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創刊の辞

本誌は、ある人が意識する／意識しないを問わず、言語に対してと

る態度がどのような意味をもつものであるのかという問題を徹底的に

追究しようとするものである。これこそが社会言語学の使命であると

の意図から、誌名を『社会言語学』とした。本誌が「何のための社会

言語学研究か」という内省を恒常的に備えるものであることを願う。

「社会言語学」刊行会

2001年 8月



言語差別現象論
「言語学の倫理と社会言語学の精神」の確立のために

ましこ・ひでのり †

はじめに

本論考は、言語研究者が必然的にかかわっているとおもわれる差別現象を整理する

ための知識社会学的おぼえがき（少々、ながめだ）である。差別現象に「言語研究者が

必然的にかかわっている」といわれてもピンとこない研究者はすくなくないであろう。

結論からいうと、本論考の表題に無関心な研究者には、つけるクスリがない。この表題

になにか「おもいあたるふし」をもつ研究者が、ここまでよみすすめているはずだが、

ここまで到達できなかった読者には、当座のあいだ、かたるべきことばがない。逆に、

ここまでよみすすめた読者の半分ほどには、以下の記述について「釈迦に説法」かも

しれない。その意味では、本論考が想定する読者は相当せまく設定されている。それ

は現状では、しかたがない。しかし、それはわれわれ研究者がおっている原罪がおも

たく、おびただしい加害者性が再生産されていることを意味する。したがって、以下

の展開は、危機意識にうらうちされたものとご理解いただきたい。

1. 言語現象への差別

言語関連の差別現象は、ある個人ないし集団の言語行為への差別と、言語が差別言

動の媒体として機能するばあいとに二分されるであろう。むろん現実には、このふた

つは不可分の現象としてあらわれるであろう。しかし、「言語行為への差別」と「言語

が媒介する差別」とは、別次元をなすであろう。たとえば合州国におけるニグロイド系

市民の発音／アクセント／語法などへの差別言動と、コーカソイド系市民が「ニガー」

などと侮蔑表現をはなったばあいとは、一応別個の現象といえよう。かりに、ニグロ

イド系市民の特定の発話行為に不快感をあらわす表現として「ニガー」などの侮蔑表

現がはなたれたにしてもである。そこでまず、「言語行為への差別」現象を整理してみ

よう。

1-1. 少数派の言語行為への差別／抑圧

1-1-1. 進歩イデオロギーがかかえる「未開」=異質性への恐怖感と攻撃性

1-1-2.「普遍主義」の僭称による、「寡占」の合理化＝正当化

1-2. 当事者の沈黙／萎縮／抑圧移譲

1-2-1.「劣位」の劣等感形成による「優位者」の確立

1-2-2.「劣位」の同化=上昇志向による共同体の「過疎化」あるいは破砕

1-2-3. 相対的「劣位」への抑圧移譲、ドラキュラ的悪循環=連鎖的暴力の発動

1-3. 優位集団による「マタイ効果」＝格差拡大構造の放置

†中京大学教養部（社会学）
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1-3-1. 公教育／媒体における「寡占」「独占」の放置

1-3-2. 人材／経済／知名度の格差拡大の放置

1-1. 少数派の言語行為への差別／抑圧

優位集団1や選良が、劣位集団空間にまぎれこんだばあい、うきあがったり、攻撃を

うけることがある。優位集団や選良が、みずからの発話を「劣位集団から差別された」

と感じる瞬間もあるだろう。しかし、それは「差別」ではなく、反発や反撃というべ

きものである。優位集団や選良が、劣位集団空間にまぎれこんだからわるいのであっ

て、かれら／かのじょらは、おとなしく「帰宅」すればいいのだ。したがって「言語

行為への差別」現象とは、劣位集団の言語行為への優位集団の差別／抑圧をとりあえ

ず問題化すればよい。

1-1-1. 進歩イデオロギーがかかえる「未開」=異質性への恐怖感と攻撃性

まず、優位集団や選良は、なぜ劣位集団の言語行為に対して差別／抑圧をくりかえ

すのであろう2。

実証することは、ほぼ不可能とおもわれるが、差別の動機としてうたがわれるのは、

優位集団や選良がかかえこむ不安／恐怖感である。「日本人のおおくは英語が満足には

なせない」とか「あの地方の住民の『日本語』はわからない」といった差別言動がと

がめているのは、「あるべき英米語能力」とか「あるべき日本語のはなしかた」といっ

たものの欠如であろう。それは、いいかえると自分勝手なおもいこみを「うらぎられ

た」ことによる失望感とおもわれる。アングロサクソンの一部のおろかものは、世界

中が英米語だけで論じつくせると信じているだろう。「英米語に翻訳すればいいのだ」。

そういった層にとって、英米語がまったく通用しなかったり敵意をおぼえる空間があ

る、などとは信じられないことだろう。予期せず英米語の通用しない空間にまよいこ

んだかれら／かのじょらは、当惑して「なんで、通じないんだ」、あるいは「通訳はど

こだ」などと、わめきだすだろう。「国内」的な次元でも、茨城なまりのロシア語講座

の解説をきいた知識人が、「これが日本語であろうか」と夫婦でかたりあったなどとい

う挿話は、東京界隈でかわされる日本語以外が存在するという想像力にかけた、社会

学者らしからぬ発言といえよう。

「世間しらず」や想像力の欠如はともかく、優位集団や選良は、自分たちが自明視し

ている交渉空間に「外部」があるという事態＝現実にたえられないのではないか？　

「外部」があるということは、自分たちが自明視している交渉作法が通用しない空間が

あるということを意味する。それは、自分たちがおそらく不得手だろう「土俵」にあ

1著者は、とりわけ英米語に依存した、カタカナ語の多用に批判的なたちばにある［ましこ 1995］。通常
ここは「マジョリティ」ないし「多数派」とされるのが普通だろう。ここでは、女性よりややすくない男性
など、大小関係で表現できない領域もふくむため、勢力関係における優劣に重点をおいた。

2ここでは「優位にたつ優位集団も、より優位にたつ存在から抑圧されており、それが反射されることで、
劣位集団が被害者とされる」といった宿命論にはたたない。それによって、優位集団の精神的暴力が免罪さ
れるわけではないからだ。
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がらされる危険性をほのめかす。それは具体的に想像することは恐怖だろうし、つね

に無意識的にかかえこむ不安の源泉なのだとおもわれる。

自分の「土俵」にあがらせて、あいてに自分たちの「しきたり」どおり、ふるまう

ことを当然視する優位集団や選良。かれら／かのじょらは、「外部」でぶざまな相撲を

とらされる不安感を抑圧しつつ、眼前で醜態をさらしている少数派に象徴的暴力をふ

るうのではないか？ここはまぎれもなく自分たちの「土俵」なのだと、かみしめるよ

うに。つまり、差別とは優位集団や選良の防衛機制の一種とおもわれる3。そしてそう

いった攻撃性は、社会ダーウィン主義をともなう進歩主義イデオロギーによって合理

化されているだろう。たとえば「地球語としての英米語によって時空上ひろがる交渉

空間は万人にひらかれているから、駆使能力の増大は進歩である」といったぐあいに。

少数言語にこだわってたちどまったりすれば、未開や半文明への退行ないし停滞であ

る。それは進歩すべき近代人の当然の倫理にもとる反動的な行為なのだ。したがって、

教育的配慮もふくめて嘲笑し罰するにあたいするなどと。たとえば「これが日本語で

あろうか」といった侮蔑発言をおおやけにした知識人とか、方言札という制度までも

ちいて「標準語励行」を展開した教師集団の攻撃性も、以上のような論理によって正

当化され、おそらく疑問がいだかれることなく、くりかえされてきたのであろう。も

ちろん、方言札を利用して生徒を叱咤した教員層は、標準語習得に失敗した同郷の人

物が、いかに他府県であつかわれるかを実感、ないしみききしており、生徒おもいだっ

たことに疑問の余地はない。しかしそうした教員自身も、標準語駆使能力で後退した

ばあいに、うしなうだろうその地位や威信、そして被差別の恐怖をかかえていたにち

がいない。そして、自分が進歩主義という「走路」をはずれられないのと同様、生徒

たちも、とどまったり、あともどりすることはゆるされない。努力不足という倫理的

に不十分な存在は叱咤する義務をおっているのであった。優位集団が進歩主義という

暴力性をもたらしたのだ。

1-1-2. 「普遍主義」の僭称による、「寡占」の合理化＝正当化

民族宗教が異民族への影響をもちえず、結局国家宗教の範囲をこえられないのと同

様、民族語は国語という地位をこえることはできない。しかし、統治下にある異民族

に民族語習得をひろめることに成功すれば、それは帝国語ないし国際語の地位をかち

とったことになる。ラテン語や漢文の呪縛をふりきって民族語を確立し国語の地位を

あてがった近代の国民国家のいくつかは、こういった帝国語ないし国際語の地位を獲

得すべく、さまざまな画策／運動を実践してきた。あたかも、ラテン語や漢文のよう

3通常優位集団や選良たちは、劣位集団を、自分たちの「土俵」上にあげて、ぶざまな相撲をとらせるこ
とで、権力をにぎっているのである。しかも、それが不当な差別構造なのだという認識をかいているとい
う点で「無知はちからなり」の実践者なのだ [ましこ 2000b]。したがって、まちがって、そういった関係
性が逆転するような非日常空間にまぎれこんだときに、何らかの攻撃をうけたからといって「差別された」
「不当だ」とさわぎたてる権利はない。処遇があまりにひどければ、第三者的には同情にあたいするだろう
し、人道的な介入もかんがえられるだろうが、犯罪行為にあたるような次元にいたらないかぎり、被差別状
態は自業自得といえよう。うらむとすれば、そういった非対称的な関係性を維持してきた出身母体と、そう
いった権力構造についての社会学的知識をワクチンとして接種してくれなかった教育／情報システムにむ
かってである。
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な特権的地位を近代の国際社会に復元するかのように。

そういった帝国志向競争にうちかったいくつかの言語集団は、支配地域において、自

分たちの言語活動や文化蓄積は、普遍的価値をもつと主張するようになっていく。一

地域のせまい経験や特定の民族史といった特殊な価値にはとどまらない、時空をこえ

た意義をもつ存在なのだという論理である。たとえば、ラテン語や漢文などの古典語

の精髄は十分消化吸収され、しかも最先端の科学技術や洗練された生活様式／趣味を

開拓しつつあるという意味で、時間軸上超越的であり、だからこそ特定民族の歴史的

経緯や趣味にとどまらない国際的価値をもち、空間的にも超越的であると。もちろん

文化項目は言語にかぎられないのではあるが。こういった傲慢で自己中心的な自尊心

は、世界全域に自分たちの言語／風習が独占的にひろまって当然という誇大妄想的信

念にたどりつくだろう。もちろん、同様の志向性をかかえるライバルがならびたって

いるので、現実的には「寡占」状態をねらうのがせいぜいなのだが。そのかわり、そ

ういった「寡占」状態を社会ダーウィン主義的俗論で合理化することになる。「たしか

に動植物が多数共存している以上、複数の優越文化が世界を分割ないし共有するのは

しかたがなかろう」といったぐあいに4。

1-2. 当事者の沈黙／萎縮／抑圧移譲

1-2-1. 「劣位」の劣等感形成による「優位者」の確立

さて、言語にかぎらず、優位者がその相対的優位を確立するためには、優位を一方的

に主張するだけではたりない。かならず、ある種の一元的な価値観競争で勝利をしめ

ることで、相対的劣位の存在を実証する必要があるのだ。そして、一元的な価値観競

争がなりたつ前提として、同意が十分かどうかはともかく、とりあえず参加者が「土

俵」にのり、競争終了後、敗北をみとめねばならない。いいかえれば、「優位者」が確

立し優劣関係が再生産されるためには、「劣位」の劣等感が形成され持続し、それをか

がみとして優越感が維持されるよう、「闘技場」ができあがるということだ。多数派や

選良が展開する「寡占」状態の社会ダーウィン主義的合理化が少数派選良に内面化さ

れ、順次民衆へと浸透すれば、ほぼ帰すうは決するであろう。

ただし、その根拠が客観的／普遍的である必要はまったくない。おそらく、大半の

ばあい、言語文化の優劣意識は、たしかな根拠なしに成立／持続している。たとえば、

「いまや地球語である」などと、第一言語話者以外からも崇拝されている英米語だが、

「うみだした文学も 20世紀をとおして質／量ともすべて超越的に良質であった」といっ
た主張が、誇大妄想的価値観であることは、すぐわかるであろう。しかし英米語を駆

使する人物（それが第一言語であろうとなかろうと）に、なんとなく気おくれする、ある

4社会ダーウィン主義は、よくしられているとおり、疑似生物学的知見をもとにして、共時的な勢力分布
と通時的連続性とを神学的に説明する俗流の世界観である。しかし、というより、だからこそ、大衆のみな
らず知識人の専門外の俗耳にうけいれやすく、きわめて政治性がたかい。前述したジャレド・ダイアモンド
が着目した銃火器とそれをささえた製鉄技術も、対外的な差別意識を背景に卑劣な利用が合理化されたわけ
だが、近代社会にあっては、まるで失墜したキリスト教神学の後継者であるかのように、「科学教」として、
異民族支配と自然支配の合理化をくりかえしてきた。近代化された空間は、おおかれすくなかれ、社会ダー
ウィン主義に「感染」しているといってさしつかえない。
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いは英米語をかわすという「土俵」にあげられてしまって十分駆使できずに、不十分

