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要　　旨

　フランスには昔から、地域に結びついた少数言語・少数文化が数多く存在している。本土で公教育
の対象となっている地域語だけでも、エウスカディ語（バスク語）、ブレイス語、カタルーニャ語、
オクシタン語、コルシカ語、ガロ語、フランク語及びアルザス語の８言語がある。しかし、これらの
地域語はいずれも過去の中央集権的な言語政策によって、今や消滅の危機に瀕している。少数言語を
話す人々は自らのルーツの証である言語の消滅を前に、言語を復興し、擁護することで、その文化的
アイデンティティを守ろうとしている。
　1977年、地域語が公教育に導入される以前に、ブレイス語で学科を教えるオルタナティブ・クール
がブルターニュ地方に創立された。これまで、スコール・ディワンのようなフリースクールが言語擁
護運動に果たす役割については、ほとんど論じられてこなかった。しかしこうした地域語を媒介語と
する自主教育は、少数言語の復興を論じる上で重要な要素となっている。というのも、地域語が「母
語」の機能を失った今、完全な「投入法」による言語教育こそが地域語を存続させる唯一確実な方法
だからである。
　本稿の目的は、ブルターニュ地方の地域語であるブレイス語を事例に、①地域の少数言語が消滅の
危機に曝されるようになったその歴史的な背景を、フランスの言語政策史を概観することで明らかに
し、②ブレイス語の復興を、スコール・ディワンを核とする地域語教育運動を通して検証することで
ある。

キーワード
フランス、ブレイス語、地域語、少数言語、言語政策、一言語主義、消滅の危機

言語擁護運動、地域語教育運動、自主教育、スコール・ディワン

英文要旨

In France, a lot of regional minority languages and cultures have existed for a long time. Among the 
regional languages in Metropolitan France, we can �nd eight languages (e.g. Basque, Breton, Catalan, Occitan, 
Corsican, Gallo, Frankish and Alsatian) just as the regional languages used for national education. But now, all 
these regional languages are in a critical situation because of the centralizing linguistic policy in the past. Facing 
the extinction of their languages, the people who speak those minority languages are eager to protect their 
cultural identity by defending their languages.

In Brittany, an alternative school, in which subjects are taught in Breton, was founded in 1977 before 
Breton has been introduced into the national education. So far we didn't study that the free school like “skol 
Diwan” plays the role for language protection movement. However, this kind of independent education of which 
a regional language is used as the vehicular language becomes an important factor when discussing the revival 
of the minority languages. Now that any regional language doesn't function anymore as “native language”, the 
education by the regional language with the complete immersion method is the only reliable way to make it 
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１．はじめに―ブレイス語の現状

　ブレイス語1）が話されているブルターニュ地方

は、フランス北西部に位置する大きな半島で、北

は英仏海峡、西は大西洋に面している。遥か対岸

にはブリテン島を臨み、その交流は紀元前にまで

遡る。面積は27,208平方キロメートル、人口は約
433万人、州都は半島東部にあるレンヌ市である。

ブルターニュ地方はイール・エ・ヴィレーヌ県、

コート・ダルモール県、モルビアン県、フィニス

テール県の４つの県から成り、主要な産業は漁

業、農業、畜産、観光である。

　ブレイス語は2）、インド・ヨーロッパ語族ケル

ト系の言語で、フランス共和国が「国語」と定め

るラテン系のフランス語とは系統の異なる言語で

ある。従って、ブレイス語はフランス語の「方言」

ではない。

　現在、ブレイス語が常用的に話されている地

域はかつてのバス・ブルターニュ（低地ブルター

ニュ）で、それは今日の行政区分で言うと、フィ

ニステール県全域とコート・ダルモール県及びモ

ルビアン県の西側の半分ということになる。ちょ

うど半島をサン・ブリユより少し西に入ったパン

ポルからヴァンヌまで縦線を引いて二分割したと

きの西側半分に相当する。歴史的に、バス・ブル

ターニュはブレイス語圏、オート・ブルターニュ

（高地ブルターニュ）はガロ語3）・フランス語圏

であった4）。

　1999年にフランス国立統計経済研究所（以下、

INSEE）が実施した調査に拠ると5）、ブレイス語

の常用者数は25万7,000人で、これは18歳以上の
住民の約12％に当る。ブレイス語の話者人口は、

19世紀末には136万人以上いたとされており6）、

この調査結果からわずか１世紀の間に19％にまで

減少したことが分かる。

　こうした話者人口の著しい減少は半島民に大き

な衝撃を与えた。しかし、それ以上に深刻だった

のは、母語話者の高齢化と言語の世代間伝達の欠

如が露呈されたことであった。話者の高齢化につ

いては、実に４人のうち３人までが50歳以上、２

人に１人が65歳以上であるという結果が出た。ま

た、世代間の伝達手段に関しては、1970年代まで

は親子間伝達が主流で、伝達割合は1920年代には

60％であった。ところが1980年代になると６％

に、1999年の時点では３％にまで減少してしまっ

た。現在では、親子間伝達はほぼ消滅したと言っ

ても過言ではない。

　いったい何故、このように急激に話者人口が

減少してしまったのだろうか。その原因の一つ

は、1950年以前のフランスの言語政策にある。フ

ランスでは16世紀以来、政体がどのように変わっ

ても、フランス語を国家の言語として擁護し、他

の地域語を軽視してきたのである。時代によって

は、軽視どころか、積極的に殲滅を図ったことも

あった。大革命以後、「一つにして不可分のフラ

ンス」を掲げ、中央集権と言語統制を強力に推し

進めた結果、地域語の話者人口が激減してしまっ

たのである。従って、フランスの言語政策史を見

つめることは、裏を返せばブレイス語を始めとす

る地域語の受難の歴史を辿ることでもある。

　現在では、ブルターニュの地方自治体、民間団

体によって様々な言語文化の復興運動が組織さ

れ、一定の成果が認められている。しかし残念な

がら、その未来は必ずしも明るいものではない。

本稿では、ブルターニュ地方の地域語であるブレ

イス語を事例に、地域語の置かれている状況やそ
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survive.

