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話は

今では英語が国際言語になった感がありますが，国際言
語としての人工語も数多くあった �ある�ようです．

�	
���� の �����	��� はその一つで，その使用者が世
界中にいるそうです�

プログラム言語や論理言語は人工語としてなじみ深いも
のですが，一般言語としてはどんなものかと興味をもち
ました．これはその齧りかけでの紹介です．
言語を異にする人々の間に起こる互いの反目の消滅を
願った �	
���� の思いにも触れられればと思います．

�



話の予定

� �����	���とは

� 文法 ��条

� 字母と発音

� 文法の概略

� 文例

� 人工国際語

� 眺めた本

ここで引用した ��������� 文は「眺めた本」の ３，５によるものが多い．
「文例」は 国内エスペラント協会 の 	�
 で見つけた．

�



���������とは 	
�

目的 会話と読み書きができる計画「国際」語

作者 �������� ����	� 
������ ����� � �����

ユダヤ系ポーランド人眼科医

発表年 ����年

言語 欧語系 　�造語法の工夫と文法の簡素化�

語彙 ロマンス語系 ���％��ゲルマン語系 ���％��その他 ���％�

発音 綴り通り

利用者 ���� ��
� 人？ �母語とする人 ����人？�

�������の生地 ���������� �������	�の東北東 �����弱の地� の当時の
人口比： 　猶人 �� ％； 　波人 �� ％； 　露人 � ％；独人 � ％；宇人 � ％ 　

�



���������とは 	��

言語の特徴：

� 言語は屈折語 �

� 文法や発音は単純で例外がない�学習が容易

� 造語法を工夫し，語根を少数に留める

� 屈折 �曲用や活用�を少数に留める

� 自然語同等の表現力をもつ �日常会話ができ，条約・学術論文・
文芸作品が書ける�

� 　言語としては膠着語といわれるが，普通，��������� の学習書はラテン
文典をならう ����  ��� !�"��#$��%日本語小文典�� ������� は膠着語を
知らなかったと思える．

�



用語補足
言語学的用語： 　

音素 ������ 異なる音でも個別言語のなかで同一とみられる音の
集まり
形態素 ��	����� 意味をもつ最小単位� 英語で� �����のそれは

���� と �

語彙素  �!��� 形はことなるが同一語と考える語の集合� 英語で，

�"�� "���� #�$� "��"� ����

屈折語 �%�&$���  �"��"� 文法機能を示す形態素が語の内部に分
割できない形で埋め込まれる言語
膠着語 �"" �$��$���  �"��"� 単語に接辞などの形態素を付着させ，
語の文中での文法機能を示す言語

