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言葉の旅 スペイン語のバリエーション 

 

1. スペイン 

 今回から 12 回のシリーズで各地のスペイン語のバリエーションについてお話します。

スペイン語は世界 20 カ国で 3 億 5000 万人によって話される大言語ですが，その地域的

な変異は他の諸言語に比べて尐ないと言えます。それでも，発音の仕方や単語の形や意

味が微妙に異なります。このシリーズではあまり細かい点には立ち入らず，各地の特徴

のなかでとくに重要だと思われる点だけを説明します。 

 シリーズの構成は，１旅先，２言葉を求めて，３言葉の広がり，の３本立てです。１

で各地のスペイン語の様子を簡単に紹介し，２でスペイン語のバリエーション研究につ

いて説明し，３で共通のコンセプトについて，世界中のスペイン語を見渡すことにしま

しょう。私たちの研究グループの調査結果の一部をピックアップします。 

 

 

【写真 1: マドリードの街の案内板】 
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 スペイン語圏の全体は，その言語的な特徴によってふつう次のように分類されます。 

 （１）スペインと赤道ギニア 

 （２）カリブ海諸国 

 （３）メキシコ・中米 

 （４）コロンビア・ベネズエラ 

 （５）アンデス諸国 

 （６）ラプラタ諸国 

 私たちも，この順番で各地のスペイン語を見ることにしましょう。今回はスペインで

す。 

 スペインは EU (Unión Europea)に加入し，経済成長も順調でその活力を私たちは 1992

年のバルセロナ・オリンピック(Juegos Olímpicos)や Sevilla で開催された万国博覧会

(Exposición Universal)で目の当たりにしました。首都 Madrid の発展振りには目を見張る

ものがあります。道路や地下鉄の交通網がどんどん整備され，街の案内板は年々塗り替

えられています。去年（1999 年）マドリード・バラハス空港(Aeropuerto de Barajas)に降

り立ったとき，すでにここまで地下鉄(metro)が開通していました。 

 

 

【写真 2: バラハス空港の地下鉄】 

 

 空港などで各国の人々が話すスペイン語を聞いて，一番わかりやすい違いの特徴は発

音でしょう。単語や文法に目を引く点もありますが，それは徐々に見つかります。それ

に対して発音の違いはすぐに気づきます。スペイン（中北部）のスペイン語の特徴は，

舌先が歯の間から見える[θ]の音と，j, gi, ge の子音が[x]という強い摩擦音になること，
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そして s が「シュ」のように聞こえることです。 

 文法的な特徴としては，vosotros の代名詞と動詞の活用(cantáis, coméis, vivís)，そして，

直接目的語の人称代名詞の lo の変わりに le が用いられることです(Le conozco.「私は彼

を知っています」 )。これだけを抑えておけば十分でしょう。 

 一方、単語の違いは無数にあります。たとえば，「コンピュータ」(computador)を

ordenador といったり，「切符」(boleto)を billete といいます。次の表はスペインとラテン

アメリカで異なる形が使われる例です。日常生活に関する言葉を集めてみました。 

 

意味 スペイン ラテンアメリカ 

セーター jersey suéter 

ジャンパー cazadora casaca, chamarra, chompa, chumpa 

作業衣 mono jardinero, jardinera, mameluco, overol 

スポーツウェア chándal buzo, mono, sudadera, traje deportivo 

（女性用）水着 bañador malla, ropa de baño（スペインでも使います）, 

traje de baño, trusa, vestido de baño 

冷蔵庫 frigorífico frigidaire, frío, refrigerador, nevera（スペイン

でも使います） 

リモコン mando (a distancia) control (remoto) 

ヘッドホン cascos audífonos 

ステレオのスピ

ーカー 

altavoces bocinas, parlantes 

デッキチェア hamaca, tumbona cheslon, perezosa, playera, reposera, silla de 

extensión, silla de sol, silla plegable, silla 

reclinable 

パチンコ（玩具） tirachinas cauchera, gomera, honda, hondilla, hondita, 

hulera, resortera, tirapiedras, cata 

長距離電話 conferencia larga distancia 

 

●準備 

 スペインを第一に取り上げた理由は歴史的なものです。ラテン語から発達した中世の

スペイン語が，近代になって一挙にラテンアメリカ諸国に広がったので，伝統的なスペ

インを出発点にして比較したほうがわかりやすいからです。もちろん，現代の視点から

はラテンアメリカのスペイン語も重要ですが，ここではどちらのスペイン語が重要だと

か，どちらを学ぶべきか，ということではなくて，「世界のスペイン語」というレベル

で考えたいと思います。 
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 「伝統的なスペインのスペイン語」といっても，どんどん変化しています。社会・文

化的な条件がどんどん変わっていくので，言葉も当然それに合わせて変わっていきます。

ここで現代生活の中で見つけた新語をいくつか紹介しましょう。contestador「留守番電

話」，culebrón「（とくにメキシコやベネズエラで製作され，スペインで放映されている）

連続テレビ小説」，estrés「ストレス」，móvil「携帯電話」，teletienda「テレショップ」。

このような語はまだ辞書に登録されていないので要注意です。最新の情報は現地からの

報道（新聞・ニュース）や印刷物，研究報告などで補わなくてはなりません。私はいつ

も記録用の手帳を手元に置いて，気づいたことは必ずメモすることにしています。 

 こうした間接的な資料も役に立ちますが，スペイン語の実態を知るには現地調査で各

地のスペイン語をダイレクトに観察・調査するのに越したことはありません。かつては

スペイン語圏の国々ははるかに遠く，なかなか自由に旅行ができませんでした。しかし

現在では航空運賃もずっと安くなり，各地の情報も手に入れるのが比較的容易です。私

たちのグループは毎年１～２回の調査を行っています。 

 調査の準備段階で日程はかなり具体的に決めておき，現地では微調整をする程度です。

とくに現地の協力者とのコンタクトが重要ですが，最近では E メールでやりとりができ，

非常に能率がよくなりました。調査では記録用のメモ帳とカメラを必ず携帯し，テープ

レコーダ，ビデオ，ラップトップパソコンも必要に応じて加えます。 

 

●言葉の広がり…「メガネ」 

 私たちは世界のスペイン語のバリエーションを記録しています。バリエーションの例

として，今回は「メガネ」を取り上げましょう。スペインなどでは gafas（地図で G と

記された地点）と言いますが，ラテンアメリカで優勢なのが anteojos (A)と lentes (L)で，

さらにカリブ海諸国では espejuelos (E)も使われています。 

 世界のスペイン語のバリエーションは次のホームページでも見ることができます。 

 http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex.htm 

 



 5 

 

【地図】「メガネ」 

 

【課題-1a】スペインのスペイン語の音声的特徴として，「舌先が歯の間から見える[θ]

の音と，j, gi, ge の子音が[x]という強い摩擦音になること，そして s が「シュ」のよう

に聞こえる」ことを示しましたが，これを音声学の用語と調音点の図によって説明しな

さい。 

 

【課題-1b】「直接目的語の人称代名詞の lo の変わりに le が用いられること」は leísmo

と呼ばれる現象です。このことについて，さらに詳しい文法書で調べなさい。 

 

【課題-1c】次の文献を参考にして，スペイン語圏の方言区画を簡単にまとめなさい。 

Lipski, John M. 1994. Latin American Spanish. London, Longman, pp.3-33; El Español de 

América, Madrid, Cátedra (trad. Silvia Iglesias Recuero), 1996. pp.15-47. 
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２ キューバ 

 私たちの「言葉の旅」では今回からカリブ海諸国を訪れます。キューバ，ドミニカ共

和国，そしてアメリカ合衆国の自治領プエルトリコです。どの国でもカリブ海のすばら

しい自然と陽気な人々に出会い，また魅力的な響きのある独特なスペイン語に接するこ

とができます。 

 

 

【写真１】La Habana の中学生 

 

●旅先…キューバ 

 「キューバ」は Cuba とつづり，スペイン語では「クーバ」と発音します。「ハバナ」

も Habana とつづり，hは発音しないので「アバーナ」，冠詞 La がついて La Habana「ラ

バーナ」となります。 

 厳しい経済事情の中でも高い教育水準を維持し，文化やスポーツの育成に力がそそが

れています。スペイン語研究の世界では，ハバナの科学アカデミーが全島をくまなく調

査した『キューバ言語地図』(Atlas lingüístico de Cuba)が完成が間近だというニュースを

聞きました。東部のサンティアゴ・デ・クーバでは社会言語学(sociolingüística)の研究が

注目されています。 

 さて，Cuba に旅行する機会があれば野球観戦はいかがでしょうか。サンティアゴ・

デ・クーバチームのキャプテンのパチェコ(Antonio Pacheco)，同じチームのホームラン

王キンデラン(Orestes Kindelán)，ハバナのチーム，インドゥストリアレス(Industriales)

が誇るショート，メサ(Germán Mesa)や三塁手バルガス(Lázaro Vargas)など一流選手のす
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ばらしいプレーが，カリブのスペイン語が充溢する球場の熱気の中で観戦できます。シ

ーズンは 11 月から 5 月でどの球場も無料に近い入場料です。 

 去年の私のゼミでキューバのスペイン語を取り上げたとき，「フルカウント」(En tres y 

dos. Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos)という映画を見ました。野球選

手の物語です。「フルカウント」は，「ツーストライク・スリーボール」ですが，スペイ

ン語では(英語と同様に)，「スリーボール・ツーストライク」tres y dos という順番です。

その映画の冒頭にあるハバナ・ラテンアメリカスタジアム(Stadium Latinoamericano)の実

況中継をお聞き（お読み）ください。 

 

 ... Batea Roberto Rodríguez en la cuenta de dos strikes y una bola,  un paseíto fuera del 

box. El derecho Lázaro de la Torre, se coloca de espalda al home. Ya va entrando de frente a la 

lomita buscando la seña... Se lleva las manos sobre la cabeza, impulsa, viene el lanzamiento. 

Rodríguez saca fly por tercera base, esto se va a acabar, se acaba... ¡se acabó el juego de 

pelota!, ... ¡una impresionante victoria del equipo Industriales! 

 

 「バッター，ロベルト・ロドリゲス。カウントはツーストライク・ワンボール。バッ

ターボックスを離れました。右腕のラサロ・デ・ラ・トーレはホームを背にしました。

今マウンドに上り，ホームに向いてサインをうかがっています…。帽子に手をやり，振

りかぶり，投げました。ロドリゲス，サードフライを打ち上げて，これで，終わり，…

ゲームセット！インドゥストリアルチームの劇的な勝利です！」 

 

 

【写真２】Santiago de Cuba の野球場 
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●言葉を求めてー 外来語 

 野球用語はスペイン語と英語のチャンポンです。先のアナウンサーの中継のなかでも

次のように２つの言語が競合しています。 

 

スペイン語 英語 

batear「バットを振る」 

cuenta「カウント」 

bola「ボール」 

lomita「マウンド」 

seña「サイン」 

lanzamiento「投球，ピッチング」 

tercera base「サードベース」 

juego「試合，ゲーム」 

pelota「野球」 

equipo「チーム」 

strike「ストライク」 

box「（バッター）ボックス」 

home「ホーム（ベース）」 

fly「フライ」 

 

 

 このスペイン語対英語の試合は今回は 8 対 3 でスペイン語の勝ちとなりましたが，そ

れでも英語は負けてはいません。 

 

 out 「アウト」 

 average 「アベレージ」 

 manager 「監督」 

 

など，いたるところで使われています。そもそも「野球」もスペイン語の pelota と英語

の béisbol が張り合っています。…と，ここまで書きながら気がついたことがあります。

なんと日本語に訳していたつもりの野球用語のほとんどが実は英語だったということ

です。英語など外国語から借り入れた語を extranjerismo（「外来語」）と呼びます。 

 外来語の中には，形がスペイン語に同化して，見かけだけでは外来語とは見えない語

もあります。たとえば，「コンピュータ」は 1 で見たように， 

 

 ラテンアメリカでは… computador(a) 

 スペインでは… ordenador 

 

と呼びますが，それぞれ英語の computer とフランス語の ordinateur に由来し，それぞれ

近い国の言語を借用しています。英語からの外来語は anglicismo，フランスからの外来
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語は galicismo と言います。 

 バスケットボールは，スペイン語で baloncesto と言いますが，これも一種の外来語で

す。なぜなら，「バスケット」basket と「ボール」(ball)を，それぞれ cesto「かご・バス

ケット」と balón「ボール」というスペイン語に置き換えた言葉だからです。このよう

な語を「翻訳借用語」calco と呼びます。 

 

 

 

 私たちの「言葉を求めて」の旅では，スペイン語以外の言語も無視できません。そこ

に言葉と文化のダイナミックな交渉が見られるからです。 

 

 

【写真３】bicicleta「自転車」＋taxi「タクシー」＝bicitaxi 

 

●言葉の広がり…「スポーツウェア」 

 現代のスポーツ(deporte)には実にさまざまな種目があり，オリンピック大会(Juegos 

Olímpicos)などの国際的な行事の報道を見ると，どんどん新しい言葉が生まれているこ

とがわかります。スペイン語の deporte も英語の sport も，ラテン語の DEPORTARE「気

英語  basketball  ← basket  ball 

   

 

 

スペイン語  balóncesto ← balón  cesto 
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晴らしをする」に由来するので，語源にもとづくスポーツの目的は競って勝つことでは

なくて，優雅に楽しむことです。どこの国の日常生活でも，休日に公園や運動場を散歩

すると，色鮮やかなスポーツウェアを身につけて健康を楽しんでいる様子が見られます

が，これがスポーツの本来の姿だと言えるでしょう。 

 

