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現在のクロアチア語について

一谷恵子

O. ある言語が他の言語とは別の「独立した」言語とみなされるための要件は何か、という

問題は言語学のみならず社会学や政治学の立場からも取り上げられる問題であろう。ここに

は、言語の実質的な構造例えば文法的特徴、音構造や表記の体系(文字、正審法など)など

の、 「どのような言語かJに関わる事柄のみならず、その言語の使用者の意識、言語が使用さ

れる社会の政治的・社会的性格もまた密接に関わる。政治的自律の獲得はしばしば、その領域

内で使用される苗語の「独立Jをもたらす。政治や社会構造と密接に関わるがゆえにまた、言

語の自律がその使用者集団の政治的、経済的自律の主張のための一つの象徴として、つまりは

政治の手段として掲げられたりもする。

旧ユーゴ(以下では第二次大戦後の連邦国家ユーゴスラピアをこう呼ぶ)領内で91年より続い

ている悲惨な事態、特に92年春以降のボスニア・ヘルツエコヴィナでの惨状はここで改めて言

及するまでもなかろう。ここには!日体制の崩壊と新しい社会組織への移行ばかりでなく、これ

まで共同体を形成していた者同士の敵対という事態がある。本稿ではこうした社会の大きな変

動がセルピア・クロアチア語にどのような変化を引き起こしているかを、クロアチア囲内の事

情に限定しながら見、社会と言語の関わりについての一考察としたい。

以下の議論は1.多極的言語polycentriclanguageと呼ばれるセルヒア・クロアチア語の性格と

セルピア・クロアチア語の変異体としてのクロアチア語の実際を示す;2.言語の名称とその統一

的な規範の設定を巡る近年のクロアチア、セルピア間の対立を振り返りながら、完全に統一化

された標準セルビア・クロアチア語が形成されず、多極性が保たれたことの意味を考察する;3.

独立国家への移行、戦争という状況の中でクロアチア語が直面している問題(正書法と語葉)

について検討する

といった順で進められる。

1. 多極的言語セルピア・クロアチア輯とクロアチア語

1.1標準セルピア・クロアチア語standardnisrpskohrvatski jezikは、新シト方言(1)を基体と

し標準化された言語で、セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツエゴピナ、ツルナゴーラの

各共和国で公用語sluzbenijezikとして行政、司法の諸機関、教育、公的通信(放送、出版)に

おいて制度的に使用されてきた。

標準セルビア・クロアチア語は、完全に統一された形式はなく、基本的にこの言語を主要言

語とするセルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツエコヴィナ、ツルナゴーラの各共和国にお

いてそれぞれの地域の言語的慣習に則って標準化された変異体(varijant;英語ではvariantま
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三谷恵子

たはvariety)として実現される(2)。こうした複数の標準形を変異体として持つ言語は多極的言

語polycentriclanguageと呼ばれる(3)。

現在セルピア・クロアチア語に幾つの標準形変異体を認めるかは微妙な問題であろう。ノ

ヴィサド協定の中でも明記されているように、それぞれベオグラード、ザグレブをその中心と

するセルピア、クロアチアの二つを変異体とする見方が長く優勢で、この場合これら二つの標

準形によって標準セルビア・クロアチア語は二極化されると見られる。 Bugarski(89)も指摘す

るように、ボスニア・ヘルツェゴビナで標準形とされているものはセルビア、クロアチア両変

異体の混合的性格を呈しており、その意味では二つの極性の対立が中和されている。またツル

ナゴーラの言語は、クロアチア語と共通するイエ方言(イエ方言については1.2)であるがほと

んどの実質的特徴はセルピア語と共通する。そこでこれらは、明らかな極性を持った変異体と

は認められず、しばしば標準的表現standardnojezicniizrazi; standardsprachliche Ausdruck 

といったような暖昧な定義をあてはめられる(針。

この問題もしかし、変具体という言葉の用いかたによって、また今日の社会の変貌と照合さ

せるならば自ら変わってこよう (5)が、本論ではセルビア・クロアチア語全体の変異体の現われ

方の問題には言及せずクロアチアとセルビアとの対比のみに関心を置き、多極性の特徴もクロ

アチアとセルビアという二つの極の関係において捉えるものとする。なお、以下の議論では、

標準セルビア・クロアチア語のセルビア、クロアチアにおける変異体をセルビア語、クロアチ

ア語と呼ぶことにする。この二つの呼び名は本稿に関するかぎりこの意味であると理解された

し、

クロス (67)では多極的言語は、同じ標準語、同じあるいはほぼ同ーの方言から生じた変異体

から成リ、こうした変異体の違いは文字や綴り方などの外見上の、言語の集積体corpusそれ自

体にとっては何ら問題とならないもので、それらが同一の言語asingle languageで、あることを

妨げるものではないとされる(6)。

とはいえ、冒頭で指摘したように、言語を他の言語と区別するものは言語の実体(文法構

造、音韻組織など)のみならず、それを使用する者の意識やそれが使用される社会の性格であ

る。次節で検証するように、クロアチア語とセルビア語との関係で重要なのは言語の実質的な

違いよりは、その使用者の意識、またその背後にある政治的力関係であろう。がこの問題は次

節で論じるとしてまず、多極的言語の変異体であるクロアチア語の特徴をまとめておきたい。

1.2多極性の特徴とクロアチア語の極性。

多極的言語の特徴は、言語の実質的な総体は共通しながらある特定の項目において差異的特

徴が極性をもって現われる点にある。セルビア・クロアチア語においては音韻組織、文法構

造、造語法、音声式正書法(正書法については3節で取り上げる)、語葉の大部分が共通してい

る。そこで共通部分を除いた、極性の現われる部分に注目し、以下に若干の例を挙げて示す。

なお、以下でキリル文字で表記したものはセルビア語、ラテン文字で表記したものはクロアチ

ア語とする。

セルビア・クロアチア語における極性は主として次の4点にまとめられよう:

1.文字の違い(キリル文字とラテン文字)。
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2.エ方言ekavski(セルビア語)とイエ方言 ijekavski(クロアチア語)の呼び名ともなっ

ている共通スラヴ語の河(色)起糠の母音の発音ならびに表記。 eとije/jeの対応の原則は、現在

エ方言で長母音の6となっている申込がイェ方言で、は二音節のije、また現在エ方言で、短母音のeが

一音節のjeになる:MJIeIW・ml討eko，)l;Be・dvije;BeTap珊 vjetar，BH)l;eTH -vidjeti。ただし実際に

はこの原則に対応しないケースが多い(7)。また、セルビア・クロアチア語では語末のlはしばし

ばoとなる18)が、イエ方言ではlと交替したoの前の'je，ije ( <河川おとなるので、形容詞6eo

( < *6eJI. '白し"女性形 6eJIa)に対し同じ形容詞がbio(女性形bijela)。また同じ規則から、不

定形語尾-TH/・tiの前がエ方言で、e，イエ方言で、jeである動詞の完了分詞(ーl分詞)単数男性形はセ

ルピア語で、-eo，クロアチア語で寸oとなる:pa3yMeTH ( ~里解する)から pa3yMeo ( < *pa3yMeJI. 

女性形はpa3YMeJIa)に対しrazumjetiからrazumio(女性形はrazumjela)， BOJIeTH (愛する)か

らおoJIeoに対しvoljetiからvolio.

3.若干の文法的特徴。

(1) xTeTH/htjetiの短縮形を助動詞とした未来時称の表記法:ex. BHhe 60ゐeに対して Bit

ee bolje (良くなるさ)。

(2) )l;a-構文の使用と不定形の使用。 ex.J a Mory )l;a xameM…に対し Jamogu kazati ((私

はこう言うことができます…);Hehy江araBH)l;HMに対して Neeu ga vidjeti (彼に会わないつ

もりだ)。

4.語葉的違い。

セルピア語とクロアチア語の違いの中で最も目につきやすいのは語費量的な違いである。二つ

の変異体の語葉について，l1;MHTpHeBa(88)は新聞記事の用語をもとに詳しい分析をおこなって

いる19)。そこでこの研究を参照しつつ、論者の収拾した資料を加えて語葉に認められる極性を

まとめた。語輩的極性は、

(1)ヴ、アリアントをなす語葉対の語葉的特徴

(2)ヴアリアントの現われ方

の二つの面から特徴づけられよう。

(1)語葉対の語量的特徴:ヴアリアントをなす語葉対はa.音構成の異なる二重語

doublet、b.造語法の違いに因るペア、 C.同義語となる異なる語葉のペア、の3通りに分けるこ

とができる。

a.音構成の異なる二重語(10)

al.語を構成する母音が異なるもの。 ex.Ta qaH -toean (正確な、正しい)(11) ; MHJIHOH-

milijun; CJIOBeHCXH -slavenski (スラヴの。クロアチアて守slovenskiと言えばスロヴエニアの

( = CJIOBeHa qXH )の意)など。

a2.子音が異なる二重語。

xaφa・kava，xyBaTH -kuhati (料理する)， cpe可aH・sretan(幸福な)など。

b.造語法の違い。

bl.動詞の派生語尾:・caTH/・OBaTHに対する -rati.ex. : rrapXHcaTH網 parkirati(駐車する)，

φaJICHφHXOBaTH -falsificirati (偽造する): 
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…JarraH ce， MeljYTHM， 3aCa瓜 y3広p~aBa 0江口pH3HaBa品 a瓦pyre~Be perry6JIHKe Koje cy ce 

TaKolje 瓦eKJIaPHCaJI~KaO He3aBHCHe BocHa H Xep:u;erOBHHa H MaKe~oHHja. 

