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「 し言葉」 について
Rhif 8: 水谷 宏 「書 き言葉」 と 話
とす
や言語学的な立場か ら研究 しよう
カムライ グ語 について音声学的な立場
学 習者 として この言語 を習得 しようとす る場合 にも、
る場合は当然 の こと、
、「日常会話々ム
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所謂
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しみ どころか 、変 に 「気 取 り過 ぎ 」 と感 じ られ た り、反対 に、 あま りに も くだ
けす ぎた 「 日常会 話 カ ム ライ グ語」 を使 う と、「嘲笑」 の 対 象 に され て しま う、

ns:Welsh
とい う趣 旨 の発言 もあ る (Syr」 ohn Rh鉾 (1896)̀Language Conこ
ου饉赫
L 7aFas,"′
and English',Ib「ミ ιbZ 出おJの a22Z′″″ 」
…
′ψ ‐ p.81.)。 また、「日常会話カムライグ語」の使用 について は、「日曜 日カ

ムライグ語」 との呼称 を使 って、市井の人 々の使 う 「ことば」 と区別 して、 日
曜 日の教会で の説教 の ときに牧師が話すカ ムライ グ語 に言及 して い る例 (Syr
lfor Winiams(1945) Cymiaeg nwyfar'ル ら盪ヵ四 it.52.)も ある。因みに、
̀nttan'と は 「演壇、説教壇、教壇」 のことであ り、 この種 の変種は、牧師の
説教 に用 い られ る変種だけではな く、よ リー般的 には、講演、講義等 々 に用 い
られる 「改 まった」 口語 の使用が含まれ ると解釈 していい。つまり、「日曜 日カ
ムライグ語」 と呼ばれ る 「演壇カムライグ語」 とい うのは、「日常会話 カムライ
グ語」 に比べ ると、「文章語」 に近 い 「よ り丁寧な」変種であるが、文字 に書い
「文
「口頭」で表現 されて いる限 りでは、
て提示され るのではな く、あ くまでも、
「
章カムライグ語」 とも区別 されるべき変種なので ある。ただ、 丁寧 さ」 の度合
いが極めて 「高 く」、従 って、限 りな く「文章語」 に近づ いている変種である
と理解 して いいであろう。また、 このような変種が特定化 されるカムライグ語
の事情 とい うのは、「併合法」 (1536年 )以 後、カム リの国におけるカムライグ
語 の使用が、家庭内 と教会 とに制限 された とい う歴史的事実 にも関係 している
と考 えて差 し支 えな いのではなかろうか。
「
そのような史的背景 の中で、とにか く、カムライグ語 の使用においては、 文
章語」 と 「日常会話」 の違 いの大 きさが、 しば しば、 いろい ろな人々 によって
指摘 されて きた。そ して、学習の場にお いて も、「文章カムライグ語で書き、 日
常会話カ ムライグ語で話す こと」が、他 の言語 の学習の場合以 上に強調 されて
いるのである。そ のもっとも早い例は、AS.D.Smith(Caradary,n.d.に 1925),
″麟あ 』強彰 Parts I&Ⅱ ,Wrexham:Hughes and Son.で ある。本誌 の
閾
ユニー クな
レ え集バ で紹介 を試み ようと思ったが、研究 というよりは、極めて
語学書であ り、今回、 この欄で紹介 しようと思 う。
小冊子であることに も拠 るのかもしれな いが、出版年代 は ln.d.)な が ら、著
者 による序文 の終わ りに、August 24,1925と あるので、(c.1925)と してお い
た。同書 のユニー ク さの第一は、カムライグ語 に限 らず、 ほとんどの言語 の研
究や学習 の手引きにお いて も、ラテ ン語文法 とそ の影響 を強 く受けて いた英語
文法 の極格 の下 に、そ の対象 は、「日常会話」 に用 い られて いる変種ではな く、
「文章語」 が中心であつた時代 (言 語研究 、言語学習 の 「古典語主義時代」 と
で も名付 けて いいだろうか)に あって、カ ラダール著 「易 しいカムライグ語」
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は、読者 に 「話す」能力 を涵養 しようとするものである点が挙げられる。序文
において著者 は、
̀̀My chef aim has been to encourage the reader to spettWelsh,and
that at his own tteside,w■ thout the aid of a teacheri to break down

that initial sh5mess most ofus feel when tttmg to talk a strange language
for the fttst tilne:and to set him on the road to a lnore comprehenslve

knowledge ofthis 5血 e old tongue,wich can only be got by reading
Welsh books and talking to Welsh peopler'