 

【写真４】大切に使われている旧式のオープンカー 

 

 「スポーツウェア」はスペインや赤道ギニアではフランス語からの外来語 chandal が

使われます（【地図】では Ch）。ラテンアメリカでは buzo（B: ホンジュラス，ニカラ

グア，コスタリカ，パナマ，エクアドル，ペルー，ボリビア，チリ，アルゼンチン），

calentador（C: パナマ），jogging（J:パラグアイ，ウルグアイ，アルゼンチン），mono

（M:キューバ，ベネズエラ），pants（P:メキシコ，グアテマラ），sudadera（S:ドミニカ

共和国，プエルトリコ，ニカラグア,エルサルバドル，パナマ，コロンビア），sudador

（ドミニカ共和国）などがあり，他にも conjunto de gimnasia, conjunto deportivo, equipo 

de gimnasia, equipo deportivo, traje deportivo, ropa sport, traje sport などさまざまな呼

び方があります。 
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【地図】「スポーツウェア」 

 

 

【課題 2a】キューバ・スペイン語のとくに語彙面の歴史的背景として，アフリカ西海

岸地方から強制的に連行された黒人奴隷の言語の影響が重要である(Lipski 1996, p.253)。

参考文献によって下記のテーマ（＊）について調べ考察しなさい。 

 

＊ラテンアメリカの民族の人口比，奴隷貿易，奴隷の出自，砂糖産業と奴隷，解放され

た奴隷，奴隷制の廃止，「アフリカ性」(africanismo)，アフロ・キューバ運動の文学。 

 

【課題 2b】Lipsky (1994: 260)が挙げる Cuba の特徴語彙の中からアフリカ起源の語と思

われる 3 語について Ortiz (1924, 1990. s.v.)は次のように記述している。これを読み，語

形と意味の面で気づいたことを書きなさい。 

 

congrí m. En la región oriental se llama así al plato que más comúnmente decimos en toda Cuba 

moros y cristianos, o sea “frijoles negros guisados y revueltos con arroz blanco”. Lo negro 

de aquéllos y lo blanco de éste motivaron esta graciosa locución. Cogrí es de origen africano, 

la voz y acaso hasta el guiso; pero no podemos demostrarlo. 

 

bitongo, ga adj. Mimado // Tonto, bobo. Infeliz. Ú. t. c. s. “Es un niño bitongo.” “Es un bitongo.”  

(...). Por la terminación ngo, parece voz africana. Este sufijo ng-a o ng-o es muy frecuente 
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en Cuba, en voces que, aun siendo algunas castellanas, o cuando menos como andalucismos, 

parecen proceder de las africanas por esa terminación cuando no por sus raíces. Acaso se 

pueda observar un acoplamiento filológico afrohispano; una raíz hispana y una desinencia 

probablemente africana, que da cierto sentido despectivo a la palabra. Bitongo, significa en 

el Niger “niño no nacido o hachizado”, algo así como “feto” o”sietemesino”, “niño 

defectuoso” y bitunga “un amuleto para el mismo”. (...) 

 

jimagua adj. Gemelo, mellizo. // Aplícase a las frutas que por rareza nacen unidas. (...) 

Actualmente, úsase casi siempre en Cuba, donde rara vez se oye decir “gemelo”, ni 

“mellizo”. Los negros emplearon el vocablo para significar dos ídolos muy venerados en los 

altares de la brujería afrocubana. El vocablo parece que se originó en el Congo. Allí jimagua 

se dice nximba o njimba, nombre que conserva el primero de los mellizos, y se le dice, 

además nzumi al segundogénito. Aquel vocablo a su vez derívase de jimi, “preñez”. 

 

【参考文献】 

石塚道子編．1991. 『カリブ海世界』世界思想社．とくに第２章「奴隷たちの世界」(長

嶋佳子). 

Franco, Jean. 1970. The Modern Culture of Latin America, Penguin Books, 吉田秀太郎訳『ラ

テン・アメリカ－文化と文学』新世界社 1974 とくに p.140-151. 

Lipski, John M. 1994. Latin American Spanish. London, Longman, pp.3-33; El Español de 

América, Madrid, Cátedra (trad. Silvia Iglesias Recuero), 1996. とくに Cap. XII.. 

López Morales, Humberto. 1992. El Español del Caribe. Madrid. Mapfre. 

増田義郎．1989. 『略奪の海カリブ－もうひとつのラテン・アメリカ史』岩波書店． 

Mellafe, Rolando. 1973. Breve Historia de la Esclavitud Negra en América Latina. 1973. 

Ediciones SEP Setentas, México. 清水透訳．1979.『ラテンアメリカと奴隷制』岩波書

店． 

Ortiz, Fernando. 1924. Glosario de Afronegrismos. reed. 1990. Editorial de Ciencias Sociales, 

La Habana. 

大貫良夫編．1984.『民族の世界史 13. 民族交錯のアメリカ大陸』とくに，第２部第 3

章（古谷嘉章)． 

Williams, Eric. 1970. From Columbus to Castro. The History of the Caribbean 1492-1969. New 

York, Harper & Row. 川北稔訳．1978.『コロンブスからカストロまで－カリブ海域

史』岩波書店． 
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３．ドミニカ共和国 

 1492 年，１か月以上の航海の後現在のバハマ諸島に到着したコロンブス

(Cristóbal Colón)は，さらにキューバの北岸を探検し，12 月にエスパニョーラ

(Española)島（現在のドミニカ共和国 República Dominicana とハイチ Haití）にた

どり着きました。その島の美しさを次のように記しています1。 

 

Al cabo de él [el puerto] tiene dos bocas de ríos que traen poca agua; enfrente de él hay 

unas vegas las más hermosas del mundo y cuasi [casi] semejables a las tierras de 

Castilla, antes éstas tienen ventaja, por lo cual puso nombre a la dicha isla la Isla 

Española.「港の奥にあまり水がない河口が二つあり，その向こう側にこの世で最

も美しい沃野が広がっている。それはカスティーリャの土地に勝るとも劣らな

いもので，それゆえこの島をエスパニョーラ島と名づけた。」 

 

 

【写真１】サン・フェリペ要塞 (Fortaleza de San Felipe)
2
 

 

 現在ならば，マドリードから半日の空の旅で，首都のサントドミンゴ(Santo 

Domingo)や北岸の観光地プエルトプラタ(Puerto Plata)に到着します。島内をバス

で旅行すると，まさにコロンブスが「すばらしい沃野」と形容していた自然の

豊かさに触れることができます。 

 現在のカリブ海諸国のスペイン語の特徴は，音節の終わりの s の消失，音節の

                                                     
1
 Diario de Colón, Domingo, 9 de diciembre. 

2
 カリブの海賊の襲撃に備え1541年Carlos Vの命令で建設が始まり1577年に完成した。 
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終わりの l と r の混同，疑問文の主語人称代名詞の位置(¿A dónde tú vas?「君はど

こに行くの？」)，主語＋不定詞構文(al yo salir「私が出かけると…」)などがあ

ります。とくに興味深いのは，次のようなカリブ海の自然や生活習慣を示す言

葉です。  

 

 barbacoa「バーベキュー」 

 caimán「ワニ」 

 canoa「カヌー」 

 carey「べっ甲」 

 cazabe「キャッサベ」 

 hamaca「ハンモック」 

 huracán「ハリケーン」 

 iguana「イグアナ」 

 maíz「トウモロコシ」 

 maraca「マラカス（楽器）」 

 papaya「パパイヤ」 

 sabana「草原・サバンナ」 

 

 これらは，かつてのカリブ海の先住民であったタイノ (taino)やアラワコ

(arahuaco)の人々の言語から伝わった言葉で，多くは英語にも取り入れられ，日

本人にも親しみのあるものです。このようにアメリカ大陸の先住民の言語に由

来するスペイン語は indigenismo と呼ばれます。 

 ドミニカ共和国と言えばメレンゲ (merengue)の音楽が有名ですが，この

merengue は植民地時代に強制的に連れて来られたアフリカの人々の言葉に由来

します。その中には次のような音楽関係の言葉があります。 

 

 bongó「ボンゴ」 

 chachachá「チャチャチャ」 

 mambo「マンボ」 

 marimba「マリンバ」 

 samba「サンバ」。 

 

 ドミニカ共和国をバス(guagua)で縦断するにはほぼ半日の行程になります。南

にある首都のサントドミンゴ Santo Domingo からプエルト・プラタ Puerto Plata

の空港まで行く途中のサンティアゴ(Santiago)という都市で休憩中，運転手は私

に tostón という食べ物を分けてくれました。これは大きなバナナを輪切りにし
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て油で揚げたものですが，この tostón や「バナナ」banana も実はアフリカ起源

の言葉です。ドミニカ共和国では生で食用になるバナナを guineo と言いますが，

これもアフリカから来た言葉です。アフリカの言語に由来し，スペイン語の中

に定着した言葉は afronegrismo と呼ばれます。 

 

 

【写真２】砂糖工場 (ingenio) 

 

●言葉を求めて…ガイドブックと資料 

 私たちは外国旅行をするとき，旅行ガイドブックは絶対に必要です。言葉の

心配もあるので辞書も欠かせません。ラテンアメリカ諸国へ行くスペインの旅

行客はどうでしょうか。同じスペイン語圏といっても，やはり注意がいるよう

です。スペイン人のための旅行ガイドブックの中に，現地のスペイン語の解説

があるのです。旅行先の国に，知らない単語や誤解しやすい表現などがあるた

めです。ドミニカ共和国について，いくつかピックアップしてみましょう。＝

の右はスペインでの言い方です（Lorenzo Pérez-Verdú: Rumbo a República 

Dominicana, 1992, Barcelona. Laertas）。 

 

 A su orden = De nada.「どういたしまして」 

 bohío = cabaña「小屋」 

 colmado = pequeña tienda de ultramarinos「小さな食料品店」 

 chichí = bebé「赤ちゃん」 

 chichigua = cometa「凧」 

 Dímelo = ¿Qué tal?「元気？」 
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 fucú = mala suerte「不吉なこと」 

 goma = neumático「タイヤ」 

 guagua = autobús「バス」 

 mimir = dormir「眠る」 

 prieto = negro「黒い」 

 

 これらの中には，ドミニカ共和国に限らず他のカリブ海諸国や，さらにラテ

ンアメリカ諸国に広がる言葉もあります。ahorita も他の国々でも使われる ahora

の縮小形ですが，この本によると次のような違いがあるそうです。 

 

 ahora = ahora mismo「今」 

 ahorita = dentro de un rato「もうすぐ」 

 ahoritita = mucho después, o sea, ni se sabe cuándo「（いつかわからない）ず

っと後」 

 

 

【写真３】食料品店 (colmado) 

 

 ドミニカ共和国のスペイン語学者 Orlando Alba は，私たちが「カリブ海のスペ

イン語」と呼んで一まとめにするのは誤りである，と述べています("El español del 

caribe: unidad frente a diversidad dialectal", Revista de Filología Española, vol. 72, 

1992)。先に取り上げた，indigenismo や afronegrismo について３つの島で次のよ

うな違いがあるからです。 
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 キューバ ドミニカ共和国 プエルトリコ 

piragua「丸木舟」 ○ × ○ 

mamey「マメイ」 ○ ○ × 

guajiro「農民」 ○ × × 

tostón「揚げバナナ」 × ○ ○ 

banana「バナナ」 ○ ○ × 

 

 私たちの「言葉を求めて」の旅でも，こうした旅行者の記録や現地の研究者

の論文などを参照して，あらかじめ単語のリストを作っておき，現地で確かめ

たり写真に撮ったりします。 

 

●言葉の広がり…「バス」 

 スペイン語圏諸国で「バス」を意味する言葉はいろいろと異なります。一番

広く使われているのが，autobús（【地図】では A）または bus (B)ですが，カリ

ブ海諸国とスペインのカナリアス諸島では guagua (G)，メキシコでは camión 

(Ca)，ボリビアとチリとアルゼンチンでは micro (M)，パラグアイとアルゼンチ

ンでは colectivo (Co)と言います。ómnibus (O)は，キューバ，ペルー，ウルグア

イ,アルゼンチンで使用されます。 

 もともと bus は，「皆のために」という意味のラテン語 omnibus という語形か

ら作られた言葉（フランス語）で， これに auto「自動（車）」がついて autobús

となり，また省略して bus となりました。一方，guagua は最初キューバで使わ

れた言葉で，英語の wagon「荷馬車」に由来するようです。（南米諸国では guagua

は「赤ちゃん」を意味しますが，これはケチュア語起源です。） 
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【地図】「バス」 

 

 

【課題 3a】次のDiario de Colónの抜粋を読み，スペイン語と先住民の言語(lenguas 

indígenas)の「出会い」(encuentro)について考察しなさい。 

 

Jueves, 11 de octubre  

(...) A las dos horas después de media noche pareció la tierra de la cual estarían dos leguas. 