(IIoJIHTHKa， 18.03.1992) 

日本はしかし、独立ボスニア・ヘルツェゴビナと独立マケドニアを宣言した、他の二つの

共和国の承認は当面据え置いている。

…jer drZava treba samo !ee:ulirat!. odre ，..... ene procese， a ne di註i盟主!.gospodarski zivot. 

Treba sto prije mobilizirati stvar叫ackuenergiju ljudi. ( Veとer吋ilist， 05.03.1992) 

というのも国家は特定のプロセスを統制すればよいので経済生活を支配する必要はないか

らだ。可能なかぎり早く人々の創造的活力を動員する必要がある。

b2. 名詞の女性形を派生する語尾。 ex.cTy~eHTKHlba (女子学生)に対しstudentica，

KOJIerHHH:u;a (女性の同僚)に対しkolegicaなど。

c. 異なる語葉が同義語の関係になる。

この対は、語源的関係から、双方共にスラヴあるいは南スラヴ語起源のもの、一方が外来語

で他方がスラヴ起源の語、一方が外来語で他方は翻訳借用語、双方共に外来語、などに下位区

分できる。

c1)ともにスラヴ起源の語:OCTpBO・otok(島)， oTaI，I6HHa -domovina (祖国、故郷)， BeK 

-stoljeee (世紀)• 

c2) 一方が外来語、一方がスラヴ起源の語 :x町ba~a(grc.)・tisuea(千)， My3HKa -glazba 

(音楽)， CHCTeM欄 sustav( <チエコ語soustavaより). 

c3)一方が外来語、一方が翻訳借用:yHHBepcHTeT -sveucili品te(大学)， φy~6aJI -

nogomet(サッカー)， reorpaφHja -zemljopis (地理)， rreH3可a・mirovina(年金).

c4)起源の異なる外来語:MaKa3e (トルコ)・ skare(独)(鋲)，he6e(トルコ，アラビア)-

deka(独)(毛布). 

(2)極性とヴアリアントの現われ方の関係。

二極聞にヴアリアントが現われる場合、以下のようなタイプが考えられる(同じ概念、意味を

表す語葉ヴアリアントをVL V2…と表す)。

タイプ1:[V1J-[V2J 

ヴ、アリアントV1とV2が両極に分裂している。

タイプ2: [V1J-[V2/V1J 

V1は一方の極に特に優勢だが他方の極でも用いられる。

タイプ3:[VlIV2Jー[VlIV3J

双方の極に共通の語葉V1があり、同時にそれぞれ極性を持つV2、V3が併用される。

タイプ4:[VlIV2Jー [V2/V1J

VL V2が共に両極で用いられる。ただし、その使用頻度に差が見られる。

実際に上記(1)に指摘した語葉対のどれがどのタイプであるか、という問題になると解答は

容易ではない。少なくともこれまでのセルビア・クロアチア語の実情からいえば、双方のヴア

リアントが程度の差こそあれ互いに混在しているというのが現実であり、その意味ではほとん

どの語葉が上記のタイプ4に属すると言えよう。そこでタイプ分けは頻度の問題、あるいは使
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用者がどの程度「自分遠の言葉J rあちらの言葉」といった意識を持っているか、という心理

的な問題となろう。現在クロアチアではヴアリアントの極性をなるべくタイプ1に近付けよう

としている傾向が明白だが、それは次節の問題として、ここでは耳MHTpHeBaのタイプ分け(l2)

から典型的と思われる若干の例を参考に示しておく。

タイプ1:前記(1)のaおよひも。またciこ属する幾つかの語葉(ex.中y，Zl;6aJI-nogomet， OCTpBO幽

otok， yHHBepcHTeT -sveuciliste). 

タイプ2・1:セルビアがV1に対しクロアチアがV2N1: My3HKa -glazba/muzika， a瓦BOKaT-

odvjetnik/advokat， CHCTeM -sustav/sistem. 

タイプ2・2:クロアチアがV1に対しセルピアがV2/V1: plin (ガストraC/nJIHH.

タイプ3:V2にロ030pHWTe， V3にkazalisteに対しV1にteatr.

タイプ4:V1にBeK・V2にstoljeee，同様にnapTHja-stranka (政党)

2. 多極性の意味と対立の歴史。

2.1. 1.2で示したように、セルピア語とクロアチア語の違いは言語学的には、少なくとも文

法構造などを問題とする首語学の領域からすればそうたいしたものではない。そこで、この墳

末ともいえるような差異が統一されず、多極性が保たれたことの意味を考えてみたい。

言語の変化にはこつの流れがある。即ち、民族の移動や異言語文化との接触、社会形態の変

化、地域的隔絶、政治や経済構造の変化、通信・交通手段の変容など様々な要因によって、複

数の言語あるいは変異体が統合され、一つの統ーされた標準形を中心とするまとまった単一の

言語が形成されてし、く過程と、反対に単一の言語から別の首語が、あるいは一つのコイネーか

ら別々の言語、異なる標準語が形成されていく過程で、前者は収束convergence、後者は分岐

divergenceと呼ばれる。

旧ユーゴ地域には前世紀以来、このニつの流れが常に対立しながら存在していた。全体の流

れとして、 19世紀に起こった南スラブ人の政治的独立と独立国家形成を目指す運動の中での言

語改革、今世紀の連合国家成立以降のユーゴスラヴィアにおけるセルビア・クロアチア語の標

準化の過程は収束の方向へ向かうものであり、この中でセルビア・クロアチア語は文法体系と

正書法の統ーを果たした。この範囲において収束の過程は成功だったといえよう。

一方この収束に対して、あくまでも言語的差異を強調し独自性を維持しようとする態度がク

ロアチア内部に一貫してあった。クロスも「より小さな言語集団が、彼らにとって依統的な言

語を、より適応可能で利用しやすい形にするような計画的統合化と拡張という手段を用いて保

持し、また同化に抵抗する、という傾向もしばしば見ることができるJと指摘している(13)よう

に、一つの社会共同体、政治単位の中で、様々な社会的要請(公的通信の効率性など)から言

語が単一の標準形へと収束していくのが一つの必然的な傾向とすると、同時にこの収束に対

し、あらゆる不都合や非合理性にも関わらず社会の中の特定の集団が言語的独自性を保とうと

するのもまた、一つの事実である。この相対するニつの力の存在が結局、セルピア・クロアチ

ア語の多極性を作りだし、それを今日に至るまで維持してきたと見ることができる。

言語的収束叩分岐はしばしば人為的に行なわれ、その社会の諸状況、とくに政治、イヂオロ

ギーなどがこれと密接に関わるが、ユーゴにおいても上述した様な、戦前は連合、戦後は連邦
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全体としての言語的収束、これに抵抗するクロアチア語の潜在的分岐という対立の図式はその

