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１．はじめに

　東アフリカに位置するエチオピアは，多民族・多言
語国家である。およそ80の民族がそれぞれ独自の言
語を話しているとされる。Ethnologueは，1994年の国
勢調査の結果として85の言語を挙げている。系統も
様々で，アフロ・アジア語族のセム諸語（アムハラ
語，ティグリーニャ語など主に北部），クシ諸語（南
部のオロモ語，東部のソマリ語など），オモ諸語（南
西部オモ川流域，ウォライタ語など），ナイロ・サハ
ラ語族（グムズ語やヌエル語など，主に西部のスーダ
ン国境沿い）が話されている。これらの言語のうち，
アムハラ語はもともとはアムハラ族の言語であった
が，歴史的な経緯からエチオピア国内で重要な地位を
占めるようになった。現行の憲法ではアムハラ語は連
邦の「作業語」として位置づけられており，国内での
通用度は比較的高い。高等教育では教授言語として英
語を用いているものの，日常生活における民族を超え
たやり取りにはもっぱらアムハラ語が用いられてい
る。したがってエチオピアにおけるリンガフランカ
（地域共通語）的側面を持っていると言える。
　このような状況の中，共通語としてのアムハラ語は
どのような姿をしているのだろうか。言語は絶えず変
化するものであるが，アムハラ語もその例に漏れず変
化しているものと思われる。しかし，アムハラ語はこ
れまで包括的な記述が既にされており，現在の記述の
ほとんどは過去の研究に依存しているのが現状である
（Armbruster, 1908; Cohen, 1936など）。本研究は共通語
としてのアムハラ語の使用状況を観察し，実際の音声
を分析することによって，現在のアムハラ語の姿を記
述することを主眼とする。言語変化の記述はその原理
を明らかにすることで人間の言語に普遍的な特徴を捉
えることが出来るため，一般言語学にも寄与すること
になる，重要な課題である。

２．エチオピアの言語政策

　エチオピアは20世紀半ば，ハイレ・セラシェ皇帝
のもと近代的な国家建設が進んだが，その過程で言語
による国家統一も推し進められた。1955年の改定欽
定憲法の第125条において，「公用語はアムハラ語と
する」と定められた。1931年の憲法では言語に関す
る条項は存在せず，言語に関する公的規定は1955年
の憲法が初めてである。この規定によってアムハラ語
はエチオピアにおいて特別な地位を得たことになる。
しかしそれ以外の言語に関する条項はなく，アムハラ
語以外の言語は公的には事実上無視されたということ
になる。
　1978年に帝政を打倒した社会主義政府は87年に新
憲法を制定し，アムハラ語は政府の「作業語」という
位置づけになった。また第２条では諸民族の言語の平
等について言及されており，史上初めて諸民族の言語
の権利が憲法において保障された。
　その後社会主義政権は崩壊し，エチオピアは連邦民
主共和国となり現在にいたるが，1994年制定の現行
の憲法には第５条において，言語に関する以下の３項
が規定されている。
　１）全てのエチオピアの言語は，政府によって同等
に認められる。

　２）アムハラ語を連邦の作業語とする。
　３）連邦の成員は法律によって，それぞれの作業を
定めることができる。

つまり現行の憲法では全ての言語は同等の地位を持っ
ているのであるが，近代的な国家統治には共通語が必
要であることは言うまでもない。エチオピアではその言
語をアムハラ語とし，憲法上では「作業語」と表現して
いる。「作業語」とは憲法原文のアムハラ語では yäsəra 

qwanqwa（仕事の言葉），英語正文では working language

とされているものである。1955年の改定欽定憲法にお
いては「公用語」，アムハラ語では mädäbäňňa qwanqwa，
英語で official languageとされていたものが，後年修正
された。これは officialの訳語であるmädäbäňňaという
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Jimma の街にみられる看板の例。オロモ語とアムハラ語
が併記しているものが多い。またアムハラ語のみの看板は
見られるがオロモ語のみのものはほとんど見られない。
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言葉には「標準の」「基本の」といった意味があり，そ
の他の言語が「標準からはずれた」という意味合いに
なってしまうためであろう。他の言語の権利を保障する
他の条文との整合性を保ち，諸民族の様々な権利を保
障する政策を実現するためにこのような表現を選んだの
ではないかと思われる。
　以上のように，他の言語の権利が憲法で保障されて
いる現在，連邦の「作業語」としてのアムハラ語の使
用状況はどのようなものなのか。本研究では，エチオ
ピア国内で最大の話者数を誇るオロモ語の使用地域と
対象として，調査を行った。