Amaynaron todas las velas, y quedaron con el treo, que es la vela grande sin bonetas, y 

pusiéronse a la corda, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una isleta de los 

Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guanahaní. Luego vinieron gente desnuda, y el 

Almirante salió a tierra en la barca armada, Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano, 

que era capitán de la Niña. Sacó el Almirante la bandera real y los capitanes con dos banderas 

de la cruz verde, que llevaba el Almirante en todos los navíos por seña, con una F y una Y: 

encima de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y otra de otro. Puestos en tierra vieron 

árboles muy verdes y aguas muchas y frutas en diversas maneras. El Almirante llamó a los dos 

capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda el 

armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio cómo él por 
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ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el Rey y por la Reina sus 

señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se contiene en los 

testimonios que allí se hicieron por escrito. Luego se ajuntó allí mucha gente de la isla. Esto que 

se sigue son palabras formales del Almirante, en su libro de su primera navegación y 

descubrimiento de estas Indias. «Yo -dice él-, porque nos tuviesen mucha amistad, porque 

conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra Santa Fe con Amor que no por 

fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían 

al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que tuvieron mucho placer y quedaron 

tanto nuestros que era maravilla. Los cuales después venían a las barcas de los navíos a donde 

nos estábamos, nadando, y nos traían papagayos e hilo de algodón en ovillos y azagayas y otras 

cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas que nos les dábamos, como cuentecillas de 

vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Mas 

me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los 

parió, y también las mujeres, aunque no vide más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran 

todos mancebos, que ninguno vide de edad de más de treinta años. Muy bien hechos, de muy 

hermosos cuerpos y muy buenas caras: los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballo, 

y cortos: los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, 

que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios ni negros ni 

blancos, y de ellos se pintan de blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que fallan. Y 

dellos se pintan las caras, y dellos todo el cuerpo, y de ellos solos los ojos, y de ellos sólo la 

nariz. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo, y 

se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro. Sus azagayas son unas varas sin hierro, y 

algunas de ellas tienen al cabo un diente de pece, y otras de otras cosas. Ellos todos a una mano 

son de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que tenían 

señales de heridas en sus cuerpos, y les hize señas qué era aquello, y ellos me mostraron cómo 

allí venían gente de otras islas que estaban cerca y les querían tomar y se defendían. Y yo creí y 

creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores 

y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía. Y creo que ligeramente 

se harían cristianos; que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a Nuestro Señor, 

llevaré de aquí al tiempo de mi partida seis a Vuestras Altezas para que aprendan a hablar. 

Ninguna bestia de ninguna manera vi, salvo papagayos, en esta isla.» Todas son palabras del 

Almirante.  

 

Sábado, 13 de octubre  

«(...) Ellos vinieron a la nao con almadías, que son hechas del pie de un árbol, como un barco 

luengo, y todo de un pedazo, y labrado muy a maravilla, según la tierra, y grandes, en que en 
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algunos venían cuarenta o cuarenta y cinco hombres. Y otras más pequeñas, hasta haber de ellas 

en que venía un solo hombre. Remaban con una pala como de hornero, y anda a maravilla; y si 

se le trastorna, luego se echan todos a nadar y la enderezan y vacían con calabazas que traen 

ellos. Traían ovillos de algodón hilado y papagayos y azagayas y otras cositas que sería tedio de 

escribir, y todo daban por cualquier cosa que se los diese. Y yo estaba atento y trabajaba de 

saber si había oro. Y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que 

tienen a la nariz. Y por señas pude entender que yendo al Sur o volviendo la Isla por el Sur, que 

estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy mucho.  

 

Sábado, 3 de noviembre  

En la mañana entró en la barca el Almirante, y porque hace el río en la boca un gran lago, el 

cual hace un singularísimo puerto muy hondo y limpio de piedras, muy buena playa para poner 

navíos a monte y mucha leña, entró por el río arriba hasta llegar al agua dulce, que sería cerca 

de dos leguas, y subió en un montecillo por descubrir algo de la tierra, y no pudo ver nada por 

las grandes arboledas, las cuales [eran] muy frescas, odoríferas, por lo cual dicen no tener duda 

que no haya hierbas aromáticas. Dice que todo era tan hermoso lo que veía, que no podía cansar 

los ojos de ver tanta lindeza y los cantos de las aves y pajaritos. Vinieron en aquel día muchas 

almadías o canoas a los navíos a rescatar cosas de algodón hilado y redes en que dormían, que 

son hamacas.  

 

【参考】 

Grün, Robert. 1970. Cristopher Columbus, Das Bordbuch 1492. Horst Erdmann Verlag. 尾鍋

輝彦・原田節子訳．1971『コロンブス航海記 1492 年』講談社． 

López Morales, Humberto. 1998. La Aventura del Español en América. Madrid. Espasa. とく

に Cap. I, II. 

林屋栄吉訳．1977. 『コロンブス航海誌』岩波書店． 

 

【課題 3b】Lipski (1996: 366)にはドミニカ共和国の形態論的特徴として cafeses 

(cafés), manises (maníes), papases (papás) という複数形が挙げられている。この形

態の出現を構造的に解釈しなさい。また，各種の資料によって歴史的・地理的

分布を調べなさい。 

【参考】Corpus del Español: http://www.corpusdelespanol.org/ 

 

【課題 3c】「バス」の地域的語彙バリエーションについて調べなさい。 

【参考】Varilex: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/ 
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４．プエルトリコ 

 プエルトリコ(Puerto Rico)はアメリカ合衆国の南東にある大西洋(Océano Atlántico)と

カリブ海(Mar Caribe)に挟まれた島で，日本の四国のおよそ半分ほどの面積です.首都サ

ン・フアン(San Juan)の旧市街(el Viejo San Juan)やエル・モロ要塞(El Morro)を訪れると，

タイムトンネルで植民地時代にたどり着いたような錯覚に陥ります.音楽ファンならパ

ブロ・カザルス博物館(Museo Pablo Casals) は見逃せません。日程が許せば郊外のエル・

ユンケ(El Yunque)で熱帯雤林の大自然に触れたり，ドラード海岸(Dorado)で海水浴を楽

しむこともできます。 

 

 

【写真１】El Yunque で出会った子供たち 

 

 プエルトリコは政治的にはアメリカ合衆国の「自由連合州」(Estado Libre Asociado)と

いう地位にあり，合衆国の影響が言語にまで及んでいます.  

 プエルトリコのスペイン語には多くの英語が取り入れられ，独特の二言語使用状態を

生んでいます。人々の言葉遣いや，町中の表示，店の看板などにもそれが反映されてい

ます。 
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【写真 2】英語＋スペイン語駐車禁止の表示 

 

 現地でスペイン語の研究をしているマリア・バケーロさん(María Vaquero)は，プエル

トリコのスペイン語に見られる英語の影響(anglicismo)を新聞から採集し，次のような現

象を指摘しています("Anglicismos en la prensa: Una cala en el lenguaje periodístico de San 

Juan", Lingüística Española Actual, 12, 1990)。 

 

 スペイン語の単語を英語の意味で使用する。たとえば英語の block からの影響で，

bloque を「街区」の意味で使う（標準的なスペイン語では manzana,や cuadra が

使われる）。例：Yo tuve que dejar el carro lejos, como a tres bloques. 「私は車を遠

くに，３ブロックほど離れたところに駐車しなければならなかった」 

 英語式の語形。たとえば，coincidentalmente「偶然に」は英語の coincidentally の

影響がある。スペイン語本来の形は de forma coincidente となる。 

 翻訳借用。たとえば，Lo que dijo no hace sentido.「彼の言ったことは訳がわから

ない」の，hacer sentido は明らかに英語の make sense の直訳でしょう（翻訳借用

については５月号で取り上げました）。 

 

 一般にスペイン語には英語からの借用が多くありますが，とくにプエルトリコに多い

ことは統計的に明らかです。スペイン語の社会言語学をリードするウンベルト・ロペ

ス・モラレスさん(Humberto López Morales)は，共通の意味項目(4452 項)について各地の

調査を比較し，英語の外来語がマドリードで 291 語，メキシコシティーで 170 語である

のに対し，サン・フアンでは 480 語を記録しました(El Español del Caribe, 1992, Editorial 

Mapfre)。その違いはグラフにすると一目瞭然です。 
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 スペイン語対英語という単純な対立の図式では説明できないこともあります。たとえ

ば，プエルトリコで，「雑誌」のことを英語の magazine と呼ぶことが多いのですが，ス

ペイン語の revista も使われています。そうなると違いが気にかかりますが，どうやら，

revista は内容のある立派な雑誌，magazine は内容が軽い娯楽誌を指すようです. 

 

●言葉を求めて…規範的な立場と記述的な立場 

 プエルトリコのスペイン語の混交状態を危惧するインテリや教師たちは，「正しいス

ペイン語」のあり方をめぐって新聞や雑誌で多くの発言をしています。これは言語の規

範を追究する立場です(posición prescriptiva)。一方，言語学者は人々の会話を記録したり，

使われる言葉を質問をしたり，またマスコミの言葉を記録したりして，ことばの真の姿

を冷静に観察・調査して学会誌や著書に発表しています。これは言語を客観的に見る記

述的な立場です(posición descriptiva)。 

 私たちのような日本（外国）のスペイン語教師の立場は微妙です。確かに，教室では

「正しいスペイン語」を教えなければなりません。しかし，そうだからと言って，現地

のスペイン語の真の姿に目をつぶることもできません。そこで私は，「初級スペイン語」

の授業では標準的なスペイン語を扱い，上級や専門のコースの授業では各地のバリエー

ションを扱うという二刀流で臨みます。 

 そのとき，「標準的なスペイン語」や「各地のバリエーション」とは何か，という問

題があります。それを知るには多くの文献を参考にしながら，自分たちでも実地の調査

をしなければなりません。標準を定めるにはすべてのバリエーションを知らなければな

いので，２つの問題は相互に関連するのです。 

 世界に広がるスペイン語について，まだまだわからない点がありますが，先行研究や

独自の調査によって，尐しでもその姿に近づきたいと思います.先述のマリア・バケー

グラフ タイトル 
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ロさんのプエルトリコ大学の退官を記念して，去年 (1999 年 )論文集 (Estudios de 

Lingüística Hispánica. Homenaje a María Vaquero)が刊行されました。それを紐とくとバケ

ーロさんと親交のあった世界中の研究者が，スペイン語圏のスペイン語の様相について

発表しているのが見られます。 

 

●言葉の広がり…「（車を）運転する」 

 下の写真は島の北東岸のサン・フアンから西岸のマヤグエス(Mayagüez)までのドライ

ブの途中，駐車場で見つけた交通安全キャンペーンのステッカーです.「飲んだら乗る

な」ということですが，ここで「運転する」に動詞の guiar が使われています. 

 

 

【写真 3】飲酒運転撲滅交通キャンペーン 

 

 私たちの調査では，guiar（地図では G）は他にグアテマラでも記録しました。スペ

インでは conducir と言います(C)。ラテンアメリカ全域で manejar が優勢ですが(M)，

conducir が併用される国もあります.ボリビアのラパスでは dirigir も報告されました(D)。 
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【地図】「（車を）運転する」 

 

【課題 4a】Lipski (1996: 35０-354) を読み，プエルトリコの歴史とスペイン語の諸相と

の関係について考察しなさい。 

 

【課題 4b】  Lipski (1996: 358)にはプエルトリコの統語的英語用法 (anglicis- mos 

sintácticos)が挙げられている。各種の資料やインターネットによってその地理的分布を

調べなさい。 

 ¿Cómo te gustó la playa? 

 El problema está siendo considerado. 

 Te llamo para atrás. 

 Él sabe cómo hablar inglés. 

 

【参考】Corpus del Español: http://www.corpusdelespanol.org/，Google など 

 

【課題 4c】 「（車を）運転する」を意味するスペイン語の語形の地域的語彙バリエー

ションについて調べなさい。 

【参考】Varilex: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/ 

http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/
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５ アメリカ合衆国 

 アメリカ合衆国もスペイン語使用国です。国勢調査 (1990 年) によると南西部のカリ

フォルニア州 (California)，ニューメキシコ州 (Nuevo México)，テキサス州 (Texas)，コ

ロラド州 (Colorado)，アリゾナ州 (Arizona) のスペイン語人口は 1300万人になります。

1848 年までメキシコ領であったこの広大な地域は，現在でもメキシコなどから多くの

人々が移り住んでいます。それに続いて，ニューヨーク州 (Nueva York)のプエルトリコ

をはじめとする移民 が 180 万人を数え，フロリダ州 (Florida) にはキューバ人 (145 万

人)，さらにイリノイ州 (Illinois) にも多くのスペイン語人口が集中しています (73万人)。 

 

 

【写真-1】マイアミの街角で 

 

下のグラフの資料は U.S. Census Bureau によるものです。 

http://www.census.gov/ipc/www/ 
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【図１】

スペイン語人口の多い州 

 

 合衆国の全スペイン語人口は現在ではおよそ 2600 万人にまで達し，総人口の 10%を

占めるまでになりました (El País 誌, 1998/6/3)。将来合衆国が二言語使用国(país bilingüe)

になるという予想もあるので，これからこの国を知るためにはスペイン語が英語と並ん

で必須の言語になることでしょう。 

 アメリカ合衆国のハイスクールと大学で学ばれる外国語の筆頭は，もちろんスペイン

語です。350 万人(全体の 65%)のハイスクール生と 60 万人(62%)の大学生が，4 万人の

スペイン語教師について学習しています(El País, 1996/6/18)。 

 さて，南カリフォルニア大学のスペイン語学者カルメン・シルバ・コルバラン (Carmen 

Siva-Corvalán) は，合衆国の人々が話すスペイン語に英語との頻繁な切り替えが見られ

ることを報告しています("El Español actual en Estados Unidos", en C. Hernández Alonso 

(ed.) Historia y presente del español de América, Junta de Castilla y León, 1992)。たとえば，

次のようなテキストを見てみましょう。 

 

Me dijeron que podía go ahead, y so pues me fui. Y como cuarta milla alguien 

estaba coming down at me. Ｎadie lo paró y me, me machucó de frente.（先に進

めると言われたのでそれで進んだら，4 分の 1 マイルぐらい先で，誰かが

こっちに向かって走ってくるんだ。誰も止めなかったんで正面衝突さ) 

