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ヒマラヤ学誌 No.7 20ω 

ブータン王国における言語の状況:その歴史と現状

野村亨
慶応大学総合政策部

はじめに

本稿は平成9年よ り平成 11年までの3年間にわ

たり、文部省科学研究費を得て、京都大学教育学

部の教員を中心として行われたブータン王固なら

びにネパール王国に関する科学調査の報告書の一

部をなすものである。

本稿ではまずブータン王国の現状を概観した

後、現在この国の国語に制定されているゾンカ語

を初めとしてこの国の言語分布状況についてやや

詳しく解説を試みたい。次に言語の状況に関連し

て、この国のマスコミの状況について紹介を試み

たい。最後に結論としてこの国がおかれた言語状

況を総括し、将来への展望を探ってみたい。

周知のごとくチベット語は正書法と現実の発音

との間に大きな議離が見られる。ゾンカ語におい

てもほぼ同様の現象が見られる。したがって本稿

では、ゾンカ語ならびに古典チベット語をローマ

字で転写する場合、とくに断らないかぎり、 一般

に採用されている正書法の転写に従って表記する

こととし、実際の発音をローマ字転写する場合は、

その旨を文中で述べることとした。詳しくは本稿

の付録にあるチベット文字ローマ字転写法の対照

表をご覧いただきたい。一方カタカナ書きの方は

ほぼ現実の発音に近い表記とした。しかし実際の

ゾンカ語は複雑な音韻や声調をもっており、カタ

カナでは到底正確な表記をすることは不可能であ

る。したがって本稿のなかのカタカナ表記はあく

まで近似値であることをあらかじめ承知された

しミ。

またブータン国内の各地で話されている言語の

名称の語尾につけられている r-カ」という接尾

辞は r-語」という意味である。また後述するよ

うに「ゾンカJとは「ゾンJ(要塞/城)の「カ」

(語)という意味である。つまり、この言語は本

来行政用語として普及した言語である。すなわち

中国語で、標準語となっている言語をかつて「官

話J(英語でmandarin) と呼んだのと同様の発想

である。したがって本来なら「ゾンカ語」という

名称はおかしいが、便宜上本稿では国語であるゾ

ンカ語にかぎり、「ゾンカ語Jと称し、その他の

言語についてはすべて「語」という接尾辞を付け

ずに、ただ「ブムタンカJrケンカ」などと表記

した。

最後に、このたびの科学研究費を得るために尽

力されるとともに、また筆者をこの調査研究に誘

って下さり、貴重な経験をする機会を設けて下さ

った京都大学教育学部教授、辻本雅史先生ならび

に同学部助教授、杉本均先生の友情に対してここ

ろから御礼を申し上げたい。また第一次、第三次

の調査旅行の際に同行され、ご支援、ご協力を賜

った諸氏に対しでも深謝申し上げたい。

第1章ブータン概況

1.国名

今日英語などの外国語ではこの国を「ブータ ン

王国J(Kingdom of Bhutan) と呼んでいるが、こ

れは自称、ではない。彼らは自国を「ドゥック ・ユ

ルJ(Hbrug-YuJ)すなわち「龍の国」、また自分

たちを「ドゥクパJ(Hbrug田Pag)つまり「龍の

民」と呼んでいる。この国の国旗は右上から左下

にかけて斜めに分割され、その分割線の上に昇り

竜が描かれているが、これはこの国の本来の名称

「龍の国」を象徴しているのである。「龍の国」と

いう名称、は次のような由来によるものである。す

なわち、 12世紀末のチベットの僧、ツァンパ・ギ

ャレー・イシェ・ドルジ (Gtsang-paRgya-ras 

Yeshe Rdorjj)が寺を建立しした際、突然「龍の

泣き声Jとされる雷の音を聞いたので、この寺を

本山とする宗派を「ドウツクパ派J(Hbrug-pa) 

と呼ぶようになった。17世紀にこの宗派がブータ

ンに伝えられ、国教となった。このため以後この聞

を「龍の国」と呼ぶようになったといわれている。
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では「ブータンj(Bhutan) という名称は何に

由来するのであろうか。じつはこの名称は 19世

紀にインドを支配していたイギリスと交渉するよ

うになって初めて使用されるようになったもので

ある。たとえば1800年に出版されたイギリスの

使節サミュエル・ターナーの報告書、 Samuel

Turner，“An Account of the Embassy to the 

Court of the Teeshoo Lama in Tibet : Containing 

Narrative of a Journey through Bootan and Part 

of Tibet" ，London， 18∞ では“B∞tan" という

綴りが使われている。この名称の由来に関しては

(1)サンスクリット語の“Bh-uttara" (高地)に

由来する、 (2)サンスクリット語でチベットを意

味する“bhota"に「国J1地方」などを意味する

ペルシア語系の接尾辞“stan"が着いたものに由

来する、 (3)同じくサンスクリット語でチベッ ト

を意味する“bhota"に、「端J1後ろ」などを意

味する接尾辞である、nta"が付加されたもので

ある、などの諸説があるが、なかでも最後の(3)

が最も可能性が高いと言われている。つまり「チ

ベット高原の端もしくは後ろにある国」という意

味である。

記録に残るかぎり、最初にこの国を訪れた西欧

人はイ エズス会から派遣された三人の宣教師エス

テヴァン・カセージャ (EstevaoCac巴lla) とジョ

アン・カパル(JoaoCabaOである。彼らは1627

年にこの国を訪れたが、その報告書にはチベッ ト

全体を指して「ポレンテJ(Porente) と呼んで、い

る。この語源は不明であるが、教会の中のごく一

部の人々に限られていたとはいえ、ブータンが西

欧世界に知られたのはこれが初めである。ちなみ

に彼らはチベットへ向かう途中この国を通過した

のだが、ちょうどこのころブータンはチベットと

戦争状態にあった。彼らは後述するようにブータ

ンで最初に国家統ーをなしとげた者として名高い

シャブドウン・ガワン・ナムギ、エル (Shabs-

drung-ngag-dbang-rnam-rgyal)に会い、武器の援

助を申し出て、断られている。

2.地勢・気候

ブータンの国土はヒマラヤ山脈の南麓の斜面に

位置しており、東経88度45分から 92度25分の聞

に位置している。 また南北の幅は北緯26.5度から

28.5度にかけて位置してお り、これはほぼ沖縄と

同じ緯度である。ブータ ンはその南でイ ンドの西

ベンガル州およびアッサム州と長い国境線を共有

している。またその東にはやはりインドのアルナ

チヤール・プラデーシュ州カメン地区と、また西

では、かつて独立王国であったが現在はインドに

併合されているシッキムならびに西ベンガル州の

ダージリン地区と接している。北部はチベットと

長い国境を共有している。現在チベットを支配し

ている中華人民共和国とは国境線が一部未確定で

あるため、毎年国境地区において委員会が持たれ

ているが、正式の国交はまだ結ばれていなし、。国

土の面積は約4万6500平方キロメートルである。

これはスイス、九州、卜より少し小さいほどの面積に

相当する。ほほ長方形をした国土は東西の距離が

300キロメートル、南北の幅は最も広い部分で

170キロメートルとなっている。

ブータンの国土は全体に北から南に傾斜した地

勢をなしている。国土の北部にはネパール、シ ッ

キムから続くヒマラヤ山脈がそびえており、険し

い山岳地帯となっている。その中にはジョモラリ

Oomolhari) (7314メートル)、マサガン

(11asagang) (7194メートル)など、世界の屋根

と呼ばれるにふさわしい峰々がそびえている。

一方中部から南部にかけての地帯には幾筋もの

川が険しい山肌を縫って北から南へ流れ、途中に

河谷平野や盆地を形成している。そして、それら

の川に沿って居住地が開けている。おもな河川lを

挙げると、東からアモ・チュー (1チュー」とは

「川」の意味、ここの河川名はすべて音写、以下

同様)、 (Amochhu)、ウォン・チュー (Wong

chhu)、サンコーシュ・チュー (Sankoshchhu)、

マンデ・チュー (11andechhu)、ブムタン・チュ

ー (Bumthangchhu)、クリ・チュー (Kurichhu) 

およびダンメ・チュー (Dagmechhu)などがあ

る。これらの河川はすべて下流においてベンガル

平野に出て、ブラフマプトラ川に合流してベンガ

ル湾に注いでいる。

ブータンの気候の特徴は雨が多いことである。

1年は雨季と乾季とに分かれるが、平均気温は季

節の違いよりも、むしろ標高差による違いの方が

大きい。世界でもまれに見る多雨地帯は豊かな照

葉樹林地帯を形成した。その様子については文化

人類学者でブータ ンを初めて日本に紹介したこと

でよく知られた中尾佐助氏がその著書 [秘境ブー
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タンjのなかで展開している「照葉樹林文化論J
でつとに有名である。この多雨多湿な環境は豊か

な植物相をはぐくみ、古来、チベットでは f薬草

の国」として知られていた。

プータンの国土のうち森林面積が約半数の

57%を占めている。これに対して耕地はわずか

16%に過ぎず、また残りは不毛な地帯となってい

る。また国土全体の20%が政府によって自然保

護区域に指定されている。

人々の居住地域は次の3つの区域に分けること

ができる。すなわち、北部の高山帯、中部の温帯、

南部の亜熱帯である。北部高山地帯は平均高度

3500メートル以上の地域で、あり、ここでは主とし

てヤクなどの放牧が行われている。中部の温帯は

平均高度1500メートルから 3500メートルにかけ

ての地域である。ここはブータンの中枢地域とい

うべき地帯で、おもな都市や集落もすべてこの地

帯にあり、全人口の40%がこの地域に住んで、い

る。また南部の亜熱帯地域はベンガルの平野につ

ながる地帯で平均高度は 1500メートル以下の高

温多湿な熱帯降雨林が広がり、主としてネパール

系の住民が住んでいる。

古来プータンの人々は夏と冬とで居住地を変え

る、季節移動のパターンを繰り返していた。たと

えば現在中央政府はテインプーに置かれている

が、 1950年代以前には、夏はテインプー、冬はプ

ナカに政庁が移動していた。ティンプーに中央政

府が恒久的に置かれるようになったのは 1950年

代末の第3代国王の時からである。なお僧侶たち

は現在でも、たとえば夏はブムタン、冬は トンサ

という具合に季節移動している。

3.人口・民族

現在の人口は約 60万人前後と見られている。

かつて 1971年にブータンが国連に加盟申請をす

るにあたり、人口が100万人以上ないと加盟が認

められないとの誤報があり、これを信じた当時の

ブータン政府がとりあえず、人口を 100万人と発

表した。その後、この数字をもとに自然の人口増

加率などを勘案して 130万人ないし 170万人とい

う人口が誤って伝えられでいた時期があったが、

いずれも根拠のない数字に過ぎなかった。しかし

ながら 1988年に国勢調査が初めて実施され、じ

つは総人口が60万人あま りに過ぎないことが判

明したのであるo

ブータンには昔から「グン」と呼ばれる一種の

戸籍があった。政府はこの戸籍をもとにして+般

民衆に対して傍役を賦課していたから、その数字

は正確で、あったが、残念ながらグンは個人単位で

はなく、家族単位であったから、正確な人口は国

勢調査が行われるまで、不明だ、ったのであるc

プータンの国民を人種の上から見ると、その3

分の2がチベット系の住民でのり、かれらは主と

して北部および中部に居住している。また残りの

3分の1はネパール系の住民で、彼らは主として

ベンガルの平野に近い南部の低地に住んでいる。

一口にいうと、ブータンの社会・文化はブラッ

クマウンテンを境として東に行くほど東南アジア

的になり、 一方西に行くほどチベット的になると

いえる。

すなわち、東部では照葉樹林地帯がめだち、豚

が飼育され、衣服もたとえば女性の民族衣装「キ

ラ」に見られるように、むしろその文化はビルマ

などに類似した様相を呈している。中尾佐助氏に

よれば、ブータンの文化に見られる東南アジア的

ないし照葉樹林文化的な要素としては、たとえば

水田稲作、タロイモ、ヤムイモ、ソパ、納豆、製

紙、竹製品、歌垣などを挙げることができると

いう 。

これに対して西部ではチベット高原に続く高原

の放牧を中心とした文化で、ヤクなどが飼育され、

衣服も男性の民族衣装「ゴ」に見られるように、

高度が高く、寒冷な気候に適した服装となってい

る。おなじく中尾佐助氏によれば、チベット文化

の要素としては、たとえばヤクの飼育、バター茶

やチーズなどの乳製品の使用、小麦、チペット仏

教などを挙げることができるという。同氏は、そ

の著書のなかで 「チベット人が照葉樹林地帯に降

りて来て、そこの環境に適応したのがブータン人」

であると言っ ているが、まことに言い得て妙で

ある。

4.歴史

ブータンの古代は聞につつまれており、不明な

点が多い。しかしブータンは北にチベット、南に

インドというふたつの大きな文化圏に挟まれてい

る。このような地政学的条件におかれているブー

タンの歴史を見る際、この両文化圏との関係でみ
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て行く必要があることはただちに理解できるであ