な主張しかできないという、関係性の不当さを自覚できず、みずからの無能さと誤解

させられる層は、膨大な人口をなすであろう。優劣関係の確立と継続には、それで十

分なのである。

1-2-2. 「劣位」の同化=上昇志向による共同体の「過疎化」あるいは破砕

いったん優劣関係が確立すると、「劣位」がわは、決定的に不利なやくまわりを演じ

させられることになる。なぜなら、劣位集団の主力部分が劣等感にまけて上昇志向を

つよめるとき、優位集団への同化をはかるので、潜在的人材がうばわれるからだ。農

村地帯が工業地帯や都市部あるいは先進諸国に人材を吸収され過疎化していき、つい

には共同体としての紐帯を破砕されたことは、言語共同体の人材争奪戦という次元で

も進行した。少数民族は、こども世代が民族語をすててでも有力民族語へとのりかえ、

上昇移動をとげるよう選択をせまられるだろう［田中 1978］。それは、帝国ないし国

民国家内にフーコーのいうような主体=臣民（sujet）が生成すること、それがあたかも

同意にもとづいた自発的選択であるかのような、有力言語への「のりかえ」をひきだ

す、まさにグラムシのとく覇権構造が確立することである［三浦／糟谷編 2000］。ロラ

ン・ブルトンのいうところの「文化放棄」（déculturation）の微視的な過程の動因とい

えよう。前述したとおり、「寡占」状態の社会ダーウィン主義的合理化の内面化が少数

派選良にとどまることなく、民衆にまで浸透していくことが必要であるが。

少数言語研究者は、こういった状況を「言語のエコロジー」といった表現であらわ

すようになったが、これは皮肉な現象といえそうである。まず、エコロジーという学

問や社会運動自体、滅亡する種がめだちはじめたことによる人類の贖罪意識の浮上と

時期をひとつにしている。生物学者や市民のめに、近代人のあきらかな原罪が否定し

きれなくなったがために、学問的確立と社会問題化がおしすすめられたとおもわれる。

同様に、少数言語研究と「エコロジー」をむすびつける問題意識も、少数言語の急速

な衰微と滅亡を研究者が予感し、有力言語集団の原罪に対して贖罪意識をかかえるよ

うになったからこそ、うまれたことは、否定できまい。生物種とことなるのは、動植

物がみずから有力種へとくらがえすることはありえないのに対して、少数言語話者が

わかい世代を中心に有力言語へと「主体的」にのりかえるという点だろう。いずれに

せよ、消滅が危機化するまで、言語研究者の贖罪意識がかきたてられないという現実

である。そして、少数言語話者自身から研究者が輩出することはマレであって、大半

は有力言語話者の選良出身が研究の主導をにぎることだろう。あえて栄達のみちをす

てて、めだたぬ存在をおいもとめる精神的貴族といった屈折した選良意識をおいなが

ら。生物個体がただ生存し種の維持に奮闘努力するだけで、みずからを研究したりは

しないのと同様、おいつめられる少数言語話者は、その窮状をのんびり対象化してな

どいるばあいでないからである。なにしろ、少数言語話者にうまれた人材のおおくは、

それをすてて有力言語にのりかえることで上昇していく。みずからの母体である少数

言語を研究する例外的な存在も、その地位を確立するためには、有力言語を十分に駆
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使できるまで同化するほかないという現実がある（伊波普猷や知里真志保の日本語力をみ

よ）。少数言語を記述するメタ言語たりうるのは、結局有力言語しかない。英語学や

日本語学が、再帰的なかたちで自閉的記述空間にまどろめるのと対照的である。

1-2-3. 相対的「劣位」への抑圧移譲、ドラキュラ的悪循環=連鎖的暴力の発動

劣位にたたされた集団の一部が上昇志向にとらわれ同化を選択すると、相対的劣位

集団に対する差別、いわば「抑圧移譲（丸山真男）」の一種が展開しはじめる。

たとえば前述した沖縄県および戦後琉球政府下の列島で展開された「標準語励行運

動」も、言語選良による「善意の加虐嗜好」と優等生による「被虐嗜好」の呼応と解釈

することが可能であろう。とりわけ戦後米軍統治下においては、旧内務省や文部省の

中央からの統制圧力などなかったなかであり、すくなくとも地域（いや民族というべきか

もしれない）の言語選良による主体的運動であったことが重要だ［ましこ 1991a, 1997a,

1998, 2001a, 小熊 1998］。

西洋思想史家の関曠野は、近代の教育イデオロギーが自明視する教育者／被教育者

という関係性が、精神的加虐嗜好／被虐嗜好をともなっていると批判した。そして、あ

たかも吸血鬼が被害者をあらたな吸血鬼へとしたてていく「ドラキュラ物語的な悪循

環」と表現した［関 1985］。こうした加虐嗜好／被虐嗜好の再生産構造は、もちろん

国民や帝国臣民を拡充しようという近代の運動にもあてはまる［ましこ 1998, 2000a］。

くわえられた精神的暴力を善意／愛情表現であると自己欺瞞的に解釈／抑圧した主体

は、その経験を他者、おもに後続世代にもしいる。しかも強迫神経症的に。そこに疑

念や断絶がはさまれたりすれば、必死に自己欺瞞的に解釈／抑圧した経験が結局精神

的暴力の一種であったという、みもふたもない脱神話化が進行しはじめる。それを無

意識的に自覚している主体は、強迫的にみずからの成長過程を合理化し、たえざる再

生産運動＝宣教活動も正当化するほかないよう、おいこまれているのである。そこに

「教育による個人／集団の進歩」という、社会ダーウィン主義にささえられた進歩史観

がともなっていることはいうまでもない。「よりよき存在への前進」という神話は集団

神経症を呈するであろう。

もちろん、琉球列島でおこなわれた「標準語励行」「方言撲滅」は、同胞同士による、

政治的決断だったという見解もなりたたなくはない。しかし、たとえば日本語教育が

展開されてわずか十数年の沖縄県から、領有直後の台湾へと国語教員として赴任して

いったひとびとは、どうであろう。「標準語」という理念が政治化し、その確定作業が

ようやく本格的に着手されようといった時点で、最大でも「日本語話者歴」十数年の

青年たちが、「国語」イデオロギーの宣教活動の前線を一部になわされたというのは、

歴史的皮肉といえよう［ましこ 1998］。知的な植民地主義はあきらかに「伝染」するの

である。
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1-3. 優位集団による「マタイ効果」＝格差拡大構造の放置

R.K.マートンは、一度顕著な業績をあげた研究者が、そののち知名度／予算／情報
／発表の場／人材などを優先的にかちとり、業績をあげそこねた研究者がそういった諸

資源／機会をあたえられないことで、両者の格差が一方的に拡大していくという科学

社会学の実証研究でえられた知見を図式化し、「マタイ効果」（Matthew effect；Matea

efiko）となづけた。これは、「マタイによる福音書 13章 12節」の「もてるものは、ま
すますとみ、もたざるものは、そのもてるものさえ、うばわれるであろう」という聖

句から着想をえた、印象ぶかい命名といえよう5。

しかし、このモデルがせまい意味での科学社会学、ないし知識社会学の「中範囲の

理論」（middle-range theory；mezdistanca teorio）として禁欲的に適用されるはずもな

かった。実際、近代社会は、社会的／経済的な諸材の争奪競争の相を呈しているのであ

り [ましこ 2000c]、「裏日本」の存在さえ、構造的な産物なのである [古厩 1997]6。「勝
ち組」にまわった集団／地域が、「負け組」の分までも動員／収奪する構造が構築さ

れ、「現在完了形」としてあるという意味で、「マタイ効果」は一般理論ともいうべき

射程をもつのである。

言語的覇権についても同様である。有力集団の日常言語や正書法は、劣位集団の言

語生活に支配的影響をおよぼし、しばしば自尊心や自己同一性に深刻な危機をもたら

す抑圧装置として機能する。少数民族や被差別集団は、私的領域をのぞいて、ほとん

どの空間を有力言語に包囲されることにより、わかい世代の人材を収奪されることに

なろう。正書法を構築するための機会をうばわれているばあいがおおいし、歴史的な

正書法を抑圧されているばあいもすくなくない。わかい世代が絶望的になるだけでな

く、かのじょら／かれらの先行世代も、みずからの言語をつたえることが次世代の権

利／将来をうばうのではないかと、心理的においつめられることはいうまでもない。

まさに「もてるものも、うばわれる」のである。

逆に、世界的な交渉にもちいられる有力言語（おもに旧帝国言語）のばあいは、第 2
言語、第 3言語などとして学習する人材をも間接的に動員し、使用者人口や使用空間
の双方で相対的優位を確保することができる。そういった動員ができない他言語との

格差をひろげることになろう。「とめるものは、ますますとむ」ことになる。

1-3-1. 公教育／媒体における「寡占」「独占」の放置

こういった「マタイ効果」状況は、公教育をふくめた各種媒体において、劇的な作

5”The Mathew Effect in Science”, in R.K.Merton, The Sociology of Science: Theoretical and
Empirical Investigations, The U. of Chicago P., 1973, pp.439-459.