まま政治上の議論、つまり図式的な言い方ではあるが、統一主義対分離主義、中央集権制対共

和国自治の拡大、連邦中央集権化=セルビア覇権主義対共和国自治主義=クロアチア民族主

義、という連邦体制内における対立の中のー要素、もしくはその象徴として政治の場で議論さ

れてきた。

この政治的、経済的対立の象徴と化した言語的対立の問題は、収束の反作用、内在的な分岐

の力としてのクロアチア語の独自性の主張が、クロアチア国内では改めて国内の非クロアチア

系民族(特にセルビア人)の言語のクロアチア語への収束一統合化の力となる、というリカー

シヴな性格を持っていたがゆえに複雑さを増し、 「クロアチア国内のセルビア人のクロアチア

化Jとセルピアが非難する状況を生じる、という点で一層先鋭化されてきた。

2.2.ではセルビア・クロアチア語の収束と分岐はどのような実体であったか。

一つの政治的単位、国家などで、その政治的中心地(多くの場合首都)で使用される変異体

が標準語のステータスを獲得する例が珍しくないように、まず収束は簡単には、標準セルビア

・クロアチア語のセルビア変異体への接近と方向付けることができる。旧ユーゴでは、連邦国

家全体の公用語が唯一つに定められるということはなかったが、実質的席次(14)という面から考

えれば、セルビア語の社会機能上の優越性は明かであった。つまり連邦政府の中枢機関がベオ

グラードにあること、連邦レベルの議会やTANJUG、ユーゴ連邦軍JNAの指揮などに広くセ

ルビア語が使用されていたなどの事実があり、これらはまた、多言語国家ユーゴの中でセルビ

ア語がリンガ-フランカの役割を果たしていたことを意味しでもいる(15)。

これに対する反作用としてのクロアチアの立場は、言語の名称、語嚢や表記の上で独自性を

保持しようとする姿勢に顕著に現われた。

旧ユーゴの中で、最も格好の政治的議論になったのはクロアチアの「クロアチア文章語

hrvatski knjizevnijezikJ と言う名称に固執する態度であった。

文章語knjizevnijezikは今日のセルビア・クロアチア語においては標準語standardnijezikと

ほぼ同義で使われることが多い(ノヴィサド協定の中でもこの語が標準語の意味で使用され

た)0 文章語J r標準語」などの用語の使われ方は様々で、ロシア語では広い意味で規範的

言語を指してJIHTepaTypl王M益田bIKが使用されるが、英語で、literarylanguageと言えば一般的

な意味で、文芸や学術に使用される言語の意味でよく用いられる(問。セルビア・クロアチア語

圏では「文章語」と「標準語」は上述したように多くの場合同義的に使用されてきたが、この

二つの用語の持つ意味合いは同じではない。それは単に「文章語」は古くから使用されていた

のに対し「標準語」という用語は最近のものである、というような新旧の違いのみにとどまら

ない。セルビア・クロアチア語の「文章語」の概念は民衆の口話体に基礎を置きながら文学な

どの歴史的伝統の中で築かれ規範化された「手本となるべきJ言語をさすものと理解され(問、

この規範性は必然的に伝統、文化などの価値概念と結び付く。 r標準語Jは同じように社会の

規範化された言語を指しながら、かならずしも歴史的伝統など、のニュアンスを含まない。

ここにクロアチアがクロアチア文章語という名称を主張する意図、そして同時に語輩、表記

においてクロアチア語の独自性を保持しようとする理由、つまりはセルビアとは違う歴史的伝

統を持つのだという民族心理学的な要因が伺える:r (クロアチア文章語という名称は)クロア
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チアの文化歴史的自立性がよりどころとするものJ; r総ての南スラヴ民族の中で、クロアチ

アは、最も長く最も豊かな文章諸の伝統を、生きた民衆の諸方言の基盤の上に築いてきた。ク

口アチア人にとっては言語は民族の独自性を保つための最も重要な手段のーつであり…民族の

アイデンテティーを形成するものであった。それゆえに、クロアチア共和国内のクロアチア人

の間では(…)法的に定められた名称のほかに、クロアチア語hrvatskijezikという呼び名が慣

習的に用いられる(18)