The purpose of this paper is to illustrate-by taking a general view of the history of the linguistic 
policy-the historical background of the critical situation in which minority languages, in particular Breton, are 
confronted with the extinction; and to study the revival of Breton through the educational movement of the 
regional language based on “skol Diwan”.
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の未来について考察したいと考える。その手順と

して、まず地域語が消滅の危機にさらされるよう

になったその背景を、フランスの言語政策史を通

して俯瞰する。次に、スコール・ディワンの自主

教育に代表される地域語教育運動から復興の成果

を検証し、最後にブレイス語の未来について考え

てみたい。

２．言語による国家統一

２．１．「国語」の制定とその発展

　フランスにおける最初の言語政策は、1539年に

フランソワ１世によって制定された、ヴィレール

=コトレの勅令の第111条「行政及び裁判に使用
される言語の統一」に見ることができる。これは、

それまで法律や裁判等で使われていたラテン語に

代わり、あらゆる公式文書及び法律文書にフラン

ス語の使用を義務づける条項である。この条項に

よって、地域ごとに異なる言語が常用されていた

多言語国家フランスに、「国語」が生まれたと言っ

ても過言ではない。というのも111条は、「母語た

るフランス語で、その他によることなく」という

文言で、フランス語が王国の母語であることを明

示し、ラテン語を含め、その他一切の言語の公的

な場での使用を排除しているからである。

　むろん、ヴィレール＝コトレの勅令によって、

すぐさま地域語が禁じられ、迫害されたというこ

とはなかった。しかし、この勅令が地域語の使用

領域を私的な場に限定し、その結果、地域語を二

等言語に貶めることになったのも事実である。な

ぜなら、この条項は文言の上ではフランス語を

「国語」とは規定していないが、政治権力が特定

の言語を優遇するという一国一言語政策の始まり

だと見ることができるからである7）。

　17世紀になると、フランス語を、王国の公用語

として、明晰でより正確な表現力を備えた言語に

しようとする動きが始まった。そのための実施機

関として、アカデミー・フランセーズが創設され

た。その目的は、①フランス語に確実な規則を与

え、純化し、雄弁にし、諸所の学芸を扱いうる力

を持つものにすることであり、②そのために規範

となる辞書、文法書、修辞学や詩学の書の編纂を

行うことであった。アカデミー・フランセーズの

主導のもと、文法の整備、語彙の洗練化が推進さ

れた。階層によって、職種によって、使われてい

たフランス語が異なっていたこの時代に、規範と

してのフランス語という概念が生まれ、標準語化

が行われたのである。

　フランス語は近代語として確立し、表現手段と

してフランス語を選ぶ文人が数多く輩出し始め

た。その結果、フランスは優れた文芸の発信地と

なり、近隣諸国から知識層が留学にやって来るよ

うになった。こうした中で、フランス語もまた

ヨーロッパの共通語となっていった。

２．２．革命の理念と一言語主義

　革命期までは、地域語が本当の意味で脅威に

さらされることはなかった。この点については、

1790年８月から４年間にわたって行われたグレゴ

ワール神父の調査8）で、次のような報告がなされ

ていることからも証左されるだろう。

「少なくとも600万人のフランス人が国語を知ら

ず、同数のフランス人が筋道を立てて会話をす

ることができない。（中略）国語を話すフラン

ス人は300万人にも満たない。しかも正しく書

ける者となるとさらに少なくなる。」9）

　革命の初期段階におけるフランスの人口を

2,600万人と見積もると10）、フランス語をきちん

と話せる者の割合は、わずかに11.5％にしかなら
ないことになる。また、ベルトラン・バレールの

『方言に関する公安委員会の報告書』には、フラ

ンス語を知らない者の数は、とりわけ地域語が根

強く残る農村部に多く、そのため「人権宣言」を

はじめ初期に出された法令の多くが、地域語に翻

訳されて各地方に伝えられたと記されている11）。

　しかし、こうした多言語共存の状態は、革命政
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府にとって決して好ましいものではなかった。む