 

Y la señora que my grandmother worked for tenía twenty-seven rooms, you know, 

and we had our own house - in the back, where we lived at, y - mi abuelito no 

pagaba renta. (私の祖母が働いていたところの女主人は 27 部屋も持ってい

たんですよね，それで私たちにも裏に家があって，そこに住んでいたんだ

Californi

a

New

York
Texas Florida Illinois

New

Jersey
Arizona

New

Mexico

スペイン語人口 5,478,712 1,848,825 3,443,106 1,447,747 728,380 621,416 478,234 388,186

その他 21,904,83 14,894,22 12,162,71 10,647,53 9,857,458 6,579,280 2,896,572 1,001,862
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けど，おばあちゃんは家賃を払っていなかったの) 

 

 

 このような言語の切り替え  (code-switching) は，日本語の中に英語の外来語

(extranjerismos) が混ざるのとは規模も性格も違います。こうした言語はスペイン語 

(Spanish) でも英語 (English) でもなく，次のようにして新たに「スパングリッシュ」

(Spanglish) と呼ばれるようになりました。 

 

Spanish + English  =  Spanglish 

 

インターネット上にも，Spanglish で書かれた無数のホームページがあり，とても活

発な意見交換や文化活動が見られます。 

 

 

【図２】Spanglish のホームページ 

http://www.el-castellano.com/spanglis.html 

 

 この画面の右側にコンピュータの絵からせりふの吹き出し (bocadillo)があって，

「¿DELETEAR?（消去／ディリートする，という動詞）を使っていいのかな？」と心配

しています。deletear は英語の delete からできた Spanglish ですが，標準的なスペイン語

なら borrar と言うところでしょう。 

 

●スペイン語の力 

 スペイン語圏全体のスペイン語使用人口は，1999 年の資料 (Jaime Otero, 1999, 
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"Demografía de la lengua española", en Español en el Mundo, Instituto Cervantes, 

http://cvc.cervantes.es/obref/anuario_99/oteró) によると，およそ 3億 3300万人だそうです。

次はその中で 1000 万人以上の国の表です。 

 

【表】スペイン語圏の国別人口（上位９国） 

 国 スペイン語使用人口 総人口 ％ 

México 92,890,000 94,275,000 98.5 

España 38,969,000 39,323,000 99.1 

Colombia 35,850,000 36,200,000  99.0 

Argentina 35,300,000 35,409,000 99.7 

Venezuela 22,060,000 22,777,000 96.9 

Perú 19,440,000 24,371,000 79.8 

Chile 13,080,000 14,583,000 89.7 

Cuba 11,190,000 11,190,000 100.0 

Ecuador 11,100,000 11,937,000 93.0 

 

 この表を見ると，アメリカ合衆国(スペイン語人口 2600 万人)がメキシコ，スペイン，

コロンビア，アルゼンチンに続く世界第 5 位のスペイン語使用国であることがわかりま

す。そして，合衆国を含めれば全世界のスペイン語人口は 3 億 6000 万近くになります。 

 このようにスペイン語は人口の面から見て非常に重要な言語ですが，地理的にはどう

でしょうか。世界中のスペイン語圏の地表面積を総計すると，およそ 1200 万平方キロ

メートルになり，これは世界の地表面積の 9%です。面積比をグラフにすると次のよう

になります。 

 

【図 3】言語の使用地域総面積 

 

Superficie, 

Inglés, H/標準, 

30% 

Superficie, Francés, 

S/標準, 15% 

Superficie, Ruso, S/

標準, 13% 

Superficie, Español, 

S/標準, 9% 

Superficie, Chino, S/

標準, 7% 

Superficie, 

Otros, H/標

準, 26% 
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これにアメリカ合衆国を含めれば，世界の陸地のおよそ 10 分の 1 以上がスペイン語

圏だということは確かです。 

 

●言葉の広がり…「コンピュータ」 

 「インターネット」はどこでも Internet [インテルネット] といい，「マルチメディア」

も multimedia [ムルティメディア] ですが，本体の「コンピュータ」は，スペインとラ

テンアメリカではっきりと区別されます。スペインでは ordenador (【地図】では Or), ラ

テンアメリカでは computadora (Ca) が一般的で，コロンビア，ベネズエラ，チリでは

computador (Cr)も使われます。スペインではフランス語 (ordinateur) の影響，ラテンア

メリカではアメリカ合衆国の英語 (computer) の影響があったようです。  

 

 

【地図】「コンピュータ」 

 

 

【課題 5a】次の WEB ページを読み，1990 年と 2000 年の間の合衆国のスペイン語人口

の変化について述べなさい。 

 

http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf 
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【課題 5b】次はいわゆる「Spanglish」の例である。これを見て気づいたことを書きな

さい。 

 

tiquete [boleto, billete] (13), chou [espectáculo] (13), yarda [patio, solar] (12), troca 

[camioneta] (12), soda [refresco] (12), seil [venta] (12), raid [aventón] (12), cash 

[efectivo] (12), cherri [cereza] (12), cora [cuarto, 25 centavos] (12), bil [cobro] (12), 

yonque [desgüesadero] (11), sinc [fregadero] (11), ponchar [perforar] (11), overtime 

[tiempo extra] (11), movis [películas] (11), lonche [comida] (11), yins [pantalones de 

dril] (11), fríser [congelador] (11), e-mail [correo electrónico] (11), chequear [examinar] 

(11), babysit [cuidar niños] (11), tax [impuesto] (10), chopin [compras] (10), parti 

[fiesta] (10), liquear [gotear] (10), daime [diez centavos] (10), cliquear [oprimir] (10), 

breik [descanso] (10), appointment [cita] (10), guachar [observar, mirar] (9), puchar 

[empujar] (9), parquear [estacionar] (9), marqueta [mercado] (9), librería [biblioteca] (9), 

joni [querida] (9), dil [trato] (9), beibi [bebé] (9), bloque [cuadra] (9), sain [letrero] (8), 

cuitear [dejar] (8), lóquer [casillero] (8), carpeta [alfombra] (8), mopear [trapear] (7), 

taipear [escribir a máquina] (6), trainear [entrenar] (6), parqueadero [estacionamiento] 

(6), fild [campo] (6), breca [freno] (6), trai [bandeja] (5), sainear [firmar] (5), pompear 

[bombear] (5), ganga [pandilla] (5), espelear [deletrear] (4), esquipear [faltar a clase] (4), 

dar para atrás [regresar, devolver] (4), bompe [tope] (3), brif [modelo de trabajo] (3), 

sortear [clasificar] (2), mailear [enviar correo] (2), cuquetear [cocinar] (2), guachatería 

[lavandería] (1), vacunar [aspirar] (1), soquetines [calcetines] (1), startear [prender] (1), 

rufo [techo] (1), grocería [alimentos] (1), gasolín [gasolina] (1), ben [arcón] (1), glaso 

[vaso] (0). 

 

＊それぞれのデータは，Spanglish [標準的なスペイン語] (Los Ángeles の 13 人の大学生

に面接して調べた使用語彙，たとえば 10 ならば 13 人中 10 人が使用すると答えた)の順

である。 

 

【課題 5c】 「コンピュータ」を意味するスペイン語の語形の地域的語彙バリエーショ

ンについて調べなさい。 

 

【参考】Varilex: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/ 
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６ メキシコ 

 メキシコシティー(Ciudad de México)から飛行機で半時間ほど北西に飛ぶと，シエラマ

ドレ山脈(Sierra Madre)の中央高原に位置するサカテカス市(Zacatecas)に到着します．こ

こはかつて金銀の大鉱山があった町で，植民地時代の美しい建築物や町並みがよく保存

されています．この町で 1997 年に「第 1 回国際スペイン語学会」(Primer Congreso 

Internacional de la Lengua Española)が開催されました．コロンブスのアメリカ大陸到達

500 年を記念して 1992 年メキシコのエルネスト・セディヨ前大統領が提案し，メキシ

コ公共教育局とスペイン・セルバンテス協会が主催して実現したものです．セディヨ大

統領とスペイン国王フアン・カルロス，そして二人のノーベル賞作家ガブリエル・ガル

シア・マルケス(Gabriel García Márquez)とカミロ・ホセ・セラ(Camilo José Cela)も招かれ

大変な力の入れようでした． 

 

 

【写真１】ラテンアメリカ・タワーから見たメキシコシティー市街 
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【写真２】メキシコシティー・レフォルマ大通り 

 

 初日のセレモニーの後，新聞，ラジオ，テレビ，映画などのスペイン語の社会言語学

的な諸問題(cuestiones sociolingüísticas)について研究発表とパネル・ディスカッションが

行われました．学会というよりも「テレビ討論会」という形で，数台のテレビカメラの

前で強いライトを浴びながら発表や質疑が行われ，発表者は新聞記者やラジオ・テレビ

局の特派員などのインタビューでスペイン語に関する様々な質問を受けました．スペイ

ン語学は地味な研究分野なので，こんなにマスコミの脚光を浴びたことは尐なくとも私

の経験にはありませんでした． 

 会場を出ると今度は地元の小学生に囲まれ，学校の宿題だという質問を受けました．

その中に「私たちが話しているサカテカスのスペイン語はくずれた形だと新聞に書いて

ありましたが，本当ですか」という質問があり，私は「そんなことはありません．各地

で話し方が違うだけです」と答えました．マスコミの影響力が強大なのはどこでも同じ

ようです． 

 

●「古語」と「新語」 

 スペインの方言学者サモラ・ビセンテ(Zamora Vicente)は，"El léxico americano es 

abundante en arcaísmos"（アメリカ大陸スペイン語の語彙には古語が多い）と述べていま

す(Dialectología Española, 1967)．たとえば，次の表の左列の語は昔スペインで使われて

いたものですがアメリカ大陸では今でも広い範囲で使われています．スペインでは中央

列の語に変わりました． 
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アメリカ大陸 スペイン 意味 

amarrar atar しばる 

balde cubo バケツ 

botar tirar 投げる 

durazno melocotón モモ（桃） 

enojarse enfadarse 怒る 

foráneo extranjero 外国の 

frijol judía インゲンマメ 

lindo bonito, excelente きれいな，すばらしい 

valija maleta スーツケース 

 

 この中の botarについてコロミナス(J. Corominas)と J.A.パスクアル(J.A. Pascual)の語源

辞典は次のように説明しています(Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 

Gredos, 1980)． 

 

Significó antiguamente 'lanzar, arrojar, tirar', con aplicación a cualquier objeto (botar una 

piedra, botar el pañuelo), extensión semántica hoy conservada casi en toda América y en 

las hablas leonesas y gallegoportuguesas, así como en el vasco. En el resto de España el 

vocablo alcanzó menor vitalidad y pronto tendió a tomar el matiz de 'arrojar con violencia'  

かつては「投げる，捨てる」という意味で，たとえば「石を投げる」「ハンカチを

投げる」のようにどのような対象物にも用いられた．この意味範囲は今日アメリカ

大陸のほぼ全域と（スペインの）レオン方言，ガリシア・ポルトガル語そしてバス

ク語に残っている．スペインの他の地域ではこの語の勢力は弱く，やがて「乱暴に

投げる」というニュアンスを帯びるようになった． 

 

 しかし，これらの言葉は現在でも広い範囲で使われているので，これらを闇雲に「古

語」 (arcaísmos)ときめつけるのはおかしなことです．むしろスペインで「新語」

(neologismos)が生まれたことに注目すべきでしょう．次は，メキシコを代表するスペイ

ン語学者フアン・ロペ・ブランチ(Juan Lope Blanch)さんの論文からの引用です("El 

supuesto arcaísmo del español americano", Estudios sobre el español de México, UNAM, 

México)． 

 

Podría calificarse de arcaizante o conservadora una norma particular que haya mantenido 

en uso un elevado número de formas olvidadas por todas o por la gran mayoría de las 

hablas hispánicas, en especial si entre éstas se hallan las de mayor prestigio. 
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「すべての，または大部分の（とりわけその中に大きな威信がある話し方が含まれ

る）スペイン語の話し方の中で忘れられてしまった形式が特定の標準語に多数保存

されているならば，それを古風または保守的とみなしてよいだろう」 

 

 さらに，「アメリカ大陸のスペイン語」と一言で言えるような単純なものはなく，ス

ペイン語研究はその全容を知るレベルにまで至っていないと指摘しています． 

 

 

【写真３】サカテカスの街角 

 

【写真４】サカテカスの民族衣装 

 

●言葉の広がり…「スーツケース」 

 今回は先の表の中の「スーツケース」を取り上げましょう．表を見るとアメリカ大陸

では唯一 valija が使われ（地図では V），スペインでは maleta (M)が使われるような書

き方になっていますが，各地を調査してみると実態はさらに複雑です．キューバ，ドミ

ニカ共和国，プエルトリコ，メキシコ，コスタリカ，ボリビア，チリ，アルゼンチンで

は maleta が valija とともに使われています．しかし，スペインでは唯一 maleta で，valija
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はやはり使われません．それから，メキシコには他に veliz (Vz)や petaca (P)という語も

あります． 

 

 

【地図】「スーツケース」 

 

 

【課題 6a】 Lipski (1996: 294-299) を読み，メキシコの歴史とスペイン語の諸相との関

係について考察しなさい。 

 

【課題 6b】Lipski (1996: 304)にはメキシコの形態的特徴として，次の no más (=sólo)と

ya mero (=casi)が挙げられている。各種の資料やインターネットによってその歴史的・

地理的分布を調べなさい。 

 No más quería platicar contigo. 

 Ya mero me caigo. 