これと連動して、収束の動きつまり「標準語=セルピア語Jという傾向に対する反発があ

り、さらに第二次大戦後のユーゴではクロアチア=ウスタシャ、クロアチアと名のつくものは

悪いものという連想が明に暗にクロアチアの権利を制限してきた、というクロアチア側の不満

があった。こうしたクロアチア側の不満は r50頁ほどのセルビア中世文学に関する章の中で、

セルビアという形容詞は30、40回と用いられているのに、 350真に渡るクロアチア文学史の記

述の中では、 「我が国のJ r古しリあるし、はドブロヴニク、スラヴ、ユーゴの、といった表現

はあっても、 「クロアチア」という形容詞はただの一つもないJ(19)、 「マティツア・フルヴア

ツカは、民族がその名称と吉語を使用する権利があることを示したのです。あの時(rクロア

チアの春」の運動の当時)要求されたのは、文化、精神的財産についての決定に関してクロア

チアにもっと自主的な権利が与えられるべきだということ、クロアチアは、中央政府から強い

られた匿名i性anonimnostと地方性provincijalnostから抜け出さなければならない、というこ

とでした。 J120)といった言明に端的に表されている。

2.3.この独自の名称に固執する態度、そしてクロアチア語の独自性を強調する姿勢は「クロ

アチア分離主義J r民族主義Jの象徴として連邦中央ならびにセルピアから批判されてきた。

クロアチア語の分岐の動きが政治社会的現象の中で戦後最初に表面化したのは67年のマティ

ツア・フルヴ、アツカによる「宣言」以降、 71年の12月に最終的にチィトー、カルヂリらの中央

指導部によって民族主義、反連邦主義として糾弾されとリあえず終結するクロアチア民族主義

の動きの中でであった。

60年代にユーゴ各共和国では、それぞれの民族が自治の拡大などを要求する動きが目だって

きた。その中で生じたクロアチア民族主義は、伝統的な民族意識を下地に共和国自治権の拡

大、市場の開放、資本の中央統制の廃止(rダルマチアの外貨をセルビアが搾取しているJ)な

ど新たな社会の制度化を要求した、政治・社会的現象であった。この動き全体の中で、戦後

「ウスタシャの言葉J rウスタシャの歴史Jなどとされ、公にすることが許されなかった様々

なことがら(歴史、文学、 「クロアチア文章語」の名称など)を復権させようという文化的な

要求も重要なモーメントとなった。

1967年3月のマティツア・フルヴァツカによる「クロアチア文章語の地位と名称に関する宣

言Deklaracija0 polozaju i nazivu hrvatskoga knjizevnog jezikaJはこの時期のクロアチア語

を巡る動きのなかで中核をなすものとなった。この宣言ではセルピア語、スロヴ、エニア語、マ

ケドニア語、クロアチア語を同等の標準語(宣言の中の用語は「文章語J)として承認し憲法

に明記すること、クロアチア内では「クロアチア文章語Jを公用語と定め、公的機関、教育、

放送などにおいてこの言葉と名称が一貫して用いられるよう制度化することが要求された。ま

た、ノヴ、イサド協定でうたわれている平等性は建前のことで、実際にはセルピア語が連邦の事

。。



三谷恵子

実上の公用語となっており、この事実をもってセルビア語を「国家語」にしようという統合化

の意図があると批判された(21)。

67年の宣言の内容の妥当性はともかく、これが政治的な文脈の中に位置づけられたことは、

当時の連邦の指導者カルデリがこの宣言を「政治的襲撃politickijuriむと呼んだ(22)ことから

も伺える。

実際、言語問題が常に政治化されてきた状況について、社会言語学者のSkiljanは次のよう

に指摘しているこの言葉あるいはその変異体をどう呼ぶかといった問題は『最も政治的

な』問題であって、社会言語学的には周辺的な事柄なのである。(…)この問題が議論される場

においては、まずこれが言語学的レベルの事柄ではないこと、そこでおきているのは政治的、

イデオロギー的、経済的利害対立であることを指摘する必要がある(231 J 

71年11月のザグレブ大学の大規模な学生デモの後、翌72年からクロアチア主義的傾向の雑

誌、研究機関に対する統制が強化され、 「クロアチアの春」は表面的には終結する。

次に言語を巡る議論が表面化するのは、旧ユーゴが社会的、経済的矛盾を露呈して連邦体制

そのものへの危機感が高まり始める80年代後半であった。 80年代後半から起こってくるクロア

チア民族主義は、 20年前の再現のように、連邦中央集権化への反発、市場の解放、共和国自治

の拡大、といったスローガンを掲げており、同時に伝統的な民族主義の復活という面をもって

いた。ただ今回は、国内のより深刻な経済問題、ペレストロイカの風が引き起こした東欧民主

革命の機運、旧共産主義体制の限界、新しい世界構造やEC統合、技術革新時代の到来など20

年前とは異なる世界情勢への対応を抱えており、 20年前とは比較にならない、より切迫した危

機感を含んでいた。

そうした中で、クロアチアにおいてふたたび言語の問題(名称、クロアチア語の標準化の問

題)が取りざたされるようになる。 86年にクロアチアではクロアチア四セルピア語正書法ハン

ドブPツク、クロアチア文章語造語法、そしてクロアチア文章語統語論の三点が相次いで刊行さ

れ(24)、これらは、クロアチアが独自の文法書、正書法辞典を出したという点で、また造語法辞

典と文法は「クロアチア文章語」の名称を表題とすることから、またしても政治の場で議論さ

れ、セルビア側から非難された(25)。

2.4.いまここで改めて、セルビア・クロアチア語の多極性が保持されたのはなぜか、という

疑問を掲げれば、これに対する答えは同時に、なぜ上述したような「クロアチア文章語Jの主

張は許されなかったのか、またなぜ言語の問題が政治の問題となったのか、という疑問に対す

る答えでもあろう。

論者は政治学や社会学の専門ではないので、社会主義理念との関わりの中での民族主義の克

服といった高度なレベルでこうした問題を考察する力はない。論者に考えられるのはただ以下

のことである:ティト一体制下の連邦国家では、権利の平等ravnopravnostという原則があっ

た。この原則は、複雑な民族構成からなり、様々な歴史的、宗教的、あるいは経済的利害対立

を内包する国家においては、民族問のバランスをとる理念的支柱であった。この権利の平等は

セルビア・クロアチア語に関しては「セルビア人、クロアチア人、ツルナゴーラ人の言語は一

つの言語Jで「言語の名称には、公的には常に(セルピア、クロアチアの)双方の名称を掲げ

なければならなしリ (26)という形で表現された(ボスニアのムスリム人はどうなるのかという問

n
G
 。。
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題はここでは差し置かなければなるましリ。こうした原則からすれば、クロアチア文章語とい

う単一名称は連邦制理念の原則である「権利の平等Jに対する違反(rク口アチア内のセルピ

ア人が、母語を自らの民族の名称で呼ぶ権利を奪う J)であり、連邦の利益に対する反逆で

あった。また、クロアチア文章語という独自の名称の使用を認めることは、クロアチア変異体

の独立した標準語への「昇格」、セルピア語とは異なる言語の存在を認めることになりかねな

い。この言語的分岐の力はクロアチアの分離主義的な政策と切り離すことのできないもの、と

いうよりは分離主義的な政策、民族主義的意識の象徴と見倣され、連邦体制を維持・強化し、

またクロアチア内のセルピア人の利益を守ることで全体の秩序の安定を計らねばならない連邦

にとっては看過することの出来ないものだったのにちがいない。だが同時に、クロアチアが伝

統的なものとして主張する言語の独自性、さらにはそれに依拠して主張する民族の独自性を、

根拠のないものとして否定することも民族の平等の原則に対する違反となる。結局のところ、

言語の本質的構造には影響しない範閣でそれぞれの言語的独自性を認めるという妥協の産物が

「多極性Jであったと言えよう。

だが権利の平等を建前として掲げながら、内部に抱える諸問題を議論として取り上げる以前

に「反連邦J r反ティトーJなどのラベルを張リ、あるいは反対に「全体主義J r覇権主義」

と一方的に決め付け、 「同胞愛と統一bratstvoijedinstvoJ というスローガンとは裏腹にまこ

との政治的寛容性tolerancijaを育むことを怠リ、十分なコミュニケーション行為を発達させな

かったことが今日の旧ユーゴ地域の惨状を引き起こすーっの要因となったのは間違いない。

3. クロアチア語の現状一造成への道?

3.1.クロス (67)は踊絶言語Abstandsprache、造成言語Ausbauspracheというカテゴリーを

指摘した(27)。隔絶はある言語が周辺の苔語と何らかの異なる言語的特徴を持ち、雷語的自律性

を保っている状態で、 「通常の意味での一つの独立した言語Jとされる。旧ユーゴにおけるセ

ルビア・クロアチア語は全体として一つの隔絶言語であるし、また例えばスロヴ‘エニア語、マ

ケドニア諮もこの状態に該当する。造成富語Ausbauspracheは、元来はある言語の一方言、あ

るいは極めて近親性の濃い同族昔話の一つであったものが、一つの社会共同体(多くの場合国

家)の言語として標準化された結果、もとの言語とは異なる特徴を有する形で、出来上がった言

語を言い、造成言語はもとの言語とは別の「隔絶言語Jとして認められるようになる。

さて、新政権の成立さらに独立国家形成以降、クロアチアでは、言語の分岐の動きが進んで

いる。そこで今、このクロスの考え方を借用し、クロアチア語の目下の状況を造成言語形成に

踏み出した段階と仮定して、ここに現われている性格、またどの様な問題が生じるかを考えて

みたい。

造成言語はその形成の性格上多少なりとも政治・イデオロギー、国家あるいは政権担当者の

立場の影響をうける。この時言語は、独立した政治-社会機構の枠組み形成の一つの道具、場

合によっては国民のアイデンテイティーの象徴として制度化される。この操作、あるいは制度

化は、言語が同族のあるいは極めて類似性の高い他の(他国家の)雷語と異なる何らかの差異

的特徴を持つように進められるが、また同時に行政・司法、教育、公的通信、専門分野など、

部
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社会のあらゆる領域で十分に機能するように方向付けられる必要がある。この目的の実現のた

めに言語計画が設計され、実施される。

フアーガソン (62)の分析に依拠してハウゲン (66)は言語が未聞の段階から標準化されるま

でに必要な手続きを、規範の選別一範列化(codification )一造成(elaboration )として特徴づ

けた1281。

19世紀のセルビア・クロアチア語コイネ一地域における言語改革者達の出発点がそうであっ

たように、規範化された言語がない状況では言語計画は第一段階、すなわち標準語のモデルと

すべき言語(方言)を選別することから出発する。第二段階の範列化では言語の規範が制度化

される。つまり記述の体系(文字や正書法)、文法体系が規則化される。ここでは文法書や辞

書の作成も必要な作業となる。この過程で、は形式の最小偏差minimalvariation in form、つま

り変異体の出現が最低限に制限される状態が理想とされる。第三の造成はつまり社会の様々な

構成集団の言語として広い機能性を持つよう、語葉やスタイルが拡張される段階で、記述言語

としての機能の拡充が重視される。ここでは社会的機能上の最大偏差maximalvariation in 

function、即ち標準語があらゆる社会の分野、状況での使用に対応できるだけの適応力を持つ

ことが目標となる。

規範上の最小偏差と社会機能上の最大偏差を実現する標準語を獲得することがコミュニケー

ションの効率性、言語文化の発達の上で極めて重要であるとすれば、反対に既成の言語の部分

的・断片的改造によって新たな標準語を作ろうという試み、特に為政者や社会の特定の集団の

利益のためだけにこうしたことが意図的に進められるような事態は上述したような標準語の理

想の在リ方とは程遠く、後々の標準語と言語文化の発達にマイナスの影響を及ぼすのみであろ

つ。

3.2.さて、独立国家となったクロアチアでは、もはや堂々と自らの言語をクロアチア語と称

することができる。言語学的な意味で、つまり「どの様な言語か」を問題とするならばセルピ

ア・クロアチア語が一つの言語であリ、クロアチアで使用されているものはセルピア・クロア

チア語の一変異体であるという事実に当面変わりはなかろう。が同時に「民主政権Jを掲げな

がら民族国家の樹立を目指し、セルピアと武力対決してきたクロアチア政府の支配の下で、ク

ロアチア語をセルビア語とは別の言語としようとする意図的な動きは明かに進んでいるように

思われる。ここに、言語の社会機能上の変化が実質的変化を引き起こすという実例を見ること

ができる。このことをここ1・2年の聞に言語に関して生じた現象から表記法(正書法)の問題

と、語葉の操作というこ点を選んで検証し、その問題点を考えてみたい。

3.2.1.語根式正書法korijenskipravopisの復活?

