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ふりかえる
3
青春は“月の山”の彼方
1970年代、80年代の私の言語調査

梶 茂樹
かじ しげき / 京都大学、元AA研

アフリカ、ウガンダとコンゴの間に、
古代ギリシア人に“月の山”と呼ばれた
ルーエンゾリ山系が聳えている。
いま私はウガンダ側から
遠くコンゴを望んでいる。
あの山の向こうが、私の青春だったんだ、
と思いつつ……。

を訪ね、「今度アフリカに調査に行こうと思うんで
すけど……」と切り出したが、その時、文献研究
が主体でフィールド調査には無縁のように思われ
た西田先生が、実はフィールド調査に多大な関心
を持っていることを私は理解した。1976年初夏
のことである。今から思うと、もう38年も前の話
だ。私がお世話になった3人の先生も、今や全員
鬼籍に入られた。そういう私も定年が近くなって
いるのだから、仕方ないと言えば仕方ない。思え
ば遠くに来たもんだ。

コンゴでの調査
　アフリカでの調査は、当時ザイールと言ってい
たコンゴ民主共和国の東部に住むテンボ族のもと
で行った。1974年に予備調査をされた米山先生
が、まだ誰も調査をしたことがないということで
テンボ族を選んだのであった。米山先生と私と赤
阪賢さん（当時学習院女子短期大学）が村での住
み込み調査を開始した。1976年夏のことであっ
た。2年後に末原達郎さん（当時京大農学研究科）
が加わった。コンゴというのは1960年代の悲惨
なコンゴ動乱を経験した国であったが、当時は国
の情勢は落ちついていた。たまに南部地域でアン
ゴラやザンビアに逃げた反政府勢力が武力攻勢を
かけてくることはあっても、後に1990年代になっ
て、まさか自分が調査している東部地域で、そう
いうことが起こるとは夢にも思っていなかった。
私は、もしこの地で何か問題が起こったら隣国ル
ワンダに逃げようと思っていた。しかし、そのル
ワンダでまさかの紛争が起こり、それがコンゴに
飛び火し、この地域がコンゴで最も激しい戦闘地
域になってしまったのである。
　コンゴには様々な部族語・民族語が話されてい
るが、それと同時に地域共通語も発達している。

あこがれのフィールドワーク
　私は大学で言語学を専攻した。言語学には様々
な分野があるが、私が目指したのは知らない土地
で知らない言語を相手に調査を行う言語学、いわ
ゆるフィールド言語学であった。ただ私が行った
大学では、そういうことをやる人は少なく、また
授業でもそういう科目は皆無であった。フィール
ドワークに関してはむしろ人類学の方が盛んで、
当時私は人類学の人たちとも付き合っていた。
　私に転機が訪れたのは、大学院の博士課程に
進学してからである。当時、京都大学の教養部に
いらした人類学の米山俊直先生が調査隊をアフリ
カに出すということで私をその一員に選んでくだ
さったのである。私は米山先生には感謝している。
研究課題は、「赤道アフリカ森林地帯におけるエ
スノサイエンスと生態人類学の研究」というもの
であったが、言語学の梶君も入れたらいいと、当
時、私の副指導教員であり、また隊のメンバーで
もあった大橋保夫先生が米山先生に推薦してくだ
さったのである。また主指導教員の西田龍雄先生
も私のアフリカ行には快く賛成してくださった。
大橋先生に連れられて恐る恐る西田先生の研究室
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国の東部では、それはスワヒリ語であった。当時
私はテンボ語はもちろんのことスワヒリ語もでき
なかった。ただ国の公用語になっているフランス
語は多少できた。もし私がフランス語のできるテ
ンボ語のインフォーマントを見つけていれば、直
接調査ができたのだが、事はそう簡単ではなく、
フランス語のできる隣のハブ族の青年を通訳に
雇って調査をしたのであった。私がフランス語で
言って、それを通訳がスワヒリ語に直す。答えは、
直接、テンボ語のものが返ってくる。
　通訳を介しての調査は、通訳者の言語が絡むの
で、それなりに面白いこともあったが、如何せん、
まどろっこしい。しばらく経ってから、これはス
ワヒリ語を知らないと調査はできないと思うよう
になり、現地語の調査と並行してスワヒリ語の調
査を行うことにした。スワヒリ語はケニア・タン
ザニアの海岸地帯を発祥の地とし、アラブ商人
やヨーロッパの植民地行政官、また宣教師などに
よって東アフリカ全体に広がり、それがさらにコ
ンゴ東部にも広く話されるようになったのである。
ただ、コンゴのスワヒリ語はケニアやタンザニア
のものとは若干異なる。教科書で勉強すれば、タ
ンザニアのザンジバル方言をベースとした標準語
ということになるが、生きたスワヒリ語を使うに
は現地のスワヒリ語が必要だったのである。この
コンゴ東部のスワヒリ語の調査は、のちに『ザイー
ル・スワヒリ2000文』（フランス語）という1冊
に結実した。1985年のことである。