＊参考：Corpus del Español: http://www.corpusdelespanol.org/，Google など 

 

【課題 6c】「スーツケース」を意味するスペイン語の語形の地域的語彙バリエーション

について調べなさい。 

＊参考：Varilex: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/ 

http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/
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７ 中米 

 私がはじめて中米の国々を訪れたのは 30 年ほど前で，スペイン語がほとんどわから

ない大学生のときでした。数人の仲間たちと一緒に車でメキシコ(México)からグアテマ

ラ(Guatemala)，エルサルバドル(El Salvador)のサンサルバドル(San Salvador)，ホンジュ

ラス (Honduras)のテグシガルパ (Tegucigalpa)，ニカラグア (Nicaragua)のマナグア

(Managua)，コスタリカ(Costa Rica)のサンホセ(San José)，そして最終地点のパナマ

(Panamá)まで足をのばし，帰路は往路のパンアメリカン・ハイウェイ (Carretera 

Panamericana)を外して，出発点のメキシコにたどり着くまで往復で１か月あまりかかり

ました。毎日各地を見物しながら，夕暮れ時に町に着くとそこで宿を探したり，宿がな

ければキャンプをしたりしてのんびりと旅行を楽しみました。今でも地図を広げて通過

した都市名を見るとその景観や気候などを懐かしく思い出します。 

 

 

【写真１】ホンジュラスの首都テグシガルパ 

 

 ３年前にメキシコで学会があったとき，語彙バリエーションの研究でそれまで未調査

だったホンジュラスとエルサルバドルを飛行機で回りました。30 年前はとても静かな

地方都市のようだったホンジュラスの首都テグシガルパ(Tegucigalpa)は，このとき中心

街で大規模な工事が行われ町中が騒音と活気の中にありました。エルサルバドルのサン

サルバドル(San Salvador)もかつての内戦状態から確実に復旧して，人々の生活の中に明

るさが見えました。 
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【写真２】pulpería：食料雑貨店（テグシガルパ） 

 

 中米はスペイン語方言学でメキシコ・南米間の「移行地域」(área de transición)と呼ば

れることがあります。次はネバダ大学のウラジミル・ホンサさん(Vladimir Honsa)の説明

です ("Coincidencia de tipos dialectales en América Central", Actas del VI Congreso 

Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina, México, 

UNAM, 1988)。 

 

Después del descubrimiento de América Central por Colón en 1502 y la toma de 

posesión en 1513 del Océano Pacífico por Balboa, la llegada de la lengua española 

progresó con rapidez. Centroamérica constituía el cruce de caminos de la conquista y así, 

la tierra de encuentro de varias formas lingüísticas del español originadas en la época 

colonial en España o en América.（1502 年コロンブスの中米発見と，1513 年バルボ

アの太平洋発見後，スペイン語の到来は急速に進行した。中米は征服の道の交差

点となり，また植民地時代のスペインとアメリカ大陸に生まれたスペイン語の

様々な語形の出会いの場所となった。） 

 

 北のメキシコからは子音が強く母音が弱い高原のスペイン語が，南のパナマからは逆

に母音が強く子音が弱いカリブ海のスペイン語が中米各地に伝わり複雑な移行地域を

形成しています。またスペインから遠隔の地にあったため，17 世紀の言語変化(vos > tú)

が直接伝わりにくく，当時の vos が依然として使用されています。vos がボリビア，チ
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リ，アルゼンチン，パラグアイ，ウルグアイでも使われているのは，やはりスペインか

らのルート（海路・陸路）の遠隔地にあったためです。 

 

 

【写真３】エルサルバドル（サンサルバドル）の空港 

 

 

【写真４】サンサルバドルの市街 
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●言葉を求めて…地名 

 ホンジュラスの首都 Tegucigalpa は先住民族の言語で「銀の山」という意味です。一

方エルサルバドルの首都名 San Salvador はスペイン語で「聖なる救世主，キリスト」で

首都の建設が起工された日にちなんだものです。このようにラテンアメリカの国や都市

は，先住民族の言語に由来する地名とスペイン語の地名に分類できます。はじめに国の

名前を調べてみましょう。 

 

先住民族の言語 スペイン語 

Cuba「中心地」 

México「アステカの神の名」 

Guatemala「ワシ（鷲）」 

Nicaragua「酋長ニカラオ」 

Panamá「魚の多い場所」 

Perú「川」 

Chile「地の果て」 

Paraguay「大きな川」 

Uruguay「曲がりくねった川」 

 

República Dominicana「安息日」 

Puerto Rico「豊かな港」 

Honduras「深さ」 

El Salvador「救世主」 

Costa Rica「豊かな海岸」 

Colombia「コロンブスの国」 

Venezuela「小さなベニス」 

Ecuador「赤道」 

Bolivia「（シモン）ボリバルの国」 

Argentina「銀の国」 

 

次は首都の名前です。 

 

先住民族の言語 スペイン語 

Habana「ハバナ族」（または女性の

名） 

Tegucigalpa「銀の山」 

Managua「水の多い土地」 

Bogotá「酋長ボゴタ」（現在は

Santafé de Bogotá） 

Caracas「カラカス族」 

Quito「キト族」 

Lima「予言する場所」 

Santo Domingo「安息日」 

San Juan「聖ヨハネ」 

Ciudad de México「メキシコの都」 

San Salvador「救世主」 

San José「聖ヨセフ」 

La Paz「平和」 

Asunción「（聖母の）昇天」 

Montevideo「山を見る（ラテン語）」 

Santiago「聖ヤコブ」 

Buenos Aires「よい風」 

 

 「スペイン」(España)はフェニキア語で「ウサギ（兎）の多い土地」という意味で，

「マドリード」(Madrid)はアラビア語で「わき水」に由来するそうです。このように土
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地の名前の由来を知ると，往時の様子がしのばれて興味は尽きません3。 

  

●言葉の広がり…「自動車」 

 現代の交通機関の中で，「飛行機」はスペイン語圏のどこでも avión といい，「列車」

は tren，「船」は barco ですが，「（自動）車」や６月号で取り上げた「バス」は国によっ

て呼び方が異なります。「車」はスペインでは coche（地図では Co）と言いますが，ラ

テンアメリカでは auto (A)や carro (Ca)が使われます。珍しい言い方としてはキューバ

の máquina (M)とドミニカ共和国の concho (Cn)があります。automóvil はほぼ全域で使

われますが，これは正式な名称で日本語の「自動車」のような感じです。  

 

 

【地図】「自動車」 

 

 

【課題-7a】Lipski (1996)の次のページを読み，中米 6 カ国のスペイン語の言語特徴をそ

の共通部分と独自の部分に分けて整理しなさい。 

                                                     
3
 スペイン語の語源についてはその意味は明らかなのですが，先住民族の言語に由来す

る土地名の中には語源が確定できないものもあります。ここでは２冊の地名語源辞典を

参考にしました。（牧英夫『世界地名ルーツ辞典』創拓社，1989. 蟻川明男『新版世界

地名語源辞典』古今書院，1993） 
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 Guatemala: pp. 280-285. 

 Honduras: pp. 286-293. 

 El Salvador: pp. 272-279. 

 Nicaragua: pp. 308-314. 

 Costa Rica: pp. 242-250. 

 Panama/: pp. 315-323. 

 

【課題-7b】Lipski (1996: 278)にはエルサルバドルの形態的特徴として，次のような「不

定冠詞＋所有形容詞＋名詞」の構造が挙げられている。各種の資料やインターネットに

よってその歴史的・地理的分布を調べなさい。 

 una mi amiga. 

 Tenía unos sus dos años. 

＊参考：Corpus del Español: http://www.corpusdelespanol.org/，Google など 

 

【課題 7c】「自動車」を意味するスペイン語の語形の地域的語彙バリエーションについ

て調べなさい。 

＊参考：Varilex: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/ 
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８ コロンビア・ベネズエラ 

 2000 年の夏，上智大学のアントニオ・ルイズさんと私は南米各地を駆け足で回りま

した。今回取り上げるコロンビア(Colombia)のボゴタ市(Bogotá)とベネズエラ(Venezuela)

のカラカス市(Caracas)にもそれぞれ４日ずつ滞在しました。研究所や大学のスタッフと

語彙バリエーション研究の打ち合わせをし，残りの時間は町中を観察するというパター

ンです。 

 

 

【写真１】ボゴタ市の街角 

 

ボゴタ市には市内と郊外に「カロ・イ・クエルボ研究所」(Instituto Caro y Cuervo)とい

うスペイン語研究の拠点があります。ここの所員たちの研究活動に接し，私たちの調査

結果を発表する機会もありました。アンデス山脈北部の谷間にある市の気候は真夏でも

過ごしやすく，現地で生活している日本の留学生もとても快適だと言っていました。 

 



 44 

 

【写真２】parqueadero 駐車場 

 

ボゴタから飛行機で３時間ほどでカリブ海岸のカラカスのシモン・ボリバル空港に到

着します。市内は高地にあるのでここもそれほど暑く感じません。緑の多い谷間の大都

市の中を立体ハイウェイが縦横に走っています。言語研究の盛んなベネズエラ中央大学

(Universidad Central de Venezuela)で情報交換をした後は町のあちこちを観察しました。

ルイズさんが手帳にメモをとり，私が現物の写真をとります。あらかじめ案内役のアル

バイトを頼んでおいたので，短期間に多くの材料を能率的に集めることができました。 

 

 

【写真３】カラカス市街 
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【写真４】カラカス市の遠景 

 

「一休みにコーヒーでも」というとき，ボゴタでもカラカスでも，¿Le provoca café?

「コーヒーはいかがですか？」と言われます。apetecer の代わりに provocar が使われま

す。隣接する２国では，たとえば parqueadero「駐車場」や bomba「ガソリンスタンド」

など共通する言葉もありますが，それでも交通標識や町の掲示などが異なることもあり

ます。自動車の「車線」はボゴタでは carril と言いますが，カラカスでは canal と書か

れてありました。 

 

●形と意味・シンタックス 

 先にあげた apetecer と provocar というように，同じ意味でも各地で形が異なる場合は

すぐに目につくのでわかりやすいのですが（下図の a），逆に同じ形で意味が異なると

うっかり見過ごしてしまうことがあります（下図の b）。 

 

 

アメリカ大陸のスペイン語をスペインのスペイン語と比較しながら各国の辞典

(Diccionario de Americanismos)を編集しているドイツ・アウクスブルク大学のギュンタ

ー・ヘンシュ(Günther Haensch)さんは次の例を挙げています("El español de Colombia", 

形-1  形-2   形  …見える 

 

 意味        意味-1  意味-2 …見えない 

 

 (a)    (b) 
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Hispanorama, 52)。 

 

語形 スペインでの意味 コロンビアでの意味 

bravo 勇敢な 怒っている 

comida 昼食 夕食 

mono, mona かわいらしい 金髪の 

primer piso ２階（地上の１つ上の階） １階（地上と同じ階） 

tienda （一般に）店 （小さな）食料品店 

 

 次はヘンシュさんの結論です。 

 

Si bien se puede decir que los hechos morfosintácticos, la pronunciación y entonación 

del español de Colombia apenas dificultan la comprensión entre colombianos y 

españoles, el léxico del español de Colombia, incluso el de la vida diaria, presenta tantas 

diferencias que puede haber casos de incomprensión o malentendidos, especialmente 

cuando a un significante (usual en España y Colombia) corresponden diferentes 

significados.「コロンビアのスペイン語の形態統語的（文法的）事実と発音やイン

トネーションはコロンビア人とスペイン人の間の相互理解を困難にすることは

ほとんどないが，コロンビアのスペイン語の語彙は日常生活にかんするものでも

多くの違いがあり，とくに（スペインとコロンビアでふつうに使われている）同

じ形が異なる意味をもつときにそれが理解を困難にしたり誤解を生んだりする

ことがある。」 

 

 ベネズエラでは興味深い文法上の現象に出会いました。シンタックス（統語論）は語

の並び方とその意味を扱う研究分野ですが，その重要なテーマとしてしばしば次のよう

な各種の「分裂文」(oraciones hendidas)が取り上げられます。 

(a) Fue un libro lo que compró Juan. 

(b) Un libro fue lo que compró Juan. 

(c) Lo que comró Juan fue un libro. 

 どれも，Juan compró un libro「フアンは本を買いました」という文の前半部分(Juan 

compró)と後半部分(un libro)が分裂して, un libro を強調しています（「フアンが買ったの

は本です」）。ところがカラカス市の口語には次のような珍しい第 4 種が頻繁に現れるの

です。 

 (d) Juan compró fue un libro. 