ろう。Lかしニの両文化圏との交流は必ず、じも均

ーではなかった。‘

プ}タンの歴史を見ると、古代以来、伝統的に

関係が深かったのはむしろチベットであり、その

歴史もチベットとの関係で語らなくては理解でき

ない点も多い。一方南側のインドとの関係が深く

なったのは、近代に入札イギリスの植民地支配

がインドにおよんで来てから以後のことである。

ことに、 1950年代以後、チベットが中華人民共和

国により侵略、併合されてから以後はチベットと

の交流は極めて困難になり、事実上ブータンは南

のインドとの交流に力点を転換せざるをえなくな

ったのである。

7世紀前半にチベットがソンツェンガンポ王

(Srong-btsan Sgam-po) (627 -649在位)によっ

て統ーされ、初めての統一王朝が成立した。唐代

の中国史料に「吐蕃」という名称、で現れるのがこ

の政権である。ブータンの伝説によれば、同王は

在位中に圏内に 108の寺を建立することを発願

し、その勅願によって建立された勅願寺の内の2

ケ寺がブータン国内に現存するパロのキチュー寺

(Kyichu lhakhang) とブムタンのジェンペル寺

(J ampal lhakhang)であるというが、歴史的には

証明されていなしミ。

8世紀中葉になると、チベット王ティソン・デ

ツェン (ThisongDetsen)が仏教を国教と定めた。

またとのころグル・リンポチェ (GuruRimpoche) 

(貴い締)と尊称され、プータンへ仏教を伝えた

高僧として名高いパドマサンパヴア

(Padmasambhaval. (蓮華生菩薩)がニンマ派

(Nyingmapa) (古派、紅帽派)を開いた。ブータ

ンの伝説によれば、彼は仏教の布教のためブータ

ンを訪れ、地元の玉の庇護を得てブムタンのク ル

ジ、ェー寺 (Kurjelhakhang)やパロのタクツァン

僧院 (Btag-tshangGompa)などを開いたという

が、歴史的には証明できない。しかし今日のブー

タンでは第二の仏陀として崇められ、その地位は

ほとんど仏陀と同格に扱われている。言い換えれ

ば、一般民衆にと って、ブータンの仏教は「パド

マサンパヴァ教」といっても過言ではないので

ある。

9世紀から 10世紀にかけての時代は不明な点が

多い。 このころチベットではランダルマ王

(Lang. Darma) (836 -842在位)による排仏運動

があり、仏教は一時的に衰退した。11世紀になる

と仏教が再び復興し、「サルマJ(Sarma) (新派)

と総称される各種の部派が成立した。なiかでもカ

ルギュパ派 (Bkah-rgyud-pa) は後にいくつかの

派に分かれるが、そのうちの有力な一派、 ドゥクι

パ派 (Hbrug-pa)は先に述べたように、現在プー

タンの国教となっているという点で大変重要で

ある。

13世紀の初め、チベットの高僧パジョ・ドゥゴ

ム・シグポ (Pha-jo-hbrug-sgom-shig-po)によっ

てカルギュパ派のなかのドゥクパ派の仏教がブー

タンに初めて伝えられたことは極めて重要な出来

事である。以後、ブータンではすでに存在してい

た古派とドゥク派との聞に派閥抗争が激化して行

くことになるのである。また 15世紀にはちょう

ど日本における一休禅師のような癒在僧として今

日までブータンの民衆に親しまれているドゥク

パ・キュンレイ (Hbrug-paKuenlej)が活動し、

仏教がブータン圏内各地に広まっていった。

古来ブータンの人々はJ11筋の狭い平地にかじり

ついて耕作や放牧を行って生活を営んできたよう

である。またブータンでは 17世紀のころから、

それぞれの川筋に「ゾンJ(Rdzong) と呼ばれる

要塞を中心として政治勢力が形成されてきた。ゾ

ンは政治の中心であるばかりでなく、またそのな

かに僧院が併設されていることからも分かるよう

に、宗教的な権威の中心でもあった。つまりブー

タンの社会はおのおのの川筋に形成されたゾンを

中心とする祭政一致の勢力によって支配されてき

たということができるであろう。またこの国の地

勢は南北に流れる川筋を中心として展開している

ため、古来インドからチベットへ抜ける交易路は

発達して来たが、反面、東西の移動は険しい尾根

に阻まれて極めて困難で、あった。このためブータ

ンでは17世紀になるまで統一政権は存在しなか

った。

この国で初めて統一政権を樹立したのはシャブ

ドウン・ガワン・ナムギェル (Shabs-drung-ngag-

dbang-rnam-rgyaI) (I594 -1651)である。彼は

チベット仏教のドゥックパ派の高僧で、チベット

のラルン寺 (Rwa-lung)の第18代座主という高

い地位にあった。しかしながら 1616年に転生者

同士、の派閥抗争に負けてプータンに亡命してき
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た。彼は 1629年にシムトカ (Semtokha)に最初

のゾンを建設した。これが現代まで続く祭政一致

の始まりである。これに対してチベットのダライ

ラマ5世はブータンを侵略併合しようとして攻撃

したが、これは失敗に終わった。

シャブドウンの業績としては、法体系の整備、

各地のゾンの建設、チョシ制度 (Chhoesi)と呼

ばれるデシ (Desid) (摂政)を中心とした祭政一

致制度の確立、ならびにジェイケンポ (Rje-

Mkhan-po) (法王)を頂点とする聖職者のヒエラ

ルキーをつくりあげたこと、などを挙げることが

できる。なかでも重要な業績として、チベット仏

教のうち、 ドゥクパ・カルギユパ派の教えを国教

と定めて、この国を「龍の国」としたことは忘れ

ではならない。しかしシャブドウンの死後、権力

がシャブドウンの転生者、世俗世界を支配するデ

シ、および宗教界を支配するジェイケンポに三分

されたことから、三者の聞の摩擦による紛争が絶

えなかった。 1651年にシャブドウンが死去したが、

その死は以後半世紀にわたって秘密にされたとい

う。彼の権威の大きさを示すエピソードである。

その後、ブータンではシャブドウンが作り上げ

た聖界と俗界とをそれぞれジェイケンポおよびデ

シ(摂政)によって統治するという体制が堅持さ

れた。またイギリス人がダルマラージャ(法王)

(Dharma Raja) と呼んだ国家元首はシャブドウ

ンの死後、その親族によって引き継がれて来たが、

17世紀末にその血統が途絶えると、以後はチベッ

トのダライラマやパンチェンラマのように転生化

身によって引き継がれて来た。

シャブドウンが作り上げた体制はブータンの

東、西、南にそれぞれペンロップ (Penlop) (知

事)という行政官をおいて統治する支配構造であ

ったが、 19世紀に入ると中央政府の権威が弱体化

して各地のペンロップが自立する事態となった。

またこのため、 19世紀初頭以来インド支配の手を

広げてきたイギリスと勢力圏をめぐって利害が衝

突するという事態が発生した。なかでもインドと

接するドアール地方 (Duar)の支配権をめぐっ

て1864年、イギリスとブータンとの問にドアー

ル戦争が勃発した。ちょうどこの頃、プータン囲

内ではパロとトンサのペンロップが互いに覇権を

争っていて囲内が分裂していたので、近代的な武

器をもったイギリス箪は漁夫の利を得てたちまち

のうちにドアール地方を占領してしまった。その

結果、 1865年にシンチュラ条約が結ばれ、イギリ

スに国土の一部を奪われるという事態になってし

まった。当時、イギリスはヒマラヤを越えてさら

にチベットに触手を伸ばしつつあったが、この時

にチベットとイギリスとの仲介役を務めたのがト

ンサ (Krong-Gsar)のペンロップの座にあったウ

ゲン・ワンチュク (Ugyen Wangchuk)であった。

彼はまた当時ブータン囲内でも着々と地歩を固め

つつあった。領土の一部を奪われるという事態に

なった当時のブータンをめぐる国際情勢を見た彼

は統一政権の必要性を感じ、 1907年に初代国王に

就任し、ここに世襲王朝の基礎を築いた。その結

果、従来のデプ・デシ制度は廃止されたが、宗教

界を支配するジェイケンポ制度は残されたので

ある。

その後、 1926年に即位した第2代国王ジグメ・

ワンチュク(jigmeWangchuk) を経て 1952年、

近代ブータンの父といわれる第3代国王ジグメ・

ドルジ・ワンチュク(jigmeDorji Wangchuk)が

即位して、国連加盟や五カ年計画の策定を初めと

して各種の近代化政策が取られた。しかし同王は

1972年、外国訪問中にナイロピで急死し、替わっ

てジグメ・センゲ・ワンチュク(jigmeSingye 

Wangchuk)が弱冠17歳で第4代国王に即位し、

現代にいたっている。

5.王制

前章で述べたように、この国では世襲君主制は

1907年に始まった比較的新しい制度である。国王

はドゥク・ギャルポ (DrugGyalpo) (龍王)ある

いはドゥ・ゲ・ガダ・リンポチェ (Hbrug-rgyal

Mngah-bdag Rim-卯-che) (尊い君主)という称号

で呼ばれる。

また王族たちについては、男性は「ダショー」

(Drag-shos)、女性は「アーシェJ(A-she) と呼

ばれるが、これらの称号は、現在では王族に限ら

ず、ひろく一般に尊称として使われている。

現国王ジグメ・センゲ・ワンチュクは4人の王

妃(互いに姉妹)をもち、 4男5女をもうけてい

る。皇太子、ジグメ・ケサル・ナムギャル・ワン

チュク(JigmeKesar Namgyal Wangchuk)は

19田年生まれで、現在は外国へ留学中という。

プータンは世界でも珍しい国王親政の国であ
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る。一般国民にとって国王の存在は「雲の上の人」