しろ脅威であったと言った方が良い。その証拠

に、ブレイス語を話すバス・ブルターニュ地域で

は、ふくろう党の蜂起のような反革命の乱が勃発

し、何年も内戦状態が続いたが、争乱それ自体が、

下記の引用でも明示されているように、地域語の

所為にされたのである。

「最初の国民議会で採択された法令をフランス

の方言に翻訳するのにどれほどの出費を要した

ことか。まるで、我々の方がこうした野蛮な、

わけの分からない言葉、下品な方言を擁護して

いるようではないか。こうした方言なぞ狂信者

や反革命主義者にしか役に立たないというの

に！」12）

　やがて「一つにして不可分のフランス」という

革命のスローガンとともに、国家統一には言語の

統一もまた必要不可欠な要素であるとの考えが大

勢を占めるに至った。ベルトラン・バレールも前

述の報告書で「自由な国民の言語は万人にとって

唯一無二かつ同一のものでなければならない」13）

と述べている。こうして、一言語優位主義の法令

が次々と定められていった。1793年10月21日の法

令では「共和国のすべての地域において、教育は

フランス語によって行われる」と規定された。さ

らにまた、バレールのフランス語教育に関する法

案では、その第１条にブレイス語を話す西部地域

の５県14）に、法案成立後10日以内にフランス語

教師を派遣することを定めている15）。

　一言語主義政策のもと、国民公会では盛んに地

域語の根絶が叫ばれるようになるが16）、フランス

語を知らない者が多い地方の農村部では、フラン

ス語による「直接方式」の教育は時期尚早と判断

された。それ故に、1794年11月17日の法令では、

教育は「フランス語において行われ、方言は補助

的な手段としてのみ用いられることができる」と

定められている。つまり、フランス語の習得に資

する場合は、地域語を使うバイリンガル方式の採

用が許容されていたということである。

２．３．初等教育法と地域語の排除

　しかし、こうした状況も時代とともに様変わり

する。19世紀後半になると、地域語の殲滅を目的

とした言語政策が取られるようになるからであ

る。フランス語を教育言語として小学校に導入し

たファルー法（1850年成立）を経て、1882年には

ジュール・フェリーによる一連の初等教育法が成

立し、地域語の公教育からの排除が明確に打ち出

されていった。

　政府の教育現場における言語統制は徹底してい

た。とりわけ、初等教育からブレイス語を追放す

るやり方には、情け容赦がなかった。1845年、フィ

ニステール県の郡長が教師たちに向けて行った訓

示は、この点を如実に物語っている。

　「皆さん、皆さんが奉職したのはただ、ブレ

イス語を死滅させるためなのだという点を、特

に心に留めていただきたい。」17）

　教師たちには、「俚言」と呼ばれた地域語の殲

滅という役目が負わされた。その結果、子どもた

ちは教師によって言語には「貴賎」があり、「俚

言」と呼ばれるブレイス語は卑しい、恥ずべき言

葉だと教えられた。子どもたちが校内でブレイス

語を発した場合、彼らに折檻18）や屈辱的な罰が

課された。中でも最も有名な懲罰が「象徴」（別

名「雌牛」、「木靴」）と呼ばれるものであった。

この懲罰については、今林直樹氏がその論文の中

で端的にまとめているので、以下に引用したい。

「それはブルトン語でAr vuoh（フランス語で la 
vache、すなわち雌牛）と呼ばれた方法で、そ
の日の学校生活で最初にブルトン語を話した生

徒が丸い石や古い木靴などのサンボル（le sym-
bole、象徴）を持たされ、次にブルトン語を話
した生徒をみつけたらそれをその生徒に渡す。

その日の学校生活が終わるときにそれを持って
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いた生徒が罰せられるというものである。」19）

　アナトール・ル＝ブラスなど多数の半島の作家

や著名人たちによって語られてきたこの悪名高き

懲罰は、カンペールの小学校から始まって1863年

までにはバス・ブルターニュのほぼすべての学校

に広まり、多くの子どもの心に劣等感や羞恥心、

母語に対する嫌悪感を植え付けた20）。

　1880年、フィニステール県の公立学校によって

採用された校則に、当時の公教育の方針をはっき

りと見ることができる。この校則には、「フラン

ス語は、学校で使用する唯一の言語である」と定

められていた。また、同県の大学区視学のドジモ

ンは、1897年、次のように学校の使命を述べてい

る。

「決して曲げてはならない原則があります。そ

れは教室内でも、休み時間中の校庭でも、ただ

の一言もブレイス語を許してはならないという

ことです。」21）

　さらに、政府は機会を捉えて、執拗に、地域語

がフランスの言語的統一にとって、ひいては国家

統一にとって無用の長物であるという公式発言を

続けた。例えば1925年７月19日、パリ装飾芸術展

におけるブルターニュ館の開館式で、アナトー

ル・ド・モンジ公教育大臣は何ら躊躇することな

く、「フランスの言語統一のために、ブレイス語

は消滅しなければならない」22）と表明した。

　ブルターニュ地方には敬虔な信者が多く、ブレ

イス語はある意味で教会によって守られてきたと

言ってもいいだろう23）。ローマ教会が地域語の使

用を認めていたため、ブルターニュではブレイス

語を話せる半島出身者が司祭となり、地域の言葉

で祈祷や説教を行い、ミサをあげた。また、聖書

や初等読本を始め多くのブレイス語の書物が、教

会を通じて出版された。教会は信者の維持のた

め、ブレイス語の擁護にも力を入れていたのであ

る。政府はそこにもメスを入れた。政教分離法を

成立させた当時の首相エミール・コンブが、1902

年、通称「ブレイス語禁止令」と呼ばれる首相通

達（Circulaire du 29 septembre 1902）を発したの
である。これは、いかなる教育であっても、聖職

者が許可なく教育を施すことを禁じる法令であっ

た。

　こうした教育現場における地域語の全面的な排

除は、20世紀後半になるまで続いた。その結果、

ブレイス語をはじめとする地域語の衰退が加速さ

れたのである。

　

３．地域語教育運動

３．１．消滅の危機

　2009年２月19日にユネスコが更新した「世界消

滅危惧言語地図」においても、ブレイス語は相変

わらず「消滅の危機に厳しくさらされている言

語」の一つに分類されている。言語の消滅は、あ

る日突然に起こるものではない。言語が社会的に

「母語」24）でなくなったとき、死の兆候はすでに

出ているのである。一般に、家庭で優位言語と少

数言語の２言語が併用されるようになると、少数

言語の親子間伝達は十分に行われなくなる。社会

でそうした家庭が大多数を占めるようになると、

少数言語は消滅の道を辿り始める。

　教育からも教会からもブレイス語が消えたと

き、半島の話者人口は激減し始めた。1950年代に

入ると、ブレイス語はもはや母語ではなくなっ

た。つまり、1950年代以降に生まれた子どもたち

にとって、ブレイス語は母親が自分に語りかける

唯一の言葉ではなく、大人たちが話す言葉の一つ

に過ぎなくなっていたのである。子どもの両親は

フランス語とブレイス語のバイリンガルであるこ

とが多く、家庭ではフランス語がコミュニケー

ションの中心的な役割を担っていた25）。

　こうした危機的な状況は、なにもブレイス語に

限ったことではない。オクシタン語、エウスカ

ディ語、カタルーニャ語などフランスの地域語の

多くが同様の事態に直面していた。このような
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中、ウージェーヌ・フィリップスが「フランスの

少数者の目覚め」26）と呼ぶ、地域語教育を核とす

る少数言語擁護運動が各地で起こり、デクソンヌ

法の成立を後押しした。

３．２．公教育への導入

　1951年、フランスで初めて地域語の教育を目

的とした法律が成立した。「地方の言語と方言の

教育に関する法律」、いわゆるデクソンヌ法（Loi 
n゚  51-46 du 11 janvier1951, Loi Deixonne）である。
これは公教育で、オクシタン語、エウスカディ語、

