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1. はじめに



はじめに

本発表では、ブータン王国における言語政策の現
状と課題を取り上げる。発表者は2000年以降ブー

タン王国の少数言語の現地調査を行ってきたが、同
時に言語政策に関する資料も収集し、政府関係者
から聞き取り調査を行った。少数言語のデータ及び
言語意識に関する実態調査の結果を検討すること
で、ブータン王国の言語環境・文化政策と言語使用
の諸相を整理し、ブータン国民の言語生活及び彼ら
を取り巻く言語問題を考察する。



『ヒマラヤ学誌第7号』(2000)

月原敏博. 「カルチャル・ティベタンの言語文
化と教育ーブータンの個性にもふれてー」
pp.79-92.

野村亨.「ブータン王国における言語の状況：
その歴史と現状」pp.93-114.



私の研究内容（目的）

チベット＝ビルマ諸語の構造の解明

-通時的研究（言語史）

-共時的研究（地域的変異・周辺諸言語）

・ チベット＝ビルマ語圏社会の総合的理解

-社会言語学・言語人類学的研究



私の研究内容（目標）

チベット系諸語の記述・比較言語学的研究

エスニックコミュニティの言語人類学的研究

言語教育



私の研究紹介（研究課題）

チベット・ビルマ系言語の記述・歴史言語学

マンデビ語を中心としたブムタン系諸語の
記述言語学的研究

フィールドワークを手法とする記述言語学・言
語類型論・歴史言語学



2. ブータンの多言語状況



Ethnologue

23言語

Adi, Assamese, Bantawa, Hindi, Santali, 

etc., as the “Immigrant Languages”



ブータン王国の多言語状況
中央ボディッシュ諸語

ゾンカ語, チョチャガチャ語, ブロックパ語, ラカ語,チベット語

東ボデッシュ諸語

オレカ語, マンデビ語, ブムタン語,ケン語, クルテップ語, チャリ語, 

ザラ語, ダックパ語

ボディック諸語

ツァンラ語, ロックプ語

分類未確定言語

ゴンドゥック語, レプチャ語

その他

ネパール語m 英語
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Distribution of
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ブータン諸語の母語話者数
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3. 公用語ゾンカ語について



ブータン王国新憲法

第8条第1節

Dzongkha is the official language in 

Bhutan.
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2005年3月26日公表 第一次最終草案

「ゾンカ語版が英語版に優位する効力を有する」

2005年9月2日公表 第二次最終草案

「ゾンカ語版と英語版が同等の効力を有する」＝＞制定

・ 問題点

ゾンカ語版と英語版との間に解釈上の争いが生じた場合は
、最高裁判所がこれを調停することになっているようである。



ゾンカ語の問題点

（１）ゾンカ語の定義は曖昧であり、「フォーマル
な場で用いられる文章語としてのゾンカ語」、「洗
練された話し言葉としてのゾンカ語」、「ブータン
西部の言語としてのゾンカ語」という3つの意味

（２）ゾンカ語はマスコミの言語、伝統歌謡・伝統
舞踊の言語と認識されているが、より古い言語
的特徴をもつChökeで書かれるのが一般的

（３）ゾンカ語は公用語ではあるが、母語話者数
からすると総人口の20～30％に過ぎず、東部の
ツァンラ語、ネパール語や英語を含め4つの
lingua francaが話されている



ゾンカ語の問題点

（4）ブータン王国では英語がかなりな程度操れ
ないと就職が困難となる。ゾンカ語のゾンカ語能
力に長けていてもゾンカ語教師や僧侶になる以
外道はないといえる

（5）多民族国家を国民国家へと統合させるゾン
カ語教育政策は上手く機能しているとは言い難
い

（6）これらの問題点解決のために政府として今
後如何なる方針を提示するかは今後の課題



<tshugs.yig> tshui



<mgyogs.yig> joyi

a.k.a. lhoyi or monyi



4代国王期

Jigme Singye Wangchuck

1989年ゾンカ語開発委員会

1) 国語としてのゾンカ語の普及

2) 同国における言語文化遺産の保持



5代国王期

1) ゾンカ語能力の向上

2) ゾンカ語・英語のバイリンガル能力の向上

3) 母語を通じてのゾンカ語の普及

4) 情報・通信技術を通じてのゾンカ語の普及





DDCの取り組み
国家統合を目的としてゾンカ語の普及を促進
するためDzongkha Development 

Commissionがゾンカ語の標準化、識字の奨
励、辞書編纂、教科書編集等に従事している
。しかしながら、主にマンパワー不足及び資
金面の問題で満足のいく成果がまだまだ得ら
れていないのが現状である。目下ゾンカ語の
綴りの統一化が図られているが、全国的に普
及するにはなお時間を要する。



4. 保存・継承・再活性化



Krauss, Michael E. 1992. The world's 
languages in crisis. Language 68 (1): 4-10.