�



���������文法 
条
第１回世界エスペラント大会 �で，
������ は

'�����$� �� (���	�$� �!��������

を示した．その内容は

� 前言 �)$�*���	� ����� ��!�� 　

� 基本文法 �'�����$� +	���$�������, 条の文法� ��� ���,�

� 練習例文集 �(���	&�	����� ������

� 基本語彙集 �-���	�� � .�	$�	������ �/�����

基本文法の意図は，「言語であるから自然に変化するだろうがこの基
本は残そう」である．その文法 �,条をつぎに示す．

� 　於 　仏 ��$��#��&�$�&'��% �(�) ����人参加��

� 　仏，英，独，露，波 各文�

�



基本文法 	
���

� 定冠詞は  � �性・格・数に非依存�，不定冠詞はない．

� 名詞語尾は ���主�単����0�主�複�����対�単�1��0�対�複�．

� 形容詞語尾は ��� 名詞と同じ曲用をする．比較は � ����	���

� �$���� � �0����$��

� 数詞 �基数�は十進法 � � ��� ��� $	�� ���	� ���� ���� ���� ���

��� �������� &�$������ �� ������ など �序数は ����

� 人称代名詞は ��� ���  �� 2��� 2"���$�� �� ��� � �� ����� ��� ������ �

格規則に従う．対格は � �所有は形容詞語尾 ����

� 動詞活用は人称・数に非依存．���不定詞�� ����直�過去��

����直�現在�� ����直�未来�� ����仮定�� ���命令��

� 副詞語尾は �� ��� をもたぬ本来副詞あり��

� 前置詞は主格をとる �対格をとるものあり��

�



基本文法 	��
�

� すべての単語は綴り通りに発音する．

�	 強勢は最後の音節の前 ���� $�にある．

�� 語根を連接して合成語をつくる �主要語は最後��

�� 文節中の否定辞は１個のみ �3� ��� ��������

�� 行き先を対格で示す �4�� �� �	��5 � �������．

�� 前置詞は定まった意味をもつ．適切なそれが無い時は 0��特定の
意味をもたない�を使う � �"� 0� $	� ��$	�0�．

�� 国際的に利用される単語は ����	�$� 化して利用する．

��  � の � と名詞の語尾 � は 6 に置き換えてよい �音韻�

���  6���6 7 ��  � ������
�



字母と発音 　字母
字母はラテン文字を使用する．英語文字のうち

� 8� #� !� 9 は使用しない

� &� "� �� 0� � の上に 2 �&�	&��%�����を載せた字母も用いる

� � の上に *�����$�� を載せた字母も用いる �

つぎが字母である（大文字は英字のそれ）．

� � & 2& � � � " 2" �

2� � 0 20 �  �  � �

	 � 2� $ � *� � �

����� * ���&��

� 　電子メールなどでは +,%-. を ,/% ./ などと表す．

�	



字母と発音 　母音と重母音

各文字は単語のなかで必ず発音し，発音されるものは必ず書く． 　
	 �	��� 	� 	����

� ��� �� ����� ���

� ����� �� ����� ���

� ���� �� ����� �����

� �� � �!� "	�"	� 

　　 	!� ���� �"�

��



字母と発音 　子音

イギリス英語と違いのあるものを示す．
� ���� 　　　 #� ����

� ��� #� ��


# ���

#$ ���

#� ��

!� "���

��



字母と発音 　子音の組合せ

子音字は音値をもち，語頭，語中とわず発音し，沈黙字はない．重子

音の発音は各子音を発音する：

� %�� %�� ��� �� %�	��� %���� ��� �� �����

� %& �%&����� �%&	
���� �� �'�����'�����

� �� ���������	�� �	� �� ���	�

� �� ������� 	����� �� ������

� ��� �� ��������	���(�(�(�� ���	���(�(�(�

子供，５，導く，スイス，存在する，試験，除いて，知る �動詞現在形�，言
語，角，関係0理解，失う0解放する �� �����

��



字母と発音 　字母の読み方

母音字はその発音どおり，子音字は �� として読む．

	� ��� ��� #���  �� �� ��� ��� #��� �� #�� �� ��� #��� %�� ���


�� ��� �� ��� ��� ��� #��� ��� �� !��� ��� &��

��



字母と発音 　音節とアクセント
音節 語は母音・重母音をもつ音節を含む．
例

� 子音と続く母音をもつもの： 　

����� ����	� �パン，空気�

�  か 	 を続く子音としてもつもの： 　

$��� �� ���	�� ��"	��� � �机� 鋭い� 心地よい�

� その他は最後の子音の前を音節分解する：��������$�� ����$��

�����$	� �感ずく� 聖い� 右の�

� 接頭辞は音節として分解する:

　�������$�� �� ����	� �移す� にぶい�

� 合成語は別個に分解する

2&����	���� �������	�� � �市長� 日傘�

��



字母と発音 　音節とアクセント

強勢（アクセント）は単語の最後から２番目の音節

�������� にあり，少し強く�高く�長めに発音する．
1� �� ���$ ��� ���2���3 ��� ��� ���������

発音に神経過敏になるな

��



ひと休み 　文例

)	 ���� ����	��

)���� ���	� ������

*� 	#����� �������

*� ���%��� #��� ���&� �����

)	 ����� 	�	����	� 	� 
��

)� ������� 
�� 	� �	 ������

+	�
���,

-���	��

太陽が輝く． 　獅子は動物である． 　私は本を買った．
私は彼女を議長に選んだ． その本は私のだ．
彼は私をもてなしに招いた．暑い �熱い�4 　雨ふり．

��



文法の概略

(���	�$� は通例，屈折語として説明する．

� 曲用 　格，数をもち，文法的性はない

� 格 　. 主格，対格

� 数 　. 単数，複数

� 活用

� 法 　. 直説法，仮定 �条件�法，命令法

� 時制 . 過去，現在，未来

� 態 　. 能動態，受動態

� 相 　. 始動，継続，終了

��



文法の概略 　単語

形態素は３種ある：

語根 音節 �列�であり意味をもつ

�	�� ���� 	�� �パン� 綺麗な� 空気�

接辞 音節 �列�で語根の意味を変更する �接頭・接尾�


	�(�	�(�� %�	�(��(�� �	�(��(� 　

文法語尾 品詞識別辞 �音で品詞を表す�

(�� (	� (�� (� は 名詞，形容詞，副詞，動詞を示す

/���� /��	� /���� /��� �飛行� 飛行の，飛んで，
飛ぶ�

��



文法の概略 　単語

語彙素 � �!����は言語の最小の独立要素 �������から構成され，

つぎがある：

� 語根 �意味をもつ�

� 文法的形態素 　接辞，冠詞，前置詞，接続詞，本来副
詞，語尾など

単語 ..0 接頭辞 � 語根 � 接尾辞 � 文法語尾 �
文法語尾をもたない単語もある．接辞，冠詞，前置詞，接続詞など．

�	



文法の概略 　単語
単語分解 �造語法�の一例
　
　���	������	 �直らない�

�� 接頭辞 �否定副詞�

��6 ���� ���� ���� ��� 　などの語根 �健康1健全��������� 　

��"� 接尾辞 �使役1作為接尾辞1他動詞化���になる�

��� � 接尾辞 ��できる �可能性��

�� 形容詞語尾

つまり，「健康になる可能性がない」「不治の」の意をもつ形容詞

��



文法の概略 　語根 ���� から派生した語

;��� ���� ���� ���� ���� ���"�� ���&�� ��� �� ���"��

���2"�� ���0�� ����$�� ��� �� �� ���� �� ���� �� ����

�� ���� �� ��� �� �� ���"�� �� ���2"�� �� ���$��

�� ������ �� ��� �0�� �� ��� ��$�� �� ���	�� �� ���	�	��

���"�� �� ���"��$�� ���"� �� 	����"�� 	����2"�$�� ���"� �0��

���"�0�� �� ����� �� ��� �	�� �� ���	�� �� ��� ���� �����

�� ������ ��� �0�� �� ���&�� �� �����&�� ���"����

��� �0�� ���"� �0�� 	��� ���� 	��� ���2"�� �� ��� ���

���"��$�� ���"� ��$�� ��� ��$�� �� ��� ��$� ��$���

�'�����$� �� (���	�$�� (���	&�	� ;�&$�� <��

����� * ��3 ���� ��$ * ��" �� ����$����� * �� ������

��



文法の概略 　単語
語彙はロマンス語系，ゲルマン語系，その他から選んでいる．その選
択方針

� 同音語を避ける

� �"�� �&���独�誘惑�と  ��� �&���羅�場所��

� 形態素と語彙素の混乱を避ける

�&�"�	�$$� � &�"�	����接尾辞��$�との混乱を避ける

� 多意味語を避ける

����� �� ��� � � ���6 尾錠�

� より広い国際性をもつ語

���#���独�雪崩 �� �"��伊�� ���"��

� 単語を短くする

���	�����露� � ��	6 どこもかも $�	��"���$�

��



文法の概略 　人称代名詞
人称1数 = == ===

単数 　 �� ��  ��男�� 2���女�� 2"��中�

複数 　 � �� � �

所有代名詞 �属格�は形容詞語尾 �� �対格は � �複数は �0 をつける．

���� ����  ��� 2���� 2"������

��� ���  �� 2��� 2"�����

���0 > �0�

��



文法の概略 　名詞

� 名詞の語尾は ��

� 複数の語尾は �0

� 対格の語尾 �

�� 単数主格 ����� 友人

��0 複数主格 �����0 友人たち

�� 単数対格 ����� 友人を

��0 複数対格 �����0 友人たちを

3� ����� ���0 �����0� わたしはよい友達たちをもっている

��



文法の概略 　名詞
対格の用法
（１）目的語の明示 　

3� ���� ������� 音楽が好き．

（２）移動方向 �前置詞がとる格�

?� � �2"�� �  � ��	�� 海へ飛び込んだ．

?� ���	�� @���0�� インドへ出発した． 　

（３）前置詞を使って �主格を添えて�

?� ���	�� � @���0�� 　インドへ行った．

��



形容詞

� 形容詞の語尾は ��

� 数・格は修飾する名詞の数・格と一致