カタルーニャ語、ブレイス語の４言語に限って、

その使用を許可した法律である。この法律は一言

語主義を貫いてきたフランスにおいて、フランス

語以外の地域語の教育及び公教育での使用（第２

条）、小学校において週１時間の課外での地域語

の授業の導入（第３条）、大学に地域語・地域文

学・民族的エスノグラフィーのための講座の設置

（第７条）、及びバカロレア（大学入学資格試験）

での地域語科目の受験（第９条）を初めて法的に

認めたという点で、画期的なものであった。

　しかし実際には、制限の多い、非現実的な法律

であったことも指摘しなければならない。という

のも、まず「制限の多い」という意味では、例え

ば授業で地域語の使用が許されるのは保育学校27）

と小学校だけで、しかも地域語の助けを借りるこ

とによって本来の授業に利益があると認められた

場合に限られるなど、その使用に制限が設けられ

ていたからである。また、中等教育においても、

地域語及びその文化の学習は課外授業で行わなけ

ればならないという制限があった。次に「非現実

的な」という意味では、教育方針やカリキュラム

はおろか、教育を担う人材の育成や教職免許につ

いて何らの検討もなされなかったからである。

　とは言え、デクソンヌ法の成立が呼び水とな

り、地域語を子どもに習得させたいと願う親も増

え、各地で地域の言語や文化を教科教育の中に組

み込むための法改正が叫ばれるようになった。そ

の結果、1960年代から70年代にかけて、様々な通

達やデクレが出された28）。なかでも1975年の学校

教育法、通称アビ法（Loi n゚  75-620 du 11 juillet 
1975, Loi Haby）の成立は、地域語教育運動を前
進させた。この第12条で、「地域の諸言語及び諸

文化の教育は、就学期間のすべてを通して行うこ

とができる」と定められ、地域語及び地域文化の

授業に対する制限が大きく緩和されたのである。

　この頃、国立のレンヌ大学がそれまでのケルト

学講座の再編を行った。1981年、ケルト学免状

取得課程（DEC）とケルト学高等免状取得課程
（DSEC）に組み込まれていたブレイス語が独立
し、それに伴って学士号を取得できるブレイス語

学科が新設されたのである29）。さらにまた、同大

学はブレイス語教員を志望する学生たちに、ブレ

イス語教育法を教授する集中講座を設置し、教員

養成にも乗り出した。

　1982年、国民教育大臣アンリ・サヴァリによっ

て一つの通達（Circulaire n゚  82-261 du juin 1982, 
Circulaire Savary）が公布された。この通達は、「地
域の言語・文化教育が国民教育の中で真の地位を

得られるようにすること」を目的とし、そのため

に「国家が地域の言語教育及び文化教育の組織に

積極的に関与すること」を謳っている。これより、

あらゆる教育段階で、ブレイス語を選択科目とし

て、あるいは第二現代語、第三現代語として通常

の修学過程に組み込むことができるようになっ

た。さらに、公立の学校にバイリンガル学級を創

設し、ブレイス語とフランス語の両言語を媒介語

に使って教科を教える、バイリンガルの授業も展

開されるようになった。

　

４．自主教育

４．１．スコール・ディワンの創立と発展

　ブルターニュ地方では比較的早くから、ブレイ

ス語を教育の場へ戻そうという動きがあった。そ

の有名なものが、ヤン・ソイエを中心とする「ア

ル・ファルス」（「鎌」の意）の活動である。1933

年1月、小学校の教師であったヤン・ソイエが同
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僚の教師たちと同好会を作り、会報『アル・ファ

ルス』を創刊した。ヤン・ソイエとその仲間は、

会の綱領の中で、①ブレイス語を媒介語とした教

育、②フランス語を媒介語とするバイリンガル・

システムの排除、③幼稚園におけるフランス語に

よる直接方式の廃止と母語使用の維持、④ブレイ

ス語の使用によって課される懲罰の禁止、などを

訴えている30）。

　しかしこうした活動は、然したる成果を得られ

ないまま、第二次世界大戦後には後退した。1970

年代に入り、再び少数言語擁護の機運が高まる

と、デクソンヌ法成立後も続くフランスの一言語

主義に、地域語を話す人々は政府に対する不信感

から、各地域で自主教育を展開するようになっ

た31）。ブルターニュ半島でも有志たちによってブ

レイス語の自主教育が行われた。中でも、児童を

対象に、ブレイス語で学科を教えるフリースクー

ル「スコール・ディワン」Skol Diwanの活動は、
ブレイス語の復興に大きく貢献した。

　スコール・ディワンの「ディワン」とは、ブレ

イス語で「発芽」を意味し、この名称はまさにブ

レイス語の復興が端緒についた当時の状況を象徴

的に示唆している。スコール・ディワンの創立は

1977年で、当初は保育学校だけのスタートであっ

た。フィニステール県のランポール＝プルダルメ

ゾーに開校した最初の保育学校は、無認可の組織

で、生徒の数はわずかに５名を数えるのみだっ

た。

　その後、ブルターニュ各地に次々と保育学校を

作り、1980年には最初の初等学校、1988年には最

初の中等学校、さらにその６年後には、現在まで

唯一となる高等学校をコート・ダルモール県カ

レー市に開校した。スコール・ディワンは、創立

から30年以上を経て、ブルターニュ全域に保育学

校・初等学校合わせて37校、中等学校６校、高等

学校１校を擁する学校組織に成長し、2009年９月

には合計3,209名の生徒が入学した。
　スコール・ディワンは、エコール・アソシアシ

ヴécole associaciveと呼ばれる、一種の「各種学校」

である。従って、学校教育法に規定される正規の

学校ではない。よって創立当初から運営費の大部

分が父兄や地域住民、あるいは地域の企業の寄付

によって賄われてきた。この30年の間、学校運営

にかかる費用を工面できず、何度も廃校の危機に

見舞われたが、時代が少数言語文化の擁護へと変

わっていく中で、国や地方公共団体からある一定

の理解と支援（教師の給料、敷地の貸与など）を

得ることができるようになった。しかし新設校に

ついては、設立後5年間は「学校」としても認知

されないため、国や自治体の助成対象にならず、

極めて厳しい経営を強いられているところもあ

る。

　スコール・ディワンは創立当初より、ブレイス

語を媒介語とした教育の機会を永続的に提供して

いくことを目指し、国に対し公立学校への移行を

請願してきた。しかし、フランスの教育法は、英

語など一部の外国語教育を除き、フランス語以外

の言語を媒介とする教育を認めていないため、未

だスコール・ディワンの公立学校への移行は実現

されていない32）。

　