1) 「瀕死の状態にあるmoribund」言語：子供たち

がすでに学ばなくなっている言語．<-Brokkat
2) 「危機に瀕したendangered」言語：今世紀中

に子供たちが学ばなくなる可能性のある言語
．

3) 「安泰なsafe」言語.



危機言語
「危機に瀕 した言語の研究者の課題」
日本言語学会第110回大会, 1995年6月10日

公開リレー講演「少数民族言語の研究」
– 「消滅の危機に瀕した言語の研究（現状報告）」……土田 滋
– 「危機に瀕した言語の研究者の課題」……田村 すず子
– 「中国・ロシアのツングース諸語」……津曲 敏郎
– 「オーストラリア原住民語の現地調査｣……角田 太作
– 「祖語 (proto-language) の再構成や祖土 (home land) および
移住 (migration) 経路の推定に必要不可欠な少数民族言語
の資料」……清水 紀佳



危機言語の動向

国際先住民年（1994～2004年）

ユネスコ総会（2001年）が「文化の多様性を
尊重する宣言を採択、この多様性こそ人類の
共有財産である」

国連環境計画(UNEP)が「人間をとりまく環境
や文化と密接にかかわる言語を失うことは自
然の教科書を失うことだ」



ユネスコの指導

母語に基づくバイリンガル・マルチリンガル教
育

mother tongue-based bilingual and 

multilingual approaches



4.1 マンデビ語
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マンデビ語

話者人口： 10,000 (1993 Van Driem).  

別称： Henkha, Lap, Mangsdekha Dialects

Phobjikha, Chutobikha. Related to 

Bumthangkha. 

系統関係： Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, 

Himalayish, Tibeto-Kinauri, Tibetic, 

Tibetan, Eastern 



マンデビ語のイメージ

言語の能力について言えば、多くの話者はマンデビ
語の習得に潜在的関心を持っている。

マンデビ語が流暢に駆使できる人を｢うらやましい｣
と思う人もかなりいた。

「発音」が難しいという回答が最も多かった。

マンデビ語に対するイメージは｢堅い｣､｢聞きにくい｣



マンデビ語使用の変遷

過去 現在 将来

•使用状況 比較的活発 保持 衰退？

•ゾンカ語化 開始 浸透 更に進行

•評価 低い 高い ？

•社会的活動 特になし 特になし 保護普及？



数詞

2          4            6           7

マンデビ語 zün bre drok nis

ケン語 zon ble do ni

タマン語（तामाङ) nhi ble tu nis

マナン語(मनाङ) nhi ble tu nis

(ネパールのTGTM諸語)





特徴的な長さの単位

lagathepchu 拳骨の長さ

tho 親指から人差し指の長さ

choebri 肘から指の長さ

labri 肩から指の長さ

dzampci 胸から指の長さ

sem 鼻から指の長さ

dyhi 両手を広げた長さ



4.2 ブロカット語



5. 小結



保存・継承・再活性化のために

少数言語再活性化運動と記録保存の重要性
フィールドワークによって行う言語調査について
、包括的な考察を行い、実際の調査の訓練を行
う。扱う項目は研究の目的、研究者の倫理と役
割、調査する事柄、調査の準備、研究成果の刊
行(文法・語彙・テキストの３点セット)、データの
整理など、および、調査の訓練。
Tsunoda, Tasaku. 2005. Language 
endangerment and language revitalization. 
Berlin: Mouton de Gruyter.



少数言語研究に関する国際組織との強力な
連携関係の構築

少数言語の調査研究・出版・データベース化

表音文字の作成等



少数言語・文化の研究は主に外国人研究者
が担っており、ブータン国内の教育関係者は
ゾンカ語の普及が最大の関心事である。ゾン
カ語及び英語の波に対抗して地方語ひいて
は伝統文化を如何に保持するかという点に
着目する必要がある。



再活性化?

(a)言語保持運動

-マオリ語, 北米カリフォルニア諸語

(b)言語復活運動

-アイルランド語, ワロコ゜語



田村すゞ子先生のお言葉

「言語の多様性は良い、これは認めます。し
かし、だからと言って、私たちがアイヌの人々
に、だからあなたたちはアイヌ語を守りなさい
と強制することはできないんです。アイヌ語を
学びたくないという人もいる。そういう民族の
中の多様性も認めていかなければならない
んです」（2001年12月2日「危機言語第２回国
際学術講演会」於国立京都国際会館）
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ブータン王国の危機言語マンデビ語の現地
調査による記述及び形態統語論的研究
（科研費若手(B), 研究課題番号：23720195）

2011年度～2013年度

ブムタン諸語の記述言語学的・歴史言語学
的研究 （基盤研究(C), 研究課題番号：
26370472) 2014年度～2017年度

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研
究所現地調査派遣 2015年度
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御清聴多謝！
གནམ་མེད་ས་མེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ།
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