�� 単数主格 ��� ����� よい友人

��0 複数主格 ���0 �����0 よい友人たち

�� 単数対格 ��� ����� よい友人を

��0 複数対格 ���0 �����0 よい友人たちを

.��0  ��	�0 ��$�� �$�	���0� あなたの本はおもしろい

��



文法の概略 　動詞
活用は，法・時制によって変化し，人称・数にはよらない．

不定法

�� ��	� � 話す

直説法

過去 ��� ��	� �� 話した

現在 ��� ��	� �� 話す

未来 ��� ��	� �� 話すだろう

仮定法

��� ��	� �� 話すかもしれない

��



文法の概略 　動詞
命令法

�� ��	� � 話せ

不定法

� 辞書の見出し語

� 名詞的な使用

3� ���� ��	��� 　眠るのが好きだ

� 形容詞的な使用 　

(�$�� 0�� $���� �	� ��0��� 　もう家に帰る時間です

��



文法の概略 　動詞
仮定法

;� �� ����� %�"� �0� �� $�0 %�"�� � ���

翼をもっていれば，すぐに君のところへ飛んでいくのに

2A� �� ���� �� �� �� �� 5 手伝っていただける？

命令法 �命令・依頼・要求・願い�

.�� 2&� $�� B こちらへ来い！�A��� ��	�B�

?� ��$� ��� B 一緒に歌おう！ 　

+�$ * 	���� 「�かどうか」�従属接続詞�または疑問文の文頭におく辞；

+�� * 近さを示す辞5 　

�	



文法の概略 　動詞
分詞は完了・未完了の相を区別し，また，能動・受動の態を定める．

能動 未完 ��$� ��$� �$� 戦っている人

��$� ��$� �$� 戦う人

完了 ��$� ��$� �$� 戦った人

受動 未完 ��$�  �"�$�  ��	� 読んでいる本

��$�  �"�$�  �� � 読むべき本

完了 ��$�  �"�$�  �� � 読んだ本

��



文法の概略 　動詞
行為の起動・継続・終了などは接辞を使う．

� 起動は ��� を接頭する

����	� � 話始める

� 継続は ���� を接尾する

�� �	��� 演説C �"��� 行動し続ける

� 使役は ��"� を接尾する

���"� �� 誰かを来させるC  ���"� �� 何かを照らす

� 状態転換は ��2"� を接尾する

�� ���� 病む � �� ���2"� 病気になる

��



文法の概略 　動詞
つぎは一例である：

�$����2�� * �� �$��

�$���#� * �� ���� �� �$��

���$��� * �� 
�#�� �� �$��

�$���+#��2�� * �� 
� �$���"

�$���"� * �� ������$� �� �$��

����$��#� * �� ���� 6 
�#�� �� �$�� �

�$���+#�#� * �� ���� 6 �$�� ���$�"

���$���+#��2�� * �� 
�#�� �� �$��

�$���#�"� * �� ������$� �� ���� �� �$��

�$���"�#� * �� ���� 6 ������$� �� �$��

�$���+#�"� * �� ���� �$����# ���$�"
��



文法の概略 日本語で
つぎの表が作成できる．
������ はそのような �� �個の疑問・指
示・関係を示す単語群を用意した �
������� $��� �1$��� �� $�0��

語頭� 近称 中称 遠称 不定

語尾 � こ� そ� あ� ど�

代名・事物 �れ これ それ あれ どれ

代名・場所 �こ ここ そこ あそこ どこ

代名・方向 �ちら こちら そちら あちら どちら

連体 　　　�の この その あの どの

藤巻著%「まるごとエスペラント文法」���7�

��




������� $��� �

接頭辞� �� ��� $�� 2&�� ���

接尾辞 � ���� #��$ $��� ���	9 ��

�� �� ��� $�� 2&�� ���

���� �������� #��&�1#�� $������� ���	9 ��

�� �� ��� $�� 2&�� ���

�$��"� ����$��" #��$ $����$��"� ���	9$��" �$��"

�� �� ��� $�� 2&�� ���

����� ���� ��� #��$ ��� $��� ��� ���	9 ��� ����

�� �� ��� $�� 2&�� ���

�� �&�� ����#��	� #��	� $��	� ���	9 #��	� �#��	�

��




������� $��� ��つづき�

接頭辞� �� ��� $�� 2&�� ���

接尾辞 � ���� #��$ $��� ���	9 ��

��� ��� ���� $��� 2&��� ����

�$���� ����$��� #�� $�� � #�9� ���	

�� �� ��� $�� 2&�� ��� 

����	� ������# ��# $��� ���	9 #�9 � #�9

�� �� ��� $�� 2&�� ��� 

�	����� ��� ���� ������ #�9 ��� �	
� ������ ��� ����� ������ ��� �� ������

��� ��� ���� $��� 2&��� ����

�����$� ���� ��# ��&� $��� ��&� ���	9 86$9 � 86$9

��� ��� ���� $��� 2&��� ����

�D6�� ������6� #���� $��� ��6� ���	9��6� ����96�

��



文法の概略 　相関詞 	�����������

相関詞は接頭辞と接尾辞を組合せ構成する． 　

頭： 　����関係・疑問�，$���特定�，���任意�，2&��すべて�，
　　　����否定� 　
尾： 　���全体�，���個別�，���性質・様子�，
　　　����所有�，���場所�，����時�，
　　　�� �方法・程度�，�� �理由�，����量� 　