言語の標準化、あるいは上記のハウゲ、ンの言語計画に添ってみるならばその第二段階におい

ては正書法の設定が一つの重要な要素となる。

セルビア・クロアチア語では、 19世紀のヴーク・カラジッチの改革の成果を取り入れて音声

式正書法(fonetski pravopis )が使用されてきた(29)(セルビアでは1868より、クロアチアでは

1892より)。これは表記体系における収束であり、 ekavski，ijekavskiという発音上の違いをそ

のまま反映させながら、標準語の正書法としてセルビア・クロアチア語圏社会に受け入れら

れ、成果をあげた。

-84-



現在のクロアチア語について

音声式正書法では発音通りに表記するのが原則であるから例えばsudac(審判、裁判官)の単

数生格はsuca( *sudca )となり，tezak(重し、)の女性形はte品ka(*tezka)となる。

クロアチアで音声式表記が採用されるのは19世紀末からだが、それ以前、さらに部分的には

今世紀初頭まではこれとは異なる様々な正書法が用いられてきた。その中でしばしば議論に上

るのが語根式正書法korijenskipravopis、形態音韻的morfonoloski、あるいは語源式

etimoloski正書法とよばれるもので、これらの正書法の音声式正書法方と最も異なる特徴は、

sudac -sudca，tezak -tezkaのように形態素の特徴が表記上残される点にある。

正書法の歴史はどの言語でも多少なりとも軒余曲折を経ているものだが、クロアチアにおけ

る正書法の規範の歴史を簡単に振リ返ると、政権や社会体制が変わる毎に正書法の規範あるい

は手本が変わってきたことがわかる。(年表参照)

年表から読み取ることのできる簡単な歴史からも解かるように、語根式正書法が最後に標準

語の規範として設定されたのは1941のパヴ、エリッチ政権下の独立クロアチア国NDHにおいて

であった。戦後はウスタシャの連想、から語根式正書法は標準セルピア・クロアチア語の歴史か

ら抹消され、‘korijenskipravopis'という言葉自体「禁句」とされる時代が続く。

さて、クロアチアでHDZ政権が成立し、連邦解体が現実のものとなってきた90年9月、この

政権党であるHDZの機関誌Glasnik(週刊)がある号の全面を語根式正書法で発行するという

「事件Jがおきた。この件について1990年10月2日付けDanasは「政権党であるHDZの機関誌

が語根式正書法を用いたことは少なからぬ意味をもつように思われる。これは正書法を変えよ

うという政府の意図の現われだろうかJと疑問を投じている。同誌によれば当時の教育文化相

パヴレチイツチ大臣は「正書法の改正に今すぐ着手するつもりはない。まず、幾種類かの正書

法(辞典)が現われて選択の余地が生まれてからJと早急な決定を避けではし、るものの、正書

法の改正を否定してはし、ない。

Glasnikの語根式正書法はさしあたりこの一号だけで、次号からは従来の正書法に戻ったの

だが、クロアチアでは91年、 86年のAnie-Silieの正書法ハンドブックPravopisniprirucnikと

並んで'71年のBabie.・Finka-Mog凶のクロアチア語正書法辞典HrvatskiPravopisが、さらに92

年にはNDH時代のクロアチア語語根式正書法HrvatskiKrijenski Pravopisが再版されてお

リ、正書法の規範の選択に幾つかの可能性を準備しているように見える。目下、語根式正書法

に一挙に改正すべきだというラデイカルな意見は主流ではないものの、音声式正書法、語根式

正書法のそれぞれの長所を考慮したうえで、クロアチア語の正書法をクロアチア語の実情に

あった、かつ永続的なものにするべく検討すべきだ、という主張はかなりみられる働。

多くのスラヴ語がそうであるように、正書法に多少なりとも語根式、音声式の双方の特徴が

取り入れられることは避けられない。現在の標準セルピア・クロアチア語の正書法はヴーク・

カラジッチが「書くように話し話すとおりに書け」という原則に基づいて提唱した正書法に

則って、可能なかぎり音声式正書法を実現したといわれるが、それでも語根式正書法の規則が

完全に排除されているわけではなし刈たとえばjedanput(一度)は発音/jedamput/通り

に*jedamputと表記されはしなしリ。一方、語根式正書法を正しく修得することの難しさにつ

いては、マレテイツチ、ユリシッチなどが100年、 50年以前にすでに指摘しており、また正書
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法の全面的かつ急激な変革は社会全体に様々な混乱をもたらすであろう。いずれにせよ正書法

の将来がどうなるかしばらくは予断を許さない状況にあると見られる。

3.2.2.語葉について。

語葉の面で現在生じている「クロアチア化」は、排他的(排セルピア的)純粋主義、復古主

義、新語の形成の3点に集約できる。そしてこうした現象は、新聞、放送の用語や出版の領域

に顕著に現われている。この過程は、先の1.2で考察した語葉の上の極性の拡大として位置づ

けられようが、極性を強調し、1.2の(2)で示したヴ戸アリアントの現われ方で言えばタイプ1を

作リだそうとする意図が目につく。そうしたものを幾っか例示してみよう(1.2の場合同様、対

比させるセルピア語はキリル文字で記す)。

(1)社会現象や政治、経済、軍事に関係する語葉。 ex.zrakoplov(飛行機=aBHoH)，この派

生形容詞 zrakoplovni( aBHOHCKH ) ; pUとanstvo(住民、一般民=CTaHOBHHIIITBO， HapO~) ; 

gospodarstvo (経済=eKoHoMHja， npHBpe江a。ただしprivredaは平行的に使われている); 

serbijanski (セルビアの=cpnCKH)など。

(2)その他の一般語。 ex.とimbenik(要因、動因=中aK'I叩)， oporba (反対、対立意

見=on03HU;Hja)，uljudba (文イじ=U;HBHJlH3aU;Hja )など。

(3)機能語。 ex.glede... ( ..に関して、の意の前置詞。同義的には批ose tice， u odnosu na 

sto )， u svezi (との関連で。これまではuveziが普通でLあった)。

次のVjesnikの記事は以上に示したような傾向を示す格好の例であろう:

立svezis tim， poznat je temeljni stav bitnih me ...... unarodnih ~imbenik~ koji odricu 

moguenost promjena drZavnih granica silom， bez pristanka svih strana， a EuroDska 

zajednica i niz zemalja svijeta jasno su se i pozitivno odr吋 ilig!単立priznanjaRepublike 

Hrvatske. [Vjesnik， 17.03.1992， pl.] 

これに関連して、全会一致の賛成がなければ、強制的な国境変更の可能性は認めないとい

う重要な国際的勢力の基本的立場は周知のことであり、また一方欧州共同体ならびに世界

の諸国がクロアチア承認に関して明確かつ積極的な立場を示している。

(上例の中で下線を引し、た部分が目下の「クロアチア的」語法。 Europskaは従来のセルピ

ア・クロアチア語の正書法て。はEvropskac ) 

このように、語葉の差異の拡大現象は部分的にせよ着実に進んでいるように思われる。また

マスコミに対する報道統制が強化された昨年夏以来、 トウジマン大統領が一度使用した語をマ

スコミが直ちに真似る、などといった現象も起きているらしい

ところで、ある言語の語葉レパートリーと辞書との関係を考えてみると、語葉レパートリー

や語の用法などが辞書に反映される面と、辞書に掲載されているか否かによって言語の語量的

特徴が規定される面の双方向の作用があると言えよう。言語がある程度安定している場合には

多く前者のケースが現われようが、言語(少なくとも標準語)が不安定な状態では後者のケー

スがしばしば起こる。ここでは辞書は標準語の規範を形成するための手引書の役割を果たすこ

とになり、どのような辞書をどのような方針で作るかは言語の特徴を決定する大きな鍵とな

る。
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91年以降にクロアチアでは新しく幾つかの辞書が刊行されている。無論辞書の制作は長期の