6古厩（ふるまや）忠夫は、鉄道／港湾／高等教育機関など社会資本が太平洋がわに集中するようにはか
らった明治政府の施策が、カネ／ヒト／モノをも太平洋がわの大都市に吸収していき、日本海がわとの格差
拡大を決定づけたとする。高度経済成長のじならしとなった近代日本という地域構造は、格差解消をうたっ
た列島改造論さえものみこむ人口移動をもたらした。敗戦当時 4 分の１にすぎなかった都市人口は戦後 40
年で 4 分の３をしめるようになる [古厩 1997:170]。都市の大半が太平洋ベルト地帯に集中していること
はいうまでもない。しかも、自然増の大半は首都圏／京阪神／中京圏へと吸収されていった。列島全体の人
口が高度経済成長期に増加しながら、北陸／山陰などは停滞ないし減少したことでわかる。
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用をひきおこす。優位集団の知識はますます優位をしめる構造が基本的に再生産され

ているとみてよいから、優勢言語は、公教育をふくめた各種媒体で優遇されることで、

他を圧倒するであろう。

たとえば、近代の日本列島で独占状態をゆるされた、いわゆる「標準（日本）語」。

あるいは、戦後事実上の独占状態をまねいた、中等教育段階の語学教育における「英

語科」の地位などをあげればよかろう。

前者においては、たとえば京阪神の地域語などが、事実上学校空間でもいきのびて

いるとはいえ、学校教科がもりこまれている記述言語に採用されることはない。国語

科にかぎらず、教員生徒がかきことばとして表現する言語としても、標準（日本）語以

外が公的にゆるされることはない。うけねらいをはかるための宣伝でないかぎり、発

信はやはり標準（日本）語でなされるであろう。京都そだちの京都大学教授が京ことば

で講義することはゆるされても、それを学術論文におこすことはゆるされないであろ

う。ほかの地域、民族については、いうまでもないが、標準（日本）語が公的表現に唯

一適当なかたちであるという像は日々確認されており、それをうたがわせる装置など

どこにもないといえよう。標準（日本）語とそれ以外の地位が格差拡大していく「マタ

イ効果」状況はあきらかである。〈場面によってつかいわけろ〉と戦後指導方針が転換

されたことをかんがえあわせても、標準（日本）語の〈ひとりがち〉状況をみなおした

り、是正しようといったうごきは皆無であったといってよかろう。「独占」状況と、そ

れにともなう格差拡大傾向はなかば意識的に放置されたのである。

後者においては、戦前、まがりなりにもヨーロッパの有力言語が選択肢のなかにふ

くまれており、なかでも旧制高校や大学予科では、複数言語の履修が自明視されてい

たのに対して、戦後、中等教育が英米語の事実上の独占にかわったことは、あらため

て強調しておくにあたいしよう。旧制の高校／大学予科のなごりをうけた大学教養科

目としての「第 2外国語」必修制度のおかげで、ヨーロッパの有力言語と漢語（北京官
話）がいきながらえているとはいえ、新制の中学高校むけには英米語以外の語学教員

がほとんど養成されず、履修／入試科目双方とも、選択肢はほとんどない。とりわけ

人口の圧倒的多数をしめる公立学校経験者は、英語科を必修科目として経験し、高校

大学への進学も、それをさけることが困難なのである7。いわゆる「外国語教育」とい

う空間にあっても、英米語の突出した地位にうたがいがむけられることはなく、大衆

的な能力水準の面でも、実際の使用領域／頻度においても、英米語の事実上の独占状

態は放置されているといえよう。その結果、日本列島でもちいられるカタカナことば

の大半は英米語起源であり、ローマ字がき＝事実上英米語表記と誤解されるような事

態さえうまれている。固有名詞をローマ字がきするばあいはヘボン式が自明視される

などもふくめて8。

7最近では、英語を受験科目にえらばない大学受験は可能になった。しかしそれは主要な経路ではなく、
進学の可能性をいちじるしく制限される運命にある。まして、高校／高専受験年齢層にとっては、受験に英
語を選択しないことは事実上不可能といえる。つまり、特異な才能をもちあわせないかぎり、英語科の学力
は受験体制での位置を決定づける要素として機能しつづけているのである [ましこ 1995]。

8その結果、英米語教育の実質は、英米語の駆使能力の大衆化ではなく、英米語起源のカタカナ語を駆使
する能力の大衆化と、それにともなう文化資本の学歴格差／階層分化としてあらわれている [ましこ 1995]。
あるいは、ローマ字などまでの音素分析意識にいたっていないのに、英米語に追従したヘボン式表記を当然
視する態度を大衆化させたり、ローマ字がき日本語を英米語表記であると誤解させたりする結果さえうみだ
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近代社会において生成し覇権闘争をくりひろげている、各「国語」「民族語」や「国

際語」はいずれも、有力集団が「マタイ効果」をかてに少数言語集団を吸収同化し、

各空間ごとに寡占状態でせりあった闘争過程の産物である。出版資本主義や公教育／

軍隊など収容施設は、そういった意味での同化装置にほかならない。「国外」での学習

者をふやそうという「国際化」組織などの創設も、その意味で膨張主義にほかならず、

領土的支配の有無にかかわらず言語帝国主義の一種といえよう。

こういった「マタイ効果」が、電網空間で加速化することはいうまでもない。なか

ば原理主義的な民族意識による求心力でもはたらかないかぎり、一方的な格差拡大に

抵抗するうごきは、うまれようがないのである。

1-3-2. 人材／経済／知名度の格差拡大の放置

すでに「裏日本」という空間が構築される機構についてのべておいたが、ヒト／モ

ノの高速移動を可能とする輸送手段の発展、カネ／情報がほとんど時空間の拘束なく

移動できる電子媒体の進展があたりまえとなった先進地域の大都市部を軸に、「勝ち

組」は「表日本」化し、「負け組」は「裏日本」化をせまられることになる。世界経済

はドル決済による電子とりひきが主軸をなし、電網空間の大半を英米語表記が支配す

るといったぐあいに、世界化が、事実上の「合州国化」と同義語になるように9。

固有名詞が優位者の命名や「マネのしそこない」によって定着化することは、普遍

的な現実としてしられてきたが、アイヌ語地名や沖縄語人名などが、標準（日本）語の

表記法や音韻体系に転写されることで劇的変質をせまられることなども、その具体例

として強調しておくにあたいするだろう [ましこ 1996b，1997a，1999a]。それらは、公

的原簿に記載されるばかりでなく、地図や駅名／道路標示などとして公認され、他地

域／他民族出身者による呼称にとりいれられることで、在来文化の伝承者にとって、

まさに自己疎外状況が包囲することとなる。後継世代の言語知識は急速に衰滅し、周

囲の有力言語空間へと吸収同化が進行するからだ。対照的に、欧米社会からみれば相

対的「弱者」である、「東京」という空間は、‘ Tokyo’とされるか‘ Tokio’とされる
かは別として、まさに世界中で認知・意識される記号となるであろう。電網空間にし

ろ、世界地図にしろ、為替市場にしろ。一度画期的な業績をあげた研究者の論文があ

らそって引用され累積されていくのと同様、人気がたかいと認証された電網サイト／

ページにはアクセスが殺到する。「初登場 1位」効果にしろ「ギネス効果」にしろ、知
名度は地位格差拡大を加速化する。銘柄の確立に業界がなぜ躍起になるかといえば、

知名度が集客能力を決するからにほかならない10。

「表日本」が「裏日本」からの地租を利用して肥大化していったのと同様、知名度を

した [ましこ 2001b]。
9この記述のくだりとて、注意をはらわないかぎり、「グローバライゼーション（globalization）が、事

実上のアメリカナイゼーション（Americanization）とイコールとなるように」といったぐあいのクレオー
ル化がうまれかねないのだ。

10いわゆるファッションモデル業界にしても、10 人ほどの「スーパーモデル」とよばれるトップモデル
たちが報酬の大半を分配してしまい、のこりはタダ同然なのだそうだ [エトコフ=木村訳 2000:259]。世界
チャンピオン以外、アルバイト不可欠の「プロボクシング」業界とか、「パラサイトシングル」の温床のよ
うな劇団員／バレエダンサーなども、知名度／報酬の極端な偏在の典型例といえよう。
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あげた人名／地名は、公的資金と公的媒体をとおしてさらに宣伝されるという、過度

な優遇措置をうける。「民間企業の宣伝はいっさいしない」という方針にたつ NHKの
ような公共放送も、報道や特集番組で有力企業名／情報をあつかわないわけにはいか

ないし、美術展の案内をながしても、会場である百貨店名や「○○美術館」といった、

広告者名を報道するほかないのである。企業がわにしてみれば、慈善事業を演出しな

がら、無料で公共放送が広告をになうことが事前によみこまれているといえよう。国

立大学であれ公立高校であれ、有力全国紙名を完全にふせて教材を提示することはム

リだし、第一、引用文献の出典からは、企業名を排除しようがない。いや、各種出版

社の大半は民間企業であり、大学出版部はそれ自体が「広告塔」のやくわりをはたし

ているといえよう。少数派の固有名詞は、非日常的にとりあつかわれ、日常にもどっ

た視聴者／読者の意識から消滅するという運命をになわされるのである。「一般にふり

かえられないから少数派情報なのだ」といった一種の同語反復、ないし循環論法めい

たことをいいたいのではない。少数派に関する情報は、「みだし」にあたる固有名詞の

流通量／範囲を限定されることによって、多数派情報と圧倒的格差をつけられ、それ

をつめる機会どころか、単にひきはなされていく運命にあるということだ。公教育に

おける教科書／副読本のたぐいや、教師がとりあげる話題自体が、そういった格差を

放置し、むしろ拡大することに加担しており、しかもその自覚がないのだから。くだ

んの公共放送の偽善にとどまらず、ほとんどの媒体が「マタイ効果」の助長をになっ

ているのである。

これらの構造が、経済格差や政治的決定への関与度を媒介するかたちで、生活機会

（Lebens-Chance；vivokazo）の決定的格差にかげをおとしているだろうことも、いうま

でもない。もともと、社会的身分、階級／階層、性別、民族、国籍などによって、生

活水準、平均余命、健康状態、文化資本などに格差が厳然とあることはよくしられて

いるが、以上あげたような格差拡大構造がからまないはずがなかろう。戦後の高度経

済成長期の東北／北陸／甲信越からの首都圏への大量な人口移動も、「東京」という記

号＝ブランドが吸引する諸資源にひきよせられた「人材」の流動にほかならなかった。

そして、みのがしてはならないものとして、これら「マタイ効果」を補強するイデ

オロギーとして、これまた社会ダーウィン主義をあげねばなるまい。諸資源の争奪競

争の帰すうを決する要因として、自然環境や歴史的偶然も無視はできないが [ダイアモ

ンド=倉骨訳 2000]、確実にいえることは、歴史上の諸集団の興亡は基本的に「勝てば

官軍」「死人にくちなし」といった合理化をうけたうえでしられる＝大衆化する、とい

う普遍的原理である [ましこ 2000c]。事後的解釈＝「あとぢえ」にもかかわらず、必然

的な結果であるかのようにいいくるめる論法の卑劣さは、言語権の侵害へとつながる

格差拡大構造が維持されるうえで、決定的なやくわりをはたしてきたといえよう。
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2. 言語が媒介する差別

　さて、つぎは「言語が差別言動の媒体として機能するばあい」の検討にうつろう。

2-1. 差別表現があらわれる文脈＝関係性の整理

2-2. 優位者による「劣位」の固定化としての差別表現

2-2-1. 「固定化=矮小化」としての差別表現（ラッセル）

2-2-2. 優位者の無知=差別の合理化装置としての差別表現

2-2-3. 「劣位」の劣等感形成装置としての差別表現（「ハゲ」「ブス」k.t.p.）

2-1. 差別表現があらわれる文脈＝関係性の整理

「言語が差別言動の媒体として機能するばあい」の典型例は、やはり「差別表現」

といえよう。差別表現には、(1)表現者の攻撃意図がつたわらないばあいと、(2)表現
者にすくなくとも主観的には悪意はないが、被害感情をひきおこすばあい、(3)表現者
が、そのばにいない第三者を攻撃する表現によって、表現空間の受容者を共犯にした

てあげようとするばあいの、３つに分類できるとおもわれる。

第一のばあいは、差別未遂というみかたも可能だが、表現者に侮蔑意識があって、そ

れがもたらす攻撃欲求がある以上、被差別者につたわる／つたわらないは関係ないと

もいえる。あいての理解をこえていたという点で、ともかく表現不足なわけだが、後

日つたわる可能性もあるし、のちの別の侮蔑表現によって差別意識がつたわったとき

に、文脈が理解されることもあろう。そして、表現空間のダシにつかわれた第三者に

後日侮蔑意識がつたわるのは、第三のかたちの変種という分類も可能であろう。これ

は後述する。

現代社会で、おもに差別事件として浮上するのは、表現者の主観にとりあえずは悪

意がない表現が、被害者をうみ、「差別表現だ」と告発をうける第二のばあいである。

最近の石原慎太郎東京都知事による「第三国人」発言などが、典型といえよう。被差

別者が民衆語源（folk etymology；popola etimologio）にそった被害感情を形成するばあ

いもあるが、大半のばあい、直感的な被差別感がまとをいているといえよう。たとえ

ば、「シナ=チベット語族」という言語学者の呼称に反発する意識は過剰反応だろうが、
年配の日本人男性がむかしばなしをするときに発する「シナ／チョーセン」という呼

称には、おそらく「支那」という侮蔑感をともなった漢字表記が背景にあるとおもわ

れる。戦前の差別的な文脈でもちいられた経験がよみがえりながら、使用されている

呼称に差別的いろあいがまぎれこんでいないほうがふしぎだろう11。そして大半は石

原都知事に典型的にあらわれているように、表現者が頑として差別者であることをみ

とめたがらないという点が重要である。

そして、みのがしてならないのは、表現者が自覚的でない加虐嗜好をみたすかたち

での第三のばあいとか、表現者が指摘されてもまったくおぼえがないかたちで行使さ
11しばしば話題にのぼる「バカチョン」のばあい、使用例の起源や時代などからみても、朝鮮人差別と断
定していいかどうか、あやしいところだ。しかし「チョン」という朝鮮人への差別呼称があり、実際差別的
文脈でしかつかわれなかったことをかんがえれば、被差別層が直感的にききとがめるのは、当然ともいえよ
う。
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れる、第二／第三の混合がたのかたちである。