��



文法の概略 　相関詞
　
用法は

� 指示 �事物を指す� 　$��� ��� 2&�� ���

� 疑問 �何，誰，何処，など� 　���

� 関係 �形容節を導く� 　���

　
品詞としては

� 代名詞 �事物・人の名前の代り� 　��� ��

� 形容詞 �状態・性質・所有を表す� 　��� ��� ���

� 副詞 �場所・時・様子・理由・量を表す� ��� ���� �� � �� � ���

��



文法の概略 　相関詞
その用例：
　

4�� ��$�� $��5 E�� ��$�� ��"���それはなに5�

4��  �2"�� ��5 �どこに住んでる？�

(���	�$� ��$��  �"��� ��� ����2"�� �  � ����*�� 0�	&�$��

�エスペラントは ��世紀に生まれた言語です�

F � ��� ��$�� ��� � �����なんであってもないよりまし�

?�	 $�� � �	�	��� ��� ���� �� ��	���

�誤りをしないのはなにもやらない人だけだ�

;�2"� � �&��� ��� ��� ��� �&��� 2&���

�賢者はなにかを知る，しかし，すべてを知る人はいない�

��� * 	��8 ��� * ���8 ��� * 	���8 ��$ * 	��8 �� * �������#8

+��� * �2������#8 ����$ * ����8 ������ * ��2��8

��



文法の概略 　接続詞
#�	� 0 ���	��� %�	�%	
 0 	�����

%�	&	!� 0 	� �� �� 0 ��

�� 0 ��� 	!� 0 ��

%	� 0 	�  � 0 ��� ���� ��������

�� 0 "������" ��% 0 ������� ���

�	



文法の概略 　副詞
例

+����	�� 	����� ��	��� チータは速く走る．

(  � 2&���	� ��$�� ��	��� この部屋は暑い．

F	���� ��$�� �"	�� �� 　散歩は気持ちいい．

-�� � $��$�� ��0 ���$� "��$���  � �	���20��

先ず呑もう，喰物は後だ！

����� 親しく 	����� 速く >� 終わりに

���$� 後に ��� 最初に 2"�0� 喜んで

#$��$�� * �����8 ����"9 * 3$����
��



文法の概略 　副詞
つぎは文法語尾 �� をもたない原形副詞である．

� ���*� 7 �$  ���$ ���*� 7 � ��

���	�*� 7 9�$1�$�  ����*� 7 ��	� 9

�� ��*� 7 ��� 0�� 7 � 	���9

��	 7 ��$ ���	�*� 7 9��$�	��9

�����*� 7 $���9 �2& 7 ���

0�� 7 0��$ �# ��	"�*� 7 $���		�#

� 7 �# �	 7 � 9

�	����� 7 � ���$ $	� 7 ��	9

$	� 7 $�����&�� $�0 7 �������$� 9

��



文法の概略 　前置詞

� 7 $� �$�*� 7 ����	� ��$�$�*� 7 ��$��� ��

���� 7 �!$ $� 2&� 7 �$ 2&�	��*� 7 �	���

�� 7 �	��1��1�9 ��� 7 ��	�" ���� 7 ��&�

� 7 ��$ �� � 7 � ���$�	 7 ��$����

2"�� 7 �$� �$�	 7 ��$#�� ��$	�*� 7 �"���$

�	�� 7 ������ ��� 7 #�$�  �*� 7 �&&�	��" $�

�� �$�*� 7 ����	� �� "	�*� 7 �����$� ��	 7 �9 ���� ���

��	 7 ��	 ���$ 7 ��$�	 �	� 7 ����$

�	� 7 ��� $� �� 7 #�$���$ ����	 7 ���	

��	 7 � $	� 7 $�	��"� $	�� 7 �&	���

0� 7 �不定前置詞�

��



文法の概略 　接頭辞

��� 結婚 ��$	������$	� 　義理の父

���� 分離 ���������� 　分配する

��� 開始  �	���� �	� 　学び始める

���� 元 ������������ 　前夫

���� 分離 ���������� 分配する

���� 誤り ����	������������	�� 誤解する

�� � 反対 ����$	���� "���$	� 左

	�� 反復  �"��	� �"� 再読する

��



文法の概略 　接尾辞

���� 名詞化  �	��� 学習

��2G� 事物化 ����� ニュース

��� 集合要素 "	���� 群れの一員

��	� 集合 �	��	� 森 ��	�� 木�

��� � 可能性 	�&�$�� � 語りうる

��&� 抽象品質 ���&� 健康

��"� 顕著 "	���"� 巨大な

��0� 場所 ������ �0� 病院

���� 傾向をもつ ��	� ��� よく喋る

��	� 要素 ���	� 硬貨