というよりもむしろ「親分」ないしは「ボスjと

いう認識が一般的である。また国民は直訴権があ

り、 一部の社会主義国家のような「上から強制さ

れた個人崇拝」のような雰囲気はほとんど感じら

れない。また現国王自身が「世襲王制が最良の政

治形態であるとは必ずしも思わない」と発言して

いることにも現れているように、この国では「開

明君主と献身的な忠臣との好ましい関係」が存在

しているのである。もちろんこの国も生身の人間

の住む社会である以上、まったく問題がないわけ

ではない。

しかしながら日本の一部のマスコミに見られる

ように、王国というとすぐに「専制君主の圧政の

下で岬吟する一般民衆jというようなイメージを

描きたがるのはブータンの事情をよく分からずに

報道する軽薄なジャーナリストの安易な態度であ

る。 90年代初頭にブータン国内でネパール系住民

の処遇をめぐって社会不安や反政府デモが発生し

た際に日本の一部の報道機関はこのような安直な

視点でブータン情勢を報道したが、このような態

度は誤りであるばかりでなく、両国間に存在する

良好な関係を害する行為である。ネパール人問題

は本稿の主題の範囲外であるから、今回はこれ以

上この問題に深入りすることは控えたいが、君主

制がよいのか、共和制がよいのか、などを含めて、

ブータンの将来はブータン国民自身が決めればよ

いことであって、外国人が安易に口を挟むべき問

題ではないことをよく承知すべきである。

第2章言語の分布状況

1.概況

現在ゾンカ語はブータン王国の国語となってい

る。この言語はまた、ブータン王国を構成する 20

の県のうち、 8つの県での地方語ともなっている。

その8つの県とはすなわち西部ブータンにあるテ

インプー (Thim-phug).プナカ (Spu-na-kha)、

ガサ (Sgar-sa)、ワンデイフォダン (Dbang-hdus-

pho-brang)、パロ (Spa-gro)、ダガナ (Dar-dkar-

nang)、ハ (Had)およびチュカ (Chu-kha)の諸

県である。しかし現在ではこの言語はブータン全

国で話される共通語となっており、また行政上で

使用される言語ともなっている。

ゾンカ語のほかに，ブータンでは20あまりの

言語が話されている。それらの言語は後述するロ

ーツァムカを除き、すべて広義のチベット・ビル

マ語派に属する言語である。ブータンの言語は大

きく分けると、次の8つのグループに分類するこ

とができる。すなわち、ゾンカ語群、ブムタン語

群、ツァンラ、ロクプー、ゴンドゥク、オレカ、

レプチャおよびインド・アーリヤ系言語である。

このうちゾンカ語群には国語としてのゾンカ語の

ほかに、ごく近い言語であるチョチャガチャカと、

ブロクパケ、ダクパカ、ブロッカト、ラカ、ラー

ヤカ、ルナナカ、および、ボェカである。ブムタン

語群はブムタンカ、ケンカ、クルトェカ、チャリ

カ、ザラカ、およびニェンカから構成されている。

これ以外の言語グループ、つまりツァンラ、ロク

プ一、ゴンドゥク、オレカ、レプチャ、およびイ

ンド・アーリヤ系言語はそれぞれが独立した一種

類の言語から成り立っている。

なかでもとくにロクプー、オレカ、ゴンドゥク

の各語は、ブータンの先住民族の影響を色濃く残

しており、そのうち、ゴンドゥク、オレカは古代

チベット・ピルマ語派の言語が持っていた複雑な

動詞活用を残している。これと同じような動詞活

用はネパ}ル東部のキランティ語や内蒙古でかつ

て話されていて、現在では死語となっているタン

グート語(西夏語)や、その他、内陸アジア各地

に独立して散在するいくつかの間系統の言語にも

共通して見られる特徴である。

2.ゾンカ語 (Dzongkha)

先述したように、ゾンカ語はブータンの国語で

あり、かつブータンを構成する 20の県のうち、

西部ブータンの8つの県の住民の母語となってい

る。さらに、この言語はブータン全国で国民の共

通語となっている重要な言語である。たとえばタ

イ，ピルマ、ベトナムなど、ブータンよりもはる

かに多種多様な言語が囲内で話されている国でも

そのなかのただひとつの言語が国語ないしは共通

語として選ばれて、話され、また学校教育の現場

で教えられている。ブータンでもこれらの国々と

同じように，ゾンカ語が国語として選ばれている

のである。この言語が国語として選ばれた主な理

由は、その豊富な文学作品、および言語の古さに

ある。ゾンカ諾は元来、数世紀前に古典チベット

語 (Chos-skad)から分岐し、ブータンの地で独
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自の発展を遂げてきた言語である。つま り、言語

学的にいうと、現代のゾンカ語は古典チベット語

の直接の末商ということができる。そして古典チ

ベット語は現在でも仏典を書き記す経典用語とし

てのみならず、文学作品や学術書，医学書なども

すべてこの古代チベット語で書かれているので

ある。

「ゾンカ語J(Dzongkha) とは、字義通りに解

釈すれば「ゾンJ(Rzong)の「言葉J(kha) とい

う意味である。ゾンとはブータンの各地に見られ

る要塞のことである。これらのゾンは昔から軍事

基地であると同時に、政治や行政の中心でもあり、

さらには学問の中心でもあった。歴史的に見ると、

ゾンカ語は昔から俗にガロン (Snga-long) と呼

ばれてきた西部プータンの俗語が徐々に発展して

成立した言語である。この地方の俗説では、ガロ

ンとは「最初に起こった者たち」、つまり、最初に

仏教を受容した人々という意味だと説明されてい

る。この地方がブータンで最初にチベットの仏教

文化を受け入れた地方であることは事実である

が、その語源については、恐らく「ゲルンJ
(Sngan-long)つまり、「古代から開けた地域」と

いう意味の方が妥当であろうと思われる。すなわ

ち、 14世紀に中央ブータンを訪れたチベットの聖

者クンケン・ロンチェン・ラムジャン (Kun-

mkhyen-klong-chen-rab-hbyams) (1308 -1363) 

がシャ (Shar)、とパロの谷の住民を指して「ガ

ロン」と呼んでいるのである。また、後述するゲ

ンカ (Sngan-kha) という名称もまた恐らくは同

じ語源から発したものであろうと思われる。

以上に述べたような経過からブータンにおいて

は過去数世紀に渡って、ゾンカ語がもっとも重要

な言語となってきた。宮廷用語、軍事用語、教養

あるエリートの言語、あるいは政府や行政機関で

使われる言語としてゾンカ語は、少なくとも 12

-13世紀以来使われてきた。このように長い歴

史を有するという背景とともに、近代国家として

のブータンが近年めざましく発展するにつれて、

ブータン国民全体からもゾンカ語は国民統合の象

徴と して認識されるようになってきたのである。

ブータンの他の地方語を話す人々からもゾンカ語

を国語として認めるという動きがごく自然に起こ

っているのもこのような背景があるためであろ

う。ちなみにゾンカ語でデンジョケー ('bras-

ljongs-skad)、あるいはデンジョビカ (・ bras-

ljongs-pahe-kha) と呼ばれている隣邦シッキムの

国語(現在はインド領)はゾンカ語の一番近い親

戚ともいえる言語である。

ゾンカ語自体にもさまざまな方言がある。こと

にテインプー県の北部、ヤクが放牧されている高

原地帯のリンシ地区 (Gling-bshi)など北部や西

部にはかなり違った様相をもっ方言が話されてい

る。それらの方言をよくみると、文法構造や語蒙

の点でチベット語にかなり近いことが見てとれ

る。またハ県 (Had)で話されているゾンカ語は

特殊な形態をもっていることで知られている。し

かし伝統的には、ワン (Wang)、つまりテインプ

ー谷地域、とテー (Thed)、つまりプナカ地区で

話されるゾンカ語がもっとも標準的であるとみな

されてきた。現代の標準ゾンカ語の文法、語義あ

るいは発音などもまた主としてこの地域の言語を

もととして制定されているのである。

3.ゾンカ語に近い他の言語

〈チョチャガチャカ} (Khyod-ca-nga-ca-kha) 

興味深いことにゾンカ誇が話されている地域か

ら遥かに遠い東部のクリチュ一流域一帯で話され

ているこの言葉がもっともゾンカ語に近い形態を

もっている。じつはこの言語は前に述べたチベッ

トからの移住者たち、つまりガロンが東部に移住

したものたちの子孫であると考えられている。こ

の言語の名称、であるチョチャガチャカとは一人称

と二人称の名称、つまりチョッ(あなた)とガ

(私)という言葉から由来している。しかしこの

言語の話者がこの名称で呼ぶことはほとんどな

い。彼らが好んで使う名称としては、ツァマンパ

イカ(ツアマンの言葉) (Rtsa-mang-pahi-kha)、

ツァカリンパイカ(ツァカリンパイの言葉)

(Tsag-ka-gling-pahi-kha)あるいはクルメットパ

イカ(クルメットの言葉) (Kur-smad-pahi剖 la)

などカtある。このうち、ツァマンパイ、ツァカ リ

ンパイはプータン東部のモンガル県にある村の名

前であり、またクルメットとはこの言葉が話され

ているリュンツィー県 (Lhun-rtse)の村の名前

である。他の人々はチョチャガチャカの話者をマ

ツパ (Smad-pa)、つまり「低地にすむ人々」と

いう名前で呼ぶ事が多い。

チョチャガチャカは発音の点で一般にゾンカ語
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よりも保守的な傾向が強い。たとえば「猿」

(spra) を“pra¥「崖J(brakh)を川ra¥「ひ

ったくる、奪うJ(hsrog)を“phrok"と発音す

る。動詞の語尾はおおくの場合、ゾンカ語に類似

した形態をとることが多い。しかしチョチャガチ

ャカでは、たとえば“song-mala"(行くこと、 1:Y
くだろう)のようにブムタン語とおなじ不定詞の

語尾である-malaを使う。将来この言語がより深

く研究された暁には姉妹語ともいうべきゾンカ語

の歴史がよりよく解明されるだろう。

チョチャガチヤカはモンガル県 (Mong-sgar)

とリユンツィー県にまた治宝るクリチュー (ku-ri-

chu)流域の地域で話されている。クリチューの

西岸ではリュンツィー県北部のジャレ村 (Rgya-

re) までこの言語が話されており、それより以北

のタンマチュ村 (Stag-mo-chu)ではクルトェプ

カが話されている。また南部ではリミタン村

( Gling-mahi-thang)までこの言語が話されており、

それより南にあるクリチューの支流、 ドゥブトプ

ザンパチューの流域地区はチョチャガチャカと隣

接するケンカとの混合地帯となっている。なおク

リチューの西岸でチョチャガチャカの話されてい

るおもな村落としてはツァマン (Rtsa-mang)、テ

ィダンビ (Kri-dang-sbis)などがある。

センゴルの村 (Seng-sgor) とテイダンピの村、

そしてリミタンがチョチャガチャカとブムタンカ

との境界線をなしている。 一方クリチューの東岸

でチョチャガチャカが話されている地域は、北部

ではクルトェカが話されている西岸のタンマチュ

村と向かい合うリンジェーゲオ (Gling-rgyas-

rged-hog)のミンジ、エ一村 (Smin-rgyas) までで

ある。ちなみに「ゲオ」とは、一つの村の中の地

区、すなわち部落に相当する行政単位である。ク

リチュ一流域で、これより以北の村はザラカが話

されている地域となっている。

また南ではトルマゾン村 (Gtor-ma-gshong)ま

でこの言語が話されているが、それより以南でク

リチューとテウェンチュー (Kre-wan-chu)が合

流する地域ではチャリカが話されている。ツアン

カルゲオ (Btsan-mkhar-rged-hod)でチョチャガ

チャカが話されているおもな村落としてはアウツ

ォ (Yhu-tsho)、カルマシャンシャン (Karma-

shang-shang)、ゴルガン (Sgor-gan)、ブドウル

(Hbu-dur)、クピンイェサ (Ku-pi-nyal-sa) など

があげられる。また県庁所在地のモンガルではこ

の地方の主要言語であるツァンラとならんでチョ

チャガチャカがひろく話されているし、さらには

タシガン (Bkra-shis-sgang)やタシャンツエ

(Bkra-shis-gyang-tse)でもチョチャガチャカを話

す地区があることが知られている。

〈ブ口クパケ} (Hgrog-pa引くad)

ブロクパケとはメラ (Me-rag) とサクテン

(sag-steng)にすむブロクパの人々が自分たちの

言語をよぶ名称である 。ゾンカ語ではビョカ

(Hbyog-kha) と呼ばれ、またその話者はビョプ

(Hbyogp) と呼ばれている。またツァンラを話す

人々はかれらのことをブラミロ (Bra-mi-lo)、つ

まりブラミ語と呼んでいる。レーリヒ (Roerich.