前者は、後者と連続的であるので、加虐嗜好／自覚の有無はとわないでかんがえて

みると、女性差別、児童差別、老齢者差別、障がい者差別など、そのばにいない第三

者をおとしめる差別表現はおびただしい。

女性差別：「雌雄を決する」「雌伏」「女のくさったようなヤツ」「めめしい」

　「嫉妬」……

児童差別：「小児的」「ガキっぽい」「幼稚な」「小僧」……

老齢者差別：「老婆心」「おいぼれた」「老害」……

障がい者差別：「盲目的」「盲点」「群盲」「視野がせまい」「つんぼさじき」……

　これらにくわえて、ニグロイド系のひとびとのはだいろを侮辱する意識が欧米から

世界にひろまったことで、「クロシロをつける」「黒星スタート」「暗黒時代」といった

表現も差別表現になるおそれをもちつつあるといえよう。劣位集団の「覚醒」（という

より復権）が浮上するにつれて、自覚されないできた、たくさんの差別表現が露見する

可能性がたかい。いずれにせよ、本人たちに明確な差別意識は自覚されず、当人たち

にとっては単なる慣習的用法をくりかえしたにすぎないにしても、表現空間にいない

第三者の尊厳をふみだいにした卑劣な共犯関係を構築するのである。「セクハラ」など

と同様、無自覚性／共犯性がといなおされる時代が到来しつつあるといえよう。

さて、ここまでは、表現者と差別表現の関係性を軸に分類してきたが、すべてに通

底しているのは、差別表現がつねに、優位者による、「劣位の固定化」＝権力行使だと

いう点である12。ニワトリなどの「ツツキの順位」のように、統計的かたよりとして

あらわれる相対的順位とはちがって、差別者と被差別者のあいだには逆転不能と感じ

とれる「身分差」めいた関係性が構築されるのであり、その決定的な装置ともいえる

のである。

以下、差別者がおそらく無自覚に選択しているだろう戦術を分類し、あるいはこう

いった卑劣な権力行使がくりかえされる文脈／構造を検討していこう。

2-2. 優位者による「劣位」の固定化としての差別表現

2-2-1. 「固定化=矮小化」としての差別表現（ラッセル）

差別者が無自覚に選択している戦術の典型的な形式のひとつは、被差別者の特徴や

存在を「矮小化」するかたちで固定化し、それによって、両者の関係性も固定化する

やりくちである（戦術の選択は無自覚でも、攻撃欲求は自覚されている点で、前述の分類の

(1)にあたる）。

ニグロイド系の社会学者、ジョン・ラッセルは、著名人を戯画化するのと、ちょう

ど正反対の一般化を差別者はおこなうと指摘している。著名人がマンガなどでわらい

12むろん、劣位集団に絶対少数としてまぎれこんでしまって、ういたり攻撃をうけたりするケースもあ
り、それは被差別体験のようにもみえるが、すでにのべたように、それは復讐をされているわけであって、
「敵地」をのがれさえすれば、特権的なたちばに復帰できるわけである。
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ものにされるときは、かのじょら／かれらの特徴が肥大化してえがかれるのが普通で

ある。えがきてに愛情があるかどうかで、ユーモラスになるかグロテスクになるかの

差はあっても、強調されるのは、著名人独特の一部分なのだ。しかし、差別表現のば

あいは、被差別者の個人的特質は捨象され、侮蔑される存在へと一般化される [ラッセ

ル 1992:18]。

たとえばニグロイド系市民であれば、そのはだの黒褐色であることだけがとりあげ

られ、「クロんぼ（nigger）」といった「普通名詞」が蔑称としてあてがわれるのでは

ないか。それは、‘ fair ’（公平な／うつくしい／よごれがない）といった語義をあわせも
つ形容詞が、身体的特徴にももちいられるという連合関係のなかで、対概念としても

機能しているだろう‘ black ’（邪悪な／暗黒の／よごれた）へと還元されているにちが
いない。日本人が合州国でなげかけられてきた「日本野郎（Jap）」という普通名詞＝

蔑称も、連合関係にある‘ yellow’（しっとぶかい／おくびょうな／煽情的な）‘ monkey’
といった蔑称のイメージへと還元されているだろう。いずれも、色彩がおびる価値判

断が連合関係として動員されているが、被差別者の個性が否定され還元されていくの

は、かならず優位集団が否定的に認識している性質にである。新フロイト派のいう防

衛機制のひとつ「投影」がそこには介在しているといえよう。自分自身の内部にかか

えこむことを否認／抑圧した性格を、他者になすりつけ、自己正当化＝合理化をはか

る心理機構である。

こういった、一種の負の本質化をはかる差別表現は、被差別者の個性を否定し、こ

のましくない性格へと矮小化＝還元することで、差別者／被差別者間の優劣関係を固

定化しようとする。そういった明確な自覚はないだろうが。そして、これらがあまり

に一般化＝慣習化したばあいには、社会的身分序列のなかの「潤滑油」のようなやく

わりをはたすことで、「象徴的暴力」が意識化されないばあいも、すくなくない。前述

した「雌雄を決する」「嫉妬」などは、指摘されないと自覚できない女性がおおいので

はないか。とりわけ、前述の分類の (3)のばあいで表現者に自覚がうすいばあい（「盲
点」など）、違和感を呈する可能性のある人物が事実上不在ともいえるわけで、差別問

題化しない象徴的暴力といえよう。

2-2-2. 優位者の無知=差別の合理化装置としての差別表現

さて、本章冒頭で提示した分類の第二のかたちである「表現者にすくなくとも主観

的には悪意はないが、被害感情をひきおこすばあい」には、実は潜在的機能がある。

まず、優位にある差別表現者は被差別者との関係性について無知であり、無知ゆえ

に差別構造が維持＝再生産されているのだという構造についても無知である。まさに

差別の残酷な現場から構造的に逃避できる地位にあるという意味で「しらぬがほとけ」

なのである [ましこ 2000c]。みずからが残忍な差別者としてたちふるまい、てをよごす

必要がないために、差別者であるという自覚はもてない。むしろ、主観的には差別者

をにくみ、差別構造の是正のために努力しているつもりであるばあいが、マレでない。

差別問題をかたる文章に「盲目的」が多用されているなどは、しばしばである。
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こういった無自覚な差別者の最大の問題は、みずからが差別者であるという地位、

周囲との関係性への無自覚、鈍感さなのだが、それにおとらず重要なのは、差別現場

が自分とは無縁であると「ひとごと」感覚である点だ。差別現場が自分とは無縁であ

るという認識は、前述したとおり、みずからが露骨な差別現場にたちあわないですむ

という地位が維持されているという事態そのものが、差別構造の一貫であることへの

無自覚が基盤となっている。しかも、そういった「ひとごと」感覚によって、みずから

が事態をうれう（潜在的）改革者であるという「かんちがいの自画像」によって、既

存の地位／関係性が正当化されてしまうのである。それだけでなく、「目前の差別構造

を実質的に維持しているのは、前線の露骨な差別者ではなく、かれらに代行させてい

る背後の大多数である」という構造からめをそらしてしまうことになる。「背後の多数

者」は「実行部隊」の言動によって現実に利益をえているという点で本質的に「主犯」

であり、えていないばあいでも、被害者＝被差別者をみごろしにしている点で「共犯」

の一部にほかならない。つまり、差別者は、教室／会社／地域などでのイジメと同様

の、攻撃者／観衆／傍観者／逃避組という層をなしているのである。

さらには、自分と同様の「悪意のない大多数」が、ふとどきもの＝差別者によって

不名誉をこうむっている、といった、「未完の近代人権意識」といった事実誤認がうま

れる。つまり、露骨な差別者に暴力を代行させている、主観的に「悪意のない大多数」

を免罪し、そういった層へのきびしい批判をくわえる急進的な小集団を「過激派」あ

つかいするという差別を演ずるはめになるのである。

このようにして、自身の差別性に無自覚な層は無自覚に差別表現をくりかえしてい

るのが普通だし（周囲も無自覚のばあいが大半）、自身の差別行為や「悪意のない大多

数」の弁護の不当性を指摘されると、おおくのばあい「逆ギレ」式の反発をかえして

くることになる。それ自体が、指摘した少数派に対する自己弁護の域をこえた差別行

為なのだという自覚は当然ない。

かくして、優位者にとっては「無知は、ちからなり」が貫徹する。無知であるからこ

そ、矛盾なく差別の合理化が可能なのである [ましこ 2000c]。差別表現も、それが無自

覚であるばあいは、無知による合理化がそれをささえているといえよう。しかも、差

別言動は、既存の差別構造が再生産されるという点で、優位者の無知=差別の合理化
装置として機能する。無知／無自覚は、戦略／戦術とはいえないが、防衛機制のひと

つとはいえよう。

2-2-3. 「劣位」の劣等感形成装置としての差別表現（「ハゲ」「ブス」k.t.p.）

優位者の無知が差別を合理化し差別表現を再生産する一方、差別表現はもうひとつ

潜在的機能をもっているとかんがえられる。それは、劣位にあるがわの劣等感を形成

し、差別表現や差別構造を甘受させるやくわりである。

逆説的だが、植民地支配などもふくめた抑圧構造が機能するためには、被抑圧者／

集団が、常時暴力によって屈服させられていてはならない。野生の動物に使役を課す

ことが不可能であり、使役をになわすためには、人間への服従を甘受した家畜として
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調教される必要があるのと同様、支配／抑圧構造は、被抑圧者／集団の「あきらめ」