「文章語」
と述べている。これ こそ外国語学習 の本来あるべ き姿であるとともに、
と「日常会話語」との区別 を明確 につけて学習 に取組む姿勢 を薦 めている点は、
同書が 出版 された時代 のみな らず現代にお いてす らも極めてユニー クな点だ と
指摘できよ う。今 のよ うに録音教材 を添付できなかった時代では、著者 の並 々
な らぬ配慮が随所にみ られるので、以下 にそのい くつかを紹介す る。
各課 の基本的な構成は、大抵 の語学書同様 、まず、そ の課 の学習項 目につい
ての文法的、語彙的説明があ り、そ の後 に、練習問題が用意されて いる。ユニ
ー クな点とい うのは、この練習問題 の構成である。練習 (alで は、「文章カムラ
イグ語」 の練習文が い くつか用意 され、「読解」 (音 読 と内容 の理解 )の 練習 を
するようにとの指示が与え られて いる。次 いで、練習 o)は 、「日常会話カムラ
イグ語」での「発音」の練習が、(a)の 各文 を用 いて与えられて いる。以上の練
習 により、学習者 は、「文章語」 と 「日常会話カムライグ語」での 「話 し方」 の
相違 を学ぶ ことができる。さらに、練習 0で は、練習 (→ で学習 した「文章カ
ムライグ語」の各文 に対応す る「英語文」が与えられ、その英文 を見て、1)「 日
常会話カムライグ語」で話 し、2)「 文章カムライグ語」で書 く練習をするよう
にとの指示が与え られている。 こ うした三段階の練習 を、中途半端で終わる こ
とな く、完全 にマスター した後、次の課 に進 むように心がけれ ば、 この学習書
の 目的である 「文章カムライグ語 で書 き、 日常会話カムライグ語で話す こと」
が達成されるのである。 この学習書 は、当然、英国 (主 に、カム リとイ ングラ
ン ド)に 住む、英語使用者で、真剣 にカム ライグ語 を習得 しようとする読者 を
対象 に書かれたものであるが、われわれ 日本人学習者 でも、 日本 の中学か ら高
校程度 の英語力があれば (語 彙 については、 コンサイス程度の英和辞書 の助け
が、時には必要)(充 分 に活用できるのである。
さらにユニークな点は、「文章カムライ グ語」 の音読 の場合や、「日常会話カ
ムライグ語」で話す場合 に必要な 「発音」 についての指導である。1925年 の出
版であり、国際音声学協会 Intemaumal Phonedc Associaionの 国際音標文
字 IPAも 既 に存在 はしていたが、ごく限 られた人々の間での使用 に限 られてい
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在す るが、日本人読者の多 くの人
た (現 在でもこの事情は程度の差 こそあれ存
等 々で使用されている「発音記号」
たちには、学校での英語学習 を通 じて、辞書
の表記でも活用できると想像できる)。
については、多少の知識があ り、IPAで
「
」 ̀ImitatedPrttunciadoゴ (「 模
そ のような事情から、著者独特の 発音表記
のよ
いる)を 考案 して、英語使用者であれば、ど
いて
を用
略字
I.Pの
音」
倣発
に描ける方法 を導入 し、本課 に先立ち、
うな「音」であるか を、かなり正確 に頭
いて、丁寧に解説こ練習とを用意し
カムライグ語の発音について 16ベ ージを割
による次のような「発音の手引き」PhOnetic Keyの