仕事であり、これらの辞書自体は以前から準備されていたのであろうが、新体制になって初め

て刊行されたという事実は、裏を返せば旧体制では許されない性格のものであったということ

でもある。

91年末にザグレブ大学のアーニツチ教授を中Jむとする執筆陣によるクロアチア辞典が出版さ

れた (Rjecnikhrvatskogajezika. Novi Liber， Zagreb， 1991 )。一巻で語数は5万余語、見出し

に引き続き、アクセント付きの変化形など必要な文法項目が記載され、とくに動詞では格支配

や派生名詞の形が示されるなど、これまでのセルビア・クロアチア語の辞書にはなかった配慮

が見られる。見だし項目の特徴として「これまで長く忘れられてきたJあるいは r(戦後)禁

じられて来たJ語がエントリーされていることが挙げられるがこれについてアーニツチ教授は

「我が国では第二次大戦中に使用された語やアルカイズムと受け取られる語は好ましくない、

とする見方があった…語そのものは良くも悪くもないのであり、ことばの事実そのものを重視

するのが大切だと考えるJと述べている(31)。歴史の事実に蓋をすることなく、中立な態度で語

最を選別し語義を与えることは辞書の編纂にとって重要な事であろう。このことは肯定的に捉

えてよかろうが、一方で、セルピア語に属する多くの基本的な語葉 (ex.zrak (空気)に対する

Ba3瓦yx，kruh(パン)に対するxJIe6，otok (島)に対するoc叩 BOなど)が見だし語から消えてい

る。これらの語難は確かに極性を持った語葉ではあるが、ことなる民族の共住する一つの言語

共同体の中で長く使用され、クロアチア語の中にも慣習的に定着している基本語最でないのだ

ろうか。それをエントリーからはずすところにはやはり、クロアチア語はセルピア語とは異な

る語葉レパートリーを持つ言語であるとする主張が合まれているように思われる。

言語の分岐を示す一層象徴的なものは、 「クロアチア語とセルビア語との違しリと題された

辞書の出版で、これは92年夏までにすでに3点が刊行されている明。

3.3.このように、語裳や表記法の面から、造成、あるいはセルピア語との差異の拡大を計る

動きは進んでいるが、こうした中にどういった問題があるかを最後に指摘しておきたい。

言葉の人為的な変革は多少なりとも社会生活に混乱を引き起こす。ここに考えられるのはコ

ミュニケーションの停滞、混乱、既成の言語文化の否定などである。また、ザグレブ大学の

Pranjkovie教授が指摘したように、現在のクロアチアのように特定の語が明かに特別な意味合

い(政治的意図を含めて)をもって使用される、つまりある語は「クロアチア的Jであり、別

の語はよりクロアチア的でない、というような見方が広まると、語の使用によって人が「敵陣

営」の人間と分類され、マークされる、といった言語による差別の危険が生じる。このこと自

体、コミュニケーション文化の正常な発達を妨げるものであるし、このような風潮の中では、

「特定の(クロアチア的な)J語と同義的関係にあるヴアリアントが排除され、結果的に語葉

レパートリー全体の貧困化が引き起こされる。

さらに、同義語の排除という現象に関連して、同義語の多くは、ニュアンスや文体的効果と

いう意味でのみならず、造語力という点からも異なることを考える必要がある。例えば

“izvjestaj (報道、ニユース)"から形容調izvje批ajanが派生され、この形容詞はHINA

(Hrvatska Izvje品tajnaN ovinska Agencijaクロアチア報道新聞局)の名称にも用いられてい

る。ところで、この元の名詞izvje批ajに替わって目下盛んに iz吋es伐という言葉が使われてい
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るが、この語に対して形容詞izvjestajanは派生語の関係にはならない。この例が示すように、

一つの語を駆逐することは、その派生語、あるいは語の派生関係をも駆逐することになり、標

準化された造語法の体系を崩してしまう危険性をもっ(33)。

このようなクロアチア語の現状に関して、プラニコヴイツチ教授はまた、言語に変化はっき

もので、社会の変化、政治的構造の変化は言語の変化、特に語葉の変化を必然的にもたらす

が、目下最大の問題は、様々な語輩、あるいは表記法の選択がある中で、それらを標準語にど

う取り込んでいくかを審議する制度的な組織がない、つまりは言語計画がないことも指摘して

いる(34)。

現在進行中と見えるこうした現象が一過性のものに終わるのか、あるいは新たな、 「クロア

チア語」という標準語形成のプロセスの中に定着していくのか、これは今しばらく時聞が経っ

てみないと解からない。しかしながら言語の社会機能の変化が実質的様相を変えていくことは

多くの歴史的事実も示しており、クロアチアでのみならず、セルビア・クロアチア語の実体

が、その社会的機能の変容と共に多かれ少なかれ旧ユーゴの各地で変化していくことは確かな

ように思われる。

クロアチアにおける正書法の歴史

1892 Ivan BrozのHrvatskiPravopis.音声式正書法採用。

1918 セルビア・クロアチア・スロヴ、エニア連合国家形成。

Dragutin BoranieのPravopishrvatskog ili srpskog jezikaが正書法の手本とな

る。

1929 アレクサンドル親政始まる。

「セルビア・クロアチア・スロヴ、エニア王国内の総ての小・中・専門学校に対す

る正書法の手引 き Pravopisnouputstvo za sve osnovne， srednje i strucne 

skole Kraljevine SHSJ出される。

1938 ツヴ、エトコヴィツチ=マチェク政権成立。クロアチア自治州形成。

1939 再び:'BoranieのPravopisが手本とされる。

1941 パヴ‘エリッチ政権樹立。

クロアチア語正書法に関する大臣令。

1942 上令に基づき KlaieのKorijenskopisanje。

1944 Ciple & Klaie， Hrvatski korijenski pravopis発行。

1945 ユーゴスラビア連邦成立。

音声式正書法に戻リ、再度BoranieのPravopisが手本とされる。

1960 ノヴィサド協定に基づく正書法辞典。

1971 クロアチアの春。

Babie， Mogos， Finkaのクロアチア語正書法辞典完成。

民族主義的産物として発禁(72年ロンドンで出版)。
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1990 HDZ政権樹立。

1991 クロアチア独立宣言。

*この年表は1990年10月2日付けDanasならびにHrvatskikorijenski pravopis ( rep. 

1992， Zagreb )後書き(執筆はTezakS.)を参考に作成した。

-注幽

串本論は、 1992年夏までのクロアチアにおけるセルピア・クロアチア語の状況に関しての

研究である。

1旧ユーゴが後に形成されることになるバルカンの諸地域で民衆の聞で話されていた言

葉、つまり現在のセルピア・クロアチア語の基盤となった諸方言(普通「何Jという疑問

詞の形から「シト方言、チャ方言、カイ方言と分類される)の一つ。現在の標準セルピア・

クロアチア語の形成に多大な貢献を果たしたのは19世紀のセルビア入学者、ヴーク・カラ

ジッチKapa~Hh， ByK(1787・1864)であるが、彼は自身がトウルシチという西ヘルツエゴ

ヴィナの出身であったことからこの地方で一般に使用されていた新シト方言を標準語の

規範として採用した。これが標準語の基盤として広く受け入れらた背景にはこの新シト

方言がセルビア・クロアチア語使用地域の多くですでにコイネ -(koine民衆の共通口話

体)となっていたことがある。なお、クロアチアにおける言語の標準化に関して、 1830年

から40年代にかけてのイリリア運動とその指導者ガイG可， Ljudevit(1809・1872)の活動が

指摘される。時に見られる記述では、この時期にガイとその協力者がヴークの業績を取

り入れてクロアチア語を規範化し、今日ある姿の標準セルピア・クロアチア語の形成に貢

献したように受け取られるが、標準語の形成に関するかぎりガイとイリリア運動の貢献

は標準語の必要性を喚起したという象徴的な面が大きいように思われる。マジュラニツ

チMazuraniム1.(1814・1890)、ヴークらの1850年のいわゆるウィーン協定も標準セルピ

ア・クロアチア語の形成に寄与するような結果を直接はもたらさなかった。もちろんガイ

やイリリア運動の功績は無視できないが、標準語の形成自体は段階的に進められたこ

と、つまり先に示したようにすでに17世紀頃から新シト方言がコイネーとして機能して

いたという前史、さらに19世紀半ばの運動をへて19世紀末のMaretieの文法、 Brozの正

書法など、所調「ザグレブのヴーク派Jの業績によって文法、正書法が整ったことを理

解する必要があろう。クロアチアにおける標準語の形成については例えば1.Babie， 

Brozov託， Mogus et al.， Povjesni pregled， glαsovi i oblici hrvαtskogαknjiievnog jezikα， 

Zagreb， 1991， pp. 42-58 (記述はMogu品).2. Katicie， R.， Novijezikoslovni ogledi， Zagreb， 

Skolska knjiga， 1986， pp. 138-156. 