をひきだすことに成功しないかぎり、制圧状況を維持できないのである。

そして差別表現のばあいに重要なのは、被差別者が被差別体験を自覚し、きずつく

必要があるという点である。たとえば、ろう者を侮蔑する「つんぼ」ということばは、

ろう者にはきかせることができないがゆえに、「つんぼ」という口形にともなう表情や

空間のふんいきなどで侮蔑がつたわるとか、文章中で使用される文脈が自分たちを侮

蔑しているのだと理解されねばならない。しかも侮蔑表現は、「自分たちは劣位にいる

のだ」と被差別者に了解されていないかぎり、目的をはたせない。だからこそ、差別

表現は、「劣位」の劣等感が動員されねばならないのである。本章前節 (2-1)で分類し
た、(1)のかたちのままでは、差別＝攻撃にならないのである。
こうしてかんがえると、差別表現とは、「侮蔑というかたちの攻撃」（所記; signifié;

signifato）を伝達するための表出記号（能記; signifiant; signifanto）と理解することがで

きよう。これは、侮蔑のための隠喩なのであり、矮小化／固定化／本質化をねらった

換喩といいかえてもよい。そして、こういった連合関係をふくめた侮蔑の文脈を劣位

者に受容させる作業を優位者はおこなっていることになる。

論理的には、差別からの解放をめざすのであれば、この悪循環のどこかをたてばい

いということになる。しかし、「ハゲ」「ブス」のように、社会的性差がらみの侮蔑語も

あれば、「デブ」のような性別にかかわりないもの、「ジジイ／ババア」など年齢差別

など、さまざまな差別表現は、劣位＝被差別者が侮蔑的文脈を拒否できないよう、劣

等感をきざみこまれ、価値転換の可能性をうばわれているものとおもわれる。既存の

劣位者の「こころのもちよう」「まえむきの人生観への転換」といった「正論」が意味

をなさない構造ができあがっているのである。つまり、差別表現をのりこえるために

は、被差別者に価値転換という努力をもとめるのではなく、前述したような文脈、い

いかえれば心理的な「密室空間」という優位者の「土俵」の不当性を明確にし13、差

別的文脈の無効化をはからねばならないといえよう。そのためには、社会学や文化の

政治学がきりひらいてきた差別批判と、社会言語学がつちかってきた分析力の協働作

業が不可欠となるのである。

3. 「言語学の倫理と社会言語学の精神」の確立のために　

3-1. 非-社会言語学者の政治性の無自覚と差別性

3-1-1. 「社会は捨象できる」と信じる、俗流ソシュール派の政治性=抑圧性

3-1-2. 発話／体系を「瞬間凍結」できるとする擬制の物象化の忘却=抑圧

3-1-3. 「善意」の搾取者=抑圧者としての調査者

3-2. 知識社会学などメタ-言語学の構築

3-2-1. 言語政治学ないしは政治言語学のためのメタ理論

3-2-2. 「言語研究者の社会学」をパラ言語とする姿勢

3-3. 「言語間に社会的優劣は遍在する」という社会言語学的現実主義の止揚

＝「言語間に本質的優劣はない」という、超越論的反差別主義の真の実践

13「密室空間」「土俵」についての詳細は、ましこ『たたかいの社会学』第 5 章参照。
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3-1. 非-社会言語学者の政治性の無自覚と差別性

本論冒頭で、差別現象に「言語研究者が必然的にかかわっている」といわれてもピ

ンとこない研究者はすくなくないだろうし、本論考の表題をみてピンとこない研究者

には、つけるクスリがない、とのべた。いいかえれば、少数言語研究や女性解放論に

かかわる研究者が最近自覚しつつある政治性である。言語をただ言語現象として中立

的にとりあつかうことは不可能であるという、ちょっと冷静にかんがえてみれば、当

然すぎる知識社会学的構造の問題といいかえてもよい。

さらに一歩すすめるなら、言語現象を物神として収集分析するだけで、多数派ない

し選良の利害を正当化する搾取者＝差別者として機能するという自覚ともいえよう。

3-1-1. 「社会は捨象できる」と信じる、俗流ソシュール派の政治性=抑圧性

言語研究者、とりわけ近代言語学の大半がいまだにとらわれている研究態度のひと

つは、やはり「社会は捨象できる」という信念といえよう。国民統合のために、正書法

や敬語法をふくめた規範の整備注入が不可欠だ、といった信念をもつ保守勢力は、み

ずからの政治性を自覚しているので、ここでは議論にのせるまでもなかろう14。

「寝室内まで、すべてを政治化した女性解放論は、日常的平安といった空間を全否

定した破壊主義だった」とか、「PCは、極端な『ことばがり』にすぎず、それにしば
られては、ひとことも発せられなくなる」といった反動は、おびただしくくりかえさ

れてきた。急進的な運動が、自己破壊的な要素をはらんでいたこと、それに対して活

動家たちの相当部分が無自覚であったことはいなめない。しかし、女性解放論者をは

じめとする批判者たちの議論がすべて極端で無意味な非難にすぎなかったのかといえ

ば、それはまちがいだろう。文化大革命やポルポト派の大虐殺といった悲劇的な集団

的狂乱でさえ、一片の「真理」はふくまれていたのである。運動が総体としてまちがっ

ていたばあいでさえ、既存の政治性への「造反有理」があったからこそ、政治運動化

しえたのだから。

「ただしい敬語法」とか「日本の伝統である漢字表記」といった規範の注入を政治

的でないとおもいこんでいる現場教員たちの政治性をどうするかといった、あたまの

いたい問題はあるが、ここではおこう。問題は、言語現象を中立的に記述できる、言

語は手段として政治ぬきで教科書化できると信じる研究者がたえないという政治状況

をどうするかである（これがかたずけば、現場教員たちの意識改革は近未来的に解消

するとおもわれるので）。とりわけ、方言とか標準語といった話題は言語学にはなじま

ない、といった俗流ソシュール派としてのチョムスキー派たちの議論になんの疑問も

感じていない研究者、それにおすみつきをえたと感じているらしい現場教員の動向、

電網空間や国際会議の動静に呼応して「英語＝第二公用語」化論をひろめる「国際派

知識人」たちの影響力はみのがせまい。

14もちろん、こういった「国粋派」たちは、科学的思考ができない集団なので、冷静な議論はできないと
いう問題はある。その意味で「つけるクスリがない」、しかも「政治権力や媒体をにぎっている」という点
では、まことにこまった存在といえる。しかし、これは別の政治社会学的分析対象といえよう。



ましこ「言語差別現象論」 19

社会言語学をエチケット分析と誤解してしまった不幸な層以外には、言語現象が政

治性をおびることは自明であろう。諸集団が存在すること自体、相互の政治的威信の

序列関係と無縁ではありえず、諸集団の使用言語の相対的価値も厳然と序列化される

のであるから。したがって、どんなに心理学／認知科学的な規範科学のよそおいをと

ろうと、「方言とか標準語といった話題は言語学にはなじまない」といった見解のも

とに研究をつづけるチョムスキー派の一部（大半？）は「政治音痴15」にすぎない。自

然科学者のまともなひとびとが「政治経済と無縁な自然科学研究、科学技術開発など

ありえない」とみとめたうえで、有効利用をはかろうとしている時代である。アイン

シュタインら核兵器開発にたずさわった物理学者の深刻な反省が画期となったといえ

よう。そういった自然科学の動向を考慮することなく、政治性と無縁な言語研究が可

能だとする「自然科学志向」は、悲喜劇といえよう。

3-1-2. 発話／体系を「瞬間凍結」できるとする擬制の物象化の忘却=抑圧

ソシュール派、そしてチョムスキー派にまでひきつがれている言語（研究）観のも

うひとつの致命的欠陥は、発話／言語体系を「瞬間凍結」できるとするソシュールの

擬制＝方法論的操作を忘却=抑圧してしまい、その結果発話／言語体系を物象化＝物
神化していることに無自覚な点といえよう。コセリウらが、言語は変化をたえまなく

くりかえし、とどまることをしらないとして、ソシュールらの擬制に批判をくわえて

きたこと、翻訳による誤解があったとはいえ、時枝誠記らの反発もねっこはこの辺に

あったといえるだろう。

クレオールが移民第一世代のしらない要素をはらんでいるとか、手話の大半の継承

空間が家庭でも地域でもなく、ろう学校の年長集団や同年齢集団にあるといった、文

法／語彙の構築過程自体、「瞬間凍結」の擬制の意義に根源的な疑問を呈しているとい

えよう。「瞬間凍結」志向は、対調査者関係という点で、方法論的にも深刻な矛盾をか

かえている。「瞬間凍結」志向は、いわば報道写真家や動物写真家と通底する搾取的発

想（被写体の同意をえない肖像搾取）にたつため、方法論的に非倫理的にならざるをえな

いからだ16。

この「瞬間凍結」神話の問題は、言語現象の実相をとらえそこなっているという方

法論的欠陥にとどまらない。消滅しかけている言語現象を「保存」しえたという物神

化した充実感＝自己満足を研究者にあたえてしまい、研究体制を自己目的化してしま

う点は大問題といえよう。研究が自己目的化し、それが「資料」として後続世代や関

連領域の研究者にひきつがれるとなると、多様な現象の一部が物象化して、ひとりあ

15もちろん、これは前述した分類でいう、表現空間にいない第三者をダシにした差別表現にほかならない。
16社会学者中根光敏は、調査目的をいつわったり、かくしたりして被調査者からデータをとろうとする
のは、調査目的を正当化する欺瞞であり「社会学的暴力」の一種だとする（前掲、中根参照［中根 1997：
41-3］）。たとえば、変装などまでこころみて、もちろん社会言語学的調査であることなど完全にかくした
ままで資料収集したラボヴの調査が、あたりまえのように賞賛されてきた言語学界は非倫理的ではないとい
えるだろうか。「なるべく日常にちかい自然さ」を追求してきた言語学者が、参与観察以外を封じられるわ
けだし（電車内で、こみみにはさむなどは、よかろうが）、調査目的を明確に被調査者につたえてききとり
をおこなうばあいは、劣等感とか「過剰矯正」などの動態などの微妙な領域にははいりこみようがなかった
り、客観性が保証しえないだろう。
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るきはじめるだろう。とりわけ、話者が対話あいてをうしなって、情報提供者として

録音機にむかって「遺言」をのこすような形式のばあいの不自然さはあきらかなのに、

その異常さにも研究者がマヒしてしまって、「貴重な資料」として「共有化」してい

く姿勢には、ごうまんな搾取がみてとれるであろう。「瞬間凍結」神話は、被調査者に

とって、まさに疎外体であり、死後ももてあそばれるという点では、遺体の冒涜とも

通底する研究哲学なのである。

3-1-3. 「善意」の搾取者=抑圧者としての調査者

前述した「瞬間凍結」神話は、調査倫理にかかわって、もうひとつ深刻な問題をも

たらす。それは、「消滅」への「抵抗」としての「記録」という美名が、搾取的調査を

おおいかくし、人権蹂躙の実態を抑圧する点である。

有名なはなしとしては、金田一京助のアイヌ語収集などがあげられよう。自分たち

が収録してやるから、わかい世代ははやく日本語に同化しろとすすめたとか、軟禁同

然の音声資料収集とか、なかには死にぎわにある高齢者が喀血するあいまにユーカラ

を収集したといった拷問まがいの態度まで、アイヌ民族のあいだでかたりぐさになっ

ている。

あるいは存命の研究者にも、『沖縄語辞典』の編纂者である上村幸雄など、沖縄方言

は消滅する運命にあると、レト=ロマン語などの趨勢を援用しながら断定し、その一
方で、日本語の原型をのこしているから、収集がいそがれるといった調査の正当化を

展開してはじない人物がいる [上村 1978]。

両者に共通するのは、「消滅」の危機を強調し、それに「抵抗」するために「記録」

がいそがれねばならないという論理である。これらを正当化するのは、「日本語」に隣

接する少数言語であるとか、「日本語の原型」をとどめている「方言」だから、日本語

の学術研究の基礎資料なのだという見解だ。「日本語」という実体／連続性がむぞうさ

に前提されなければ、とうてい合理化不能な見解であり、そうした前提があやしいと

なれば、まったく正当化できない論理＝研究態度といえよう。

いまどきこういった露骨な搾取的調査ははやらないであろう。では、世代交代とと

もに、知的帝国主義は消滅していくのかといえば、そう楽観もできない。少数言語研

究は、少数派＝弱者への共感を動機としているとされるが、かならずしも「まねかれ

ざる客」でないとはいいきれないからだ。また「共感」に「同情」やオリエンタリズ

ムがまぎれこんでいないか、少数言語という「珍種」銘柄をくいものにしてはいない

か、「有力同業他社」とのたたかいをさけて、いわゆる「すきま産業」として進出して

きただけではないのか、といった自問自答が研究者にすでに十分とは、とてもおもえ

ない。いろいろと学術めいた理由づけはしてみても、結局は「くいもの」にすぎない

ではないかという批判に、むねをはってこたえられる研究者は、かなりすくないとお

もわれる。

すくなくとも、被調査者にとっての対費用効果の収支がつりあう調査がそれほどあ

るとはいえまい。もちろん効果には、いくつかの方向性がかんがえられる。(1)少数言
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語の復興、(2)少数言語の復権、(3)少数言語の共通語／正書法確立、(4)日常言語で
あるクレオールの復権、などがかんがえられよう。金田一や上村がやったのは、日本

