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は じめに
筆者 は、1953年 以降の学生時代 か ら 1968年 ごろまでは、 トマス・ハーデ ィ
Thomぉ Hardy(1840・ 1920や ジ ョー ジ 。エ リオ ッ ト George EL碗 (1819‐ 80
な どの小説 を始 め、イギ リス文学 に深 い興味を示 していた傍 ら、そ うした文学
作品 との関連 か ら、南部イ ングラン ド地方 ドーセ ッ ト州 Dorsetshtteの ウェセ
ックス地方 の方言や細江逸記博 士の中部地方方言 の研究に触発 され、イ ングラ
ン ド英語 の方言研究 と英語音声学 の分野 での研究 にも関心を もつていた。そ の
ころは、自分がま さか、カム ライ グ語 の研究や カム リ学 の世界 に飛び込むな ど
ー 当時は、英語 の ̀Wales'か
とは思い もよらなか つた。それ どころか、カム リ ー
らの借 用語 である 「ウェールズ」 とい う呼称 を使 って、そ う呼んではいた もの
の 一 の国が、ただ、イ ングラン ドの西側 に隣接 してい る地方 との認識 しかな
く、「イ ングラン ドの一部」に過 ぎない とい う、まつた く誤 つた考え しか持 って
い なか つたので あつた。
ところが、そ のよ うな筆者 は、1968年 度 に、英国大使館文化部 The B五 tish
COunciの 給費生 として、バ ンゴール 市にある北 ウェールズ大学 の音声学・ 言
語学科 での研修 の機会が与 えられたのを機 に、研修 の主題であつた 「一般音声
学 な らびに調音音声学 の立場 か らの英語音声学、特 に、 リズム とイ ン トネ ー シ
ョンの研究」 の傍 ら、カム ライグ語や カム リ学、 さらにはクル ト学 の分野 での

研究 をも始 めたので あった。言語 に興味の ある者 として、折角 のカム リヘ の研
修 の機会が与え られたのであるか ら、 この機会 に、少 しはカム ライグ語や カム
リについて も勉強 してお こ うとの考えか ら始 めたのが き っかけ とな り、次第 に
カム リの世界へ と入 つていつたのであった。
当時 の 日本 では、カム リに関す る情報 は極 めて乏 しく、皆無 に等 しか った と
言 うて も決 して言 い過 ぎにはならない状況 であつた。 カ ム ライ グ語や カム リ学
に関す る文献資料 も、まった く入手できない有様 で あった。第 一 、 日本語 とし
ては、そ の よ うな言葉 さえ存在 していなかつた し、21世 紀 になつた今でも、 日
本 で 出版 されてい る辞書 の類 には、収録 されていない こ とばなのである。今 日
のよ うに、イ ンターネ ッ ト等で、国内外 の諸大学 の図書館 の蔵書 の情報 が入手
で きる時代 が来 るとい うこ とな ども、想像す らできなか つた。筆者 のバ ンゴー
ル時代 の暮 らしは、昼間は主 目的の音声学関係 の研修 に没頭 し、夜 は、週 二回、
ケ ンブ リッジ大学で修 士 号を取得 し、筆者 と同 じ学科 に籍 を置 い ていたカ ム ラ
イグ語 を第 一言語 とす る学友が教 えて くれ ていたカム ライ グ語 の コースに出席
して 、 国語 カム ライ グ語 の習得を試みた りしたが 、そ の他 の夜 は、バ ンゴール
大学 の図書館 に出かけてケル ト学や、カム ライグ語 、カム リ学関係 のセ クシ ョ
ンに、閉館 まで居残 つて情報 の収集に努めていたのだ った。
そんな時代 に始 めたカ ム リ学 の世界では、̀Yn wir?'/ア ン ウィーノ
ン「本当 ?」
と疑 ったこともあ つた し、 ̀Amhosお 1'ノ ア ムホシブル/「 ま さか !」 と否定 し
た こ ともあつた。さつば り理解 ができな くて、苦 しんだ こ とがた くさんあった。
不思議 に思 つた こ とも多 々あった。そ の後、何度 かカム リの土地を訪れて、研
修や調査活動 の機 会 も与 えられたが、振 り返 ってみれば、ま さに 「五里霧 中」
の状態 の中に身 をおいて の半生を、カ ム リ学 とともに生 きてきた とい う実感 が
ある。40年 を経 た今 で も、その実感 を持ち続 けてい る。判 らない こ とが多 く、
現 地で収集 した膨大 な文献資料 を漁 りなが ら、途方 に暮 れ る こ ともしば しばで
ある。正直 に言 って、消化 が不十分な ところ も決 して少な くはない。
幸 い 、定年後は、当然 のこ となが ら、時間的余裕 もあ り、カム リをじっ く り
と観察す る こ とができる日常に身 を置いて暮 らしている。そ のよ うな筆者 に と
つては、正 に 「カム リ再訪」C「鮨u eto■omn eto/の 世界 を満喫で きる暮 らし
で あ る。 そ うした暮 らしの 中 か ら、今 まで進 めて きた筆者 な りのカ ム リ学
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は、現 地調査 の他、現地各地 の図書館や博物館等 々
で入手 した文献資料 か らの情報 は言 うに及ばず、現地 でお世話 になつた、専門

"eigで

家 を含 む多 くの知人 、友人 か ら教わって得た情報等、書物や論文での公表 に適
さない もの も多 く含 まれてい る。中には、「まつた く枝葉末節だ」 と思われ る向
きもあろ うか と思われ るが、せめて 「雑学 の勧 め」 として纏 めてお くの も一つ