��$� 小さい �� ���$� 軽い病

��



文法の概略 　接尾辞

��"� �にする �����$� ���"� 治療する

��2"� �になる ��$���� ���2"� 　直る

�� � 道具 ���"� � 薬，医療

���� �すべき  �	��� 学ぶべき

���$� 専業従事者  ���	��$� 労働者

��0� 容器 ��� � 財布

�� � 人 0�� � 若者

��



文法の概略 　文
平叙文 　

2A��0 �&���  � ��	�� 誰もが真実を知っている．

否定文 　

3� � ���� 2&��� ���� 私はチョコレートを好まない．

3� ���� � 2&��� ���� 私が好きなのはチョコレートではない．

)��� 2&��� ��� � ��� チョコレートが好きなのは私ではない．

?��� �&���  � ��	�� 真実を誰も知らない．

?� 2&�� �	� �$� ��$�� �	�� 光るものが金とは限らぬ．

��



文法の概略 　文
疑問文 　

2A� �� ��$�� �$���$�5 君は学生ですか？

H��� �� ��$�� �$���$�� はい，学生です．

?�� �� � ��$�� �$���$�� いいえ，学生ではありません．

4�� ��$�� ��� ���5 名前は？

4�� ��  �2"��5 何処に住んでいますか？

4�� �� ��	$��5 　元気？

感嘆文 　

4�� 	�����B なんて速い！

��



文例 	
� 一休

1	�%�
���� ���	� 
����#����� ��� �	 ���� 	� �	 
�����

#�� ���	� %	� ������ 	 %	� �������� 	�
門松は冥土の旅の一里塚，目出たくもあり，目出たくもなし．

一休：風来山人・根無草後編

2��� * ��� 8 ����� * ����� 8 :��" * 	���� �� 8 ��: * ���

;�3 �������+3�� ��3 "��+��+3�� �� �����

1� �$� �������+3�� ��" ����-$ "��+��+3�� �� �����

��



文例 	�� 　�� ������������

#2���� %�� ���	� �	%������	� ��� ���	� %�	�� �	%�����

3	� ��� ���� %�� �� ���	� 	���
������	� ���  ��	�

��������

語りうるすべてを，ひとは明確に語りうる．そして，説明できないこ
とに対して，ひとは沈黙しなければならない．

��� ��� <$
���$�� ��#�� �<�=�% �<�=� ��� ���� ��#��8

$�" 	�2�� ��� ���� ��"�� ����% "��<$
�� �$= ��� ��	��#���

�>��	���8 ?������$� ��#���&���������$��

+���� * �2������# 8 ��� * 	�� 8 ��� * �
�$� 8 ��� * ��� 8 ��� * ��� 8

"�29 * �$�� 8 ������9 * ���� 8 ��$#$����9 * ��#$� 5

�	



文例 	�� ������	創世記�

�:� (  � ����&� I�� �	���  � 2&�� � ��0  � $�	��

�:� 4�0  � $�	� ��$�� ����	�� ��0 ����	$�� ��0 ��  ��� ��$��

����	  � ������C ��0  � ���	�$� �� I�� 2������ ����	  � �����

�:/ 4�0 I�� ��	��: (�$�  ���C ��0 ��	�2"��  ����

�:< 4�0 I�� �����  �  ���� �� 2"� ��$�� ���C ��0 I�� ���	$�"��  �

 ��� ��  � ��  ����

�:� 4�0 I�� ����  �  ��� E�"�� ��0  � ��  ��� �� ����

?��$�� 4�0 ��$�� �����	�� ��0 ��$�� ��$��� �� $�"��

�
������訳�

������9 * 始 8 ���9 * 創造 8 �
���� * 深淵0奈落 8 +�2�
� * ふくらむ

���&�+#&�� * 存在し始めた 8 �����&�#&�� * 分けた 8

��



文例 	�� ������

和文 　聖書新共同訳 ������

�:� 　初めに�神は天地を創造された． 　

�:� 　地は混沌であって，闇が深淵の面にあり，神の霊が水の面を動
いていた．

�:/ 　神は言われた．「光あれ．」こうして，光があった．

�:< 　神は光を見て，良しとされた．神は光と闇を分け，

�:� 　光を昼と呼び，闇を夜と呼ばれた．夕べがあり，朝があった．
第一の日である． 　

共同訳では ���������形なく� は抜けている． 　
和訳 �英訳も�の「第一の日である」が ��������� 訳では $�$ ��#� となっ
ているが，前者に従えば，�� $�$� ��#� か？

