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言語的多様性，危機言語，言語の再活性化
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松村一登

（東京大学）

世界の言語的多様性

● 世界の言語の総数：6912 (Ethnologue)　　　
　母語話者数による内訳（⇒次ページ）

● 言語数と母語話者数のアンバランス

● 母語話者１千万人以上の言語 83 (1.2%)　　 
＝世界の総人口の８割 (79.46%) 

● 母語話者10万人未満の言語 5673 (82.1%)　
＝世界の総人口の1.16% 
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母語話者数で見る世界の言語の分布

母語話者数のクラス 現在使われている言語 母語話者数

実数 ％   実数 ％

8 0.1 0.1   2,301,423,372 40.21 40.21

75 1.1 1.2   2,246,597,929 39.25 79.46

264 3.8 5.0   825,681,046 14.43 93.88

892 12.9 17.9   283,651,418 4.96 98.84

1,779 25.7 43.7   58,442,338 1.02 99.86

1,967 28.5 72.1   7,594,224 0.13 99.99

1,071 15.5 87.6   457,022 0.01 100.00

344 5.0 92.6   13,163 0.00 100.00

204 3.0 95.5   698 0.00 100.00

不明 308 4.5 100.0

計 6,912 100.0   5,723,861,210 100.00

累計(％) 累計(％)
100,000,000 ～ 999,999,999 

10,000,000 ～ 99,999,999 

1,000,000 ～ 9,999,999 

100,000 ～ 999,999 

10,000 ～ 99,999 

1,000 ～ 9,999 

100 ～ 999 

10　～ 99 

1 ～ 9 

出典: http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=size#2

消滅(の危機)に瀕した言語

● 動植物＝絶滅危惧種 (endangered species)

● 危機言語 (endangered languages) <＝ 消滅(の
危機)に瀕した言語 (languages in danger of 
disappearing)

● １～２世代のうちに話し手がいなくなってし
まうことが危惧される言語

● 世界の言語の数は，急激に減少し続けている
(＝世界の言語的多様性が失われつつある)と
いう見方が最近は支配的　　　　　　　
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世界の危機言語

大陸 < 150 < 1,000 < 10,000 < 100,000 < 1,000,000
アフリカ 1.7 7.5 32.6 72.5 94.2
アジア 5.5 21.4 52.8 81.0 93.8
ヨーロッパ 1.9 9.9 30.2 46.9 71.6
北米 22.6 41.6 77.8 96.3 100.0
中米 6.1 12.1 36.4 89.4 100.0
南米 27.8 51.8 76.5 89.1 94.1
オーストラリア／太平洋諸島 22.9 60.4 92.8 99.5 100.0
世界 11.5 30.1 59.4 83.8 95.2

大陸別に見た言語人口比率よる統計 (%)

【出典】 Ｄ・ネトル，Ｓ・ロメイン 『消えゆく言語たち』 (p.61)

危機言語の参考書

● Ｄ・クリスタル 『消滅する言語―人類の知的遺産を
いかに守るか』 (中央公論新社，2004)

● 「特集・危機言語」『ことばと社会』７号（三元社, 
2003)

● Ｄ・ネトル，Ｓ・ロメイン 『消えゆく言語たち―　
失われることば，失われる世界―』 (新曜社，2001)
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なぜ放っておいてはいけないのか

● Ｄ・クリスタル『消滅する言語』(2004)　　
原著：David Crystal (2000) Language Death. 
Cambridge Univ. Press

● 多様性が必要
● 言語は民族的独自性を表現する
● 言語は歴史の宝庫
● 言語は人間知識全体の中で大きな役割を果たす
● 言語それ自体興味深い

言語の多様性はなぜ必要か

● 言語の多様性＝文化の多様性

● 文化の多様性＝人類の文化的発展の前提

● 世界の言語的多様性が失われる　　　　　　
⇒世界の文化環境の貧困化　　　　　　　　
⇒人類の文化的発展の可能性が失われる

● 多言語社会・多文化社会の積極的評価　　　
⇔バベルの塔(旧約聖書，創世記，第11章)
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言語の再活性化，「新しく生まれる言語」