語研究の基礎資料という学術的理由によって (2)をもちだし、調査を正当化したわけ
だが、成功していないことはいうまでもない。多数派言語集団の差別意識の是正など、

学術的な研究者の小集団などにできるはずもないのだが、ともかくそれをもちだして、

研究費や地位はてにいれたわけだ。「くいものにされた」と、批判がでて当然といえよ

う。ちなみに、上村に関しては、そういった批判はみみにしない。それは、金田一の

ような露骨な人権蹂躙をおこなわなかったという態度にあるだろうが、それだけには

とどまるまい。「沖縄方言はまぎれもない日本語の一部であり、祖形をのこしているの

だから、学術的価値もたかい」という、上村ら研究者集団の信念が、被調査者である

高齢者たちの寂寥感をうめあわせることで、調査が正当化されてきたのだといえよう。

それは、日本語イデオロギーによる帝国主義的な搾取型調査にちがいはなく、高齢者

が死去したあとは、「瞬間凍結」された死語がデータとして「共同利用」に供されるこ

とになるのである17。

(1)(2)(3)(4)といった、被調査者の欲求に正面からこたえることができないなら、そ
ういった事情についての「説明と同意」が必要不可欠であろうし、そういった調査の

負担にたえる被調査者の善意を学術めいた正当化でごまかすのは詐欺的といえよう。

そして、少数言語研究者の第一歩は、まず、みずからの搾取性＝権力性の自覚、被調

査者との関係性の身分的側面への謙虚な反省である。「危機」をかたることで、被調査

者をまるめこみ、「予算」をせしめることを、学術的にも倫理的にもすぐれた営為だと

いった自己欺瞞をやめ、社会体制のなかで、みずからの研究がいかなる機能をはたす

かを冷静に再検討する必要があろう。研究者の「善意」と「正義感」自体が、こういっ

た「みにくい自画像」の発見の邪魔になることは、強調しすぎることはなかろう。

3-2. 知識社会学などメタ-言語学の構築

言語学は人類学や社会学の影響をうけることで社会言語学的領域をきりひらいてき

た。しかし、社会言語学者が養成される空間の大半が、広義の言語学教室にかぎられ

ている現状をかんがえると、方法論的議論や知的緊張感が十分ではないのではと、危

惧がのこる。

たとえば社会言語学系の研究誌に掲載された実証研究をみるかぎり、シュリーベン

=ランゲの『社会言語学の方法』やミルロイ夫妻の『ことばの権力』などの権力概念
や倫理問題が深刻な影響をおよぼしているなと感じられるものは例外的におもわれる。

知識社会学のバーガー=ルックマンは、知識社会学自体が社会学的知識の妥当性に
ついては、かたるたちばにない。それは哲学の研究領域だとした（『日常生活の構成』）。

自然科学の実証研究が、それ自体、自己正当化できるはすがなく、科学哲学／科学史

17こういった少数派研究の倫理的問題については［ましこ 1999a,2000b］ 。また、電網上
の学術 NGO のひとつ EMSJ（Ethnic and Migration Studies in Japan）の「研究の小箱」
というコーナーに、「社会学部唯野教授たちの生態」というエッセイを連載したので、参照
（http://www.jca.apc.org/emsj/japanese/frame2.htm）。
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や科学社会学など、メタ理論によって検討されねばならないのと、おなじである。社

会言語学も外部の視線による「自画像」の修正が必要といえよう。まだ、実証研究の

蓄積はないにひとしいが、メタ‐言語学として、知識社会学的方法論をおもいうかべ、

社会学や文化の政治学の理論を摂取することが有益なのではないか。

3-2-1. 言語政治学ないしは政治言語学のためのメタ理論

男女間の会話や敬語など微視的な権力関係から、国家語制定や国際会議での使用言

語など巨視的な権力関係にいたる、さまざまな次元での政治性にめくばりしなければ

ならないのが、社会言語学である。というよりも、広義の社会言語学のなかに、微視

的から巨視的にいたる言語政治学ないし政治言語学があるというべきかもしれない。

そして、そのメタ理論として、エスノメソドロジーや微視的人類学、女性解放論や文

化の政治学（cultural studies; kultura politiko）など広義の微視的社会学から、国際労働

移動など巨視的な次元をあつかう国際社会学にいたる、社会学周辺の知見はかかせな

いといえよう。それが、かりに社会言語学に対して直接的な言及がないにしろ（とい

うより、巨視的な次元にいたるにしたがって、なくなるが）、それは「カガミ」にうつった

「自画像」のようにみえるはずである。いや、「自画像」が感じとれないような言語学

者は、自身の政治性に鈍感で、無自覚な権力行使をたびたびくりかえしてきたにちが

いない。女性解放論の洗礼をまったくうけていない男性が、無自覚な性的侮辱をしで

かし、あるいは差別表現をくりかえしてきたように。

その意味では、社会学や女性解放論をふくむ広義の文化の政治学は、研究者自身の

「自画像」を客観的にうつしだすというよりは、むしろ、研究者自身の認識水準が「自

画像」理解としてうつしだされる「カガミ」といえそうである。たとえば女性解放論

が男性性の問題性とか女性が束縛されている自己像を指摘しているのに、それへの反

感しかうまれないとしたら、女性解放論は「ネコに小判」であろう。女性解放論の指

摘が自分におもいあたらないという、その事実自体が、認識水準の相当程度客観的な

反映なのである。文化の政治学がこだわりつづけてきた知の権力性とか無自覚な差別

意識、広義の政治的地位といった問題意識にどの程度反応できるかが、研究者として

の感度のあらわれなのだ。社会学や人類学が社会言語学を直接かたって（メタ‐メタ言

語）いないとか言語現象をあつかっていないとしても、参照にあたいするというのは、

こういう次元でもいえるのである。

3-2-2. 「言語研究者の社会学」をパラ言語とする姿勢

もともと知識社会学自身が社会学営為の妥当性を保証できないと宣言しているので

あるから、言語研究者が自己言及的にとりくみを再検討することにはムリがあるかも

しれない。しかし、社会学が蓄積してきた社会調査論という方法論のなかには、調査

倫理にかかわるものが、かずおおくふくまれている。前述したシュリーベン=ランゲの
『社会言語学の方法』にも、方言研究者が暗黙のうえに想定していた理想の話者像の神
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話性を批判した箇所がでてくるが、それと並行して社会調査論の文献にいくつかあた

ることは、きわめて有益であろう18。一般には言語学史に分類されるだろうが［安田

1999］［ましこ 2001a］と、それに引用されている［ましこ 1997a］は、言語研究者と
研究対象の関係性を知識社会学的に分析した、外部からの視線である。

そして、社会言語学的調査は、言語現象に対するメタ言語を記述するときに、同時

にうえにあげたような知識社会学的な視線をパラ言語としてともなっている必要があ

るだろう。

調査行為を事後的に自省する必要があるのはもちろんだが、知識社会学的検討は、

あくまで「あとぢえ」であり、そこに被調査者の犠牲が多少なりとも、ともなってい

ることへの自覚が不可欠である。その意味では、社会言語学的調査は一種の曲芸的実

践ともいえよう。

3-3. 「言語間に社会的優劣は遍在する」という社会言語学的現実主義の止揚
＝「言語間に本質的優劣はない」という、超越論的反差別主義の真の実践

よくしられているとおり、ソシュール言語学や人類学的言語研究は、諸言語の存在価

値の等価性をたからかに宣言した。しかし、「ピュグマリオン＝マイ・フェア・レディ」

の主人公、社会言語学者ヒギンズ自身が自己矛盾をきたしたように、「言語間には社

会的優劣が厳然としてあり、しかもそういった格差／差別意識は遍在している」ので

ある。したがって、近代言語学者の教養教育的啓発活動は、大衆的意識のまえにまっ

たく無力であり、結果としては単なる偽善にすぎなかったと総括してもよかろう。た

とえば、日本の戦後の方言調査などは、教育学的、社会学的には、なんら啓発能力を

もたないまま、諸方言の劣位を放置してきた偽善であった［ましこ 1997a，安田 1999］。

また、「方言」という術語が政治的に中立客観的な操作概念だなどという主張も、大衆

社会のなかはもちろん、教育現場でも意味をなさない、ねごとであることは、そろそ

ろ自覚すべきなのである [ましこ 2001a］。

社会ダーウィン主義の暴力性に鈍感だとおもわれる、フロリアン・クルマスの『言語

と国家』『ことばの経済学』や、井上史雄の『日本語の値段』などに指摘されるまでも

なく、社会言語学者は、諸言語間の威信の差が厳然と存在するという悲観的ではあっ

ても冷静な見地から出発し、不公正の是正に間接的には関与しようというのが「ほん

すじ」だったとおもわれる。ミルロイ夫妻の『ことばの権力』などは、そういった意

味で、近代言語学の偽善性批判宣言だったわけで、田中克彦の 1975年以来の作品とあ
わせて言語学界が深刻な反省にいたって当然だったといえよう19。

しかし、こういった威信序列という「社会的事実」（fait social; socia fakto）の遍在

18ここでは、社会学の調査姿勢自体を根源的にといなおした「ラポールという病」収録の［中根 1997］
を紹介しておく。参考文献だけでも 70 あまりあげられた方法論の厳密さには圧倒されるであろう。

19誤解をおそれずいうなら、田中の一連の論考をのぞいて、社会言語学者でさえも、社会的不公正に対し
て戦闘的な態度はとってこなかったといえよう。批判をおだやかにはしても、いかっていたとはいえず、そ
の意味では、言語学者の大半は、諸言語間の威信序列への異議もうしたてという次元では沈黙してきたとい
えよう。これ自体が、言語研究は非政治的にすすめられる／すすめてよい、という価値判断の普遍性をもの
がたっているとはいえまいか。広義の田中門下ともよべる作品が最近になって急浮上しているとすれば、そ
れこそ、4 半世紀ちかく、不毛な時代が経過したともいえそうである。
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の社会言語学的な自覚は、より深刻な問題をひきおこす。ヒギンズにかぎらず、言語

