

3.2.5 第 2 次サイクルまとめ
  枠組条約第 2 次サイクルでは、ポーランドと諮問委員会（欧州評議会）のシロンスク問
題に対する認識の差異が、第 1 次サイクルよりも鮮明に明らかになっている。特に、第 2 
次サイクルの CoE 意見書ではシロンスク問題への言及が頻繁になされており、CoE 決議
書でもシロンスク問題に関するポーランドの取組みが明確に批判されているからである。
　この第 2 次サイクルでは、諮問委員会が枠組条約に関連する文書の中で「シロンスク
語」という表現を初めて用いた（本論文 3.2.2）。実際のところ、「シロンスク語」(Silesian 
language) という表現が初めて用いられた 2009 年の時点では、シロンスク語の使用者の数
はまったく明らかではない。2009 年当時で最新の国勢調査は 2002 年の調査であるが、こ
のときの国勢調査では、ポーランド語以外の言語話者の内訳は明示されていないからであ
る。しかしながら、「シロンスク語」という表現がシロンスク問題の文脈で現れた事実は、
言語の「独立性」がシロンスク人の「独立性」と結びつけて語られる現象の端緒とみなす
ことができるだろう。

3.3 枠組条約第 3 次サイクル（2012 年 12 月～ 2015 年 3 月）
3.3.1 第 3 次サイクル政府報告書  (ACFC 2012) 

24もっとも、2002 年の国勢調査の結果では、ポーランド語以外の使用状況については明らかにされていない。確
かに同調査では「家庭での使用言語」の質問が用意されているものの、「ポーランド語／ポーランド語以外」とい
う区分が取られているからである。　
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  本報告書も第 2 次サイクルの政府報告書と同じく、シロンスク問題について言及してい
ない。

3.3.2 第 3 次サイクル CoE 意見書 (ACFC 2014a) 
　本意見書では、九つの箇所 (Point 24, 25, 27, 28, 29, 35, 60, 178, 206) にてシロンスク問題
への言及が見られる。以下に諮問委員会の意見の要点をまとめる。
　本意見書でもやはり、これまでの CoE 意見書と同様に、シロンスク人の人間集団とし
てのステータスについて頻繁に言及されている (Point 24, 35, 206)。その論調もこれまでの
意見書と同じく、シロンスク人コミュニティとの継続的な対話をポーランドに求めるもの
である。また、最新の国勢調査（2011 年）の結果が上記の政府報告書に反映されておらず、
その事実がポーランドの「ナショナル・マイノリティの権利の享受に否定的な影響を与え
ている」(Point 206) と指摘している。本意見書は、シロンスク地域の文化遺産の保護、学
術研究にポーランドが積極的役割を果たしていることを認めているが (Point 60)、シロン
スク問題への取り組みについては否定的な見解を示していると言えるだろう。
　本報告書がこれまでの CoE 報告書と明白に異なるのは、言語問題への言及が増加した
点にある。本報告書では計 5 箇所において、「シロンスク語」(Silesian language) への言及
が見られる。まず Point 25 および Point 29 では、シロンスク語の様々なヴァリアントを標
準化する試みについて言及されており、ポーランド当局がその試みに協力すべきであると
述べている。同時に、このような標準化への試みへの無理解が、シロンスク人の言語権を
侵害していると指摘している。一方、本報告書 Point 27 と 178 はポーランド共和国議会が
マイノリティ問題の啓蒙に一定の役割を果たしている点を評価している。また、Point 28 
と Point 178 は、議会附属マイノリティ委員会がマイノリティ法の修正案を作成している
点に言及しており、シロンスク語が「地域言語」というステータスを得るオプションがこ
の修正案のなかに存在することを確認している。なお、地域言語に関しては下記 3.3.5 に
て詳述する。

3.3.3 第 3 次サイクル政府コメント (ACFC 2014b) 
　CoE 意見書（上記 3.3.2）に対する本政府コメントでは、CoE 意見書の四つの箇所 (Point 
24, 25, 29, 206) に対してポーランド当局が反駁している。まず Point 24 では、ポーランド
当局が地域文化・伝統の保持と発展についての対話を開いており、「ポーランド語シロン
スク方言」(Silesian dialect of Polish) の話者もこの対話に含まれていることを強調してい
る。同時に、1999 年に制定された「ポーランド語についての法律」25 も方言の保持を謳っ
ており、国内法のレベルでも方言話者の権利は守られていることを指摘している。つづく 
Point 25 では、CoE 意見書の Point 25 および 29 で言及されていた、言語の標準化の問題に
ついて述べられている。まず、シロンスク土着の言葉は「言語」ではなく「方言」であり、
その内的な多様性が指摘される。その上で、CoE 意見書で提案されている「シロンスク語
標準化への協力」は、むしろシロンスク方言の内的多様性を損なうものであると述べる。
25 「ポーランド語についての法律」について詳しくは、脚注 16 を参照。
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Point 25 の末尾では、方言話者の権利保障は枠組条約の範囲外にあることが指摘されてい
る。最後に、Point 29 において、上の Point 24 および 25 で述べられたことがまとめられて
いる。