ている。まず、著者の考案
セクションが用意されている。

英語 にあ る

Pronunciatioゴ

類似 音

一
Ｔ

̀Imitated
︒∞
ｅ
ｏ ｏ ｏ︵
・・
ｅ ｅ ｅ・
ａ ａ¨
u

英語 の例
。
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e
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i
o
o
oo
oo

half
hat
late
let
deeP

dip
note
not
fool (oo-long)
foot (oo-short)
fur

u

ei

ei

height

oi

oi

bo■

th

nowい01

°W

OW

th

as

knOW")

think

励

th

g

g

r

rr

the

get COt as

gentle'')

error O.eo r― tri■ edl

sister(not aS miSeゴ )
S
S
い CH,LL,RHに 関 してい、別の表記 を
ただ、カムライグ語 にあつて英語 にな
の
して、読者 の注意 を喚起 し、別途9発 音 解
で示
ク″
グツ
いで、イタ
しな
考案
を身につ けるよう指示 している。 これ ら
グ語音
いカムライ
し
して、正
を理解
説
いる英語 の辞書で採用されている方法 と同
の記号は、一部 、英米で出版されて
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じものもあ り、英語使用者 にはさほど困難な記号体系ではな い と思われる。 日
本人学習者 の場合 には、前述 のよ うに、IPAに 準拠 した 「発音記号」 のほ うが
慣 れ親 しんでいるものと思われ、上に挙げたような記号 をさらに学習するには
手間がかかるか も知れない。 しか し、同書 を活用 しての学習 には欠かせな い。
幸 い、英語 の単語 を例に用 いた練習が豊富に用意されて いるので、指示 に従 っ
て学習に取組めば、 このような新 しい方法 も簡単 に習得 できる。一度習得 して
しまえば、本課を通 して終わ りまで活用 し、カムライグ語 を 自由に話せるので
大 きな財産 となることは間違 いな い
̀
さて、 ここで問題 となるのは、 このよ うな 「発音記号」 による 「話 されたこ
とば」 の転写 である。音声学研究 を目的 とする場合には、「音声転写」phonetic
transcriptiOnと い う作業があり、国際音標文字 の体系 を駆使 して、発音の実体
を明 らか にす るための記述 がなされる。時には、かな り詳細な 「精密表記」
narrow transc五 ptionも 行われる場合もある。 しか し、外国語 としてのカムラ
イグ語 の学習 には、それほどの 「精密 さ」は必要ではな い。 目的は、あくまで

も学習 のための 「視覚補助手段」 として の 「転写」である。そのような場合、
現実 に「口頭」で発音 して話 される「発話」utteranceな り「文」sentenceは 、
音声であ り、これを 「話 し言葉」spOken modeと 呼ばれる。これに対 して、「話
し言葉」 の音声 を、「精密転写」 ほど詳 しくはないが、学習者 に 「音声実体」を
「視覚補助手段」 として 「転写」 したものを、「書き言葉」w五 tten modeと し
て区別す ることが必要である。この区別に関 しては、Da宙 dAbercrombie(1967)
I Press,p.3.で は、次のよう
Eb
〆 a勁 鉱″塑 ∽θ激場 Edinburgh:U五ゃ

"″

に定義 して いる。
The mediuxYl oflanguage in its spoken mode is created by movements of

hps,tongue,la̲,lungs,and other 6rgans,and addressed to the ea■ The

meと um oflanguage in its￢ Titten mode is created by movements Ofhands,
arm and flngers,and is addressed to the eye."