コンゴ・スワヒリ語も
　この著書には思い出がある。1976-1977年の
最初の調査の後1978年に『テンボ語語彙表』と
いう小冊子を米山先生のいた京都大学教養部社会
学研究室から出していただいたが、この『ザイー
ル・スワヒリ2000文』というのが、私にとって
実質的に最初の著書なのである。誰にとっても最
初の1冊というのはうれしいものである。当時私
はAA研に勤めていたが、これは、私のアフリカ研
究のもう1人の師である富川盛道先生が監修され
ていたAfrican Languages and Ethnography

の第19巻目としてAA研から出版された。富川先
生は、とにかく若い研究者に1冊出させてやろう
ということを考えておられた。しかも理論的なも
のでなくて資料的なものが重要だと考えていた。
私の『ザイール・スワヒリ2000文』というのは
スイスの言語学者アンリ・フレの『フランス語
2000文』をコンゴ・スワヒリに適用したもので
あった。
　African Languages and Ethnographyの
シリーズは、自分で版下原稿を作り印刷所に回す
のである。そのため、自分でタイプライターを打
たなければならなかった。しかも、きれいに。「こ
のスタイルはオレが始めたんや」と言うのを、江
口一久さん（当時国立民族学博物館）から聞いた

ことがある。出版コストを下げるために、自分で
できることは何でもしなければならない。
　その頃ちょうどIBMの電動タイプライターが普
及しだしたばかりで、まだAA研所員にも十分行き
わたっていたとは言えなかったが、私は1台あて
がわれて、タイプライターを一夏打ち続けた。夜
の10時や11時までになることもしょっちゅうで
あった。当時AA研にいた中野暁雄さんが夕方に
なると、しばしば、「梶くん、飲みに行こうよ」と
誘いに来たが、私がタイプライターを一心に打っ
ていると、「じゃあ、また今度」と言って出て行く
のであった。

　この『ザイール・スワヒリ2000文』は小型の
版ではあったが、総ページ数400を超えるかなり
分厚いものであった。製本されて納入された時、
富川先生に「おかげさまで出来ました」と報告に
行くと、先生はしばらくパラパラとめくって、「お
前、これで助教授になれ」と言うのである。そん
なもので助手が助教授になるものかどうかわから
なかったが、当時私はこれと並行して『テンボ語
語彙集』（フランス語）というのも作っており、そ
れもほぼ同時にできた。私が助教授になったのが
1987年の2月であったから、この業績が評価され
たのは間違いないように思う。

テンボ語聖書マルコ伝の草稿（左）とそのコンゴ・スワヒリ語訳（右）。フランス語版から訳した。
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言語はトータルに
　言語学を勉強すると、教える方が、音声学、音
韻論、形態論、統語論、意味論のように授業を進
めて行くので、言語調査は、音声学、音韻論、形
態論、統語論、意味論の順にやって行くと思って
いる人がいる。しかしそれは間違いである。言語
というのはトータルなもので、音声学も音韻論も
形態論も統語論も意味論も、すべてのものが同時
に出てくるのである。もし音声学をやって、それ
をもとに音韻論を考え、音韻論がわかってから形
態論、統語論に進むという風に考えたら、言語調
査は永遠に終わらない。音韻論の問題がすべて片
付くなんてことはありえないのだ。言語調査はで
きるところからやって行くというのが正しいやり
方である。3年ぐらい経って、やっとこういうの
もあったのかとわかる音韻的違いもあるのである。
私はテンボ語の1回目の調査では母音の長短の区
別があることがわからなかった。これは1978年
の2回目の調査で初めてわかったのである。
　言語にもよるが、テンボ語などバンツー系の
言語の場合、最初は形態論や統語論の方が、音
韻論よりわかりやすいのではないかと思う。語
彙調査票に沿って調査を進めると、大抵の場合、
第1項目に出てくるのは「頭」である。これを、
例えばいま調査しているウガンダのニョロ語で
は、omútwêという。これは単数形で、複数形は
emítwêである。いま私は声調記号（高はアキュー
ト・アクセント、下降調は山型アクセント、低は