● 社会的・政治的概念としての個別言語

● 個別言語を区別する客観的要因,主観的要因
●客観的要因＝語形の類似，相互理解の可能性

●主観的要因＝言語コミュニティへの話者の帰属意識

● 標準語を共有＝同じ個別言語の方言の関係
●相互理解が困難な方言もありうる

● 標準語を共有しない＝異なる個別言語
●相互理解が容易でも異なる言語とされる

琉球列島の言語

● 北琉球語
● 喜界島方言
● 奄美大島北部方言
● 奄美大島南部方言
● 徳之島方言
● 沖永良部島方言
● 与論方言
● 沖縄北部方言
● 沖縄中部方言

● 南琉球語
● 宮古方言
● 八重山方言
● 与那国方言
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琉球列島の言語 (2)

● 明治維新(1868)後に日本がおこなった琉球処分(1879)は琉球
王国と琉球語の運命を一変させた。琉球王国は日本の沖縄県
となり，琉球語諸方言のうち，かつての王国の首都であった
首里の方言は宮廷を中心にした，たかい権威をもつ言語で

あったが，学校教育を通じて日本語の標準語 [...] が普及しは

じめ，琉球語は学校での使用を禁じられ，琉球列島中で島ぐ
るみ，村ぐるみで行われた標準語使用のための運動によっ
て，公的な場面での使用もはばかられるようになって，それ
以後，衰退の道をたどることとなる。琉球語はもはや独立の
国家の言語ではなくなり，地元住民からも，日本の国語学者

からも「方言」とよばれるようになった。　　　　　　　
　― 上村幸雄「日本における危機言語と関連する諸問題」(宮岡伯人，

崎山理(編)『消滅の危機に瀕した世界の言語』明石書店 2002）

琉球列島の言語 (3)

● 今日，琉球列島で，あらゆる公的な場面で使用されている言

語，そして，多くの私的な会話にも使用される言語は，[...] 現
代日本語の標準語であって，琉球語もしくは「方言」ではな
い。そして，琉球語は，言語が近代的民族語へと昇華していく
ための必須の条件と言うべき，文章語を発達させていない。か

つて，琉球語は，[...] 独特の仮名づかいによる漢字仮名まじり

の表記法が成立していたが，琉球王国における公用の文書は，
すべて，漢文もしくは和文でしるされ，琉球語は独自の文章語
を発展させるにいたらないまま，明治維新後の"琉球処分"を迎

えた。[...] 今日，琉球語を文章語として用いようとする試み

は，研究者の記録もしくは研究を目的としたものを除外すれ
ば，まったくわずかしかなく，しかも成功しているとは言いが
たい。―上村幸雄「琉球列島の言語」(1997:313-4)
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沖縄語 (うちなあぐち)

● ある言語が書き言葉に到達するとき，その言語は「言語」と

して一応の確立を見る。[...] 書いた言葉が後世にとってかけ

がえのない財産となることは言うまでもない。真の沖縄文化
を後世に継承していくには，うちなあぐち散文は欠かすこと
はできない。現在の思い思いの散文のスタイルが固定された
ものとして統一されるまでは，多くの書き手達の試行錯誤と

時間を要するであろう。[...] 沖縄文化をうちなあぐちで語

り，書く時代が到来することを私は望む。それが生きたうち
なあぐちの居場所の１つとならなければならないだろう。う
ちなあぐちこそ，文化を創造する力こそ，沖縄人を救うもの
と確信したい。多くの人々にとって，うちなあぐちの居場所
探しは始まったばかりである。― 比嘉清『うちなあぐち賛歌』

(2006:45)

沖縄語 (うちなあぐち) (2)

● ある言語が書ち言葉んかい成いるばす，うぬ言語お言語

とぅさあい，大概や成ゆん。[...] 書ちぇえる言葉が後々ぬ

人んちゃあんかいとぅてぃ，あたらしゃるむんとぅ成いる

くとお，知っちょおる通いやん。じゅんにぬ沖縄文化，

後々んかい継《ち》じ行ちゅるたみねえ，うちなあぐち散

文や無えんでえ成らん。今ぬなあめえめえぬ散文ぬ型ぬ一

ち成いる迄え，ちゃっさきいぬ書ちゃあたあぬ試しとぅ時

間要《てえ》するはじ。[...] うちなあ文化，うちなあぐちし

語てぃ，書ちゅる時ぬ来ゅうし，我ねえ望むん。　　　　

　― 比嘉清『うちなあぐち賛歌』(2006:45)
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沖縄語文献案内