 私たちがふつうに学んでいるスペイン語では，このような文型は扱われません。先生

からも文法的でない，と言われるでしょう。ベネズエラ中央大学のメルセデス・セダノ
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(Mercedes Sedano)さんは，次の実例を挙げてその頻度を分析しました(Hendidas y otras 

construcciones con SER en el habla de Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1990)。 

 Me gusta la música es moderna. (私が好きな音楽は現代音楽です) 

 Me gustaba más que todo era el estilo libre. (私が何よりも好きなのは自由型です) 

 Él está es puro jugando todo el día. (彼がしているのは一日中遊んでいることです) 

 Se oye eso es poco. (それが聞こえるのは尐しだけです) 

 Yo les propondría es que hagan un pacto. (私が彼らに提案したいのは協定を結ぶこ

とです) 

 この分裂文は南米北部に分布しているという部分的な報告もありますが，スペイン語

圏全体でどのように広がっているかを一斉に調べることが必要でしょう。私たちの研究

グループは今年このような文法的バリエーション(variación sintáctica)をテーマにアンケ

ート調査をする予定です。 

 

●言葉の広がり…「ガソリンスタンド」 

 今回の旅で「ガソリンスタンド」はコロンビアとベネズエラでは bomba ということ

がわかりました。bomba はカリブ海地域（キューバ，ドミニカ共和国，コスタリカ，パ

ナマ），エクアドル，チリ，アルゼンチンでも使われます(地図では B)。しかし，スペイ

ン語圏でいちばん多く使われるのは gasolinera (G)で，スペイン，カリブ海諸国，メキ

シコ，中米，アンデス諸国（エクアドル，ペルー，ボリビア，チリ）という広い範囲に

分布しています。英語の service station「給油所・サービスステーション」に由来する

estación de servicio (E)はスペイン，ベネズエラ，南米の南部（チリ，パラグアイ，ウル

グアイ，アルゼンチン）で使われます。他にもチリの bencinera (BC)とペルーの grifo 

(GR)があります。 
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【地図】「ガソリンスタンド」 

【課題-8a】Lipski (1996)を読み，先に取り上げた「分裂文」の地理的分布を確認しなさ

い。英文法で扱われる cleft sentence の統語的特徴と比較しなさい。 

 

【課題-8b】Lipski (1996: 239, 384)には次のような「前置詞＋主語代名詞＋不定名詞」の

構造が挙げられている。各種の資料やインターネットによってその歴史的・地理的分布

を調べなさい。 

 antes de yo salir de mi país (239). 

 antes de yo venir a Caracas (384). 

＊参考：Corpus del Español: http://www.corpusdelespanol.org/，Google など 

 

【課題 8c】「ガソリンスタンド」を意味するスペイン語の語形の地域的語彙バリエーシ

ョンについて調べなさい。 

＊参考：Varilex: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/ 



 49 

９ アンデス諸国 

 1999 年の夏，エクアドル(Ecuador)のキト(Quito)とペルー(Perú)のリマ(Lima)を旅行し，

都市のスペイン語の様子を観察しながら，現地の人々からいろいろと教えてもらうこと

ができました。  

 

 

【写真１】キト市郊外の市場 

 

 エクアドルの人たちと食事をしているとき，この国に特有な表現を教わりました。た

とえば，「窓を開けていただけますか？」というとき，¿Me da abriendo la ventana?と言う

のです。これについては，スペインの言語学者Antonio Quilisも現地で観察しています(か

っこ«...»の中にあるのが標準的な言い方です4。 

 

Mención especial merece el uso del gerundio en toda la Sierra, prácticamente. 

Expresiones como Dámelo leyendo «léamelo», Dame haciendo mi trabajo «hazme mi 

trabajo, por favor», etc. son muy frecuentes.  

「とくに言及しておくべきことは山岳地域のほぼ全域にある現在分詞の使い方

である。たとえば，Dámelo leyendo「私にそれを読んでください」や Dame haciendo 

mi trabajo 「私の仕事をしてください」のような表現がとてもよく使われている」 

                                                     
4
 Rasgos generales sobre la lengua española en el Ecuador", A. César Hernández (ed.) Historia 

y presente del español de América, Junta de Castilla y León, 1992). 
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 帰国してすぐ，共同研究で日本語の授与補助動詞について発表する機会がありました
5。このとき（東京の）日本語とエクアドルのスペイン語の不思議な一致に気づきまし

た。たとえば，¿Me prestas este libro?や Te prepararé algo de beber.を，「君はこの本を私に

貸すか？」，「私は君に何か飲み物を作ろう」というように訳すのは尐し変です。ふつう

は「この本を貸してくれる？」や「君に何か飲み物を作ってあげよう」のように言うで

しょう。このように，自分に対して使う「くれる」と他の人に対して使う「あげる」は，

どちらもスペイン語にすれば dar 動詞に相当します。遠いエクアドルのスペイン語でも

dar＋現在分詞が使われていることを思い出し，それが偶然の一致なのか異なる言語に

共通する根源的な理由があるのか気にかかりましたが，もっと多くの資料と検証がない

限り安易な推論は慎まなければなりません。 

 話題をペルーのスペイン語に変えましょう。以前に，所有形容詞 su の使われ方を調

べたことがあります。たとえば su casa とだけ言われても誰の家のことなのかわからな

いことがあります。「彼の・彼らの・彼女の・彼女たちの・あなたの・あなたがたの」

「家」というようにいろいろな可能性があるからです。それをはっきり示すために「de

＋名詞・代名詞」をつけることがいくつかの文法書に書かれています。でも本当に su casa 

de Antonio のような言い方をするのでしょうか？どうも変なので，スペインの多くの芝

居のテキストをしらみつぶしに調べてみました。その結果ふつうは，la casa de Antonio

のように定冠詞が使われることがわかりました。その頻度や su が使われる原因などを

調べて発表したところ，神戸市外国語大学の福嶌教隆さんからペルーのスペイン語につ

いて情報をいただきました。次はペルー・カトリック大学の Rocío Caravedo の説明です
6。 

 

De modo cada vez más frecuente se encuentra la presencia de los posesivos redundantes, 

atribuida por lo general al español andino, si bien suele presentarse en la modalidad 

costeña de los grupos bajos y medios, y también en la amazónica, en relación con la 

tercera persona, y no necesariamente en casos susceptibles de ambigüedad: su casa de 

mi mamá, celebramos su fiesta de la tierra. 

「次第によく使われるようになっているのは，３人称で，必ずしも曖昧になると

きとは限らない，冗長な所有詞である。これは海岸部の低・中層や，またアマゾ

ン地域でよく現れるものの，一般にアンデス地域のスペイン語のものとされてい

る。例。su casa de mi mamá (母の家)，celebramos su fiesta de la tierra.（私たちは

土地の祭りを催します）」 

                                                     
5
 国立国語研究所「日本語の授与補助動詞とスペイン語の与格接語」『日本語と外国語の対

照研究 VI。日本語とスペイン語(3)』くろしお出版 
6
 "Perú", M. Alvar (ed.) Manual de dialectología hispánica. Español de América, 1996. 
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 上の例の su casa de mi mamá（母の家）のような形は私の資料ではほとんど見つかり

ませんでした。しかし，いくら多くの資料を調べても，「（一般に）スペイン語では…」

という言い方はできません。世界中のスペイン語を調べ尽くさない限りスペイン語一般

を論じることができないからです。 

 

 

【写真２】リマのアルマス広場 

 

 さて，アンデス諸国といえば，ボリビア(Bolivia)を欠かすことはできません。私はま

だボリビアのラパス市(La Paz)を訪れたことはありませんが，幸い来年(2001 年)は文化

人類学の研究者たちとアンデス高地のスペイン語を観察・調査する計画が実現しそうで

す。どんな興味深い言語現象に出会えるのか今から楽しみです。 

 

●コーパス言語学 

 先に，所有形容詞の用法について「スペインの芝居の多くのテキストをしらみつぶし

に調べ」たと書きました。「しらみつぶし」といっても，本当にそればかり探しながら

本を読むということはしません。以前は，文法や語彙のテーマが見つかると，それに焦

点をあてて集中的にテキストを読みながらカードに書きこんでいたのですが，その方法

ではテーマごとに大量の文献を調べなくてはならず非常に能率が悪いのです。しかも，

人間がすることなのでどうしてもミスを避けられません。そこで，現在ではコンピュー

タを活用した「コーパス言語学」の手法が使われます。コーパス(corpus)というのは言
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語分析の対象となる資料（テキスト）のことです。次は，そのコンピュータの出力結果

の一例です。 

 

 

【図】 

 

 上の図の中央にある語をキーワードにして，その前後の文脈を調べながらその法則性

を探るのです。この方法(KWIC: key word in context)を使えば，一度作成した大量のテキ

スト・データ（データベース）が何度でも再利用でき，研究が一度きりに終わらず発展

性が生まれます。また同じデータが他の研究者たちにも利用されますが，これも従来の

カード方式ではできなかったことです。 

 

●言葉の広がり…「道路の帯状突起(ハンプ)」 

 『NHK テレビスペイン語会話』(1999 年, 11 月号)で，「（スピードを強制的に落とすた

めの）道路の帯状突起(ハンプ hump)」をエクアドルでは chapa muerto「死んだ警官」

ということを書きました。ここで各地のバリエーションを紹介します。 
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【写真３】道路の帯状突起 

 

 大きく分けて，警官に擬人化した表現と形状による比喩に分けられます。擬人化には

エクアドルの chapa muerto（地図では Ch），スペインの guardia acostado「横になった

治安警官」（Ga），guardia de asfalto「アスファルトの治安警官」(Gs)，guardia muerto

「死んだ治安警官」（Gm），guardia tumbado「寝そべった治安警官」（Gt），プエルトリ

コとコスタリカの muerto「死者」(M), キューバ，ドミニカ共和国，ニカラグア，コロ

ンビア，ベネズエラの policía acostado「横になった警官」(Pa)，パナマの policía muerto

「死んだ警官」(Pm)があります。 

 「突起した形」を表現したものに，メキシコ・モンテレイ市(Monterrey)の boya「ブ

イ（浮標）」(By)，プエルトリコとチリの lomo「背」(L)，パラグアイ，ウルグアイ，ア

ルゼンチンの lomo de burro「ロバの背」(Lb)，メキシコの tope「先端」(Tp)，グアテ

マラ，ホンジュラス，エルサルバドルの túmulo「墳丘・塚」(Tm)などがあります。逆

に，スペイン，キューバ，プエルトリコ，チリの badén(B)は元来アラビア語の「凹地」

に由来します。他にもペルーとボリビアの rompemuelles「（車のサスペンションの）バ

ネ壊し」(Rm) (< romper「壊す」 + muelles「バネ」)やパラグアイの mataburro (Mb) 「ロ

バ殺し」(< matar「殺す」＋burro「ロバ」）という興味深い合成語も見つかりました。世

界中を調べればさらに多くのバリエーションがあることでしょう。 
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【地図】「道路の帯状突起(ハンプ)」 

 

【課題-9a】Lipski (1996)を読み，Ecuador (pp. 261-271), Perú (pp. 336-349), Bolivia (pp. 

204-218)のスペイン語の音韻，文法，語彙的特徴について，類似点と相違点をあげなさ

い。 

 

【課題-9b】Lipski (1996: 269-270)には次のような「dar＋現在分詞」の構造が挙げられて

いる。各種の資料やインターネットによってその歴史的・地理的分布を調べなさい。 

 Dame cerrando las puertas. 

 Dame comprando unas espermitas. 

＊参考：Corpus del Español: http://www.corpusdelespanol.org/，Google など 

 

【課題 9c】「道路の帯状突起(ハンプ)」を意味するスペイン語の語形の地域的語彙バリ

エーションについて調べなさい。 

＊参考：Varilex: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/ 
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10 チリ 

 

 かつて，ドミニカ共和国の人文学者 Pedro Henríquez Ureña はラテンアメリカのスペイ

ン語を言語的特徴と先住民言語の影響から次の５地域に分類しました7。 

 

 ①カリブ海地域：キューバ，ドミニカ共和国，プエルトリコとベネズエラ・コ

ロンビアのカリブ海岸 

 ②北・中米地域：アメリカ合衆国南西部，メキシコ，中米地域 

 ③アンデス地域：ベネズエラ･コロンビアのアンデス地域，エクアドル，ペルー，

ボリビア，チリ北部 

 ④ラプラタ地域：アルゼンチン，ウルグアイ，パラグアイ 

 ⑤チリ 

 

これを次のように説明しています。 

 

 El carácter de cada una de las cinco zonas se debe a la proximidad geográfica de las 

regiones que las componen, los lazos políticos y culturales que las unieron durante la 

dominación española y el contacto con una lengua indígena principal. 

 「この５地帯のそれぞれの性格はそれを構成する地域の地理的な近接性，スペ

イン支配時代の政治的・文化的つながり，および主要な先住民言語との接触に由

来するものである」 

 

 この分類によればチリは一国で広大なスペイン語圏の中で独立した１地域を形成し

ています。これは北にアタカマ砂漠(Desierto de Atacama)，東にアンデス山脈(Los Andes)，

西に太平洋(Océano Pacífico)，南にドレーク海峡(Estrecho de Drake)を挟んで南極大陸

(Antártida)に囲まれ，周辺の諸国との交流が困難であったためです。また，先住民言語

のアラウカノ語(araucano)が現在のチリの領域に限られていたことも別の要因として挙

げられます8。 

 さて，私たち（東京外国語大学の高垣敏博さんと上智大学のアントニオ・ルイス・テ

ィノコさんと私）がチリの首都サンチャゴ市を訪れたのは去年(1999 年)の８月で，「第

１２回ラテンアメリカ言語学文献学国際学会」 (XII Congreso Internacional de la 

Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina)に出席するためでした。この学会

                                                     
7
 Pedro Henríquez Ureña, "Observaciones sobre el español en América", Revista de Filología 

Española, 8, 1921. 
8
 cf. Eleanor Greet Cotton and John M. Sharp. Spanish in the Americas, Georgetown University 

Press, 1988, chap. 9. 
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は，「スペイン言語学会」(Sociedad Española de Lingüística)と並ぶ非常に大きな学会でス

ペイン語圏の各地で３年ごとに開催されます。今回は 8月 9日から 14日までの６日間，

チリ・サンチャゴ大学(Universidad de Santiago de Chile)で行われました。 

 

 

【写真１】サンチャゴ市とアンデス山脈 

 

 ８月といっても南米は真冬なのでコートが必要です。噂に聞いていたスモッグもなく，

冬の晴れた青空の下，市の西側に拡がる冠雪のアンデス山脈が方角がわからないよそ者

にとって格好の目印になりました。会場のサンチャゴ大学にはいくつものパティオがあ

り，参加者たちは日向で熱いコーヒーをすすりながら談笑を楽しんでいました。 

 会話の輪に入れてもらうと，地元チリの先生方の話し方に独特の発音があることがわ

かります。ひとつは[tr]の音で，[r]の部分が無声の摩擦音になり，まるで英語の話者が

スペイン語を話しているかのような感じです。たとえば，tres 「３」, cuatro 「４」, otro 

「別の」などが，英語の tree「木」,の[tr]に近くなります。もう一つは，mujer 「女性」, 

jefe 「ボス」などの je が「ヘ」ではなく，「ヒェ」のように聞こえます。これらは，

かつて先住民の言語であるアラウカノ(araucano)語の影響によるものだと解釈されたこ

ともありますが，現在では次のような見解が一般的です。はじめに[r]の音について，ス

ペイン語学者のラファエル・ラペサさんの説明を読みましょう9。 

 

Más tarde se ha demostrado que la conversión de /r/ en fricativa, señalada como 

araucanismo es un proceso de relajación espontánea que se registra en casi toda América 

y en Navarra, Aragón, Álava y Rioja.  