3.3.4 第 3 次サイクル CoE 決議書 (ACFC 2014c) 
　本決議書では、シロンスク人のアイデンティティと言語の問題に関して、現状の措置と
は異なる対応も検討されうることが指摘されている。

3.3.5 第 3 次サイクルまとめ
  第 3 次サイクルでは、「言語」に関するテーマがシロンスク問題の中核を占め始めたこと
が指摘できる。CoE 意見書（上記 3.3.2）ではシロンスク問題に関わる指摘が九つあるが、
そのうち四つで言語問題に言及されている。同様に、政府コメント（上記 3.3.3）でシロ
ンスク問題に関わる箇所は四つあり、いずれの箇所でも何らからの形で言語について言及
されている。ここで注目したいのは、CoE とポーランド当局の間で、ターム使用の異なり
が見られる点である。CoE は「言語」(language)、ポーランド当局は「方言」(dialect) とい
うタームを一貫して用いている。もしシロンスク土着の言葉を「言語」とするならば、「ポー
ランド語とは別の言語」ということとなる。したがってその言語と結びつく人間集団も、
「マジョリティ（ポーランド人）とは別の集団である」という主張が一定の根拠を持つこ
ととなる。一方で「方言」という立場を取るならば、シロンスクに土着の言葉はポーラン
ド語の一部ということになり、人間集団（シロンスク人）の独立性の主張も弱くなる。マ
イノリティとしてシロンスク人を認めない立場を取るポーランドは当然、「シロンスク方
言」であることを強調しており、第 3 次サイクルの政府コメント（上記 3.3.3）の Point 25 
では、「シロンスク方言」という立場は学術的にも支持されるものであると述べている。
　また、シロンスク語のステータスをめぐる議論のなかで、「地域言語」というタームが
用いられ始めたことも注目したい。地域言語とは、ポーランドのマイノリティ法が定義す
る概念である。マイノリティ法によるポーランド語以外の言語のステータスには 2 種類あ
る。ひとつがマイノリティ言語 (minority language; Pol. jĊ]\N�PQLHMV]RĞFL��であり、もうひと
つが本項で言及する地域言語��UHJLRQDO�ODQJXDJH��3RO��MĊ]\N�UHJLRQDOQ\��である。マイノリティ
法の制定から 2019 年現在に至るまで、このステータスを得ているのはカシューブ語のみ
である。
マイノリティ言語と地域言語は、その定義の方法が大きく異なっている。前者は、マ

イノリティ法が認める 13 のマイノリティ集団それぞれが使用する権利を持つ言語として
定義されている。つまり、人間集団に付随する形で「言語」が位置づけられている。一方
で後者の定義には人間集団に関する言及がなく、「言語」のみが定義されており、この定
義に当てはまるのがカシューブ語であると位置付けられている。もっとも、カシューブ語
の話者集団といえば歴史的・社会的にカシューブ人以外に考えられず、かつ、地域言語の
話者集団は法的にはマイノリティと同等の保護を受けられることになっている。よって、
ある言語が地域言語と認定されることは、実質的には、マイノリティに相当する人間集団
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が認定されることに等しい。よって、仮にシロンスク語が地域言語のステータスを得た場
合、そのステータスは「シロンスク人」という人間集団の存在を認めることに繋がる。し
たがって、「シロンスク人」というステータスを認めないポーランド側の視点からは、シ
ロンスク語を地域言語とする選択も採用しえないものである。

3.4 枠組条約第 4 次サイクル（2019 年 4 月～継続中）
3.4.1 第 4 次サイクル政府報告書 (ACFC 2019) 

　本報告書では、第 3 次政府報告書（上記 3.3.1）と異なり、最新の国勢調査（2011 年）
の結果について言及がなされている。しかし第 2 次、第 3 次サイクルの政府報告書と同じ
く、言及対象の選定はマイノリティ法にもとづいているため、マイノリティ法で位置づけ
られていないシロンスク人は、本報告書でも言及されていない。
　第 4 次サイクルは継続中であるため、いまだまとめる程の内容を持たないが、少なくと
も政府報告書のシロンスク問題への対応はこれまでと変化はない。

4 結論
　以上、第 1 次から第 4 次に渡る枠組条約モニタリングにおけるシロンスク問題の扱われ
方を見てきた。本章では 2 点の結論を導き、今後の課題を提示する。

4.1 シロンスク問題に対するポーランドの基本的なスタンス
国勢調査における「シロンスク人」の数、シロンスクに関連する市民団体の活動、司

法における議論がある以上、ポーランドはシロンスク問題を認知している。この点はすで
に先行研究で指摘されていたことではあるが 26、本論文における枠組条約モニタリングの
分析を加えることで、ポーランド側の政治的意図がより鮮明になった。というのも、枠組
条約の政府報告書（上記 3.1.1、3.2.1、3.3.1、3.4.1）から見るに、ポーランド側は基本的
にシロンスク問題を無視する姿勢を取っていることは明白だからである。第 2 次から第 4 
次政府報告書では、直前のモニタリング（第 1 次から第 3 次）で欧州評議会からシロンス
ク問題への取組みを促されているにも拘わらず、その後の政府報告書ではシロンスク問題
に言及していない。第 1 次モニタリングの政府報告書（2002 年）が提出されてから現在
まで 17 年が経過しており、その間ポーランドは 3 度の大規模な政権交代を経験した 27。し
かしいずれの党が政権にあっても、ポーランド政府のシロンスク問題に対する基本スタン
スは変化していない。つまり、欧州評議会の側から指摘を受けない限り、ポーランド側か
らシロンスク問題に言及することはないのである。