３．調査報告

　筆者は2012年10月24日から11月20日までのおよそ
３週間，エチオピア南西部に位置する Jimmaに滞在し，
当地での言語の使用状況を観察し，音声資料を収集し
た。Jimmaは人口12万人以上の大都市であり，オロミ
ア州の中核的な都市である。また Jimma大学はエチオ
ピアでも有数の高等教育機関であり，様々な分野の教
育・研究がされている。筆者の調査目的は地方都市に
おける，アムハラ語の使用状況を観察することであり，
Jimmaはこのような目的を達するための条件が揃って
いると言える。

3.1. 聞き取り調査

　Jimma在住の２人の男性に聞き取り調査を行うこと
が出来た。調査に用いた言語はアムハラ語である。

　Ｔ氏は Jimma生まれの22歳の男性である。Jimma

以外の地での居住経験はなく，現在はスポーツインス

トラクターとして働いている。彼の母語はアムハラ語
でその他の言語の会話能力はほとんどない。英語に関
しても簡単な単語が分かる程度である。オロモ語は，
会話能力はないが，状況によっては聞いて理解できる
程度の能力があるという。Jimmaはオロミア州に位置
しその作業語はオロモ語であるが，ここに生まれ暮ら
しているにも関わらず，オロモ語はほとんどしゃべる
ことが出来ないということは非常に興味深い。彼の家
庭環境はどうであったのだろうか。彼の父は Shäwa

生まれのオロモ人で当然オロモ語母語話者である。ア
ムハラ語は流暢に話せるということである。彼の母は
南部のウォライタ生まれのウォライタ人で母語はオモ
語派に属するウォライタ語である。彼の両親は Jimma

に居を構え，Ｔ氏を含む２人の子をもうけるが，家族
ではアムハラ語のみを使用するという。こうしてＴ氏
はアムハラ語話者となったわけである。一方でオロモ
語に接したのは，家庭の外であったようである。Ｔ氏
は公立小学校に通っていたが，そこでの教授言語はア
ムハラ語であった。公立小学校は基本的にバイリンガ
ルであり，曜日や午前・午後などの時間帯によって教
授言語が “shift” する。生徒はどちらかを選択して授
業を受ける事ができる。例えば午前中にアムハラ語に
よって授業がされたとすると，午後は午前にアムハラ
語で行ったものと同じ内容を今度はオロモ語でする，
といった具合である。アムハラ語が母語であるＴ氏は
当然アムハラ語シフトを選択し，小学校での言語は全
てアムハラ語であったという。また教科としてもオロ
モ語は習わなかった。

　Ｒ氏は Jimmaに生まれ育った17歳の男性である。
仕立て屋として働いている。母語はオロモ語であり，
アムハラ語も問題なく流暢に話すことが出来る。彼の
場合，両親ともにジンマ出身のオロモ人であり，当然
母語はオロモ語である。どちらもアムハラ語によるコ
ミュニケーションには問題ないようである。４人の兄
弟合わせて７人の家族の間ではほとんどの場合オロモ
語で会話をするという。Ｒ氏は７歳で公立小学校に入
学したが，彼はオロモ語シフトを選択し，オロモ語に
よる授業を受けていた。

　今回聞き取りができた２人はどちらも公立学校に通
っていたが，私立学校ではアムハラ語によってのみ授
業がされるということは興味深い。私立学校に通うの
は比較的裕福な層であると考えられるが，そこで行わ
れるのは州の作業語すなわちオロモ語ではなく，連邦
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中心部にある喫茶店のメニュー。全てアム
ハラ語で書かれており，オロモ語のものは
用意されていない。
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政府の作業語アムハラ語による授業なのである。Ｔ氏
のようにアムハラ語モノリンガルであっても Jimma