��



文例 	�� ������

�:� の文 �4�" H�����

)� +�� &�  �� $��  �"�$ I�9�

�� $�� ��	���� �� &�  �� ?�"�$�

)� $�� ����" �� $�� ��	�" #�	� $�� >	�$ ��9�

��



文例 	�� ������	ヨハネ福音書�

(���	�$�

�:� (  � ����&� ��$��  � .�	$�� ��0  � .�	$� ��$�� �� I��� ��0

 � .�	$� ��$�� I���

�:� E�� ��$�� �  � ����&� �� I���

�:/ 2A�� ��$�2"�� ��	  �C ��0 ���	$� ��  � ��$�2"�� ���� ��� ��$�2"���

�:< (  � ��$��  � ����� ��0  � ���� ��$��  �  ��� ��  � ����0�

�:� 4�0  �  ��� �	� �� �  � ��  ���� ��0  � ��  ��� 2"� �

������

�����9 * 分ける8 2�29 * 命8 2���9 * 克服8 2���� * 言 8 �$� * とも
に 8 @�� * 神 8 +��� * すべて 8 ��� * によって 8 ����� * 無 8 ��$ * これ 8

�$�� * 光 8

��



文例 	�� ������

和文 　日本聖書協会訳 ������

�:� 　初めに言があった，言は神と共にあった，言は神であった． 　

�:� 　この言は，初めに神と共にあった．

�:/ 　すべてのものは，これによってできた．できたもののうち，
一つとしてこれによらないものはなかった．

�:< 　この言に命があった．そしてこの命は人の光であった．

�:� 　光はやみの中に輝いている．そしてやみはこれに勝て
なかった �．

� 光は暗闇の中で輝いている．暗闇は光を理解しなかった．�新共同訳 　

�(�A�

��



文例 	�� ������

�:� の文

��� $� ��J�� � $J� ���$�� �������

��� J� ���$�� �9$� �9 ��$� ���� �;$���� �����

�$  �! � $���	��  �&�$

�$ $���	�� ��� � &��	�����	�$� ���$� .� "�$��

)� $��  �"�$ ���$� � $�� ��	�����

�� $�� ��	���� ���	������ �$ �$� �4�" H�����

�B�� * �$/ * 光8 ������ * �$��� * 輝く8 ������ * ����
�9* 闇8

��������"� * 把握する8 ��� * それを �女%対�5

��



文例 	 � !��"���#� 法句経

4	�
	�	 � 55 +��� ��� ( ��6

#2�� ���	� #�	�#��
	� #��� ���	� �������	� 	� #��� 
	�%	�

�	 
�
��

3�� %�
����	� ���� ��� �	 �	#����� ���	� �������� ���

 � #��	 �������

3	� ��� ���	� �	 ���� 	� �	 ����	����西 　成甫訳�

+���+#��� * ���#��
��8 �$����#� * �� �$C��8 ����9 * 	���8

���� * ����8 �������9 * $�"������"8 ��� * ����

��+#��� * 	���"��8 ��
��9 * ����8 2�3� * ���8

��
��:�#:� * ��$���# ������ �� 
� ����8 ��
���#� ��� "� * #�� ��" ��8

��



文例 	 � !��"���#�

���(��6

すべては移ろい，すべては苦しみで，すべてに対して自
我が欠けている．これを智慧によって気付く者はすべて
の彼の苦から自由になれる．そして，これは涅槃への道
である．