● 比嘉清『うちなあぐち賛歌』(三元社 2006)

● 「残さびらな・島くとぅば」(沖縄タイムス 2001) 
http://www.okinawatimes.co.jp/spe/o_index.html#kotoba

● 西岡敏・仲原穣『沖縄語の入門』(白水社 2000)

● 吉屋松金『実践うちなあぐち教本』(南謡出版 1999)

● 「琉球列島の言語」(『言語学大辞典セレクション 日本
列島の言語』 三省堂 1997)

● 南謡出版ホームページ：http://www.haisai.co.jp

少数言語のための欧州憲章

● スウェーデンが「少数言語または地域言語のための

欧州憲章」を批准 (2000)

● スウェーデンの民族的マイノリティは，サーミ人，

スウェーデン・フィン人，トーネダール人，ロマ

人，およびユダヤ人である。少数言語は，サーミ

語，フィンランド語，メアンキエリ語，ロマニ・チ

ブ語，イディシュ語である。　　　　　　　　　　

(スウェーデン外務省の広報文書より)
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多言語国家スウェーデン

● スウェーデン国内の少数言語

●サーミ語 (話者 9,000) [サーミ人 15,000～20,000]

●フィンランド語 (話者 16,000) [=地域言語としての
話者数]

●メアンキエリ語 (話者 40,000) [トーネダール人 
50,000]

●ロマニ語 (話者数不詳) [ロマ人 35,000～40,000]

●イディシュ語 (話者 3,000) [ユダヤ人 20,000～
25,000]

メアンキエリ語

● メアンキエリ語 (meänkieli)
● 北スウェーデンのフィンランドとの国境地域 (ノル
ボッテン州)で話される。従来は通常「トーネダー
ル・フィンランド語」(ス tornedalsfinska, フィ 

tornionlaaksonsuomi, 英 Tornedalen Finnish) という名

称で知られ，フィンランド語の「方言」とされてき
た。

● 言語名として正式採用された「メアンキエリ語」
(meänkieli) は「わたしたちのことば」の意味。



  

© 2007 by Kazuto Matsumura

メアンキエリ語 (2)

● 文献案内
● Bengt Pohjanen & Eeva Muli 2005. Meänkieli rätt och lätt. 

Grammatik i meänkieli. Barents (スウェーデン語で書か
れた文法書)

● Matti Kenttä & Bengt Pohjanen 1996. Meänkielen 
kramatiikki. Kaamos. (メアンキエリ語の最初の文法解
説書。メアンキエリ語で書かれている)

● Meän kielen sanakirja. Tornedalsfinsk ordbok. Kaamos, 
1993. (メアンキエリ語⇒標準フィンランド語・ス
ウェーデン語の第１部と，スウェーデン語⇒メアン
キエリ語の第２部からなる簡易辞書)

メアンキエリ語年表

● 1809 フィンランドがロシア領となり約7000人のフィンランド
語系住民が国境の西側に。フィンランド語は教会の言語とし
て引き続き使用

● 1850年代 トーネダーレンに学校が設置され始める。授業言
語・教科書はフィンランド語

● 1874 ハーパランタにフィンランド語の教員養成学校が設立

● 1880年代 ノルボッテン州の学校のスウェーデン語化の開始

● 1882 ハーパランタの教員養成学校がスウェーデン語化

● 1888 ノルボッテン州の学校の完全なスウェーデン語化。休み
時間のフィンランド語使用まで禁止

● 1912 ハーパランタの教員養成学校で科目としてのフィンラン
ド語を廃止
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メアンキエリ語年表 (2)

● 1930年代 トーネダーレンのフィンランド語系住民は 30000
人，うちフィンランド語を多少知っている住民が10000人

● 1957 休み時間のフィンランド語使用禁止が解除。図書館の
フィンランド語の本の購入を許可

● 1980 スウェーデン全国トーネダール人連合会 (STR-T) 設立

● 1990年代 メアンキエリ語に対する意識の急速な高まり。出
版活動が盛んになる

● 2002 「メアンキエリ語」が，スウェーデン政府により，ノ
ルボッテン州 (Norrbotten) の地域少数言語と認定される