マークなしで表記）を付けておいたが、これはそ
う簡単にはわからない。2音節目が高であること
はわかりやすいが、最後の音節が下降調とは判別
しにくい。低と間違いやすいのである。最後の音
節の声調が何であるかを決めるのは、調査の第1
項目では無理である。しかし単数形omútwêと複
数形emítwêとを比べて、単数形をomú-twê、そ
して複数形をemí-twêと区切ることは、そう難し
いことではない。つまり、omú-とemí-が、それぞ
れ単数と複数のマーカーで、-twêのところが双方
に共通する語幹だとわかるのである。単語の内部
構造は、形態論の問題である。こっちの方が音韻
論より、はっきりしているのである。
　バンツー系の言語の単語は、比較的簡単だと思
われがちだが、初心者は数ヶ月調査しても、単語
1つまともに書けないということも起こりうる。全
体がぼやけていて、焦点が定まらないのである。
しかし調査はそれでも構わない。どんどん続けて
行けばいいのである。最初は1語彙項目に1時間か
かるかもしれない。しかし、そのうちにスピード
も上がってくる。最初から完璧にしようと思った
ら、1回目の調査では名詞しかわからなかったとい
うことになりかねない。わからなくても次に行く
ことが重要である。すべてのことがわからないの
であるから、わかるところからわかっていけばい
いのである。そしていったん語彙調査票が終わっ
たら、見直しをすることが重要である。逆に、見
直しをすることを前提に調査をするのである。2
回目になれば、1回目の調査ではわからなかった
こともわかってくる。私は3回見直すことも稀で
はない。また語彙集の草稿ができた時、見直しに
また多くの時間を割く。

思い出のインフォーマント
　今まで私はうまく行った調査も、うまく行かな
かった調査もあるが、アフリカで約20の言語を調
査してきた。言語調査にとってインフォーマント

は決定的である。自分は何も知らないのであるか
ら、すべてはインフォーマント任せである。私は
言語のインフォーマントは、理想的には、自分と
同じ性の少し年上の人がいいと思う。同じ性とい
うのは、語彙調査をやっていると、すぐ性器や性
の項目が出てくるからである。男性が女性に性器
について尋ねるのは気が引ける。ましてや女性の
場合はなおさらであろう。しかし、私は様々な事
情から、女性のインフォーマントを使ったことも
何回かある。しかし、性器のことを聞いて気分を
悪くしたという人は皆無であった。すぐにこちら
が面白半分で聞いているのではないということを
理解するからである。ただこれは“理想的には”と
いうことで、実情に合わせて行動せざるをえない。
インフォーマントは自分と同年代の方がやりやす
いと思うが、言語に関する知識を考えると、多少、
年がいっていた方がいいであろう。
　さて、そういう中で最も忘れがたいインフォー
マントは私にとって、やはり最初に調査したテン
ボ語のK氏である。K氏は、実は私のテンボ語の3
人目のインフォーマントであるが、その後15年間
付き合ったインフォーマントである。私にとって
青春であったと同時に彼にとっても、私との調査
は青春のすべてを捧げた全人格的なものであった
に違いない。言語調査の調査者とインフォーマン
トというのは、単なる雇用者と被雇用者の関係を
超えている。それは、いうなれば全人格的なもの
である。来る日も来る日も何時間も付き合ってい
れば、性格から家族の事情まで全てわかってくる。
　現在私はウガンダ西部で調査をしている。かつ
ての調査地、コンゴがすぐ側にあるのはわかって
いる。わかっているから調査しているのである。
しかし現地の事情が悪くて行けない。ウガンダと
コンゴの間にはルーエンゾリ山系が横たわってい
る。いま私は、その山並みを見上げながら、心の
中で、あの向こうが私の青春だったな、とセンチ
メンタル・ジャーニー気分に浸っている。

ウガンダ西部ブンディブギョで現地
の情報を集める。ブンディブギョは
ルーエンゾリ山系の西側に位置しコ
ンゴ盆地へ連なっている。ウガンダ
では“忘れられた”土地である。

ウガンダ・ニョロ族の王宮。

テンボ族は列状集落を作っている。