1961・25)の報告によれば、プロクパケは古代チベ

ット語の音韻や語集をもっともよく残しているチ

ベット語の方言であるという。これはっとに多く

のチベット学者からも指摘されてきたことでも

ある。

メラでは約 100世帯、 2000人あまりの人々によ

ってブロクパが話されているといわれ、またサク

テンでは600世帝、約3∞0人あまりの人々がこの

言語を話している。この地域ではこの言語を別名

メラサクテンカと呼ぶのはこのためである。

〈夕、クパカ} (Dwags-pa-kha) 

この言語はブータン東部のポンメ (Phongs-

med)、チャレン (Skya-leng)、ヨビナン (Yo-bi

nang)、ダンポレン (Dang-pho-leng)およびラデ

ィ (Ra-sdi)に近いレンカル(Gleng-mkhar>、さ

らにはインド国境を挟んで向こう側のアルナチヤ

ールプラデーシュ州 (ArunacalPradesh) タワン

地区 (Rta-wang)で話されている。ダクパカは一

見して明らかなようにブロクパケの方言である。

この言語の話者たちはブロクパと同じようにヤク

を放牧して生計を立てている。ただブロクパとは

異なり、ダクパカは隣のザラカからいくつかの語

集を借用している。ブロクパもダクパもともに独

特のジャム (zhamu) と呼ばれる帽子をかぶり、

また独特の上着を着ていることで知られている

が、両者には異なった点も多い。たとえばダクパ

はドルマ (dor-ma) と呼ばれるズボンを穿くのに

対して、ブロクパのほうはピシュ (pishu) とい
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今皮製の脚半をつけ、そのうえにカンゴ

(kanggo) という厚いウールでできたエプロンの

ような布をちょうど腰巻のよう に締めている。

(ブロクカト}• (Brokkat) 
ブロクカトとはブムタン県のドウール (Dur)

に住むブロクパの人々が白分たちを呼ぶ名称であ

る。ゾンカ語ではブムタン・ドゥーギ・ピョピカ

(Bum-thang-dur-gyi-hbyog-pahi-kha) (ブムタンの

ドゥーに住むブロクパの言語)と称される。ブム

タン県北部に住んで、ヤクの放牧をして生計を営

んでいるブロクパの人々は大体ブムタンカに似た

構造の言語を話している。

おもしろいことには、ブムタン県北部のドウー

ルという部落で定住生活を送っているブロクパの

人々だけがこの言語を話している。 ドウールでは

約70世帯の家があり，そのうちの約3分の2の家庭

ではこの言語が話され、残りの3分のlの家庭で

はブムタンカが話されている。

ブロクカトはあきらかにメラやサクテンの言語

と異なった特色をもっており、またブムタンカか

らの影響もそれほど多くないように見受けられ

る。もっともブロクカトのカト (kat) 自体がブ

ムタンカで「言語」を意味する語尾である。かれ

らはゾンカ語のことを「ガロンカJ(Ngalongkha) 

と呼んだ、り、あるいはプムタンカの名称、を借用し

て「メンカトJ(Mengkat) と呼んだりしている。

さらにはブロクパたちはブムタンカを話す人々の

ことを「モンパJ(Monpa)また彼らの言語を

「モンカトJ(Monkat) と呼んでいる。

〈ラカ} (La-kha) 

ラカとは「山の人々の言葉」という意味である。

セプゲオ (Sras-phug-r ged -hog) のブロクパの

人々がかれらの言語をこう呼んでいる。ゾンカ語

ではこの言語をツアンカ (Tshangs-kha) とよび、

またこの言語を話す人々を「ラカパJ. (La-kha-pa) 

(ラカを話す人々)もしくは「ラプJ(Lap) (山も

しくは峠に住む人身)と呼んでいる。セプゲオは

ウォンデイフォダン県にあり、ブラックマウンテ

ンの北、チベットとブータンを分ける国境の険し

い山、 ガンガJレ・キュンザン山(Gangs-dkar-kun-

bzang)の南にある。

セプゲオのなかでラカを話している村としては

ブソ (Bu-gso)、ランプジ(Glang-sbyis)、ブラブ

ラク (Bra-brag)、ゼリ (Mzes-ri)、ダーリロ

(Dwags-ri-logs)、ワンデイゲム (Dbang-hdus-

dgonp)、ラブ (Ra-sbug)、クンブ (Skum-bu)、

/¥テイ (Bag-ti)、ナーカ (Nang-kha)、セクタ

(Seg-rta)およびタンイェ (Mthah-nyal))をあげ

ることができる。セプゲオ全体でラカを話してい

る家族はおよそ250世帯、約8∞o人に上ると見ら

れている。おなじくセプゲオにはロンメ (Klong-

smad)、ロンテ (Klong-stong)、ブンピロ (Bum-

pahi-logs)、リノfナ (Ri-bar-nang)、ルックブジ

(Rug-khu-sbyis) などの村々も含まれているが、

これらの村ではチュテピカという別の言語が話さ

れている。この言語はニェンカの方言と考えられ

ている。 言語的に見るとラカはすでに述べたブロ

クパケやブロクカトよ りもいっそうゾンカ語によ

り近い形態をもっているようである。

〈ラーヤカとルナナカ} (La-yag-kha， Lug-

nag-kha) 

ラーヤカとルナナカはそれぞれヤクを放牧して

生計を立てているラーヤ県 (La-yag) とルナナ県

(Iung-nag-na)の人々の問で話されている言語で、

両者ともゾンカ語にきわめて近い形態をも ってい

る。服装の点でいうと、ルナナの人々が一般的に

ブータン人が普段着ているゴを着用しているのに

対してラーヤの人々はメラやサクテンの人々と類

似した独特の服装を着用している。これらの言語

の話者は、かれらの母語がゾンカ語とはきわめて

違った形をしているために、ゾンカ語を理解する

のはきわめて難しいようである。

《ボ工カ} (チベ‘ツ卜語) (Bω-kha) 

チベット語を母語とする人々は 1959年にチベ

ットが中国によって侵略された際にブータンに逃

れてきた難民たちとその子孫であり、その人口は

現在約4000人と推定されている。しかし若年層

の人々は親たちからチベット語を習い覚えてはい

るものの、そのおおくはゾンカ語を話すブータン

の社会に溶け込んで、生活している。これとは別に

ブータン北部のタシャンツェ県 (Bkra-shis-

gyang-rtse) にはごく少数ながらチベット語の方

言であるカンパ (Khams-pa) を話す人々がおり、

かれらは裕福なザラの人々からヤクの放牧を請け
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負って生計を立てている。

4. ブムタンカおよびその親族言語 (Bum-

thang-kha) 

ブムタンカは中央ブータンの文化的な中心とし

て栄えたジャガ (Bya-dkar) (ジャカール、チャ

ムカルともいう)を中心とするブムタン県一帯で

話されている言語である。ゾンカ語ではこの言語

はブムタプカ (Bum-Thangp-kha)あるいはプム

タビカ (Bum-thang-pahi-kha) と呼ばれている。

この言語の話されている地域は険しいトゥムシン

ラ峠 (Phrum-shing-la) (ブムタンカではこの峠の

本来の名称はプルムセンヤーPhrumsengyaーで、ある

が、一般にはゾンカ語の名称、であるトゥムシンラ

のほうがよく使われている。)の両側一帯で話さ

れている。その東はセンゴル県 (Seng-sgor)に

接し、西はトンサ県 (Krong-gsar) にまで及んで、

いる。

ブムタンカにもっとも近い形態をもっている言

語はケンカとクルトェプカである。センゴル県の

南に笠える高い山がケンカとブムタンカの地域を

分ける境界線となっている。もう少し詳しくいう

と、ウラ (U-ra)の南、パンカン (Sp加 g】khang)

まではブムタンカが話されてお り、それより先の

村々、たとえばカルサン (Khar-sang)、 トリサ

(Khris-sa)などへ行くともうケンカが話される地

域となっている。

ブムタンカのなかには大きく分けて、ウラ (U-

ra)、タン (Stang)、チョゴル (Chos-hgor)、チ

ュムナット (Chum-smad)の4種類の方言がある。

なおトンサで話されているヌプピカ (Nub-pahi-

kha) (1西の言葉」の意味)は実際には言語学的

に見ると、限りなくブムタンカに近いのだが、こ

の言語の話者は自分たちの言語がブムタンカの方

言であるとは自覚していないようである。このヌ

プビカ以外のブムタンカの各方言では、たとえば

“ka" (雪)“kak" (血)のように、すべで語尾の

“k"を残す特色をもっている。これに対してケン

カやクルトェプカではすべて“k"は落とされる。

一方、“k"の音が失われてしまったケンカ、クル

トェプカおよびヌプピカでは、たとえば、“ka"

(雪)、“kaa" (血)のように母音の長短で意味を

区別する形態に発展していった。

実際のところ、ブムタンカ、ケンカ、クルトェ

プカはかなりの程度相互に理解が可能であるた

め、これをすべてブムタンカの方言であるとくく

ることも可能ではある。しかしながら、これらの

3言語はすべて特有の音韻をもっており、またそ

れぞれの話者が自分たちの言語を独立した言語と

認識しているので、やはりこれらの言語を独立し

た言語として扱うのが妥当であると思われる。さ

らに、 トンサで話されているヌプピカをブムタン

カの方言と見るか、それともケンカの方言と見る

かは学者によって意見の分かれるところだが、こ

こでは使宜上、これをブムタンカの方言として扱

っておくこととしたい。またこれ以外のブムタン

カのカテゴリーに含まれるニェンカ、チャリカ、

ザラカなどの言語はそれぞれ独立した形態をもっ

言語である。

〈ケンカ} (Khengkha) 

ケン (Kheng) とは現代のシェムガン地方

(Gzhal-sgang， Gzhalm-sgang)の古い地名であり、

この地方の言語をケンカと称する。ケンカはよく

Hkhan-kha， khyen-kha，などと綴られることが多

いが、現在では khengs-khaの綴りのほうが一般

的になっている。ケン地方の文化的中心となって

いるシェムガンは昔からケンカでは「ジャムジョ

ンJ(}amjong)、ブムタンカでは「ラムロン」

(Ramrong) と呼ばれてきた。ケンカの話されて

いる地域はかなり広い範聞にわたっているので、

このグループの言語にはかなりの差異が認められ

るが、語棄の点で相互に類似しており、ひとつの

緩やかなグループに属していることが認められて

いる。また話者による個人差もかなり大きい。シ

ェムガン付近でこの言語が話されている北限はマ

ンデチュ一流域の村、ワンテ守ユガン (Dbang司

hdus-sgang)であり、マンデチュー (Mang-sde-

chu)がケンカとニェンカとの境界線を形成して

いる。しかしタクマ村 (Stag-ma) より以南の地

域ではマンデチューの両岸ともにケンカが話され

ている O 東部ではクリチュー (Ku-ri-chu)がケシ

カとツァンラとを分ける境界線となっている。ま

たシェムガンより南に下り 、インド国境へ向かう

地域に行くとローツァムカ(ネパーリー語)が話

される地域となる。
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〈ク ルトェトカ > (クルト工ビ・シャケ)

(Kur -stod-kha， Kur -stod-pahi-zhag-skad) 

クルトェトカ、クルトェビ・シャケと呼ばれる

この言語はリユンツイー県 (Lhun-rtse)で話さ

れている。この言語が話されている地域は、クリ

チューの西岸でその北限はチベット国境にまで達

している。ゾンカ語ではこの言語は一般にクルト

エプカ (Kur-stodp-kha)、クルトェピカ (Kur-

stod-pahi-kha)などと呼ばれている。この言語が

話される南限はタンマチュー村 (Stag-mo-chu)

で、ここより南ではチョチャガチャカが話されて

いる。このタンマチューはこのあたりの行政の中

心であるリュンツィーからわずか5キロほどしか

離れていないが、その言語は他のクルトェトカと

はやや異なった形をしている。また東側はクリチ

ューが言語の境界線を形成しており、これより東

ではザラカが話されている。西側ではロドゥンラ

(Ro-rdug-la)の峠を越えるとブムタンカの地域と

なる。

〈ニェンカ、ヘンカ> (Sngan-kha， Hen-kha) 

ニェンカとは「昔の言語」という意味である。

このグループにはいくつかの言語が含まれる。ニ

ェンカという名称は多分、前の章で説明した「ゲ

ンルンJ(Sngan-lung) という 言葉から派生した

ものと思われる。このグループの言語は主として

ブラックマウンテンの東の山麓地域のうち、マン

テーチュー (Mang-sde-chu)の流域で話されている。

この言語が別名マンデカ (Mang-sde-kha) と呼ば

れるのはこのためである。この言語の話者自身は

自分たちの言語をニェンカ、ヘンカ、マンデカあ

るいは自分たちの村の名前を冠してよんでいるo

f皮らはゾンカ5苦のことをガロンカ (Ngalongkha) 