研究者自身が規範意識から自由になれないという現実、そして、大衆的感覚のなかで

は、特定の言語変種が差別されて当然という意識が共有されているという「社会的事

実」が厳然とあることを、みとめるほかないからだ。400年以上まえに来島したカト
リック宣教師たちが、男女差や敬語法に着目し、布教活動の注意点にあげていたこと

でもあきらかなように、意思疎通とはまったく無関係な規範的要素が、現実の社会関

係にはついてまわる。そして、たとえば「日本語教師」として、「日本語」をある程

度実体化しないと教授不能な現場では、「外国人として、日本人に受容されやすい作

法」といった規範の現状をおしえこむことになるだろう。厳密な統計調査をともなう

かどうかは別にして、教授者にとって「瞬間凍結」した社会言語学的な規範実態がかた

られることは、さけられないのだ。日本の英語科教育の現場で、暗黙のうちに合州国

中西部のヨーロッパ系中産市民層の言語変種がえらばれ、南部方言や、AAVE(African

American Vernacular English)、シンガポール英語などがさけられるのは、単なる人口

比／代表性の問題ではない。

このようにかんがえてくると、社会言語学者が規範の実態にまでたちいって記述す

ることの政治性は、きわめてむずかしい問題をはらんでいるといえよう。はなしこと

ば共同体（speech community; parola komunumo）に受容されるためには、ある程度、既

存の規範意識に妥協する必要がある。また、こまかなユレの原因や性差など、規範意

識の記述にまでたちいらないかぎり、言語現象の紹介にならないであろう。しかし、統

計調査をへていたとしても、記述された規範は、やはり「瞬間凍結」の一種なのであ

る。ということは、かりに記述文法などであっても、既存の規範を物象化し、学習者

には物神化した対象として受容される危険性をつねにはらむというジレンマが社会言

語学者にはついてまわるということだ。

しかし、だからこそ、社会言語学者は、「言語間に社会的優劣は遍在する」という社

会言語学的現実主義を止揚しなければならない。いいかえれば「言語間に本質的優劣

はない」という超越論的反差別主義を真に実践し、啓発活動をおこたらない責務をお

うのである。それは、前述したとおり、曲芸わざにちかい倫理と感覚を要請されるも

のである。あやうい「つなわたり」をつづけるようなもので、まじめにかんがえれば、

苦行のような努力を要するかもしれない。しかし、それは精神的に高貴な営為といえ

よう。
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「言語とジェンダー研究」における言語観

糸魚川　美樹 †

はじめに

2001 年に刊行された中村桃子 (なかむらももこ) 著『ことばとジェンダー』では、こ

れまで「言語と性（差別）」や「フェミニズム言語学」とよばれてきた分野を、「言語と

ジェンダー研究」という名称1を使って定義しなおし、「『ことば』と『ジェンダー』に

関するこれまでの研究の歴史的発展を後付け、現在の理論を概説し、最新の研究を紹

介している」(v) 。著者は「言語とジェンダー研究」について次のようにのべている。

引用 1:「言語とジェンダー研究」は、客観的科学であろうとする言語学と

社会解放を実現しようとするフェミニズムのはざまで、常に抽象的言語理

論に逃げ込むことを許されずに社会に引き戻され続けてきた。「言語とジェ

ンダー研究」は、言語研究としての整合性を満たしているだけでは十分と

は言われない。フェミニズムが社会解放を目的とする運動である以上、社

会改革に有効な研究であるかという点から評価される。ジェンダーの支配

関係やその社会で常識となっているジェンダー観が言語行動に与える影響

も考慮することが求められる。そのようなジェンダー観を持つ社会におい

て、研究結果が男支配の正当化に利用される可能性に対しても責任を問わ

れる。つまり、抽象的言語構造ではなく、あくまでも社会構造と関係付け

られた包括的な言語の研究が要請される」(前掲書: 7-8 ) 。

ここで著者は「言語とジェンダー研究」は、「研究結果が男支配の正当化に利用さ

れる可能性に対しても責任を問われる」ととく。しかし、「社会構造と関係付けられた

包括的な言語の研究」が求められるのであれば、「ジェンダー」のみならず、あらゆる

「支配の正当化に利用される可能性に対しても責任を問われる」ことをまず確認してお

きたい。というのも、言語をフェミニズムという視点でとりあげる場合、「ジェンダー」

の支配関係を重視する一方で、「言語」の支配関係には鈍感であるという傾向がしばし

ばみうけられるからである2 。そして、残念ながら、本書でも言語に関する不平等を

軽視した記述がみられる。

†いといがわ みき／名古屋大学他非常勤講師
主要著書・論文：『ミラ』同学社、2001 年 (共著)、 「スペイン語における女性形職業名詞－女性形名

詞形成の背景と女性形が持つ意味合い－」『イスパニカ』41 号、1997 年 (日本イスパニア学会)、「性の
解釈をめぐる曖昧さ－カスティーリャ語の場合」『ことばの科学』10 号、1997 年 (名古屋大学言語文化部
言語文化委員会)、「フェミニズムと言語差別－中村桃子 (1994)『ことばとフェミニズム』(勁草書房) を
中心に」『不老町だより』第 3 号、1998 年 (世界社会言語学会)、”La discriminación lingǘıstica y el
feminismo en Japón”, El sexismo en el lenguaje (1999) CEDMA, ”La imagen de mujeres y hombres
en los libros de texto -Un análisis sobre los estereotipos sexuales en la enseñanza del castellano-”,
LINGÜÍSTICA HISPÁNICA, 23, 2000.
電子郵便：QWQ03774@nifty.ne.jp
1「言語とジェンダー研究」という名称は、マリィ (1997) においても使用されている。
2フェミニズムと言語差別については、糸魚川 (いといがわ) (1998) を参照。
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本稿では、前半、中村のこの著作にみられる「言語的不平等」を検証し、「言語と

ジェンダー研究」のあり方を考える。後半では、チョンヨンヘによるリサ・ゴーへの

インタビュー「私という旅」の第 2 回「権力資源としての言語」(『現代思想』1998年

1月号) (ゴー/チョン, 1998) をとりあげ、この分野の今後の課題について考えたい。

冒頭でみたように、中村の著作『ことばとジェンダー』はこれまでの「言語とジェ

ンダー研究」の紹介である。よって、著者がこれまでの「言語とジェンダー研究」を

どうとらえているのかが反映されている。またそこから、著者の言語観そのものをう

かがうことができる。以下では、「はじめに」「序章」を中心にこれらを検証する。

英語偏重の言語観

著者の言説を検証するまえに、『ことばとジェンダー』の「参考文献」をとりあげた

い。ここには著者の言語観が端的にあらわれているようにみえる。

これまでの「言語とジェンダー研究」を総括し「最新の研究を紹介している」本書

では、参考文献表は重要な位置をしめる。この「参考文献」には、英語による莫大な

研究と少数ではあるが日本語による研究があげられている。注目したいのは、18頁に
およぶ文献表において、次の例にみるように、英語と日本語による文献がローマ字順

（ラテン・アルファベット順）にあげられている点である。

赤川学 (1999) 『セクシュアリティの歴史社会学』勁草書房

Andrew, Maggie and Mary M. Talbot (eds.) (2000) All the World and
Her Husband: Women in Twenty-Century Consumer Culture. Caselle.

Antaki, Charles and Sue Widdicombe (eds.) (1998) Identities in Talk.
Sage.

Ballaster, Ros, Margaret Beetham, Elizabeth Frazer and Sandra Hebron
(1991) Women’s World: Ideology, Feminity and the Women’s Magazine.
Macmillan.

－中略－

Freedo, Alice (1992) We understand perfectly: a critique of Tannen’s view
of cross-sex commnication. In Hall et al. (eds.) Locating Power.

.... (1996) Language and gender reseach in an experimental setting. In Bergvall
et al. (eds.) Rethinking Language antd Gender Research.

藤田嘉代子 (1994)「『男らしさ』のレトリック－スポーツ新聞に見る『男らしさ』
『人文論叢』大阪市立大学大学院文学研究科 23: 1-17

福田真弓 (編著) (1993) 『「主人」ということば－女からみた男の呼び方』明石
書店

あかがわまなぶ

赤川学 の著作が文献表の最初にあげられているのは、これをローマ字で akagawa
とし、さらにローマ字の順序にそって並べたためである。したがって aの次には bでは
じまる著者名、日本語では「ば行」ではじまる著者名がくる。そして、「

ふ じ た

藤田」「
ふ く だ

福田」

が f の項にあげられていることからわかるとおり、日本語による文献のローマ字表記
は、ヘボン式が採用されている。中村のこの方式は次の点で問題である。
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1. 本文中で、日本語による文献の著者名にローマ字が併記されていないの
で、文献をさがす際、日本語をローマ字で表記する知識が強要される。

2. しかも、日本語のローマ字表記には、英語の発音表記を基準にしたヘボ
ン式以外の方式（訓令式）があるのにもかかわらず、中村はヘボン式を使用

し、その断りがないため、混乱をまねく。

3. ヘボン式で書くという断りがあったとしても、なぜ訓令式を排してヘボ
ン式にしたのかの政治的立場も明記されていなければならない3。

具体的にはつぎのような混乱が生じる。たとえば、「じゅがくあきこ（寿岳章子）」

は、日本語の音韻体系にもとづいた訓令式で zyugaku akiko となり、z の項と考えら
れる。一方、中村の文献表では、「じゅがく」をヘボン式で jugaku とし、 j の項目と
なっている4。同様の考え方で、「ふじた」・「ふくだ」という場合、訓令式では「ふ」が

hu となるが、前述したように中村は fu をつかっている。英語による文献・日本語に
よる文献をべつべつにわけてあげることで、このような混乱は容易に回避できる。ま

た、中村は本書の中で英語による文献の著者名をカタカナで表記していることから、

日本語の五十音順にならべることもできるだろう5。しかし、両言語による文献をいっ

しょにローマ字順であげ、さらに日本語のローマ字表記にヘボン式を採用している中

村は、そもそも本書の方法が混乱をまねくということ自体に気づいていないようだ。

日本語をローマ字であらわす際、どのような表記法を選択するかは政治的な問題であ

る。この文献表は単に不親切なだけではなく、「文字の政治性」を軽視しているとも言

える。前述した＜あらゆる「支配の正当化に利用される可能性に対しても責任を問わ

れる」＞という観点から考えれば、英語の発音表記を基準にしたヘボン式を採用する

のは、英語人に便利なだけという意味で「言語的不平等」への配慮がかけているとい

える。

3梅棹忠夫「日本語のローマ字表記をめぐって」(うめさお: 1992) では日本語のローマ字表記法について
詳細に解説されている。日本式 ( およびそれに若干の点で修正をほどこした訓令式 ) は「日本語の文法に
あわせて、日本語の音韻組織に応じてつくったものであるから、活用や音便の表記ということになると、き
わめて合理的である」 (94) 。一方、ヘボン式は、「英語の発音表記にあわせてつくったもので」 (94) 、英
語人には便利であるものの、「さ行」・「た行」・「は行」・「ざ行」・「だ行」などは、不規則な形であらわされ、
英語をしらない者にとっては余分な知識が必要とされる。たとえば、訓令式 (日本式) では、「た行」を ta
ti tu te to と規則的にあらわすが、ヘボン式では、ta chi tsu te to と大変不規則である。「たつ」という、
もっとも規則的な五段活用の動詞に関して考えるとよくわかる。「日本式および訓令式では tatanai, tati,
tatu, tate, tatô と整然と表記されるが、ヘボン式では、tatanai tachi tatsu tate tato となり、大変不規
則である」 (95) 。「ヘボン式では日本語の音韻はむちゃくちゃにくずれ」 (96) てしまう。

4中村の英語による論稿でも、「
じゅがく
寿 岳」は Jugakuとなっている。Nakamura (1990) ”Woman’s Sexuality

in Japanese Female Terms” （「日本語の女性語における女の性性」）を参照。
5五十音を基準にした例として、木村護郎（きむらごろう） (2000) の参考文献表の一部をあげておく。

Jäger [イェーガー], Siegfried (1988): Geselleschaftisveränderung über Sprache, in:
Ammom/ Dittmar/ Mattheier (hrsg): Handlbuch Soziolinguistik, Berlin, S.
1789-1796

糸魚川美樹 (1998) 「フェミニズムと言語差別」『不老町だより』第 3 号、1-9 頁

フロリアン・クルマス (山下公子訳) (1987)『言語と国家』岩波書店

Joseph [ジョセフ], John Earl (1987): Eloquence and Power. The Rise of Language
Standars and Standard Language, London

フェルディナン・ド・ソシュール (小林英夫訳) (1999 [1940])『一般言語学講義』岩波書店
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「言語とジェンダー研究」の「発展」あるいは英語中心の言語観の系譜

次に具体的な言説に踏み込んで著者の言語観を検証してみよう。著者は「はじめに」

「序章」において、「これまでの」また今後の「言語とジェンダー研究」について、つ

ぎのように言及する ( 以下、引用における下線は引用者による )。

「はじめに」

引用 2:本書をきっかけに、より多くの読者がこの分野に興味を持って下さるこ

とを願って、入手できる限りの日本語の研究を含めるよう心がけた。しかし、

私個人の情報収集力には限りがあり、貴重な研究を見落としているかもしれ

ない。また、これまでの「言語とジェンダー研究」が英語研究に基づいて

発展してきたため、本書で取り上げた研究も偏ってしまった。日本語の研

究に関しては、別の機会にぜひまとめたいと考えている。(vi)

引用 3: 現在「言語とジェンダー研究」は大きく広がっている。「ことばを使う

行為」がその社会の歴史や文化と密接な関わりがあることが認識されるに

つれ、日本語を含む多くの言語の研究が渇望されている。本書が、そのよ

うな広がりのきっかけになればこれ以上の喜びはない。(x)