４．２．スコール・ディワンの教育法

　スコール・ディワンの建学の精神は、消滅の危

機に瀕しているブレイス語を残し、次世代に確実

に伝えていくことをその使命としている。具体的

な目標は、①保育学校からバカロレアまで、ブレ

イス語による一貫教育を提供すること、②子ども

― 7 ―

出所： スコール・ディワンのHP（http://www.diwanbreizh.
org）、Le TélégrammeやOuest-Franceなどの地方紙の記
事を基に作成。



たちに、先祖が使っていた言葉と同じ言葉で自ら

の歴史を学ぶ機会を与えること、③学校の役割

は、知識の伝達のみならず、人格形成の場となる

ことにあるので、そこで寛容と交流を礎とした社

会性を育て、文化的なアイデンティティを子ども

たちに付与すること、である。　

　スコール・ディワンの教育の柱は、「投入法」

による完全なブレイス語教育である。この教育法

によりブレイス語 /フランス語バイリンガルの養
成を目指している。ここで、スコール・ディワン

における保育学校から高等学校までのバイリンガ

ル教育の一端を紹介しよう。

　保育学校

　ブレイス語を媒介語とする完全投入法による授

業が行われるため、教師が使用する言語はブレイ

ス語に限られる。生徒の方は、ブレイス語の既習

者であればブレイス語で応答し、そうでない場合

はフランス語による応答も許される。

保育学校における媒介語

学　年
授業時間数/週

ブレイス語 フランス語

年　少　組 24時間 ０時間

年　中　組 24時間 ０時間

年　長　組 24時間 ０時間

出所：�スコール・ディワンのHP（http://www.diwanbrei-

zh.org）を基に作成。

　３年間での学習目標は、①早期に理解閾に到達

すること、②２年以内に会話閾に到達すること、

③３年の終わりに概念形成閾に到達すること、と

設定されている。

　初等学校

　初等学校の教育は、国民教育省のカリキュラム

に沿って行われる。公立学校との違いは、教育の

媒介語として、フランス語とブレイス語をどのよ

うに使い分けるかである。準備課程では、ブレイ

ス語を媒介語として、ブレイス語の読み、書き、

及び算数の授業が行われる。

　フランス語が導入されるのは、初級課程から

で、当初はブレイス語からフランス語への移し替

えを行う。その後は、フランス語の授業はフラン

ス語を媒介語として行われ、初等学校終了時に、

他の公立学校と同じレベルのフランス語力を身に

つけることが目標とされている。

　他の学科については、科目によって媒介語が異

なる。ブレイス語を媒介語とする授業は、算数と

理科で、フランス語を媒介語とする授業は、歴史、

地理、公民及び美術である。

初等学校における媒介語

学　年
授業時間数/週

ブレイス語 フランス語

準備課程（CP） 24時間 ０時間

初級課程１年（CE1） 22時間 ２（2）時間

初級課程２年（CE2） 13.5時間 10.5（6）時間

中級課程１年（CM1） 13.5時間 10.5（6）時間

中級課程２年（CM2） 12.5時間 11.5（7）時間

出所：�スコール・ディワンのHP（http://www.diwanbrei-

zh.org）及び国民教育省のHP（http://www.educa-

tion.gouv.fr）を基に作成。（　）内はフランス語の

授業時間数。

　中等学校及び高等学校

　中等教育のブレイス語学習では、高度な運用能

力を獲得することを目指し、物語や脚本を書いた

り、作詩したりすることで文法、文学、文章表現

などを学習する。さらにカリキュラムに、新聞や

ラジオ、TVなどのメディア教材を使った実践的
な語学学習を組み込んでいる。一方、フランス語

学習は、国民教育省のカリキュラムに沿って行わ

れる。

　ブレイス語を媒介語とする科目は、歴史、地理、

自然科学、数学、美術、体育、音楽等で、大部分

の科目が該当する。反対にフランス語を媒介語と

する科目は、ラテン語、方法論、工学等ごく一部

である。

　外国語教育に関しては、中等学校１年生から英

語学習を開始し、４年生になると第２外国語とし

てドイツ語かスペイン語のいずれか一方の学習が

加わる。さらに高等学校１年生から第３外国語の

学習が始まるが、ドイツ語、スペイン語、アラビ

ア語の中から１言語の選択必修となる。基本的に
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学習言語が媒介語となる。

中等学校における媒介語

学年
授業数（１授業=50分）/週

ブレイス語 フランス語 英語 第４言語

１年生 22.5 6.5 6 0

２年生 22.5 6.5 6 0

３年生 ― ― 5.5 4

４年生 18.5 8 6.5 4

出所：�スコール・ディワンのHP（http://www.diwan-

breizh.org）を基に作成。―　はデータがないこ

とを示す。

４．３．�スコール・ディワンの成果とブレイス語

教育の発展

　スコール・ディワンの発展の背景には、第一に

この学校独自の教育法の効果があった。中等学校

や高等学校は学校数が限られているため、多くの

生徒が寄宿生活を送っている。そのため、普通の

学校に比べ、教師や父兄が生徒の学校生活により

深く関わっている。教師は、部分的にフレネ学校

やマリア・モンテソリ学校の教育法を取り入れ、

課外活動や寄宿生活にも積極的に関与している。

　さらに、独自の教育法を支えているのが、質の

高い教師の存在である。スコール・ディワンに

は、教員の養成を行う機関、「ケレン教育研修セ

ンター」がある。このセンターの役割は、①独自

の研修プログラムにより、教師に対して新人研修

やリサイクル研修を行うこと、②教材・教育法の

研究・開発を行うこと、③地域語の擁護、バイリ

ンガル教育など地域語に関わるテーマで、シンポ

ジウムや研究会を開催すること、である。スコー

ル・ディワンでは、ケレン教育研修センターを通

じて常に教育の質の向上とその維持を図ってい

る。

　また、関係機関と連携して、ブレイス語文法の

近代化や、ブレイス語が現代社会に対応できるよ

うに新語や造語を含めた語彙の現代化に努めてい

る。1995年までに、自然科学や物理学、化学など

の分野を中心に17,150語を新たに増加した33）。

　1990年、スコール・ディワンの教育法の正当性

が、中等学校１年生を対象にした統一学力テスト

によって証明された。

数学及びフランス語の統一学力テストの結果（1990年）

数学 フランス語

スコール・ディワン 14.77 12.06

全国平均 14.57 10.56

出所：�J.-C.�Perazzi,�Diwan: vingt ans d’enthousiasme, de doute 
et d’espoir,��p.�24のデータを基に作成。20点満点。