と称し、また彼らの北側にあたるセプゲオに住む

ブロクパたちのことをラップ (Lap) (峠の人々 )

とよんでいる。

マンデチューの西岸地域では、この言語は北は

シンプ一村 (Srin-phug) まで、また南はシェム

ガンの対岸のケラ村((Skal-la) までの地域で話

されている。さらにこの言語はマンデチューより

東側、 トンサからシェムガンにかけての村々、こ

とにタクツェ (Stag-rtse)、ユサ (Dbus-gsar)、

タシデインカ (Bkra-shis-lding-kha)などでも話

されている。

またこの言語はブラックマウンテンの西側の山

麓地域でも話されている。すなわちワンデイフォ

ダン (Dbang-hdus-pho-brang)の南西、フォブジ

(Phog-sbyis)、リダン (Ri-dwangs)、ダンチュー

(Dwangs-chu)などの村でも話されている。これ

らの地域で話されている言語は一般にフォブジカ

(Phog-sbyis-kha) と呼ばれ、他のニェンカとは語

蒙の点でかなり異なった様相を呈している。ニェ

ンカ地域の西側はゾンカ語地域であり、その東側

はブムタンカの方言であるヌプビカの話されてい

る地域であり、またその北側はラカの話されてい

る地域であり、さらに南側はケンカ (Khengkha)

およびモンカ (Mon-kha)の地域に接している。

またセプゲオの付近で話されているケンカの方言

は別名チュトェビカ (Chu-stod-pahi-kha) と呼ば

れている。

14世紀にこの地域を訪れたチベットの聖者キュ

ンケン・ロンチェン・ラムジャン (Kun-mkhyen-

klong-chen-rab-hbyams)が書き残した文献によれ

ば、現在ニェンカが話されている地域はブムタン

の一地域であると書き記されている。たしかにニ

ェンカはブムタンカの親族言詩であるが、ブムタ

ンカとはかなりその様相を異にしている。

〈チャリカ> (Phyah-li-kha) 

チャリカが話されている地域はかなり限られて

いる。それはモンガルの北、クリチューの東側の

ごく狭い地域である。またそれより南ではチャ リ

村の南5キロにあるガンゴーラ峠あたりからこの

言葉が話されている地域がはじまっている。この

言葉が話されている中心地域はやはりチャリ村と

その隣村、ワンカマルの両地域で、そのほかにこ

れら二つの村に隣接したいくつかの部落でもこの

言葉が話されている。チャリカ地域の西側はクリ

チューで区切られており、また北側はクリチュー

の支流であるトレウェンチューで区切られてい

る。チャリカが話されているもっとも東の地域は

チャリの村から険しい山を登ったところにあるゴ

ルツォムの部落である。このほか、 トレウェンチ

ューの北、本来はチョチャガチャカ地域であるト

ルマションの村でも全世帯の約3分のlがチャリ

カを話しているとの報告がある。チャリカを話し

ている人々は自分達の言語をチャリパカ (Hphya-

li-pa-kha) と呼んでいる。なおオルシャクの研究
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によれば、チャリパカは Phyab~gling-kha と綴ら

れている。チャリカが話されている地域の北側と

西側はチョチャガチャカカf話されている地域であ

り、また南側と東側は後述するようにツァンラ

(シャーチョップカ)が話されている地域である。

現在チョチャガチャカを話している人々の祖先が

クリチュー流域に移住定着する前には、チャリカ

を話している人々は恐らくプムタン語圏に隣接し

ていたのであろうと思われる。

〈ザラカ} (Zalakha) 

ザラカはコロンチューの流域にそって広がる高

原地帯であるタシャンツェ地方 (Bkra-shis-

gyang恒 'e)で話されている言葉である。この言

語は別名「ヤンツェピカJ(Gyang-ts'e-pahi・kha)

つまり「ヤンツェの言葉」とも呼ばれている。オ

ルシャクの研究では、この言語を「サラベカJ
(Salabe-kha) と呼んでいるが、なぜこのように呼

んだのか、詳細は不明である。ザラカを話す人々

は自分達の言語を「ザラマッJ(Dzala mat) と称

している。なお「マッ」とは彼らの言葉で「言語」

を意味する。ザラカを話す人々は隣のシャーチョ

ップカの話者たちを「ツェンミJ(Tsengmi)、そ

して彼らの言葉を「ツェンミ・マッ」と呼んで、い

る。またブロクパを話す人々のことを「ブロクパJ
(Brokpa) と呼び、さらに彼らの言語を「プロク

パ・マッ」と呼んでいる。また国語であるゾンカ

語のことは「ガルケーJ(Garke) と称している。

これはザラカで官僚のことを「ガルパ」と称する

ためである。このことは、ブータン北東部の辺郡

な地方でもゾンカ語が近代以前からすでに政府や

官僚の使う言葉としてすでに使われていたことを

如実にあらわしている。

ザラカを話している地方はタシャンツェ地方の

みならず西はドンラ峠やシプシプ峠を越えてク リ

チュ一流域にまで、広がっている。しかしながらク

ルトェ地区で、サーラカを話している人々は自分達の

言語をザラカとは呼ばず、コマカ (mkho-ma-kha)

と呼んで、あたかも独立した言語であるかのよう

に見なしている。クルトェ一地区においては、ザ

ラカの方言が話されている地域はクリチューの東

と、その支流であるコマチュー (Mkho-ma-chu)

の北の地域にまでおよんでいる。またコマチュー

を見下ろす南斜面の村々でもまたコマカが話され

ている。コマカが話されている地域のなかで最も

中心的な村はもちろんコマ村 (Mkho-ma)である。

この村はク リチューとの合流点から約8キロコマ

チューを湖った地点にある。土地の伝説によれば、

この地名は昔この国に仏教を伝えたパドマサンパ

ヴァ(蓮華生菩薩)がブータン国内を巡錫中、こ

の地をとても気に入札「望ましい所J(mkho-ma) 

と呼んだことに由来しているという。

5.ツァンラ(シャーチョプカ)

(Tshangla， Shachopkha) 
ツァンラ (Tshangs-la) もしくはツァンラロ

(Tsangs-la-lo) と呼ばれる言語はブータン西部で

は俗にシャーチョピカ (Shar-phyogs-pahi-kha)、

そしてこの言語を話している人々のことはシャー

チョプ (Shar-phyogsp) と呼ばれている。シャー

チョピカとは文字通り訳せば「東の方に住んでい

る人々の言葉」という意味であり、またシャーチョ

プとは「東の人々」という意味である。ツァンラは

ブータン東部地域で最も主要な言語であり、東部

以外の地域の人々でも、片言のシャーチョプカを

生日っているということが教養のーっと見なされて

おり、またプータン国営放送で使われている4つ

の言語のひとつともなっている。

ツァンラはタシガン (Bkra-shis-sgang)、ペマ

ガツェ (Pa出na-dgah-tsal)の両県で話されている

ほか、サムドゥ・ジョンカ (Bsam-grub-ldzongs-

mkhar)およびモンガル (Mong-sgar)の両県で

も広い地域で話されている。この言語はタシガン

とモンガルとの間にあるコリラ峠 (Bskor-ri-la)

の両側で話されている。西の方ではクリチューが

境界線となっており、この川の手前まではツァン

ラが話されている地区であるが、その向こうはケ

ンカ地域となっている。東の方はインド国境方面

までずっとツァンラ地域が広がっているが、とこ

ろどころにブロクパを話す村が散在している。南

の方ではサムドゥ・ジョンカ県の端でブラフマプ

トラ川流域の平野が始まるところまで、ずっとE陵

地帯に住む人々はみなこの言葉を話している。北

の方ではタシャンツェ県でザラカ地域と隣り合っ

ている。ツァンラは古代のブータン東部の言語の

おもかげを残している言語であると見られている

が、詳細は不明で、ある。現在までの研究成果をみ

るかぎり、この言語はそれ自体で独自の言語グル
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ープを形成しているように見えるが、将来プータ

ン東部の言語状況がより明確なかたちで示される

時が来れば、チベット・ピルマ語派のなかにおけ

るツァンラの位置付けがもっと明確になるものと

思われる。

6.チベ‘ット・ビルマ語派に属するその他の言語

〈口クプ一語} (Lhokpu) 

ゾンカ語では俗にロピカ (Lho・pahi-kha) と呼

ばれるこの言語はサムツィー県 (Bsam-tsj)のな

かで、サムツイーの北および東北方面、およびプ

ンツォリン(Phun-tshogs-gling)の西の地区で話さ

れている。インド国境の町プンツォリンから徒歩

で・数時間入った正陵地帯にあるこつの村、ターパ

(Ldag-pa) とダムデイン (Hgram-lding)では合

計約 1000人の人々がこの言語を話している。さ

らにはサムツィーの町から徒歩で一日あまりのと

ころにある 4つの村、ロトクツ、サンロン、サタ

カおよびロトクの村々でも合計 1000人以上の

人々がこの言語を母語としている。これらの両地

区は山の尾根によってはっきりとふたつに分断さ

れているが、にもかかわらず両者は同じ言語であ

り、極めて類似している。

ちなみにターパ、ダンデイン地区からロトクツ

地区までは徒歩で約一日かかる距離である。

ロクプ一語を話している人々はゾンカ語では俗

にロップ (Lhop)つまり「南の人々」と呼ばれ

ている。なおこの言葉は現地では「ルップJと発

音されることが多い。ロクプーを話している人々

はエイリス [Aris:l979Jが述べているように、古

代においてプータン西部に住んでいた原住民だと

いわれている、いわゆるドゥン (Gdung)族の末

喬であると考えられている。彼らはパロのドゥ

ン・ニェープ (Gdung-gnyer-pa)つまり後のドゥ

ン・ラムジャン (Gdung-rab-hbyams)によって

支配、統治されていたと言われている。また土地

の伝説によれば、彼らの祖先こそが17世紀にブ

ータンを統ーしたシャブドウン・ガワン・ナムギ

ェル (Shabs-drung-ngag-dbang-rnam-rgyal)をチ

ベットからブータンに招聴した人々であると言わ

れている。現在、ブータン政府のサムツイー県は

県知事ゾンダ・ダーショー・ラク パ・ドジ

(Rdzong-bdag-drag-shos"lhag-pa-rdo-rje)の管轄

下に置かれてお り、政府は常にプータ ンの原住民

である彼らロップ族の保護に最大の注意を払って

いる。

ブータン政府の記録によれば、このロップ地方

にネパール系住民がきこり人夫などとして入り込

んで来たのは20世紀初頭のことであり、それは

当時イギリス領インドの政治顧問であったジョ

シ・クロード・ホワイト (SirJohn Claude White) 

の主導による政策だったことが判明している。つ

まりこの地方の木材生産によって得られる利益を

もってブータンの若い官僚たちをイギリス領イン

ドで訓練するための教育費に当てようとしたので

ある。この地方の年寄りたちのなかにはネパール

系住民が移住して来た頃のことを鮮明に記憶して

いるものもいるほどであって、彼らの移住はそれ

ほど昔の話ではない。

ネパーリー語ではロップたちはードーヤー (doya)

と呼ばれているが、ロップたちの自称はロックプ

(Lhokpu) であり、彼らの母語をロクプタム

(Lhokputram) (ロクプ一言葉)、ないしはンガー

ンタム (Ngan回 m)つまり「人間の言葉」と呼ん

でいる。ロクプ一語は言語系統的に見ると、ネパ

ール東部で話されているロホルン語 (Lohorung)