そ して、前者 を aurd meこ um"、 後者 を ̀■ sual̲meと um"と 呼んでいる。つ
まり、「受け手」は、 aural meと um"で 発信 されたものは、「耳」で聞いて 「受
信」す るしか方法はな く、 宙sual meぬ um"で 発信 されたものは、「目」で見て
「受信」す るしか方法はない。
このよ うに考えて くると、「文章カムライグ語」 と 「日常会話 カムライ グ語」
という 「変種」 の区別 とは別 に、「話 し言葉」 とそれ を書 き写 した 「書 き言葉」
の区別 も必要 になって くる。カラダールが、英語 の使用者 を対象 としたその著
「易 しいカムライグ語」 ″勧 滋 あ 乃 7の 各課 にお いて、練習 (alに 印刷
されて いるのは 「文章カムライグ語」 の例文であり、練習 0)に 印刷 されてい
19
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「
「
」 として 「転写」された 書
るのは「日常会話 カムライ グ語」の 視覚補助手段
される「日常会話 カムライ グ語」
き言葉」 とい うことになる。従 つて、実際 に話
「耳」で聞きたけれ ば、 しつか りと学習
Cymraeg llafar/Ool10quial Welshを
の の発音器官 を駆使 して」大きな
して、自分 自身の 「唇、舌、喉頭、肺、そ 他
「
のための 「視覚補助手段」 に 発音表
。そ
一
ある
「
のが
番で
す」
に
話
で
声 現実
記」 を活用すればいいのである。
な 応 について述べ ることに
まとめ として、われわれ外国人学習者 の実際的 対
去 の紆余曲折 を経て、カムリ大学 の
す る。「文章カムライグ語」については、過
こesが 、
The Language and lttterature COmmittee ofthe Board of Celtic S
「カムライグ語正書法」 に準拠
1928年 に集約 した aり 餞4″ 力 め
字法」が、かな り 「標準化」 された も
"イ
した、所謂 「伝統 的文章カムライグ語綴
されて い
法書や 「文章語」の教科書な どに採用
のとしてほぼ定着 してお り
'文
々でも用 いられているので、それ を参照す
るとともに、諸種 の公式 の報告書等
この 「綴字法」 に慣れ る必要が
るのが妥 当であろう。文献等 を読む場合 には、
の 「書き言葉」 には、会話書 によつては
ある。一方、「日常会話カムライ グ語」
である。保守的な傾向の強 いものでは、上記
多少のばらつきも散見 され るよう
したものもある一方で、「口語」
のかな り標準化 された 「文章語」の綴 りに準拠
「
「話 し言葉」の学習 を勧 めるタイプの教科書では、その 話
を表面 に打ち出 して、
「
た 「書き言葉」 による 表記」
「
し言葉」 をかな り忠実 に 転写」 しようと試み
「
」は別 として、例えば、「文章語」
が見 られ る。前述 のカラダールの 発音表記
JSが 用 い られ、名詞 の複
には、‐
「
では、動詞活用語 尾の一人称単数 過去形」
「話 し言葉」では、それぞれ、[‑8S],
して、
数語尾は ‐ ′が用 い られて いるのに対
‐ ‐
が採用 されて い
8](南 部方言形)が 用 い られるところか ら、 錫 θの綴 り方
■ 「私 はあなたの手紙 を読みまし
るものもある。 (Cf.フ翻 marS瀕 め 4"り
ゴ
ケJJr醸 ・ 「私 は、昨 日、そ の本 を読みまし
た」 (文 章語):ル とb認
カ ″att Sevenoaktt HOdder a■ d
た」 (由 語形)■ J.Rhys Jones(197つ ″ リ
べ
然、「文章語」を用 いる き
StoutttOn,p.167.)論 文の要約な どの場合 には、当
しい友 人の場合以外 には、「文章語」
であるが、手紙な どの場合でも、よほ ど親
「口語形」 を多用 して返事 をくれる
を用いる方が無難であろ う。ただ、相手が
「
を いる方が適切であぅ う。外国
ような場合 には、それ に合わせて 口語形」 用
「
を書 くと、友人 として の 親 しみ」が失
人だか らと、無理 に 「文章語」で返事
われ る可能性がある。
[‐

「文章語」と「日常会話」とをはっきりと区別して、正確に学
いずれにせよ、

るのが望 ましいのは言 うまでもない。それ
習 した上で、カムライ グ語 を使用す
「文章語」であれ「ロ
、とにか く、
しても
じつたと
しく
も
では何度
の
には、そ 過程
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語」であれ、何度で も使 って 身 につ ける以外に方法はないで あろう。