当初から取り沙汰されていた学力の低下、とりわ

け国語であるフランス語能力の低下に対する懸念

が完全に払拭されたのである。

　加えて1997年、高等教育終了まで全ての学校生

活をスコ－ル・ディワンで過ごした12人の生徒

が、初めてバカロレアを受験し、全員が優秀な成

績で合格した。現在、スコール・ディワンの生徒

のバカロレア合格率は95％で34）、1997年以来、常

に高水準を維持している。

　スコール・ディワンの発展を後押しした要因の

第二が、父母会の存在である。スコール・ディワ

ンはフリースクールに位置づけられているため、

資金集めや学校行事の準備・開催、国や自治体へ

の働きかけなど、父母会の活動が不可欠なものと

なっている。そもそもこの父母会が、実はブレイ

ス語の学校教育への導入の起爆剤であった。とい

うのもスコール・ディワンの創立も、前年の父母

会ディワンの結成がその源にあったからである。

　また、公立学校やカトリック系の私立学校にバ

イリンガル学級が創設されたのも、元はそれぞれ

の父母会の尽力の賜物であった。スコール・ディ

ワンの地域語教育運動に触発されて、公立学校や

カトリック学校に子どもを通わせている親たち

が、スコール・ディワンの父母会を模範に次々と

父母会を結成し、それぞれの学校にブレイス語を

導入しようと動き出したからである。　

　1979年、ブレイス語の公立学校への導入を目指

し、父母の会ディウ・イェースDiv Yezh（ブレイ
ス語で「２つの言語」の意味）が結成された35）。

ディウ・イェースの活動により、サヴァリ通達が
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も広がっていった。そのきっかけは、ブレイス語

を話すわが子と祖先のことばで話したいと願う親

たちが増えたことによる。「スコール・アン・エ

ムサウ」Skol an Emsav 38）のような民間機関が、
文化センターや公民館を使って、ブレイス語の集

中講座や通信教育、夏季の語学研修、ケルトの文

化講座などを行っている。その結果、 2008年には、
5,000人弱の成人がブレイス語を学習した39）。

成人のブレイス語学習数（人）

ブレイス語学習者数（2008-2009年度） 3,360

ブレイス語集中講座登録者（2007-2008年度） 1,140

ブレイス語通信教育登録者（2008-2009年度） 350

出所：�ブレイス語局Office�de�la�langue�bretonneのHP

（http://www.ofis-bzh.org）を基に作成。

　さらに、ブレイス語学習者の増加を背景に、ラ

ジオ局も増え、現在では国営放送局系列のフラン

ス・ブルー・ブレイス＝イゼルやフランス・ブ

ルー・アルモリックの他に、新たに民放のFM局
５局が開局し、毎日ブレイス語放送を聴くことが

できる。TVについても、フランス・トロワ・ウ
エストが年間85時間（うち30％が自社制作）、ブ

レイス語の番組を放映している。さらに、2003年

９月から，ローカルのケーブルTV局であるTV 
ブレイスがフランス語とブレイス語のバイリンガ

ル放送を開始している。 
　

５．おわりに―ブレイス語の未来

　1980年代から、フランスの教育現場は地域語の

存在を受け入れ始めた。この30年の間、ブレイス

語を学習する生徒が飛躍的に増加し、2006年には

１万人を超えた。しかしながら、これはブルター

ニュの全生徒数のわずか１％を占めるにすぎな

い。

　最近、民間の調査機関であるTMO-Région社
が2007年に行った最新の話者人口調査で、ブレイ

ス語の話者数が19万4,500人にまで減少したこと
が明らかになった。ブレイス語を学習する子ども

出された翌年、早くもレンヌ、ラニオン、サン・

リヴォアルの３市の公立学校にバイリンガル学級

が新設された。一方、カトリック学校については、

1990年、父母会ディヒュンDihun（ブレイス語で
「目覚め」の意味）が結成され、カトリック学校

でのブレイス語教育が実現した。現在では、保育

学校から高等学校まで合わせて82のカトリック学

校でブレイス語が教えられている。

　父母会はそれぞれ、授業参観やフェスト・ノー

ス（ダンス・パーティー）、民謡のコンサートな

どブレイス語やケルト文化に関わる行事を主催し

て、生徒の獲得やブレイス語教育の意義の周知に

努めている。さらに３つの父母会の連携により、

スコール・ディワンで作成された教材や教育法の

共有化も進められ、地域のブレイス語教育の質の

均質化と向上に貢献している。

　こうした努力が実り、ブルターニュ半島のブ

レイス語学習者は年々増加し、2008年度には、ス

コール・ディワンで3,076人、公立学校で5,016人、
カトリック学校で4,241人、合計12,333人の生徒が
ブレイス語を学んだ36）。2004年から2008年まで、

過去５年間の生徒数の増加率は、実に38％にも

上っている。

ブルターニュ地方のブレイス語履修生徒数の推移
（1977 ～ 2008年）

出所：ディヒュンのHP（http://www.dihun.com）。

さらに、高等教育機関でもブレイス語を履修す

る学生数は増加傾向にある。2007-2008年度には、
749人の学生がブレイス語を履修した37）。

　学校教育におけるブレイス語の発展と軌を一に

するように、ブレイス語学習の機運が成人教育へ
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たちを加えても、20万6,000人である。また、60歳
以上の人口も増え、その割合は70％に達してい