やリンプ語 (Limbu) などのいわゆるキランテイ

系の言語 (kiranti)に近い形態をもっており、ま

たプータンでは、ゾンカ語が普及する以前にこの

地方で話されていた基層言語に近い形態をもっ言

語であると考えられている。ロクプー語にはキラ

ンティ系言語に見られるような複雑な動詞の変化

や呼応は見られないが、反面助動詞などを多用し、

かなり多くの単語がゾンカ語に類似しており、ゾ

ンカ語を話す人々が楽に理解できるほどである。

過去の研究によると、ロクプ一語は非常に古い時

代にゾンカ語から大きな影響を受けたように見え

る。したがってロクプー語は、恐らく第二章で述

べたようなガロンたちがチベット高原からプータ

ンに移住して来た時に最初に出会った先住民の言

語の子孫ではないかと考えられる。

ロクプー語では、この地方の村の名前も自分た

ち固有の名称、で呼んでいる。たとえばタパとダム

デインの村はそれぞれパケ (Pake)、フムチャー

ト (Humcha:t) と呼ばれている。ちなみにこれ

らの村はネパーリー語ではそれぞれロトクチュ

(Loto Kucu)、サーンローン (Sanglong) と呼ば

れている。またロクプーの人々は村の名前を地名
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ではなく、その村に住む人々の氏族名で呼ぶ場合

も多い。ロクプーの男性の民族衣装は彼らの言葉

でポグウィ (pogwi)と呼ばれる白い布で、彼ら

はそれを胸の前で合わせ、肩のところで結び目を

作る。また腰の回りにポジン (pojing) という帯

を締めている。この民族衣装はシッキムに住むレ

プチャ族の風俗に極めて類似している。彼らはプ

ータン圏内に住む先住民のなかで唯一仏教に改宗

していない部族であり、独特の民族宗教をいまな

お奉じている。また彼らは輪廻転生を信じず、シ

ンプ (simpu) という「来世Jの存在を信じ、彼

ら独自の神であるテンラ (sdeng-lha)、ジプダク

(jip-dak)などを祭っている。彼らは遺体を布で

包み、枢に入れて円筒形をした独特の墓に葬る。

1979年に発表されたオルシャクの報告書によれ

ば、ロクプーの言葉は「ブータン南部で話されて

いる古風な言葉」として紹介されているが、単一

の言語としてではなく、それぞれ「タクパ・ダム

デイン地方の言語J(the languages of Takpa 

Dramding)、および「ドゥンデパイカ」

(Dungdepaikha) と呼ばれている。またアリスの

報告によれば、チュカ県の北にある僻地の寒村で

あるトクトカ (Tog-to・kar)の住民たちは、いわ

ゆる先住民ドゥン (Dung)の直系の子孫である

とされている。同じ報告書では「そこの住民のう

ち、男性はイラクサの一種の草の繊維で編んだ独

特のパキ (pakhi)と呼ばれる衣服を着ており、

胸の前で合わせ、肩に結び目を作っているが、こ

の民族衣装はレプチャ族の衣装に極めてよく似て

いるJと報告している。トクトカ村の住民が古代

のドゥンの人々の直系の子孫であろうというアリ

スの推測はかなり蓋然性が高いと思われる。恐ら

くは現在プータン西部に住む人々のほとんどは先

住民であるドゥン人と後から入って来たガロン人

が混血した者たちの子孫であろう。

1986年にこの地方を訪れ、調査を行ったハー

プ・ツェンツェン (HadpBtsan-btsan)の報告に

よれば、この周辺の村に住む人々の間ではすでに

かなりの程度ゾンカ語が普及しており、彼ら自身

はガロンの子孫であると考えていたというから、

すでに彼らの本来のアイデンティティーは失われ

ていると考えてよいであろう。ロクプーの人々は

山岳民族であり、彼らの居住地のすぐ下の方、 つ

まりヒマラヤの山麓の平野が始まる辺りに住む半

農半牧の部族であるトートー (Dkrog-dkrogp)の

人々とは、同じくチベット・ピルマ語派に属して

はいるものの、はっきり区別しなければならない。

現在、 トートーの人々はインド領西ベンガル州ジ

ヤルパイグリ(Jalpaigudi)地区のなかのマーダー

リーハー ト地区 (Mdrht)地区に住んでいるが、

この地区はインド・プータン国境のすぐ南側であ

り、サムツイーとプンツォリンとの間にある地域

である。前近代においてワンデイフォダンやプナ

カの貴族たちは奴隷を所有していたが、それらの

奴隷たちは大概ブータン人よりも肌の色が黒く、

かつ体格も小さかったといわれている。彼らの多

くはトートーたちのようなドアール地方の住民で

あり、ブータン人が奴隷狩りをして連れて来た

人々であったらしい。

〈ゴンドゥビカ> (Dgongs-hdus-pahi-kha) 

この言語はモンガル県の中で主としてケンカが

話されているゴンドゥク・ゲオ (Dgongs-hdus

Rged-hog)で話されている。彼ら自身はゴンドゥ

ク(Gongduk) と自称しており、また彼らの言語

をゴンドゥクパ・アン(Gongdukpa'ang) もしく

はゴンドゥクセ・アン(Gongdukse'ang) と呼ん

でいる。ゴンドゥクパ・アンの話されている村は

ダクサ (Bdag-sa)、ダムカル (Hdam-mkhar)、

/~ンタン (Spang-thang) 、ヤンパリ (Yang-sbah

ri)、パラ (Ba-la)、パンパンラ (Sbang-sbang-la)、

ミデン (Mi-ldan)、ピカリ (Pi-ka-ri)およびデン

カリ(Gdang-ka-li)の諸村である。これらの村々

はケンカ地域の中でもクリチューの西側の険しい

山の中に散在している。 この地域へ行くにはジェ

プジン (Rgylap-sheng)から徒歩で南に下って行

くしかなく、約 2-3日の行程で到達できる。現

在のところ、この言語を母語とする人々は約10∞
人いる。彼らの聞に伝わっている伝説によれば、

ゴンドゥクの人々はかつて独立した王国をなして

いたことがあり、また彼らは古代の先住民ドゥン

人の子孫であると称している。また彼らの祖先は

半農半牧の生活を営んで、いた、と伝えられている。

彼らの言語は古代のチベット・ピルマ語派の言語

がもっていた複雑な動詞の活用の形態をよく保存

している数少ない言語のひとつである。
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〈オレカ> (O-Ie-kha) 

この言語が話されている地域は、ブラックマウ

ンテンの中の主峰のひとつであるジヨードゥシン

プー(Jo-bo-dur-shing-phu)の南麓であり、フォ

ブジカ (Phobjikha)およびニェンカの方言、マ

ンデカ (Mangdekha)が話されている地域とネ

ノtール系住民が住んで、いる地域に挟まれたクサビ

型の地帯である。彼らは周辺地域に住むケンカや

ニェンカを話す人々からはモンパ (Monpa) と呼

ばれており、 一方ゾンカ語ではこれらの人々をモ

エンパ (Mon-pa)あるいはオレ (O-Ie) と呼んで、

いる。また彼らの言語のことは周辺地域のケンカ

やニェンカではモンカ (Monkha) と呼ばれてお

り、 ゾンカ語では一般にモェンカ (Mon-kha)、

ないしはオレカ (0-1巴-kha) と呼ばれている。ブ

ラックマウンテンの酋麓の村ルカ (Ru-kha)では

この言葉が話されている。

この村はフォブジ (Phog-sbyis)から 2-3日

行程のところにあり、またワンデイブオダンの南

50キロほどのところにあるゲウンタンギ・タンジ

ュ (Rgyalw-thang-gi-thang-mjug)からプナツア

チュー (Spu-na-gcang-chu) を東に渡って丘を 1

日登っても行ける。またブラックマウンテンの東

麓の地域ではマンデチューの支流キリチュー

(Khyi-li-chu)の流域の村でレティ (Re-ti) とかベ

ユガン (Sbas-yul-sgang)、あるいはネパール語で

はゴンコーラー (Gongkhola) などと呼ばれてい

る村でもオレカが話されている。レテイのモンパ

の部落は初代国王ウゲン・ワンチュク (O-rgyan

Dbang-phyug) (1907 -26在位)の時代に存在し

ていたことが報告されている。彼らの聞の言い伝

えによれば、彼らの祖先はかつてドゥムサムカ

( Gdung-bsam-kha)に近いデーヴァーンガデイー

(Devangadhi)の農園からウォンデイフォダンまで

茶を運ぶ仕事に従事していたが、あまりの重労働

に耐えかねて、この地域に逃げて来て定住したと

言われている。

またオレカはブラックマウンテンの山中、 シェ

ムガンからマンデチューを越えたところにあるチ

ユンセン (Cung-seng)の村でも話されている。

レティ、チュンセン、ルカの 3地域で話されてい

るオレカは同ーの言語であるが、これらの地域の

オレカは、より複雑な動詞の活用形をよく保存し

ており、オレカの中でも古い形の方言であると思

われる。

さらに東へ行くと、 トンサ (Krong-gsar) とシ

エムガン(Gshal-sgang) との中間にあるブラッ

クマウンテンの東麓に位置するランテイ・ゲオ

(Glang-Mthil Rget-hog)の3つの村々ではオレカ

の東部方言とも呼ぶべき言語が話されている。す

なわちワンリン (Wang-gling)、ジャンジ

(Sbyang守sbyis)およびプムズル (Phrum-zur)の

村々である。このほかにもかつてはマンデチュー

とタクマラの間にあるベルデイ (Ber-bde)の村

でもオレカが話されていたが、現在では廃れてし

まい、代わってケンカが話されている。

そもそもモェンパ (Mon-pa) という言葉は、

古典チベット語に由来しており、本来は仏教伝来

以前において現在のブータン地域に住んでいたチ

ベット・ピルマ語派を話す人々を呼ぶ言葉で、あっ

た。古典チベット語では、この言葉は必ずしもブ

ータン地域に限らず、たとえば中央アジアに住む

遊牧民に対しても用いられた。つまりこの言葉は

「ほとんど農業を営まず、野蛮で、仏教に改宗し

ていない人々」という意味の総称であって、特定

の部族を指す言葉ではない。またブータンの北、

チベット東北部には現在でもモンパ (Mon-pa)

と自称する部族がすんでいるが、彼らはブータン

のモェンパとは何の関係もない。また、ブムタン

の人々はブロクパの人々を指して「モンパ」と呼

んでいることは前に述べたとおりである。結局の

ところ、この言葉は元来「野蛮人」ないしは「田

舎者」というニュアンスをもった蔑称であったが、

現在ではもはや、そういうニュアンスが消え、オ

レカを話す人々は自分たちのことをオレ・モンパ

と自称しているのである。

〈レプチャ> (Lepcha) 

この言葉はサムツイー県の内、アモチュー (A-

mo-chu) (別名 トゥルサー・コーラ一、 Tursa

khola )の北側、 デンチュカ地区(Gdan-chu-kha) 

のいくつかの村で話されている。レプチャ人たち

は現在のネパール系住民よりもはるか昔からブー

タン圏内に住んでいたらしいが、どのくらい前に

シッキム方面からこの地域に移住して来たのかは

不明で、ある。ブータン国内に住むレプチャ人は約

1∞o人である。シッキムに住むレプチャ人たちは

いまだに古来の民族衣装を着ているが、ブータン
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のレプチャ人たちはもはや民族衣装を着ておら

ず、ブータンの民族衣装であるゴやキラを着用 し

ている。

〈口一ツァムカ > (ネパー リ一語) (Lho・

mtshams-kha) (Nepali) 

これまでに述べたようにブータン南部で話され

ているロクプ一、ゴンドゥク、オレ・モンパなど

が古代のブータンに住んでいた先住民の子孫であ

るのに対して、ローツァムカ、つまりネパーリー

語は歴史的に見ると比較的新しくこの地域に移住

して来た人々によって話されている言葉である。

ブータンではネパール系の住民が話しているネパ

ーリー語をローツァムカ (Lho-mtshams-kha)、

つまり 「南の国境地域で話されている言葉Jと呼

んでいる。ネパール人がブータンやシッキムに移

住してきたのは比較的新しい時代である。ではブ

ータンやシッキムで、なぜネパーリー語が話される

ようになったのであろうか。このことを理解する

には、ヒマラヤ地域全体におけるネパーリー語の

位置付けを考察する必要があるので、以下ではそ

の経過について少し詳しく述べてみたい。

ネパーリ一語は元来、ネパール西部で話されて

いたインド・アーリア系言語の一種に過ぎなかっ

た。またこの言語はもともとネパーリ一語という

名称ではなく、 「カス語J(Khas kura)あるいは

「山の人々の方言J(Parbatiya) などと呼ばれてい

た。当時ネパール西部ではまだチベット・ビルマ

系の民族が優勢で、たとえばグルン (Gurung)、

マガル (Magar)、カーム (Kham)、ラージー

(R叩)、ラーウテー (Raute)、ブラーム (Bhram)