「その後，アラウカノ語起源とされていた/r/の摩擦音化は，弛緩の自然なプロセ

                                                     
9
 Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, cap. 17, 127.4. 
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スであってアメリカ大陸のほぼ全域，（スペインの）ナバラ，アラゴン，アラバ，

リオハでも記録されていることが明らかになった」 

 

 そして，チリの jeの発音については，"(...) representa un grado intermedio en la evolución 

de la /S/ prepalatal del español antiguo hasta sus resultados modernos velares o faríngeos." 「古

スペイン語の前部硬口蓋音が現在の軟口蓋音または咽頭音に変わる途中の段階の音を

示している」と述べています。このように，一つは地理的な理由によって，もう一つは

歴史的な理由によって先住民言語起源説が否定されました。 

 

●音声学 

 紙の上で発音（音声）のことをお話をするのはとても困難です。先に，チリの[r]の音

を英語の音(tree)と比べたり，jeの音を日本語（カタカナ）の「ヒェ」になぞったりした

のですが，これでは不正確なので，チリのスペイン語学者マクス・エテェベリアさん

(Max Echeverría)にお願いして，音声のビデオファイルを送っていただき，これをインタ

ーネットで聞こえるように，そして見えるようにリンクしました。ご関心のある方は次

の URL にアクセスしてください。 

 

 http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/tabi/ 

 

 大学や研究所で発音のことを学ぶのが音声学の授業です。細かな音声の違いを聞き分

けたり，それを真似して発音したり，正確に記述する練習をします。また，音声を物理

的に分析し，様々な現象を研究することもあります。次の図は，コンピュータを使った

音波の分析例です(SIL Speech Analyzer による)。 

 

     

 【図-1】otro: 一般のはじき音の[r]   【図-2】otro: チリの摩擦音の[r] 

 左の【図-1】が一般の[otro]の発音を示し，右の【図-2】がチリのバリエーションを示

しています。両方の図で縦に黒く太くなっている部分が[t]の発音部分です。その右に【図

-1】では，はじき音[r]を示す縦の黒い細線が見えますが，【図-2】では摩擦音のノイズ

を示す太い縞模様を確かめることができます。 
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●言葉の広がり…「カンニングペーパー」 

サンチャゴ大学の学会発表は午前だけなので，午後は街を観察したり，現地の人々に会

って言葉を聞いたりしました。また会場でも学生と話をする機会があったので，次のよ

うな「学校（学生）用語」を教えてもらいました。スペインの用語と比べてみましょう。 

 

意味 チリ スペイン 

（大学を）卒業する egresar graduarse, licenciarse 

勉強家 mateo empollón 

落第させる rajar suspender, catear 

おべっか使い patero pelota 

（授業を）サボる hacer la cimarra hacer novillos 

カンニングペーパー torpedo chuleta 

 

 「カンニングペーパー」はスペイ

ンとベネズエラでは chuleta（【地図】

では Ch）, チリでは torpedo (T)と言

いますが，他にもキューバ，プエル

トリコ，グアテマラの chivo (Chv)，

プエルトリコの droga, droguita (Dr), 

bate (Bt), nota (N)，メキシコ，エル

サルバドル，ホンジュラス，ニカラ

グアの acordeón (A)，メキシコの

chafa (Chf)，ホンジュラスの chepe 

(Chp)，キューバとコスタリカの

forro (F)，エルサルバドル，ニカラグアの copia (Cp)，パナマの batería (B)，コロンビ

アの pastel (P)，エクアドルの polla (Po)，ペルーの plagio (Pl)と compromido (Cm), ボ

リビアの chanchullo (Chch)，パラグアイの copiatini (Cpi)，ウルグアイの ferrocarril (Fc)

と trencito (Tr)，アルゼンチンの machete (M) などがあります。 

 

 

【写真２】サンチャゴ大学の中庭 
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【地図】「カンニングペーパー」 

 

 

【課題-10a】Lipski (1996)を読み，Chile のスペイン語の音韻，文法，語彙的特徴につい

て調べなさい。「[tr]が破擦音に近い」(p.224)と述べていることについて，[tʃ]や[ts}など

の破擦音と比較して考察しなさい。 

 

【課題-10b】Lapesa (1981, 邦訳 2004)17 章「アメリカ・スペイン語」の 127「先住民諸

語とその影響」を読み，アメリカ・スペイン語の先住民言語基層説について調べなさい。

それが否定されるときの条件について考察しなさい。 

 

【課題-10c】「カンニングペーパー」を意味するスペイン語の語形の地域的語彙バリエ

ーションについて調べなさい。 

＊参考：Varilex: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/ 
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11 ラプラタ諸国 

 ラプラタ川(Río de la Plata)は私たちが普通にイメージする「川・河川」とはかなり異

なります。幅は河口部で 200km 以上

もあるのに，長さは意外と短いのです

（およそ 300km）。地理的にはパラグ

アイ川(Paraguay)，パラナ川(Paraná)，

ウルグアイ川(Uruguay)という大河川

と多くの小河川の河口部(estuario)に

相当します。両岸のアルゼンチン

(Argentina)の首都ブエノスアイレス

(Buenos Aires)とウルグアイ(Uruguay)

の首都モンテビデオ(Montevideo)の間

をジェット機の便が結んでいます。今

回の言葉の旅ではこれら２つの都市と内陸の国パラグアイ(Paraguay)の首都アスンシオ

ン(Asunción)を訪ねましょう。この３国は地理的・歴史的な結びつきから「ラプラタ諸

国」と呼ばれます。 

 アルゼンチンの人々が話すスペイン語でまず気づくのはイタリア語によく似たイン

トネーションです。次の説明を読むと 19 世紀の末から 20 世紀のはじめにかけて多くの

イタリア人が移民し，アルゼンチンのスペイン語に影響を与えたことがわかります。 

 

(...) en el censo de 1887, Buenos Aires 

contaba con un 47,4% de nacidos en 

territorio argentino, un 32,1% de italianos, 

un 9,1% de españoles y un 4,6% de 

franceses, junto con un 6,9% de otros 

extranjeros. Pese a la complejidad que 

plantea interpretar lingüísticamente estas 

cifras, no cabe duda sobre la existencia de un 

marcado multilingüísmo (...) 

「1887 年の国勢調査によればブエノス

アイレス市の住民の 47.4%がアルゼンチ

ン生まれ，32.1%がイタリア移民，9.1%

がスペイン移民，そして 4.6%がフランス

移民で，6.9%がその他の外国移民であった。これらの数字の言語学的解釈は複雑だ

が，著しい多言語使用が存在していたことは疑いの余地がない」 (María B. 

 

【写真１】Buenos Aires の Boca 地区 

 

【写真２】 マテ茶の習慣 
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Fontanella
10

) 

 

 なんと住民の 3 分の 1 近くがイタリア移民だったそうです。確かにこの地域のスペイ

ン語には chau (=adiós「さようなら」)，pibe / piba (=niño / niña「子供」)，fiaca (=pereza

「面倒・ものぐさ」)など多くのイタリア語語源の言葉が使われています。あの独特の

イントネーションもイタリア語の影響である可能性は高いと思われます。 

 ウルグアイの言語学界の今年(2000 年）最大のニュースはウルグアイ共和国大学

(Universidad de la República)の人文・教育学部とドイツ・キール大学が共同で完成させた

『ウルグアイ地理的・社会的言語地図』(Atlas Lingüístico Diatópico y Diastrático del 

Uruguay)でしょう。これは従来の言語地図にはなかった社会言語学的なバリエーション

も含めた画期的なものです。 

 その出版披露も兼ねた言語地理学シンポジウムに出席したときのことですが，ここで

はウルグアイ・ブラジル国境地域の言語接触の研究が盛んであることがわかりました。

この地域では次のようなポルトガル語起源の言葉が多く使われます。fechar (=cerrar「占

める」），janela (=ventana「窓」），brasilero (=brasileño「ブラジルの」）。アメリカ合衆国

のジョン・リプスキー氏(John Lipsky)は，"La mezcla léxica es omnipresente en fronterizo, 

debido, sobre todo, a la elevada cantidad de vocabulario cognado que comparten el español y el 

portugués"「国境地域の語彙の混交はいたるところで見られるが，これはとくにスペイ

ン語とポルトガル語が共有する多大の同語源語によるものである」と述べています11。 

 

 

【写真３】Palacio de Gobierno, Paraguay 

                                                     
10

 , "Historia del español de la Argentina", en C. Hernández Alonso (ed.) Historia y presente del 

español de América, Junta de Castilla y León, 1992. 
11

 El español de América, 1996, p.377. 
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 「アメリカ大陸の心臓」(corazón de América)とも言われるパラグアイは，確かに広大

な大陸の中心にあります。国土の形も私には心臓のように見えますがどうでしょうか。

その動脈であるパラグアイ川に面する首都アスンシオンではほとんどの人がスペイン

語とグアラニ語(guaraní)を自由に話します。パラグアイの国勢調査(1982)によれば，国

民の 40%がグアラニ語だけを話し，スペイン語とグアラニ語のバイリンガルは 50%近

くに上り，スペイン語だけを話す人はわずか 6％台です。そのため，パラグアイの人々

のスペイン語にグアラニ語の響きが伝わってくるのは当然でしょう。たとえば，casa-i

「小さな家」の-i は，小さなものや価値のないものを示すグアラニ語語源の接尾辞です。

またスペイン語の todo がグアラニ語の pa と同じように，動作が完了したことを示しま

す。¿Floreció tu rosa? （「あなたのバラの花は咲きましたか」）- No, se seca todo. (=No, se 

ha secado.「いいえ，枯れてしまいました」）。私はビタリナ・パエスさん(Vitalina Páez)

をはじめアスンシオンのカトリカ大学(Universidad Católica)の先生方に，この国のスペイ

ン語の特徴をいろいろと教えていただきました。パラグアイは私にとって「アメリカ大

陸の心(corazón)」とも言えるやさしい国です。 

 

●基層・上層・傍層 

 『ウルグアイ地理的・社会的言語地図』の主幹であるウルグアイ共和国大学のアドル

フォ・エリサインシン氏(Adolfo Elizaincín)は，その著書『接触する方言．スペインとア

メリカ大陸のスペイン語とポルトガル語』で接触する２言語の様態を示す３つの概念を

説明しています12。 

 先住民の言語が後から到来した言語に影響するとき，先住民の言語を「基層」

(substrato)と呼びます。たとえば，パラグアイのグアラニ語は次の図-1 のように土地(B

の地域)のスペイン語の基層となります。A 地域ではスペイン語が使われず，C 地域で

は基層がないことを示します。 

 

                                                     
12

 Dialectos en Contacto. Español y Portugués en España y América, 1992, Montevideo Arca, 

pp.45-47. 
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【図-1】 基層 

 

 アルゼンチンに到来したイタリア語はスペイン語においかぶさる形で「上層」

(superstrato)となって影響を与えました。図-2 の A, B, C の順で上層言語の影響が強くな

ります。２言語の境界線は移動する可能性があります。たとえば chao という挨拶言葉

はアルゼンチンとウルグアイに限らず，スペイン語圏に尐しずつ浸透していく気配が感

じられます。 

 

 

【図-2】 上層 

 

 ウルグアイとブラジルの国境地域では，図-3 のようにポルトガル語がスペイン語と並

立する形で影響を与えています。この場合のポルトガル語はスペイン語にとって基層で

も上層でもなく，「傍層（ぼうそう）」(adstrato)として作用してます。たとえば，Gusto de 

Río de Janeiro (=Me gusta Río de Janeiro「私はリオデジャネイロが好きだ」)のような

gustar の使い方や，「（偶然に）出会う」という意味で hallar を使うのは(Cuando venía para 

acá, hallé a Juan.「ここに来るときにフアンに出会った」)，ポルトガル語の影響ですが，

図-3 の B に相当する国境地域の現象で，南の首都（A）にまでは達していません。 
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【図-3】 傍層 

 

 また，エリサインシン氏は言語の接触に他のタイプがあることも指摘しています。 

 

Tan nítido como este esquema no lo es la realidad. Falta en esta visión, por ejemplo, el caso 

de que, como consecuencia del contacto, surjan lenguas del tipo pidgin, criollos, etc.「現実

はこの図式で示されるほど明確なものではない。この視野には，たとえば接触の結

果生まれるピジン語のタイプの言語やクレオール語などのケースが含まれていな

い」 

 