2言語の変異体(variantあるいはvariety)は社会言語学で、好んで、用いられる概念だが、その

定義は必ずしも一定してはいない。 r雷語の任意の種類例えば方言dialect，アクセント

accent，社会的方言sociolect，スタイルstyleなどに言及する中立的な用語J(Trudgi1l， P.， 
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Introducing languαgeαnd society， Penguin English， 1992， p. 77)という説明はこの用語

の適用をわかりやすく示している。言語学全体の中で変異体あるいは変異型といえば、

ある言語体系の中の特定の項目について抽象的に設定される普遍体invariantに対し、個

別的なケースにおいて実現される形式あるし、はその集合体と規定されよう(例えば音素を

普遍体としたときの実際の音戸的実現が変異体となる)。この考えを言語全体にあてはめ

れば、言語における変異体とは、抽象的総体としての言語に対し、ある地域的あるいは

社会的結び付きによってまとめられるグループの人々に共通する言語の実現形と捉える

ことができる。この関係を個人レベルにまで適応させれば個人言語idiolectは最小単位の

言語の変異体ということになる。方言dialectは、一つの言語の中の下位グループ、ある

特定地域あるいは特定社会集団に共通する特徴を有した言語の実現パターンであるか

ら、その本来の意味で「この言語の標準語となっているのはA地方の方言であるJという

言い方は適切なものと言える。一方、方言という用語はしばしば、標準語と対置され

「非標準語Jあるいは特定地域の標準語以外の言語の変具体の意味で使用される。ま

た、フランスにおける伝統のように、標準語以外の地域言語の意味で方言undialecteを

用い、さらにこれと区別して倶語patois(方言より狭い地域で用いられる「文学的伝統を

もたなしリ民衆語)という概念が用いられる例もある。そこでこうした混乱を避けるため

に変異体という用語が好んで使用される。本論でもこれにならい、変異体という用語を

用いる。

3多極的言語の端的な例としてしてセルビア・クロアチア語を指摘したのはKloss，H.， 

“‘Abstand Languages' and ‘Ausbau Languages' ，" Anthropologicαl Linguistics， Vol. 9， 

No. 7， 1967， p. 31。が、これによれば多極的言語という言葉はWilliamA. Stewartによっ

て示されたという。このStewartの論文が何であるか論者は未確認。

4 Bugarski， R.，“Sozio1inguistische Aspekte der heutigen serbokroatischen 

Standardsprache，" Die Welt der Slαuen， 1989， XXXIV， Heft 2， p. 60. 

5特にボスニア・ヘルツェゴピナの言語状況は注目に値しよう。この地域のセルピア・クロ

アチア語は、 トルコ語の影響を語葉の上に多く残しつつ、セルピア、クロアチア双方の

言語的、文化的影響が混合する中で言語文化を築いてきた。こうした実情を踏まえれば

この地域の言語を一つの変異体と認めることは妥当であろう。また、今日の社会状況を

考えるならクロアチアにおいてと同様、この地域において言語の独自性(例えば「ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ語」という名称を持った)が主張されることは十分考えられる。

6 Kloss，op. cit.， p31. 

7 Peco， A.， Pregled srpskohruαtskih dijαlekαtα， Beograd， 1985， p. 15， p. 59. 

8標準セルビア・クロアチア語では語末の lがoに交替することが多し、 ex.

posao( <申pos(a)l仕事。生格はposla)，so( <sol塩).これは総ての場合には当て阪まらない

(ex. glagol動詞，val波)が、完了分詞男性単数の-1は必ずoに交替する。

9且MHTpHeBa，I1. A.，“HeKoTopbIe oc06eHHocTH 中yHK~HoHHpoBaHHH BapHaHTHO益

JIeKC班KHcep60xopBaTcKoro / xopBaTocep6cKoro JIHTepaTypHoro H3bIKa B nepHO，r(H'leCKO並

ne可aTl置 CPCep6HH H CP XopBaTHH，" B: CMHPHOB， JI. H. (pe瓜.)， φVHKIlHOHHDOBa即 時
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CJIaBHHCKHX JIH'I‘epa TVPHbIX H3bIKOB B COIIHaJIHCT即時CKOM06mecTBe， M.， HayKa， 1988， 

CTp. 225-255. 

10こうした二重語が生じた主たる理由は、これらの語を受け入れた時期や経路がセルビア

とクロアチアで異なっていたこと、セルピア・クロアチア語コイネーの異なる方言からそ

れぞれの標準語に取り入れられたこと、などが考えられている。これについては例えば

且MHTpHeBa，op. cit.， CTp. 240. 

11余談めくが、 92年3月、トゥジマン大統領自身がTVの記者会見で“…tacno"と言ってから

“…to句 0"と言い直したのを論者はザグレブで見た。

12 ~MHTpHeBa， op. cit.， CTp. 240耐 250.

13 Kloss， op. cit.， p. 38. 

14社会言語学では言語の席次(ステータス)つまり言語の社会的役割を問題とする場合、公的

席次officialstatusと実質的席次actualstatusを区別すべきことが指摘される。日本にお

ける日本語はこの二つの席次の一致する例であろうが、旧ユーゴのように、公式には総

ての連邦の諸民族の言語は平等であると言われながら実質的にはセルピア・クロアチア語

が他の言語にたいし高い席次を得ていたケースは両者の一致しない例と言える。公的席

次と実質的席次についてはSvejcer，A. D.， Contemporary sociolinguistics. Thoery， 

problems， methods， Linguistic & Literary studies in Eastern Europe， vol. 15， 

Amsterdam♂hi1adelphia， 1986， pp. 132-133. 

15こうしたセルビア語の社会的機能に関しては例えばRadovanovie，M.， Sociolingvistika， 

Novi Sad， 1986， pp. 202-203.ただしRadovanovieはセルピア・クロアチア語全体の役割を

他の言語との対比で考察している。また、本論ではセルピア・クロアチア語の役割をリン

ガ・フランカ(通商語)としたが、 Radovanovieはセルビア・クロアチア語はリンガ・コムニ

ス(共通語linguacommunis)だとしている。

16ロシア語のJIHTepaTypl王国益田bIKについてはJIHHfBHcTHlIeCKHH3HllHKJIOrre瓦H可eCKH並

盟盟主位， COBeTcKaH 3Hn;HKJIOrre~HH， 1990.英語のliterarylanguageについて例えば

Stewart は、論文“Out1ineof linguistic typology for describing mu1tilingualism，" 

(1962)の中で、言語がどういった分野で使用されるかという社会機能に着目し、その分

類(ex.公用語officallanguage、宗教諮問ligeouslanguage、教育の言語educational

languageなど)のなかで、文芸、学術のための言語と位置つけているという。 Stewartの

論文は論者未見。 Svejcer，op. cit. p. 127より引用。

17 Peco， A.，“Knjiievni jezik， standardni jezik i narodni govori，" in: Knjiievni jezik 

nαrodni govori， Sarajevo， 1990， pp. 8帽 9.

18 EnciklopedijαJugoslavije (2ed.)， Zagreb， Leksikograficki zavod， vol. 7，“Jugoslavija"の

項，p.242.

19 Vaupotie， M.， Hrvαtski tjednik， No. 13，09.07.1971.この部分はCuvalo，A.， The Croa-

tiαn NIαtionα1 Movement 1966・1972，East European monographs， Columbia Univ. 

Press， 1990， pp. 105-106.より引用。

20 Gotovac， V.， Dαnαs， 17.12.1991， p. 30 
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21 1992年3月半ば、ザグレブでは宣言からお年を記念して政権寄りのジャーナリズムやー

部学者が中心となって「クロアチア語週間」を記念する催しが聞かれた。また、クロア

チア民主同盟HDZの発行する週刊誌Glasnik97号(3月16日付け)には宣言の全文とコメン

ト記事(Brozovieが執筆)が掲載されている。

22 Petranovie， B.， IstorijαJugoslαvije 1918・1988，Beograd， Nolit， 1988， III， p. 389. 

23 Skiljan， D.， Jezicnαpolitikα，Zagreb， Naprijed， 1988， pp. 119・120.

24それぞれ Anie，V. & J. Silie， Pravopisni prirucnik hrvαtskogαili srpskogαjezikα， Zag-

reb， Skolska Knjiga; Babie， S.， Tvorbαrijeci u hrvαtskom knjiievnom jeziku， JAZU， 

Zagreb， Globus; KatiCie， R.， Sintαksαhrvαtskogαknjiievnog jezikα， JAZU， Zagreb， 

Globus. 

25例えば、 P.M匂opeBHhl立クロアチアの言語政策を、 19世紀以来一貫してクロアチアが

とってきた段階的な言語民族主義的計画であり、その目指すところはクロアチア内のセ

ルピア人のクロアチア化だと非難する。つまりまず言語的にセルビア人をクロアチア化

し、ついで言語上の基準(rクロアチア語を話すものはクロアチア人であるJ)を宗教的な

それにすり替えることによって宗教的にも同化し、クロアチア外のセルピア人と切り離

すことによって最終的にセルピア人としてのアイデンテティーを奪いクロアチア化する

のだ、と主張する。 P.MajopeBHh，HllH，24， MapT. 1989，pp.34・35.