あるいはタカーリー(百akali) などという民族が

住んでいた。のちにシャー王朝が成立するとカス

語を話す人々がネパール中部にあったゴルカ王朝

(Gorkha) を征服した。のちに 18世紀になると、

カス語を話すようになったゴルカ王朝がカトマン

ドゥ盆地にあったネワーリ系 (N巴wari)の3つの

王朝を征服してネパールに統一王朝を樹立した。

カトマンドゥ盆地に王朝を築いていたネワーリ

人たちは元来チベット・ピルマ系の言語を話す

人々であるが、永い間インドからヒンドゥー文化

の影響を受けて、カースト制度などをもった独特

の社会を形成してきたのである。そもそも「ネパ

ールjという言葉は元来このネワー リの人々が住

むカトマンドゥ盆地を指す言葉だったのである。

また今日「ネパーリー語J(Nepali) というと、前

述のカス語を祖先とし、現在ネパール王国の国語

となっているインド・アーリア系の言語を指す。

一方これと混同しやすいが、もうひとつ別に「ネ

パール語J(Nepal Bhasa) という表現があり、こ

ちらの方は現在でもカトマンドゥ盆地の先住民が

話しているネワール語を意味しているのである。

カトマンドゥ盆地の 3つの王国は 1768年にゴル

カ王朝に征服されたが、ネパール東部にあるチベ

ット・ビルマ系の人々の本拠地キランテイ

(Kiranti)はその後20年あまりにわたって独立を

保っていた。しかし 1786年のチャインプール

(Cainpur) の戦いの後、この地方にあったリンブ

王国は征服されて、東部ネパールにもゴルカ王朝

の支配が及ぶようになったのである。

カス語がゴルカ王朝の権力を事実上握っていた

宰相ジャン・パハードゥル・ラーナー OangBaha 

dur Rana) によ ってゴルカ語 (Gorkhali) と改称さ

れたのは 19世紀後半のことである。彼の統治下

においては、新しく樹立されたゴルカ王朝ネパー

ル王国の統ーを強化するために従来のチベットビ

ルマ系の言語を話す人々は徹底的に弾圧された。

そして古来カトマンドゥ盆地に形成されて来た文

化は弾圧され、東部においてはリンブ王国の文字

で書かれた仏教経典をもつことすら非合法化され

たという。当時の東部ネパールに住んで、いたリン

ブの人々はまだ仏教に改宗しておらず、古代チベ

ットの原始宗教であるボン教の流れを汲む独特の

シャーマニズム的宗教を信仰していたが、 1 8世

紀に入ってシッキムから布教師が入り、ょうやく

仏教に改宗し始めた段階にあった。

しかしジャン・パハードゥル・ラーナーはこの

仏教化の流れをも換えて法令を発布して住民をヒ

ンドゥー教徒にしてしまったのである。さらに 2

O世紀に入ると、 1905年には宰相チャンドラ・シ

ャムシエール・ラーナー (CandraShamsher Rana) 

が従来のゴルカ語という名称、をネパーリ一語に改

称したのである。ちょうどそのころインドを支配

していたイギリスはヒマラヤ地域に関心を示しは

じめ、「ネパーリー」という表現が英語文献など

で使われるようになって来たため、その機に乗じ

てチャンドラ・シャムシエール・ラーナーはこの

言語をネパール王国の国語 (RashtraBhasha)に制
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定したのである。

以上に述べてきたことからも理解できるよう

に、ネパールにおける「ネパーリ一語jの普及は

かなり唐突な出来事であったといえるだろう。事

実、1950年代にネパールがマヘンドラ前国王によ

って国際社会に対して開国したころでさえ、ネパ

ール王国内でネパーリ一語を話していたのは全人

口の半分以下であったと言われている。つまりネ

ノtーリー語がかなり後になって、しかも突然にこ

の国に普及しはじめたため、今日では、この言語

が「国語」に制定されているにもかかわらず、ネ

パール王国の首都の所在地で、あり、かっこの国の

政治、経済、文化の中心となっているカトマンド

ゥ盆地においですら住民の母語にはなっていない

という極めて特殊な状況を創り出しているのであ

る。つまり、ネパール、ネパーリーという表現が

今日のように「ネパール王国」および「ネパール

国民」ないしは「ネパールの国語」という意味を

もつようになったのは、ごく新しいことなのであ

る。

なお現在のネパール王国東部に西部のゴルカな

どの人々が移住するようになったのは 18世紀の

ゴルカ王朝の征服以後のことである。その結果、

この地方の社会構造は大きな変化を被り、また大

量のインド・アーリア系の移住者たちによってテ

ライ地方 (Terai)の森林は伐採されて農地とな

り、また従来のチベット・ピルマ系の先住民たち

の社会もまた大きな構造上の変化を被って、土地

所有の形態なども大きく様変わりしてしまったの

である。

さらにシッキムやダージリン地区にある大規模

な茶のプランテーションの労働者として大量のネ

パール人たちが移住し始めたのはごく最近のこと

であり、その様子はつぶさにイギリス側の記録な

どに記されている。

またブータン南部にネパール系住民が大量に移

住し始めたのは20世紀の初頭以来のことであり、

これは第一部で述べたように、イギリス領インド

政府の政治顧問だ、ったジョン・クロード・ホワイ

トの政策によるものであることが分かつている。

この当時、ブータンへ移住して来たネパール系住

民の多くは元来ネパール東部のリンブ (Limbu)、

ライ (Rai)、タマン (Tamang)、マガル (Magar)、

グルン (Gurung) などの人々であったが、移住

するとともに本来のチベッ ト・ピルマ系の母語を

捨てて、 インド・アーリア系のネパーリー語を話

すようになっていったのである。こういう歴史を

考えてみると、現在ブータン南部に住み、ネパー

リ一語を話している人々の祖先は元来、チベッ

ト・ビルマ系の言語を話していたのに、ネパール

国内の政治状況に翻弄されて、現在では自分たち

の祖先が戦った相手の言語であるインド・アー リ

ア系の言葉ネパーリー語を話すようになってしま

ったのはまことに歴史の皮肉というべきであろ

う。なお東部ネパールにおけるインド・アーリア

化の問題はファン・ドリームの論文「言葉とアイ

デンテイティー:東部ネパールにおけるインドア

ーリア系の進出J(George van Driem. “Taal en 

Identiteit Indo-Arisch expansionisme in oostelijk 

NepaJ)、またゴルカ王朝の勃興についてはステイ

ラーの「ゴルカ王家の勃興J(Ludwig F. Stiller 

"The rise of the House of Gorkha")に詳しく述べ

られている。

今日ブータン南部で話されているネパーリー語

はネパール王国で話されているネパーリー語とは

かなりその様相を異にしている。動詞の活用が極

めて簡略化されて 3人称単数の語尾しか活用しな

い、ヒンデイ一語の語棄を大量に借用しているこ

と、あるいは、ネパーリー語で通常使われている

高級な語棄が使われていないこと、などにその特

徴がある。かなりクレオール化しているとはいえ、

ブータン囲内で話されているローツァムカは、今

日ではそれ自身ユニークな特色をもっ独立した言

語になっているといえるだろう。今日ローツァム

カはブータン国営放送で使われている 4種類の言

語のひとつに採用されている。なおローツァムカ

が話されている地域は、サムツィー (Bs紅n-tse)、

ツイラン (Tsi-rang)、ゲレプー (Dge-legs-phug)

の各県、および、チュカ (Chu-kha)、ダガナ (Dar-

dkar-nang)、サムドゥ・ジョンカ (Bsam-grub-

ljongs-mkhar)の各県の南部地域となっている。

7.古典チベ‘ッ ト語とゾンカ語

ゾンカ語が現在多くのブータン人によって話さ

れている 「活きた言葉」であるのに対して、古典

チベット語は完全な書写言語である。したがって

仏教僧院における読経や問答など、ごく 例外的な

場合を除いて音声言語として使われること はな
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い。古典チベッ ト語は幾世紀にもわたって仏教経

典をはじめとして文学作品や医学関係の書籍な

ど、チベット古典文化のさまざまな精華・真髄を

今日にまで伝える役割を果たして来た。その役割

はあたかも西欧世界におけるラテン語やインド世

界におけるサンスクリット語、あるいは東アジア

世界における漢文に相当する。しかしこの言語は

古代エジプト語やアッカド語などのような死語で

はない。チベット文化圏ではいまもなお、僧院を

はじめとしてこの言語がひろく使われているので

あるc

ブータンでは古典チベッ ト語は「チョエキ」

( chos-skad) と呼ばれている。国語であるゾンカ

語自体がチベット語の方言であるから、両者は同

系統の言語であり、その関係はあたかも古典漢文

と現代の中国語との関係、あるいはラテン語とフ

ランス語やスペイン語など現代ロマンス系言語と

の関係に似ているといえるであろう。現代中国語

でも、その語葉の多くが古典漢文以来の語柔であ

り、また現代フランス語やスペイン語のなかに多

量のラテン語起源の語棄が含まれているように、

ゾンカ語においても、いわゆる文化語棄や新しい

概念をあらわす語蒙を作る際には古典チベット語

の語集が不可欠である。また古典チベット語は母

音が5個であるのに対してゾンカ語は 8個の母音

をもっているので、古典チベット語を表記するす

るために作られたチベット文字ではゾンカ語の発

音を正確に表記することはできない。したがって

古典チベット語から借用された語義については、

通常のゾンカ語の読み癖の法則によらないものが

ある。これは我々日本人には、例外的な漢字の読

み方に相当すると考えれば理解できるであろう。

第3章
1.マスコミ の状況

言語の普及と密接な関係にあるのが新聞ラジオ

など、マスコミの普及である。第一次調査旅行の

際、我々は首都テインプーにある週刊新聞クエン

セルの本社を訪れ、この国のマスコミの現状を取

材する機会を得た。そこで以下では、その時のイ

ンタピューなどをもとにブータンのマスコミの現

状と将来の展望を述べてみたい。

ブータンでは80年代末にいたるまで、首都と

地方とを結ぶ通信網は、中央政府と地方の県庁と

を結ぶ無線通信を除くと、国営のラジオ放送しか

なく、個人の間の連絡も、あたかも日本ならば災

害時の緊急速絡方法として行われるような、ラジ

オを通じての呼びかけによってようやく確保され

ているという状態であった。しかし 1989年に日

本の技術協力で交換機と衛星通信設備が整い、首

都テインプー市内の電話と国際電話が大幅に改善

された。さらに 1992年には国際協力基金(jI

CA)の援助で首都テインプーから東部のタシガ

ンにいたる東西横断のマイクロウェーブ回線が設

けられ、首都と地方とを結ぶ通信が大幅に改善さ

れた。現在では首都ティンプーと各地を結ぶ電話

は大幅に普及している O まだ個人で電話を持つ家

庭はそれほど多くないが、首都のみならず、地方

のちょっとした町角にも私設の電話屋があり、こ

こから掛けられるようになっている。また首都で

は携帯電話をもっ人々もそろそろ見かけるように

なって来ている O

ラジオ放送は国営の BB S (Bhutan Broad-

casting Service)が一局あるだけで、毎日短波と

FMとで、 4種類の言語でそれぞれ4時間ほど放

送を行っている O 使用言語は英語とゾンカ語のほ

か、ネパーリ一語と東部の代表的な言語であるシ

ャーチョプカである。

テレビ放送は 1999年にゾンカ語による試験放

送がようやく始まったばかりである。衛星放送の

受信は法律で禁止されているが、実際にはこっそ

り見ている家庭もあるとの話を耳にした。なおテ

レビ放送はまだ始まったばかりだが、以前から主

としてインド映画やインドのテレビドラマのビデ

オは大量に入ってきており、レンタルビデオの庖

もあちこちにあり、これらのビデオを見るための

テレビ受像機は家庭にかなり普及しているとい

つO

また新聞は 1967年以来発行されて来た政府の

官報に相当する週刊新聞クエンセルがあるが、

1992年に民営化された。まだ政府出資比率が

20%弱残っているが、会社としては、これも将来

はすべて完全に民営化したいとの意向をもってい

る。しかし現在もなお週刊のままであり、また他

に民間紙も存在せず、これが唯一の新聞となって

いる。発行部数は約 1万部で、うち英語版が約

6000部、ゾンカ語版が約3000部、ネパー リー語
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版が約 1000部となっている。クエンセル社は80