●言葉の広がり…「ポップコーン」 

 このように同じラプラタ諸国と言っても３国の言語事情はそれぞれ異なります。たと

えばマテ茶のように共通する習慣や言葉は確かに多いのですが，３国で使う言葉がそれ

ぞれ違うこともあります。その例として今回は「ポップコーン」を取り上げましょう。

これには３国に共通して pororó（地図の Prr）という言葉が使われる一方，アルゼンチ

ンの pochoclo（Pch），ウルグアイの pop（Pop）という独特の呼び方もあります。スペ

イン語圏全体を調べると palomitas（Plm）が優勢です。他にスペイン（カナリアス諸島）

とベネズエラの cotufas（Ctf），キューバの rositas de maíz（Rsit），グアテマラの poporopo 

(Ppr)，コロンビアの crispetas (Cpt)，エクアドルの canguil (Cgl)，ボリビアの pipocas

（Ppc），チリの cabritas（Cbt）があります。また，スペイン・カナリアス諸島のラス・

パルマスでは roscas（Rsc），メキシコでは rosetas（Rset）などが見つかります。英語に

由来する po(p)corn（Pco）もプエルトリコ，メキシコ，ニカラグア，パナマ，ペルーな

どで使われています。 
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【地図】 「ポップコーン」 

 

 

【課題-11a】Lipski (1996)を読み，Argentina (pp.183-203), Paraguay (pp.324-335), Uruguay 

(pp.369-377)のスペイン語の音韻，文法，語彙的特徴について，類似点と相違点をあげ

なさい。 

 

【課題-11b】19~20 世紀のラテンアメリカの移民とその社会・文化的影響について調べ

なさい。 

＊参考：Edwin Early et al., The History Atlas of South America, Macmillan, 1998, 増田義郎

訳『南アメリカ大陸歴史地図』東洋書林，pp.110-111; 大貫良夫監修『ラテンアメリカ

を知る辞典』平凡社，1999, 「移民」の項。 

 

【課題-11c】「ポップコーン」を意味するスペイン語の語形の地域的語彙バリエーショ

ンについて調べなさい。 

＊参考：Varilex: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/ 

 

  

http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/
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12 フィリピン 

 現在観光地としても有名なフィリピン(Filipinas)第二の都市セブ島セブ市(Cebu)の対

岸にマクタン(Mactan)という小さな島があります。

コロンブス(Cristobal Colón)がアメリカ大陸に到着

してからおよそ 30 年後の 1521 年にマゼラン

(Magallanes)はこの島でラプラプ王(Lapu Lapu)と戦

い大敗を喫し，彼自身も戦死しました。わずかな生

存者の一人ピガフェッタ(Antonio Pigafetta)がその

戦闘の様子を伝えています。原文はイタリア語です

がスペイン語の抄訳(Antonio Pigafetta. Primer viaje 

en torno del globo, trad. Carlos Amoretti. Colección 

Austral. 1941)から引用します。 

 

Como conocían a nuestro capitán, contra él 

principalmente dirigían los ataques, y por dos 

veces le derribaron el casco; sin embargo, se 

mantuvo firme mientras combatíamos rodeándole. Duró el disigual combate casi una 

hora. En fin, un isleño logró poner la punta de la lanza en la frente del capitán, quien, 

furioso, le atravesó con la suya, dejándosela clavada. Quiso sacar la espada pero no pudo, 

por estar gravemente herido en el brazo derecho; diéronse cuenta los indios, y uno de 

ellos, asestándole un sablazo en la pierna izquierda, le hizo caer de cara, arrojándose 

entonces contra él. Así murió nuestro guía, nuestra luz y nuestro sostén. 

敵は提督を知っていたので攻撃を集中し，その兜（かぶと）を二度はねとばした。

しかし提督はわれわれが囲んで戦う間，しっかりと踏みこたえていた。比類なき

闘いが一時間ほど続いたが，ついにひとりの島の者が提督の顔面に竹槍を刺した。

提督は猛然と自分の槍でその相手を突き刺した。提督は剣を抜こうとしたが右手

に深手を負っていたため抜くことができなかった。土地の者たちはこれを見て，

一人が提督の左脚に切りつけ，提督をうつぶせに倒し，飛びかかった。こうして，

われらの指導者，われらの光明，われらの援護者の息が絶えたのである。 

 

 スペイン領メキシコから出発したレガスピ(Legaspi)の遠征隊が再びセブ島に到着し

たのはさらに 44 年後(1565 年)でした。この年から 1898 年まで 333 年間のスペインのフ

ィリピン支配が続きます。 

 私たち（琉球大学の金城宏幸さんと上智大学のアントニオ・ルイズさんと私）は 2000

年の春，独立しておよそ 100 年後の現在のフィリピンのスペイン語を調べに，北のルソ

 

【写真１】マニラ・リサール公園の 

ラプラプ王の像 
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ン島(Luzón)と南のミンダナオ島(Mindanao)を訪れました。首都マニラ(Manila) の交通ラ

ッシュと喧騒を逃れ，マニラ湾に臨むリサール公園を抜け，さらに奥のイントラムロス

(Intramuros＝「城壁の中」)地区にまで入ると，かつてのスペイン統治時代にタイムスリ

ップしたような感覚に陥ります。この地区の教会，街路，要塞などを見物しながら，馬

車(calesa)の音を聞くと当時の生活の様子が思い浮かびます。しかし，道行く人々の会話

はタガログ語や英語ばかりでスペイン語の響きは聞こえてきません。まるで 100 年前の

昔に封じ込まれてしまったかのようです。 

 1991 年の資料によればスペイン語を母語とする人は国民のわずか 3%に過ぎません13。

合衆国から独立した 1946 年，政府は英語，スペイン語，タガログ語(tagalo)を公用語と

定めましたが，1987 年の新憲法で公用語としてのスペイン語は廃止されました。 

 それでも私たちはわずかに残るスペイン語を求めてマニラのスペイン語話者に話を

聞きに行きました。どの人も異口同音にフィリピンのスペイン語の行く末を案じている

様子でした。フィリピン大学のスペイン語教授テレシタ・アルカンタラさんもその一人

です。彼女のフィリピノ語(Filipino:タガログ語を基礎にしたフィリピンの国語)語彙の研

究によれば，その大半はタガログ語起源ですが，その次(3 分の 1)はスペイン語だそう

です14。このような形でスペイン語はフィリピンの国語に大きな痕跡を残していること

がわかりました。 

 

●クレオール語 

 南の島ミンダナオ島ではまったく異な

るスペイン語の姿に出会いました。ここ

ではスペイン語にとてもよく似た言葉が

話されているのです。レストランでスペ

イン語で注文すると，ウェイトレスがと

てもうれしそうな顔をしました。土地の

言葉と似ているので喜ばれたのだと思い

ます。 

 市史によると，イスラム教徒の反乱に

備えるため島の西部のサンボアンガ

(Zamboanga)でピラール砦(Fort Pilar)の建

設が始まったは 1635 年のことです。その建設現場にはルソン島やビサヤ諸島(Bisaya)

から大勢の人夫が集められましたが，彼らはそれぞれ出身地の言語しか知りませんでし

                                                     
13

 Antonio Quilis y Cecilia Casado-Fresnillo. "La lengua española en Filipinas. Estado actual y 

directrices para su estudio", Anuario de Lingüística Hispánica, 8, 1992. 
14

 Teresita Alcántara. Los hispanismos en los medios de comunicación social filipinos. Sentro 

ng Wikang Filipino. Unibersidad ng Pilipinas, 1998. 

【写真２】Zamboanga, Pilar 砦内のごみ箱 
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た。このような言語状況があると人々は必要に迫られて片言でも支配者の言語（スペイ

ン語）を自然に操るようになります。ラテンアメリカの各地ではやがてスペイン語が国

民の言語となったのですが，ここでは実にスペイン語と現地の言語の出会いからチャバ

カノ語(chabacano)という新しい言語が生まれたのです。このような相互理解の手段が世

代を超えて定着したものをクレオール言語 (lengua criolla) といいます。現在では 30 万

人近くの人々が話し，この言語で放送するラジオ・テレビ局もあります。 

 写真は現在歴史博物館になっているピラール砦にあったごみ箱の表示です。Aqui 

buta el basura「ここにごみを捨ててください」(buta = botar「捨てる」)と書いてありま

す。basura（ごみ）の前の定冠詞が el になっていることに気づきます。このように文法

が単純化されるのは世界各地にあるクレオール諸語の一般的な傾向です。 

 スペイン出身の神父マクス・ロドリゲスさんから Our Lady of Pilar. Heritage of 

Zamboanga (Fr. Max. Rodríguez, Claretian Publications, Quezon City, 1995)というすばらし

い本をいただきました。この本には 1734 年にピラール砦におきた奇跡がチャバカノ語

で語られています。ある晩のこと砦の歩哨がうたたねをしていました。すると，白衣の

美しい女性が現れ彼の肩をたたいて言いました。"Despierta, hay moros en la costa"「目を

覚ましなさい。海岸にモロの兵がいます」。そして，… 

 

チャバカノ語   スペイン語 

Ele ya grita: "Alto, alto".  Él gritó: "¡Alto, alto!" 

Como no hay contestación,  Como no hay contestación, 

ya apunta le su pufil con el mujer le apuntó su fusil a la mujer 

y cuando para tira ya le,  y cuando iba a tirar 

ya oi con este ta conversa con ele: la oyó hablar: 

 

 兵士は「止まれ，動くな」と叫びました。返事がないので女性に銃を向け引き金

を引こうとすると，彼女は兵士にこう語りかけました。"Centinel, por que el paso 

niegas el alba del día? Si conoces a María, porque le gritas el alto?"「歩哨の兵よ，夜明け

の陽が見えませんか。マリアを知る者ならばなぜ止まれなどと言うのですか」

Enseguidas el guardia ya hinca y ya habla.すぐに番兵は膝まづいてこのように言いま

した。"Perdona me, Señora mía. Madre de mi corazón. Soy un pobre centinel, que cumple 

mi obligación."「お許しください，心の聖母よ。私はあわれな歩哨で義務を果たし

ているだけでございます」 
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【写真３】ピラール砦の中 

 

 この奇跡譚の続きは，兵士から報告を受けた上官が真偽を確かめようと彼の指を焼い

たが，やけどを負うことはなかったということです。 

 語学の話題に戻りますと，上のテキストにあるようにチャバカノ語では過去（完了）

が yaで示されます。また，conはスペイン語の aのように直接目的語を示す働きをしま

す。このように文法はスペイン語とかなり異なりますが，単語の多くは共通です。 

 私たちがロドリゲス神父とスペイン語で話している間，同行していたチャバカノ語を

話す大学生がじっと耳をすませていました。教会からの帰り道，彼に聞くと大体意味が

わかったというのです。かつてはるばる大西洋と太平洋を渡ってフィリピンまでやって

きたスペイン語とこの土地で産声をあげたチャバカノ語が 3 世紀の言語史を超えて，今

ここでめぐり合ったのです。 

 

●言葉の広がり…「ごみ箱」 

 写真のような「ごみ箱」は，スペイン語圏各地で呼び名が異なります。多くは basura 

から派生した basurero (地図では B)が使われますが，スペイン，赤道ギニア，ベネズエ

ラでは papelera (P)もあります。他に，コロンビアでは caneca (de basura, Ca), メキシコ，

ニカラグア，ベネズエラでは cesto (de basura, Ce), スペインとキューバでは cubo (de 

basura, Cu), ペルー，チリ，パラグアイ，ウルグアイ，アルゼンチンでは tacho (de basura, 

Tch), コスタリカ，チリ，ウルグアイでは tarro (de basura, Trr)のように容器を示す名詞

が多く使われます。珍しいケースとして英語からの借用語 zafacón (Z, <safety can)がド

ミニカ共和国とプエルトリコで見つかりました。 
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【地図】「ごみ箱」 

 

これで私たちの「言葉の旅」は終着点にたどりつきました。スペイン語はヨーロッパ

のイベリア半島だけでなく，向かい合うアフリカ，大西洋を超えた南北両大陸，そして

はるばるフィリピンにまで達しました。モロッコ，トルコ，イスラエル，アメリカ合衆

国の各地で話されるユダヤスペイン語（judeoespañol: 1492 年にスペインを追放されたユ

ダヤ人たちが 5 世紀の間保ってきたスペイン語）やアフリカの赤道ギニアのスペイン語

の様子もいつか知りたいと思いますが，それは別の機会にゆずりましょう。読者の方々

に，そしてこれまでに直接またメールで感想をお寄せいただいた方々に感謝いたします。 

 

 

【課題-12a】フィリピンの歴史を調べ，スペイン語が使用されなくなった理由を政治・

社会・文化的な面から考察しなさい。 

＊参考。鈴木静夫著『物語フィリピンの歴史』中公新書 

 

【課題-12b】さまざまなピジンとクレオールについて，その特徴を調べなさい。それと

サンボアンガのチャバカノ語を比較しなさい。スペイン語の他のクレオール諸語につい

ても調べなさい。 
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＊参考 

Chaudenson, Robert, Les Créoles, 1995, Collection Que Sais-je?, 糟谷啓介・田中克彦訳『ク

レオール語』白水社，2000. 

田中克彦訳『クレオール語と日本語』岩波書店，1999. 

Todd, Loreto. 1974. Pidgins and Creoles. 田中幸子訳『ピジン・クレオール入門』大修館書

店，1986. 

Lapesa (1981, 邦訳 2004)17 章「アメリカ・スペイン語」の 128「アフリカ黒人系の要素，

クレオール諸語，アフリカ黒人語系語，パピアメント」 

 

【課題-12c】「ごみ箱」を意味するスペイン語の語形の地域的語彙バリエーションにつ

いて調べなさい。 

＊参考：Varilex: http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/ 
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