る40）。

　さらに、生活習慣の調査では、ブレイス語を毎

日使うと答えた人の数は３万5,000人に激減して
いた。しかもそのうち、「フランス語よりもブレ

イス語を多く使っている」「同じくらい使ってい

る」と答えた人の割合は、両方合わせても19％し

かなかった。その上、ブレイス語の使用領域が極

めて限定的であることも明らかになった。調査に

拠ると、ブレイス語が主に使用される場は、家庭

でも職場でもなく、友人同士、あるいは近隣の

人々との会話の場であった41）。家庭で使用されな

いということは、すなわち言語の母語機能が容易

には復活しないことを示唆し、また職場で使用さ

れないということは、社会的な有用性の低下を意

味している。

　こうした調査結果から導き出される結論は、言

語擁護運動を早急に進展させなくてはならないと

いうことである。しかしそれは、ブレイス語をた

だ消滅する運命から守るという消極的な形を取る

のではなく、社会的な意味を持つ言語へと積極的

に転換させていくものでなくてはならない。ブレ

イス語が母語でなくなって以来、すでに２世代目

を迎えた。これからも話者人口は、確実に減少し

ていくだろう。20年後には、12万人程度にまで減

ると予測されている。

　今後、ブレイス語を消滅の危機から救うために

は、投入法による地域語教育を発展させる他はな

い。そのためには、国民のコンセンサスを伴う国

家的な少数言語政策が必要になる。しかしなが

ら、フランスにはそのために必要な法的根拠がな

い。例えば、現在まで、フランスは調印済みの「欧

州地域語・少数言語憲章」に批准していない。憲

法院が、1992年に制定されたフランス共和国憲法

第２条の追加条項（「共和国の言語はフランス語

とする」）に照らして、違憲の判決を下したから

である。改憲の審議の際、少数言語文化を擁護す

る者たちの側から「地域語の尊重に立脚する」と

いう文言を条文に盛り込むべきだという主張がな

されたが、結局、その主張は入れられなかった。

その結果、フランスの地域語は今も消滅の危機に

瀕した少数言語として、政府から正式な地位や保

護を与えられないままとなっている。

　ところが最近になって、変化の兆しが見え始め

た。2008年７月、サルコジ大統領が大統領選で公

約した憲法改正案が可決されたが、この改正案に

地域語への配慮の規程が盛り込まれたのである。

第75条の１で「地域語はフランスの遺産である」

と規定され、憲法に初めて地域語が言及された。

しかし、これをフランス政府による地域語・少数

言語擁護への方針転換と見るのは時期尚早であ

る。この変化の兆しがブレイス語を含め、フラン

スに現存する多くの地域語にどのような未来をも

たらすのか、今はまだ分からない。だからこそ、

今後、フランスの地域語・少数言語を取り巻く環

境の変化には、一層の注視が必要となるだろう。

　　　　　　　　　　　　

　
【注】
１） 「ブレイス語」とは、フランスのブルターニュ地方で
話されている地域語のことである。日本では、一般的
にブルトン語 le bretonとして知られているが、この呼
称はフランス語によるもので、ブルターニュ半島で話
されるこの地域固有の言語による呼称はブレゾネッグ
brezhonek/brezhonegである。同様に、ブレイスBreizh
はブルターニュを指す。ここでは、日本語による外国
語の呼称の慣例から、ブレゾネッグ語ではなくブレイ
ス語としたい。なおこの表記は、原聖氏の提唱する
「言語の事象表記の原則」に共鳴したものである。原
聖、「少数言語の権利としての街頭地名表示」、p.22参
照。

２） ブレイス語はブルターニュ地方の常用語であるが、厳
密にはブルターニュ地方全域で等しく話されているわ
けではない。例えば、首邑レンヌ市を擁するイール・
エ・ヴィレーヌ県の話者数は、人口の２％にも満たな
い。他の３県については、フィニステール県が20％、
コート・ダルモール県が15％、モルビアン県が11％で
ある。Le Boëtté, «Langue bretonne et autres langues: pra-
tique et transmission», p. 19参照。

３） ガロ語は、ブルターニュに現存するもう一つの少数言
語で、話者人口は２万8,300人 (註５に言及した1999年
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して、国語を話さない600万のフランス人が使ってい
る方言や地域のわけの分からない言葉は少しづつ消滅
していくだろう。というのも、（中略）この多くの下
卑た方言を根絶することは、政治面で非常に重要なこ
とだからである。」Abalain H., Histoire de la Langue Bret-
onne, p. 41.

17） Abalain H., Pleins feux sur la langue bretonne, p. 137.
18） 一人の老人がスコール・ディワンの教師エルワン・ケ
ルヴェラに、かつて学校でブレイス語を使ったため
に、指に鞭をあてられたことを次のように語った。「私
が学校に通っていた頃、そこはフランス語を学ぶため
のところでした。もしブレイス語を一言でも発しよう
ものなら、指が危なかった。」Perazzi J-C., Diwan: vingt 
ans d’enthousiasme, de doute et d’espoir, p. 25.

19） 今林直樹、「ブルターニュにおけるブルトン語」、
p. 26。

20） Abalain H., Pleins feux sur la langue bretonne, pp. 133-144.
21） Abalain H., Histoire de la Langue Bretonne, p. 42.
22） Abalain H., ibid, p. 142.　ウージェーヌ・フィリップス、
『アイデンティティの危機―アルザスの運命』、p. 175。

23） 教会とブレイス語の関係については、下記の文献
に 詳 し い。Abalain H., Pleins feux sur la langue bretonne, 
pp. 139-143.  原聖、『周縁的文化の変貌』（特に第１章、
第３章、第４章）。