年代に国連UNDPの援助をうけてコンピュータ

を導入し、マッキントッシュを使った新聞編集に

活用している。なお首都の町角ではこのほかにも

インドの新聞などが数日遅れで、入ってきている。

第一次調査旅行の際、我々はクエンセルの本社

を訪ねた。

まずは編集長のK.D氏を訪ねる。編集長はか

つてオーストラリアやアメ リカの新聞社で短期間

働いたことがあるということだった。しかしあい

にく彼はちょうど出掛けるところだったので、挨

拶だけして編集長室を辞去し、別の部屋でおもに

若い記者のP.Tさんから話を聞いた。

P.Tさんとのインタビューはその内容もさる

ことながら、彼のパックグラウンド自体がある意

味で現在のブータンのインテリの置かれている状

況をよく示していて極めて興味深いので、ここに

彼とのインタピューを紹介しつつ、現在のブータ

ンのマスコミが置かれた状況をかいま見てみた

し、。

P.Tさんの父上は長らく国連大使を務めたと

いう名門の出である。まだ20代半ばの好青年で

ある。1972年生まれで高校からニューヨーク、イ

ンド、オーストラリアなどで学んだという 。イン

ドのウッドストック全寮制学校で学び、ニューヨ

ークで 7年生まで学び、ボンベイのカ レッジで政

治学を学んでBAを取ってきたという。しぐさも

あか抜けしていて、全くのアメリカ英語なのに民

族衣装のゴを着ているのがミスマッチという感じ

だ。すでにに結婚していて休日には夫人の所有し

ているリンゴ園へ行ったり、ゴルフをして過ごす

というから典型的なハイソサエティの人である。

1995年にブータンに帰ってきたばかりで、まだブ

ータンには 2年しか住んでいないので、ゾンカ語

はまだいいが、地方語を話されると聞き取れない

ことがしばしばあるという。またブータン社会の

礼儀作法に慣れていないので戸惑うことも多いと

いう。このような背景から、彼の中にはブータン

人としてのアイデンテイティーの点で議離

(Disparity)が常にあるという。

クエンセルに務めた動機は、社会に貢献したい

からという。現在は週に 4-5本の記事を書いて

いる。新聞の記事のレベルは 8年生(日本の中学

2年生に相当)が理解出来る程度を考えていると

のことだ、ったC なお、記事は英語で書き、ゾンカ

語とネパーリ一語にそれぞれ翻訳されるそうだ。

彼はまず、この国の究極の目標は、伝統の保持

と近代化との聞でどうバランスをとるかというこ

とに尽きる、という。彼の説によれば、ここでい

う伝統とは必ずしも旧来のままの状態を維持する

ことではない。彼は、伝統文化の内容も時ととも

に変わる という認識をもっている。しかし残念

ながらブータンの多くの人々はこの点を理解して

いないので、ただたんに旧来の風俗習'慣を守って

いればよいという発想の人が圧倒的に多いそうで

ある。

次にブータンにおける新開発行の問題点につい

て聞いて見た。その答えは以下の通りである。

①ブータンのように人口の少ない国ではどうし

ても発行のコストが高くつきがちであるが、これ

をいかに安く抑えるか、が当面の経営上の課題で

ある。

②編集方針について他の国の新聞と大きく異な

る点がある。それは、まだブータンでは新聞とい

うものがどういうものかよく分かっていない人々

がまだかなりいるので、まず国民に「新聞とはな

にか」という段階から教えなければならない。ク

エンセルが外国の新聞と違う点はここにある。

③いちおう政府機関からは独立しているので、

言論の自由はある程度認められているが、やは り

国教である仏教をはじめとする宗教関係の事柄と

王族関係の事柄はやはりタブーがあることは否定

できない。本来は他の国々のマスコミにみられる

ような、もっとオープンな議論を期待したいが、

そのまえにまず「健全な批判とはなにか」を国民

に教えなければならない。

④大多数の国民は国王を尊敬しているので、直

接の批判はできない。

⑤現在は週刊だが日刊にする予定はないかと聞

くと、「それは遠い先の話だ。いまはまだそれほ

ど需要がない」という返事が返って来た。

この国ではまだ新聞は啓発機関という役割を担

っているようだ。それはあたかも明治初期の日本

の新聞が果たした役割によく似ている。よそ者か

ら見ると、桃源郷のような国だが、やはりブータ

ンにもひたひたと近代化の波が押し寄せているの

である。我々はP・T氏のなかに、外国と母国の

異なった文化のはざまにあって揺れ動くアイデン
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テイティーに直面して苦悩するインテリの典型を

見る思いがした。

2.言語政策と将来の展望

ブータン政府はゾンカ語の普及や言語教育の指

針に資するために教育省の管轄のもとに「ゾンカ

語発展委員会J(D D C Dzoongkha 

Development Commission) を設立している O

我々の調査旅行では第一次と第三次の旅行の際に

同委員会を訪問し文芸推進部の部長であるD・G

氏を訪ねて、ブータンにおける言語政策、言語教

育の現状と将来の展望などについてインタビュー

を試みた。以下では、その時のインタビ、ューの内

容をもとにこの国における言語政策や言語教育の

現状などについて述べてみたい。

D.G氏はどすの利いた渋い声で話す精惇な顔

付きの人だ。浪花節でも捻らせたらひ。ったりだろ

うと思われる。東部のモンガル出身で母語はシャ

ーチョプカであり、ゾンカ語は学校教育を通じて

習い覚えたものだという。年齢は50代半ば位だ

ろうと思われる。

{O 0 Cの目的〉

DDCのおもな目的は、①識字の奨励、②ゾン

カ語の標準化、 ③辞典の編纂発行、 ④ゾンカ語タ

イプライターの作成などである。

{O 0 C設立の背景〉

前近代においては文語はすべて古典チベット語

(chos-skad)であった。一方、ゾンカ語は元来ブ

ータン西部の①シャー(ウォンデイフォダン)②

パロ③ウォン(テインプー)の地域で話されて来

た土着語であったが、これらの地域ではゾンカ語

はゾンを中心として行政用語としてひろく使われ

てきた歴史をもっている。しかしながら、ゾンカ

語は 1960年代の開発計画とともに全国へ普及し

ていった。そのときにブータン各地の地方語の多

様性が政府関係者の間に認識されるようになり 、

次第に統一言語の必要性が認識されるようになっ

てきた。その結果、第 3代国王の時代に僧侶ロベ

ン・ナド (LhopenNado)に命じて初めてのゾン

カ語文法書である "DzongkhaChareng Dangpo" 

が編纂されたのである。また各種のゾンカ語教育

用テキストも書かれ始めた。これに対して主とし

て古典チベット語に固執する保守的な僧侶からゾ

ンカ語公用語化に対して反対の声があがった。し

かし国王が命じて作業を続けさせたのである。

{O 0 Cの機構〉

現在DDCには次の 3つの部門がある。

①行政・経理部 (Administoration& Finance 
Division) 

②文芸推進部 (LiteraryPromotion Division) 

③研究部 (ResearchDivision) 

これに加えて、近い将来に次の 2つの部門が追

加される予定である。

④翻訳部 (TranslationDivision) 

⑤協力推進部 (Coordination& Promotion 

Division) 

新部門の設立に関しては、まもなく政府の許可

が得られ、予算がつく見込みである。いまのDD

Cの所長サンゲイ・ギードゥプ氏 (Sangay

Ngidup)は一年任期で勅命で任命されているが、

同時に国会の議長も務めている。大変有能であり、

かつ影響力が大きいので予算獲得は問題ないだろ

うと思われる。

翻訳部の仕事は外国の書籍の翻訳ではなく、もっ

ぱら法律を英文で専門家に起草してもらい、それ

をゾンカ語に翻訳する仕事が当面の仕事である。

たとえば財産法、不動産関係法、破産法、郵便法、

切手法などはつい最近に制定されたばかりであ

る。現在は通信法、地方自治法、財団法人法など

を起草中である。外国文学の翻訳も将来は手掛け

たいが当面は無理である O ちなみにD.G氏は②

の文芸推進部担当だが、ここでは学校教科書とマ

ニュアルの発行の仕事をしている。しかし副読本

まではとても手がまわっていない。

また、これまでにいくつかの文法書と辞典を出

版した。たとえば「ゾンカ語・古典チベット語・

ネパーリー語辞典」はすでに出版されている。し

かし「ゾンカ語・英語辞典」は現在編纂中で1998

年に発行の予定であるとの話で、あったが、 1999年

に二度目に訪れた際に進捗状況を聞いたところ、

まだ完成していないとの話で、あった。

〈ゾンカ語の活字などについて〉

ゾンカ語タイプライターは以前日本の大谷大学

が200台寄付してくれたので、各地の学校などへ

配布し、大変重宝している。しかし現在はすでに

チベット文字のフ ォントがあるのでもうコンピュ

ーターの方が便利である。たとえば週刊新聞クエ
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ンセルではすでにチベット文字のフォントを使っ

て新聞を編集している。

〈言語政策上の問題点について〉

古典チベット語は母音が5つなのにゾンカ語は

8の母音がある。したがってチベッ ト文字でゾン

カ語を表音的に表記するのは難しい。どうしても

綴りと実際の発音との関に議離が起こる所以であ

る。また、近代化にともなって輸入される新しい

概念を翻訳する際には古典チベット語の語棄を使

って造語するが、概して長ったらしいものが多く

なる傾向にある。したがってどうしても英語の単

語そのままが使われることが多くなるが、これは

どうしようもない。この問題に関しては以前国営

放送局 (BB S)、DDCとクエンセル社が共同

でワークショップを開いたことがある。

〈非識字率について〉

非識字率は政府統計では54%ということにな

っているが、その定義が難しい。というのは、た

とえば僧侶などのなかには、古典チベット語は読

み書きできるがゾンカ語の読み書きは出来ない人

がまま見受けられる。このような人々を「非識字J
と呼べるか、という問題がある。

〈地方文化崩壊の危険性について〉

地方語のなかでは東部で話されているシャーチ

ョップカが一番古い形を残している。次に古い形

を手長しているのはゾンカ語とブムタンカである。

地方語の保存記録はおもに外国人研究者がして

いる。しかし当面はこの国の近代化のためにはまず

国語であるゾンカ語の普及が最大の関心事である。

〈二言語併用政策について〉

現在のところ、教員や教材の多くをインドに依

存しており、多くの科目を英語でやらざるを得な

いが、将来は、少なくとも小学校レベルまではす

べてゾンカ語で行いたいと考えている。

結局のところ、この国の将来の言語政策につい

ては英語の圧倒的な波に対抗してどこまでゾンカ

語を真に「国語」として育成してゆけるか、①ゾ

ンカ語ならびに英語普及の陰で存亡の危機に直面

している地方語をいかに守ってゆけるか、そして

最後に、これはひとり言語のみならずこの国の文

化・社会全般にいえることだが、②伝統文化の保

持・育成と近代化のバランスをどのように取って

国造 りを進めてゆくか、という点に注目しつつ、

今後もこの国の発展を見守って行きたい。
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ブータンの言語分布
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