4.2 シロンスク問題における質的変化

26 貞包 (2019a: 159–160)　
27 1 度目は民主左翼連合��6RMXV]�/HZLF\�'HPRNUDW\F]QHM��から法と正義��3UDZR�L�6SUDZLHGOLZRĞFL��への交代（2005 年）、
2 度目は法と正義から市民プラットフォーム��3ODWIRUPD�2E\ZDWHOVND��への交代（2007 年）、3 度目は市民プラット
フォームから法と正義への交代（2015 年）である。



日本スラヴ人文学会誌　スラヴィアーナ　第 11号

16

　第 1 次サイクル（2002 年から 2004 年）では、ポーランド側の文書（政府報告書、政府
コメント）でも、欧州評議会側の文書（CoE 意見書、CoE 決議書）でも言語問題につい
て言及されることはほぼなく、シロンスク人の人間集団としてのステータスが問題の中心
だった。もっとも、第 1 次サイクルの時期はマイノリティ法が制定される以前のことであ
るため、ポーランドの国内法における「マイノリティ」や「マイノリティ言語」の位置付
けは不明確なままだった。
シロンスク問題において言語が論じられるようになったのは第 2 次 CoE 意見書（2009 

年）が最初である。このときの意見書は、ポーランドの 2002 年の国勢調査を根拠として、「シ
ロンスク語」(Silesian language) の存在に配慮すべきと主張していた（本論文 3.2.2）。さら
に第 3 次 CoE 意見書（2013 年）では言語問題への言及が増加しただけではなく、シロン
スク土着の言葉が「地域言語」として認可されうる可能性が示された（本論文 3.3.2）。す
なわち、第 2 次モニタリング（2007年）以降に言語ステータスが人間集団の独立性の「根
拠」のように使用されるようになったという点に、シロンスク問題の質的な変化が見て取
れるのである。

4.3 今後の課題
　今後の課題として、以下の 3 点を挙げたい。
第 1 の課題は、ヨーロッパ地域言語・少数言語憲章（以下、「言語憲章」）28におけるシ

ロンスク問題の扱われ方の質的変化の有無を検討することである。1998 年に発効した言
語憲章は、枠組条約と並んでマイノリティ保護の重要な方針のひとつであり、欧州評議会
と当事国との間でモニタリングが行われている。言語憲章モニタリングにおいても「シロ
ンスク語」の問題は論じられているが、この議論は枠組条約に注視する本論文の射程から
は外れるものであった。言語憲章モニタリングにおける欧州評議会とポーランドのやり取
りを観察することで、シロンスク問題の論じられ方がより詳細に明らかになることが期待
できる。
　第 2 の課題は、2021 年に発表される予定の第 4 次 CoE 意見書の精査である。この意見
書はポーランドの第 4 次政府報告書（本論文 3.4.1）に対して提示されるものであり、こ
れまでの CoE 意見書と比べてどの程度変化しているか（あるいは変化していないか）を
詳細に検討する必要がある。
第 3 の課題は、ポーランドで 2021 年に実施される新しい国勢調査を踏まえた上でのシ

ロンスク問題の再検証である。2021 年の国勢調査は民主化後 3 度目の国勢調査となる 29。

28 言語憲章は 1992 年 11 月 5 日に欧州評議会にて署名開放され、1998 年 3 月 1 日に 5 カ国の批准をもって発効
した。2019 年 11 月 17 日現在、25 カ国が批准している。ポーランド共和国は 2003 年 5 月 12 日に言語憲章に署
名、2009 年 2 月 12 日に批准し、2009 年 6 月 1 日より同国で言語憲章が発効した。言語憲章は前文と全 23 条から
なり、枠組条約と同じく、条約本文と注釈文書が欧州評議会ウェブサイトにて公開されている。参照：Text of the 
European Charter for Regional or Minority Languages��KWWSV���ZZZ�FRH�LQW�HQ�ZHE�HXURSHDQ�FKDUWHU�UHJLRQDO�RU�PLQRULW\�
ODQJXDJHV�WH[W�RI�WKH�FKDUWHU!［最終アクセス：����������］
29 2021 年の国勢調査については、ポーランドの中央統計局のウェブサイトにおいて情報が公開されている。参照：
�KWWSV���VSLV�JRY�SO!［最終アクセス：����������］　
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この調査においてシロンスク人の数がどの程度変動するか、また、この調査の結果が第 4 
次モニタリングにどのような影響を与えるかも、今後の研究課題と言えるだろう。
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