における生活になんら支障をきたさないばかりか，モ
ノリンガルの存在を前提とした学校が存在するという
ことは，先述のようなアムハラ語中心主義的な風潮は
まだ根強く残っているということを示しているのでは
なかろうか。憲法上では全ての言語は平等な扱いを保
障されているが，多数派の言語を使用することができ
る方が雇用機会にも恵まれ有利になるという現実は疑
いの余地はない。Ｔ氏とＲ氏への聞き取りから，憲法
による規定と実際の使用との間の隔たりがあり，同じ
地域に住む人でも言語の使用状況はかなり違っている
ことが分かった。

3.2. 音声資料の収集

　アムハラ語と調査地 Jimmaの作業語であるオロモ
語とは母音体系が異なる。そこで調査協力者の２名が
実際どのような発音をしているのか，音声実現を記録
するため録音を行った。
　録音は静寂の保てるホテルの一室にて行った。
Sony社製リニア PCMレコーダーPCM-M10と，Audio-

Technica社製コンデンサマイクロフォン AT9941を使
用し，サンプリング周波数44.10kHz，量子化数24bit

で録音をした。録音内容は，アムハラ語の全ての母音
を含む日常的に使用頻度が高いと思われる表現を，音
環境を考慮しつつ28例用意しランダマイズした。そ
のリストをエチオピア文字にて提示し，それぞれを４

回ずつ発音してもらった。録音は Praat ver.5.1.11にて
高速フーリエ変換を行い広帯域スペクトログラムを表
示し，目視にて対象の母音の第１および第２フォルマ
ントを計測した。
　アムハラ語は / i e a o u ä ə /の７母音体系であるの
に対し，オロモ語はの / i e a o u /ように５母音に長短
を区別する10母音が弁別的である。中でもアムハラ
語の äと əは音声学的には中舌母音であり，この２つ
の母音はオロモ語にはない。このことから，オロモ語
話者の話すアムハラ語の母音は，オロモ語の体系に影
響を受けていることが考えられる。殊に母音は連続体
であり，話者の意識的な修正が難しい。またアムハラ
語をオロモ語に転写する場合，多くの場合，äは eと，
əは iと転写される。したがって，オロモ語話者の話
すアムハラ語はこれらの組の母音の音色が重なってい
るのではないかと考えられた。
　実験の結果は予想に反し，Ｒ氏のアムハラ語の母音
は大きなオーバーラップを見せることなく，発音の仕
分けがされていた。Ｒ氏はオロモとしてのアイデンテ
ィティを強く持つ青年であるが，アムハラ語も流暢に
操り，筆者の理解能力の限りにおいては第２言語話者
としての特徴は見られなかった。また彼は都市部に住
み商売をしているので，人々との交流が多いと思われ
る。このような状況のために，今回のような結果とな
ったと予想される。筆者は以前，オロミア州の農村部
にすむ男性とアムハラ語で会話をする機会があった
が，彼のアムハラ語はオロモ語の影響をかなり受けた
発音であった。第２言語の能力は個人的な差異がある
のは当然であるが，少なくともＲ氏のように母音を発
音仕分けているオロモ語話者がいることがいることが
分かった。
　非母語話者にとって発音や聞き分けが困難な音声が
あるとしても，それがその言語において弁別的である
のならば，その体系が容易に変化することはないのだ
ろう。つまり言語における音素体系の変化は，体系内
における対立の弱化によって起こるのであって，非母
語話者による外的で消極的な要因では起こりにくいと
言えるのではないだろうか。

４．まとめ

　本研究では，アムハラ語の現在の姿を記述するとい
う大きな研究への足掛かりとなった。しかし今回の調
査は諸々の制限から，不十分な面が多かったことは認
めざるをえない。ことに言語の使用状況についての調
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査は個人の使用状況にとどまり，都市全体の使用状況
を十分に観察できなかった。今後はこれらの点を補い
つつ，一般言語学的に寄与できる記述を進めていきた
い。

参考文献

Armbruster, C. H. (1908) Initia amharica: An Introduction to Spoken 
Amharic, The University press, Cambridge

Cohen, M. (1936) Traité de langue amharique (Abyssinie), Institut 
d’Ethnologie, Paris

Lewis, M. Paul (ed.), (2009) Ethnologue: Languages of the World, 
Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: 
http://www.ethnologue.com/（2012年12月24日アクセス）

柘植洋一（2009）「文字は誰のものか──エチオピアにおける
諸言語の文字化をめぐって」，梶茂樹，砂野幸稔編著『アフ
リカの多言語社会を生きるということ』，三元社