26 Zakljucci novosadskog dogovora， 1および2.これはノヴィサド協定に基づいて作られた

正書法辞典I1paBOI1HCCpl1CKO xpBaTcKora KlbH:JKeBHOr je3HKa， HOBH Ca江・ Zagreb，1960 

の巻頭に記されている。

27 Kloss， op. cit.なお造成Ausbau，隔絶Abstandの訳語は田中克彦『言葉と国家』岩波新

書、 1981年、 162頁を借用した。

28 Haugen，“Dialect， Language， Nation，" In: The Ecology of Lαnguαge， Stanford， 

California， 1972， pp. 249-251.訳語はクルマス、山下公子訳『言語と国家J岩波書宿、

1987年、 83頁以下による。なお、ここでの「造成 elaborationJは、クロスのAusbauに

該当するとハウゲンはしている。 Haugenが言及したファーガソンの分析はFerguson，

“The language factor in national development，" Anthoropological Linguistics， 1962， 4， 

pp.23・27.

29 Enciklopedija Jugoslavijeは‘音韻式正書法fonoloskipravopis'としているがここでは

fonetski pravopisを音声式正書法と訳しこれを用いる。

30この主張の代表者はたとえばDr.S. Tezakで、あろう。博士の立場はCipra，F.， Klaie， A. B.， 

Hrvαtski Korijenski Prαvopis， Zαgreb， 1944. (rep.) Hrvatska Sveuとili知 aNaklada， 

Zagreb， 1992.の後書きに現われている。

31 Dαnas， 10.12.1991， p. 52. 

32一つは Lukacie，D. & I. B. Samija， Razlikαizme∞u hrvαtskog i srpskog jezikα.，MAX 

print， Zagreb， 1991、今一つはBrodnjak，V.， Rαzlikovni rjecnik srpskog i hrvαtskog 

jezikα， Zagreb， Skolske novine， 1991で 、 後 者 に そ の 縮 小 版 と し て Klarie，I. (red.)， 

Rjecnik rαzlikαizme∞u hrvαtskogαi srpskogαjezikα， Skolske novine， Zagreb， 1992が
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ある。

Lukacie-Samijaの辞書(総見だし語数4000、140頁程度のものではあるが)は専門家の

立場からすればほとんど問題にならない産物で、ザグレブ大学教授で現代クロアチア語

の専門家であるプラニコヴイツチDr.1. Pranjkovie教授は、 92年1月7日付けDαnαsで「エ

セ言語学的産物Jと酷評している o 教授の指摘によれば、ことさらにセルピア語との違

いを強調しようとする意図の下に、この辞書ではアルカイズムやNDH時代の醜悪な新造

語、あるいは標準語ではない方言を引用したり、奇妙な「クロアチア語Jを担造してい

るという(例えばturistがodmor叫benik;laboratorijaがpokusionicaなど。)教授は「これ

は全く、滑稽な、しかし危険な代物であり、このような辞書を作る著者の気も知れない

が、このようなものの出版を許可した教育文化省の態度も理解できなしリとしている。

一方のBrodnjakのRazlikovnirjecnikは見出し語葉に対し、 「元来セルピア語ではあ

るがクロアチアにおいても慣習的に定着している要素J rク口アチア語に適切な対応の

語最がなかったためにクロアチア語にも取り入れられたセルピア語J r u民族主義的』

『ウスタシャ的Jなどとして否定されてきたクロアチア語Jなど細かい注記を設けて説

明している。

クロアチア語とセルピアの差異を強調する傾向と言えば第二次大戦前のペネシッチ

Bene討e，J.のクロアチアーセルピア語文法Grammαtykαjczykchorwαtskiego czyli 

serbskiego， Warsaw， 1939や、グペリナとクルスティツチGuberina，R &K. Krstieのクロ

アチア語とセルピア語の違い辞典Razlikeizmedju hrvαtskogαi srpskogαknjiievnog 

jezikα，1940.がある。これらは論者未見であるが、上掲のBrodnjakの辞典ではセルピア

語葉とクロアチア語棄との区別の基準にベネシッチの文法書の記述を参照していること

が示されている。

戦前のクロアチア語の分離的傾向についてはBanac，1.，“Maintrends in the Croat 

language question，" Picchio & Goldblatt (eds.)， Aspects ofthe slαvic lαnguαge question， 

Yale Russian and East European Publications， No. 4， vol. 1， 1984， pp. 241・245.

33 Dαnαs， 24.09.1992， pp. 60・61.

34 Dαnαs， ibid. 
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The current Croatian language question. 

Keiko MIT ANI 

We often have trouble in deciding whether what a particular group of people speaks 

should be called a lαnguαge or a vαriety of a language. One can draw boundaries not on the 

basis of the linguistic features alone， because attitudes of speakers and social structure in 

which a language functions also matter. There are cases in which two or more varieties of 

the same language are recognized as separate languages just for political reasons. 

The present Serbo-Croatian situation provides a good example to show how such 

nonlinguistic factors as political circumstances and social structure influence linguistic 

items and social functions attached to language. The collapse of Yugoslavia and the rise of 

new states have changed and are changing various aspects of language. In this paper 1 have 

examined recent Croatian language situation in the sociolinguistic context and studied how 

much a language(especially a standard language)is subject to social influences. 

This paper falls into three sections: 1. To indicate linguistic features of Croatian， a 

variety of what sociolinguists call “polycentric" standard Serbo-Croatian， in contrast with 

Serbian variety; 2. To review recent history of conflict between Croatia and Serbia on 

language problems; 3. To examine changes in certain linguistic items and interpret current 

problems on language in Croat. 

Standard Serbo-Croatian language has been regarded as a “polycentric language，" a 

single language that consists of a set of standard varieties. By the definition of Kloss on a 

language and a variety， existence ofvarieties does not prevent us treating them as a single 

language， for difference between them have little or nothing to do with the corpus of the 

language. As is indicated in the first section of my paper， difference between Croatian and 

Serbian varieties， such as pronunciation of ije and e( <串る)， usage of infinitive in particular 

sentence structure and variations in small number of lexical items， might be called ‘subtle' 

from the linguistic viewpoint. 

Here a question arises: why have such varieties with slight differences been left as 

varieties， why has a single standard Serbo-Croatian not been established? To answer this 

question， we must study the history ofSerbo-Croatian. 

There have been continuous efforts of the intellect of Serbia and other Serbo-Croatian 

speaking areas to establish common norm of their language since 19 century. These e 
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It is not to be forgotten， on the other side， that there has been always a tendency in 

Croatia to resist standardization or unification of varieties into one form， a single Serbo・

Croatian standard language. 

Demands to use the name 'Croatian literary language' and attempts to make Croatian 

variety a separate standard language among a group of Croatian intellect originated in 

historical， cultural and regional tradition， i.e.， ethnopsychological aspects. 

The postwar Yugoslav federalism tried to solve language di1emmas under the principle 

of national equality. The Novi Sad Agreement was an attempt to reconci1e both linguistic 

‘unitarism' and ‘separatism¥ It reaffirmed the equality of two varieties， Serbian and 

Croatian but stressed that“the popular language of the Serbs， Croats， and Montenegrins is 

a single language." The Novi Sad Agreement and a new orthography appeared in 1960 were 

denounced from Croatian side. For those who insist on Croat-Serb linguistic differences all 

attempts to establish a standard language meant destruction of Croatian national identity， 

linguistic inequality and unitarism that favors federal and Serb politicalleadership. 

The most symbolic resistance to linguistic ‘unitarism' was the “Declaration on the N ame 

and Position of Croatian Literary Language" issued by Matica Hrvatska in 1967. The 

declaration was supported by the Croat political leadership and the struggle against 

linguistic unitarism was， by the words of Banac，“moved onto political terrain." 

Language problems in ex-Yugoslavia were indeed political ones. Serbo-Croatian 

linguistic questions have been always associated with political and economic conflict 

between the Serbs and the Croats. It should not be overlooked that this ‘politicized' 

language situation has obstructed normal development of language culture in Serbo・

Croatian speaking areas. 

It is common knowledge that any social change affects a language spoken in that society 

in positive or negative way. It often happens that when a new political framework is 

established， as sociolinguist Wardhaugh points out， the government involves himself in the 

standardization process to regulate language matters or to encourage changes that are felt 

to be desirable. 

Since its declaration of independence， Croatian government seems to have challenged 

the Serbo-Croatian language standard. The established tradition of common lan 
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