上の三つの「すべて」は，はじめの二つは ������� ����"������" ���#��

で，最後のそれは "���� ���$�0��� ���#� ��" ������ ���"������" ��

$����"������"�であるので区別すべきかも知れない�

���� 諸行無常，一切皆苦，諸法非我�
��



文例 	� 静夜思 　	李白�

7��	!� 
�	� ����� ���	� �	 ����� 　　床前看月光

#2� #�� ���	� ������ ��� ����8 　　疑是地上霜 　

3	����� 
� �� 	� �	 ������ 　　挙頭望山月

3	�%���� 
� �����	� ��
��%��� 　　低頭思故郷

����-$ * 
�����8 ���� * 
�"8 �$�� * ����8

�$�� * ����8 ��$3�� * �����8 ���� * ����8

���� * ��"8 ��2� * �����8 ����� * 
��"% �������8

������ * ��#8 �3�� * ���8 ���� * ��������8

����-$ ���� ����� ���の前へ �対格� 5
��



人工国際語 　なぜ国際語

� 
������ は少年時「人間はみな兄弟」と聞かされた

� 実際は「人間はいない」いるのは露人，波人，独人，猶人である

� 言語の差によって人が憎しみ会う

� 自然語は共通語にならない

3� �����&� ��  � �&��0 民族同士の敵意は

'� �� '� �� 0�� $���� ��$��B 崩れよ，崩れよ 　すでに時である！

�� $�$� ����	� � ���� �� 全人類はひとつの家族

-��2"� ������ に纏まらねばならぬ．

�	



人工国際語 　なぜ国際語


������ は

� 家庭内では露語であった

� 子供の時，独語，仏語を習った

� 中学の時，英語を習い文法の簡単さに驚く

� 中学５年に羅典語，希臘語を学ぶ

� その頃人工語を夢見る


 文法をできる限り簡素にする �曲用の軽量化�


 造語法の工夫 �接辞を利用し語彙を少なくする�


 発音を簡素にし，語彙中の字数を最小にする �同一子音は重
ねない &�����������6�


 語彙はロマンス・ゲルマン系から選ぶ

��



人工国際語 　���������の作成思想

(���	�$�作成に当っての 
������の目標は

� 習得が容易

� 国際交流の有効手段
習得者間の意思疎通が即座に図れる

� 生きた言語として利用手段をもつ 　
緊急の場合に辞書なしで使える

��



人工国際語 　話者は

'�����$� �� (���	�$��'�(と略す�の意義について


������ はつぎのようにいう：

� 話者はこれによって言語の基礎をよく理解せよ

� 9 � は「不変」である

� あとにできた 9 � にない事項は勧告とみなせ
��



人工国際語 　国際語の利点


������ は発表当時から国際語についてつぎのように発言して

いる．

� 国際語は人類に役立つ

� 国際語の採用は可能である

� いずれそうなるだろう

� 国際語は人工語だろう．

� �����	��� 以外の言語が国際語になることはないだ
ろう

��



人工国際語 　国際語

���� 森有礼 ���才�日本公用語として英語の採用を提案

��	� -���	�� � (���	�$� )��&�� 結成

� 山田耕作 �歌曲�，二葉亭四迷 �入門書�

� 新渡戸稲造，柳田國男ら国際連盟に世界の公立学校で (�� の教育
を提案，フランス一国の反対に合うも可決

� 魯迅ら北京師範の正科とする

���� ;��&��&� )��&�� E�$���� 結成

���� ;���$� (���	�$� -�� 結成

���� スターリン �,回党大会で発言「将来人類は単一言語を話すだ
ろう」と

���� ソヴィエト ;(- を解散，(���	�$��$� を大弾圧

��



人工国際語 　環境と思想

� 生まれ：ユダヤ人，その建国問題

� 生地：K��L 9�$�� とポーランドの分割

� 時代：帝政ロシヤの政治と革命運動

� 生地の言語：イーディシュ，露語，独語，波語

� 生地住民：経済状態と異語話者間の反目

などから「人類人主義 ������	������」が意識される�

� ���� は人種の枠を超えて人間関係を改善し文化に役立つとの信念

��



人工国際語

人工国際語はつぎが知られている．

発表年 作者 言語名

�:�6 ;�������<� +��	��%

�::� �	
�����-� �����	���

�6�= -�	���>� )	���� ���� /�'���

�6�� 2�����	��9� > �

�6�� 1���������4� ?���	�

�6@A B� ����� C	���
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眺めた本

� 伊藤三郎，ザメンホフ．岩波新書，���<�

� 小林司，ザメンホフ．原書房．�����

� 藤巻謙一，まるごとエスペラント文法．�財�日本エスペラント学
会� �����

� 田中克彦，エスペラント．岩波新書，����．

� ザメンホフ，エスペラント原典．水星舎，����．

�'�����$� �� (���	�$� の複写版�

� ザメンホフ，水野義明 �編・訳�，国際共通語の思想．新泉社，

�����

� H�$��F�� �6����	�$�� �&�  � 8�� �����0�5 ������� F-'�
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