24） ここで言う「母語」とは、家庭で幼児が母親などから
自然な状態で習得する唯一の言語という意味である。

25） この点について、興味深い報告がある。1967年、「ヨー
ロッパ諸国民の社会学的＝心理学的調査」を目的に、
京都大学が派遣した学術調査隊の一人であった桑原武
夫氏は、コート・デュ・ノール県（現コート・ダル
モール県）のトレギエ市に入り、そこを拠点にブル
ターニュの人々に対してインタビュー調査を行った。
その中で、桑原氏は家庭におけるブレイス語の使用状
況について、住民と面白い会話を交わしている。「ブ
ルトン語が滅びつつあるのはどう思うかという問いに
は、あの詩的なことばがなくなるのは惜しいと言っ
た。いうまでもなく、二人ともブルトン語が話せる。
モローさんの祖父母は、まったくフランス語が話せな
かったという。それではあなた方の子どもはどうなり
ますかときくと、あれらはもうだめですと言った。」
桑原武夫編、『素顔のヨーロッパ』、pp. 75-76。

26） ウージェーヌ・フィリップス、前掲書、p. 220。
27） フランスの保育学校は、大部分が公立で、初等教育に
は組み入れられてはいないが、初等学校と密接な関わ
りがある。保育学校は初等学校と隣接しているか、同
じ建物に共存していることが多く、教員資格も同じで
ある。また、週当たりの授業時間数も共に24時間に設
定されている。保育学校は３歳からの３年就学で、簡
単な読み書き、算数を学習する。

28） 一例を挙げると、1969年の通達（Circulaire no IV-69-90 

の INSEEの調査による )である。これは、中世フラン
ス語の北部方言（オイル諸語）の一つである。

４） これは旧体制下の行政区分である。フランス革命ま
で、ブルターニュ半島は西部のバス・ブルターニュと
東部のオート・ブルターニュとに分かれていた。この
行政区分は言語地図に対応していたため、２つの地域
を分かつ境界線が今も昔も言語上の境界となってい
る。

５） INSEEが1999年に実施した「地域語・外国語の使用
と世代間伝達」に関する調査は、国勢調査と同時に行
われたため、現在までで最も信用のおける調査となっ
ている。なお、INSEEは2003年１月21日にこの調査
結果を公開して以来、同様の調査を行っていない。調
査の要点はLe Boëtté, «Langue bretonne et autres langues: 
pratique et transmission»にまとめられている。

６） セビヨの調査に拠ると、1878年及び1886年のバス・
ブルターニュの話者人口は132万2,300人で、そのう
ちブレイス語モノリンガルは67万9,700人、ブレイス
語・フランス語バイリンガルは66万3,000人、それ以
外が６万～８万人であった。尚、オート・ブルター
ニュの話者人口は４万3,000人である。Sébillot P., «La 
langue bretonne. Limites et statistiques» in Revue illustrée de 
Bretagne et d’Anjou, p. 302-307.

７） 小林茂、「フランス語の歴史とフランス文化」、p. 75。
８） この調査結果は、『方言の根絶とフランス語の普及の
必要性とその方法に関する報告書』（1794年）にまと
められ、公表されている。その全文はDe Certeau M., 
Julia D. et Revel J., Une politique de la langue: la Révolution 
française et les patois. L’enquête Grégoireに収録されている。

９） 同上書、p. 334。
10） 当時のフランスの人口については、二宮宏之、『フラ
ンス アンシアン・レジーム論』、p. 45を参照した。

11） ベルトラン・バレールの『方言に関する公安委員会の
報告書』もまた、その全文がDe Certeau M., Julia D. et 
Revel J., Une politique de la langue: la Révolution française et 
les patois. L’enquête Grégoireに収録されている。p. 321参
照。

12） 同上書、p. 328。
13） 同上書、p. 328。
14） イール・エ・ヴィレーヌ県、コート・デュ・ノール
県（現コート・ダルモール県）、モルビアン県、フィ
ニステール県及びロワール・アンフェリユール県（現
ロワール・アトランティック県）のこと。ロワール・
アンフェリユール県（現ロワール・アトランティック
県）は、1941年に、ヴィシー政権によってブルターニュ
地方から切り離されるまで、ブルターニュ地方に属し
ていた。

15） De Certeau M., Julia D. et Revel J., op.cit., p. 329.
16） 1793年９月30日の公教育委員会において、グレゴワー
ル神父は次のような演説を行っている。「このように
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du 17 février 1969）により、一部の教科科目の授業
への地域言語・文化教育の導入が可能になった。ま
た、1971年の通達（Circulaire no 71-279 du 7 septembre 
1971）では、10人の生徒の要望があれば、高等学校で
週３時間までの地域言語の授業を実施できるように
なった。渋谷謙次郎編、『欧州諸国の言語法―欧州統
合と多言語主義』、pp. 251-258。

29） 1989年になると、２年間で教養課程の免状が取得でき
る「一般教育課程（DEUG）」が新規に設置された。
その後、大学院の研究科が加わり、現在は、教養課程
から博士課程まであらゆる免状を取得できる体制を整
えている。

30） Perazzi J-C., op.cit., p. 135.
31） 原聖、「フランスの地域言語」、p. 87。
32） 幾度もの請願と却下が繰り返される中、一度、ディワ
ンを公立学校として認可するための議定書が作成され
た。2001年、当時の国民教育大臣ジャック・ラングと
ディワン理事長との間で署名が取り交わされたが、そ
の後この合意は国務院により保留の決定が下された。

33） 分野別の内訳は次のとおりである。歴史、地理及び経
済：3,470語、自然科学：4,430語、物理・化学：5,020
語、 数 学：2,390語、 そ の 他：1,840語。Perazzi J-C., 
op.cit., p. 76.

34） Thiolay B., «Comment sauver la langue bretonne?: un cas 
d’école», L’Express, le 7 juin 2007.

35） 結成当時の名称は、「ブレイス語教育のための父母会」
（APEEB）であった。

36） ディヒュンのHP（http://www.dihun.com）を参照。
37） ブレイス語局のHP（http://www.ofis-bzh.org）を参照。
38） 「エムサウ」とは「解放運動」という意味で、1970年の
創立当初は学校ではなく、ブルターニュ各地で文化運
動を推進する団体であった。その後、1980年代に入り、
成人を対象にしたカルチャースクールに転身した。

39） 1999年にブレイス語局が行った調査では、約9,000人の
成人がブレイス語を学習していた。

40） Broudic F., Parler breton au XXIe siècle: le nouveau sondage de 
TMO-Région, pp. 61-69.

41） 同上書、pp. 105-122。
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