「序章」

引用 4: 本書の一章から四章で概説している「言語とジェンダー研究」の歴

史には英語の研究史しか取り上げていない。なぜならば、これまでの「言

語とジェンダー研究」が英語の研究主導で発展してきたからである。しか

し、現在では、フェミニズムが白人・中流・異性愛者の理論であったことが批判

されているように、「言語とジェンダー研究」でも様々な言語の研究が渇

望されている。本節では、一章から四章の英語の研究史と同じ時期の日本

語の研究史を概説しているが、六章以下の個別研究ではできる限り日本語

の研究を紹介している (8)

引用 5: 現在の「言語とジェンダー研究」は言語行動をその言語行動が行われ

ている社会の歴史的文化的状況の中で捉えようとする包括的な枠組みを提案

しており、英語とは異なる歴史的文化的状況の中で行われる様々な言語の

研究が望まれている (12)

著者の言語および研究に関する言説は非常にあいまいである。ここでは、「英語研

究」「英語の研究史」「英語の研究主導」という言い方で言語および研究に言及してい

るが、それが「英語による研究」をさすのか「英語に関する研究」をさすのか明確にし

ていない。上の引用箇所では「英語に関する研究」ととれるが、第 1章以降で紹介さ
れているのは、「英語に関する研究」というよりは「英語による研究」とおもわれる。

いずれにしても、著者の言説をまとめると、次のようになろうか。

これまでの「言語とジェンダー研究」をまとめている本書でとりあげる研

究が英語によるものばかりであるのは、「言語とジェンダー研究」自体が
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「英語研究に基づいて発展してきたため」である。今後は、「日本語を含む

多くの言語の研究」が望まれている。

この見方は英語中心の言語観そのものだと筆者にはみえる。「言語とジェンダー研

究」は、英語以外の言語によっても、英語以外の言語に関しても、今まで随分とおこ

なわれてきている6。もし、「言語とジェンダー研究」一般が「英語研究に基づいて発

展してきた」と主張するならば、その他多くの言語による同様の研究の有無とその影

響を確認しなければならない。すなわち、英語以外の言語による研究が「英語研究」

にもとづいたものであることが確認されなければならない。また、もとづいていない

としても、英語以外の言語による研究において、「英語研究」にはない視点の有無につ

いても確認されなければならない。そして、「言語とジェンダー研究」の「発展」をか

たる上で、そのような視点をとりあげる必要があるかどうかを検討しなければならな

い。その上で、「日本語を含む多くの言語の研究が渇望されている」という言説が成立

するはずである。

しかし、本書の執筆にあたって著者がそうした検証をおこなっているようすはなく、

前述のとおり、英語・日本語以外の言語による研究は参考にされていない。英語と日

本語による研究だけから、なぜ「『言語とジェンダー研究』が英語研究に基づいて発展

してきた」と断定できるのだろう。それ以外の言語による、それ以外の言語に関する

すぐれた研究がないかのように、英語と日本語による文献だけで「日本語を含む多く

の言語の研究が渇望されている」となぜいえるのだろう。著者は、すぐれた研究であ

れば英語であらわされるはずだと思ったのだろうか。英語による「言語とジェンダー

研究」がさかんであるのが事実だとしても、それは、それ以外の言語に関して、この

問題が問われてこなかったことを意味するものではないはずだ。英語以外の言語に関

して、英語であらわされたすぐれた研究がなかったとしても、それが、英語以外の言

語に関するすぐれた研究が存在しないことを意味するわけではない。「言語とジェン

ダー研究」という用語がつかわれていなくても、「支配関係」という視点から「ことば

とジェンダー」をとらえた報告は、英語以外の言語に関しておこなわれてきた。英語

によって、英語人にわかるやり方で、英語と共通するような問題をとりあげなければ
6筆者は、スペインにおける「言語とジェンダー」の問題を専門にあつかってきた。スペインのカスティー

リャ語 (いわゆるスペイン語) においては、 20 世紀初頭には「言語と性」の問題が議論されるようになり、
70 年代後半以降さかんになっていく。カスティーリャ語をとりあげた研究は、その構造により文法上の性
に関するものがおおい。特筆すべきは、カレロ (Calero, M. A.) による「辞書　集団的思想とイデオロギー
(あるいは定義することの危険性) 」“Diccionario, pensamiento colectivo e ideoloǵıa (o los peligros de
definir)” (la Universitat de Lleida) である。カレロは、辞書の定義（すなわち編纂者の言説）における
「女」に関する記述の考察から、社会的少数派がどのようにえがかれてきたかという問題に視野をひろげた。
その中で、スペイン社会の少数派である非白人・非ヨーロッパ人・非カトリック教徒のイメージが、辞書に
おける定義をとおしてどのように構築されていくかを詳細に分析している。
ところで、中村の著作にはない視点から「言語とジェンダー研究」をとりあげた日本語による文献もあ

る。本稿後半でとりあげる、「私という旅」 (ゴー/チョン, 前掲書) は、今後の「言語とジェンダー研究」を
考えるうえで、かかせない文献であろう。また、福永牧子 (ふくながまきこ)（1995）「何語で平等を語り合
うのか－『公用語』を話さない国の参加者から－」も、この分野で「英語支配」をとりあげている数すくな
い論稿のひとつである。
また、日本社会における「言語差別」と、「言語とジェンダー研究」の研究者がとってきた言語への態度

の再考を強調した拙稿 (Itoigawa: 1999) をふまえ、ルビラ=イ=ビルジリ大学 (la Universitat de Rovira
i Virgili 、スペイン) のフォルガス教授 (Forgas, E.) があらたな研究をすすめているという私信をうけとっ
た。『ことばとジェンダー』でとりあげられていない視点から、英語以外の言語によりすすめられている研
究もあるという例としてつけくわえさせてもらう。
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「言語とジェンダー研究」とよばれないのであれば、また、この分野の「発展」に貢献

できないのだというとしたら、それは英語人・英語専門家の傲慢でしかないのではな

いか7。

中村の著作で確認できることは、単に、＜著者が知っている「言語とジェンダー研

究」は英語研究主導で発展してきた＞ということにすぎないのではないのか。にもか

かわらず、「これまでの『言語とジェンダー研究』が英語研究に基づいて発展してきた」

と言い切ってしまうのは、おそろしく乱暴である8。「日本のフェミニズム」を批判す

る岡真理 (おかまり: 2000)のことばをかりれば、中村のこのような言説は「エスノセン

トリズム」－「自己の経験を普遍化するような態度」(233)そのものといえる。

「言語とジェンダー研究」一般の発展を「英語研究」のみに帰することは、この分野

が「ジェンダーの支配関係」を重視しながらもことばの支配関係には無神経で、＜言

語的不平等＞の維持に荷担することにつながる9。そして、中村のこのような言説は、

その他の言語による「言語とジェンダー研究」を適切に評価できない・いかせないと

いう状態を生み、結果として「言語とジェンダー研究」という分野の内実をいたずら

に貧しくしてしまうのである。

ところで奇妙なことは、こうした点について、著者が気づいていると思われること

である。以下にそれをみる。

著者は、「日本語の『言語とジェンダー研究』」に関して次のように言及している。

引用 6: 日本語の「言語とジェンダー研究」は、 (1) フェミニズムとの薄い
関わり、(2) 英語の研究の強い影響、 (3) 日本語学からの分離、に特徴付

7同様の視点から、岡真理（おかまり）(2000) は「非西洋社会の女性達」に関する「フェミニズム」の
「無知」を次のように痛烈に批判する。

「フェミニズム」ということばが、近代西洋社会において誕生したのが事実であるにしても、
それは、近代以前に、あるいは非西洋社会で、女性たちが闘ってこなかったということをい
ささかも意味するものではないはずだ。いや、「フェミニズム」や「人権」といったことば
が、それとして語られるようになる遥か昔から、人は – 女は – 闘ってきたのではないか。そ
れが一見、私たちの目には隷従に見えたとしても、そこに彼女たちの抵抗が存在しないなど
と、どうして言えるだろう。( －中略－ ) 女の人権を訴えて本を書いたり、街頭行進したり、
国際会議で訴えたりというような、私たちの分かるやり方で、すなわち私́た́ち́の́や́り́方́で́、
私́た́ち́と́同́じ́言́語́に́よ́っ́て́彼女たちが異議申し立てをしてはじめて、彼女たちがようやく「闘
い始めた」「立ち上がった」などと言うとしたら、先進工業国の女の傲慢以外のなにものでも
ないだろう。 (161-162)

8詳細な検証をぬきにしても、この言説は英語中心の言語観のあらわれだと筆者は考えている。なぜなら、
「英語研究に基づいて発展してきたため、本書で取り上げた研究も偏ってしまった」という言説自体、英語の
支配的な状況の上になりたっているからである。この言説は、＜英語の以外の 「一言語」 による研究にも
とづいて発展する「言語一般」の分野＞があるかような錯覚をおこさせるという意味で、非常に無責任であ
る。中村の言説は、「英語」であるから成立するかのようにうけとられるのであって、英語がこれほど支配
的になった状況で、英語以外の＜一言語＞により発展する＜言語一般の研究分野＞など実際問題あるのだろ
うか。英語以外の言語の専門家は専門言語のほかに英語も当然しっているものとおもわれている。一方、今
回の中村の言説のように、英語の専門家は英語による文献だけで「言語一般」についてかたり、英語による
研究はその分野の「発展」とみなされる。このように支配的な英語を、その他の言語とおなじレベルで論じ
るのは「言語の不平等」を無視しているといえる。「英語研究に基づいて発展してきたため、本書で取り上
げた研究も偏ってしまった」という言説は、そういう英語の支配的地位について無神経すぎるように思う。

9この点に関しても、岡のつぎのことばはおもくひびく。

　ジェンダーをベースにすることで、私たちは、自己の加害性を問わずに、「連帯」や「シス
ターフッド」を語る/ 騙ることができる。そして、そうした美名のもとに、自己の加害性を
隠蔽し、これを不問に付すことができる。 (168-169 )
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けられる。(8)

引用 7: 寿岳章子の『日本語と女』は、 1979 年という早い時期に、欧米の
研究が 20 年かかって到達した言語とジェンダーの関係に関する知見のほ
とんどを指摘しているという点で特筆すべき著書である。(10)

引用 8: ジェンダーを言語研究に取り入れる必要性は日本の言語研究者にも

歓迎され英語研究の枠組みに基づいて日本語に取り組む研究が発展した。

－中略－

しかし、英語研究の枠組みに基づいた研究は、英語研究の問題点をそのま

ま持ち越していた。たとえば、英語研究において「女と男はどのように異

なる言語行動をするのか」という「性差研究」が盛んな時期には日本語で

も「性差研究」が行われたため、ジェンダーを「性差」として捉えてしま

う問題点を持っていた。 (10-11)

引用 9: 日本語における「言語とジェンダー研究」の第三の特徴は、日本語学に

おける研究と英語研究の枠組みに基づいて日本語を分析する分野との分離で

ある。両方の分野の研究者の交流が少ないため、有益な指摘が生かされない

ことも少なくない。たとえば、日本語学の寿岳が女の言語行動の多様性と規

範を破る言語行動の意義を早い時期に指摘したにもかかわらず、その知見

が日本語の「性差研究」を乗り越える契機に結び付かなかった。(12)

著者によれば、寿岳が 1979 年に『日本語と女』で示した知見とは、欧米の研究が
20年かかって到達したもののほとんどということになる。また、そうしたすぐれた知
見を寿岳が早い時期に示していたにもかかわらず、「日本語の『言語とジェンダー研

究』」は、「英語研究」ばかりを参考にしていたため、それを十分にいかせなかったと

いうことになる。つまり、『日本語と女』に示される知見は、いかにすぐれていても、

それが日本語でかかれていたために、「欧米の研究」に影響を与えることはなかった。

また、日本語が理解できる研究者に対しても、これら研究者が「英語研究」ばかり参

考にしていたため、やはり影響を与えることがなかった。いいかえれば、「英語研究」

を普遍的にとらえていたために、研究者は「英語研究」に無批判に追随し、『日本語と

女』にしめされたすぐれた知見をいかせないという大きな損失を被ったわけである。

著者のこうした言説はあきらかに矛盾している。寿岳の研究が、日本だけでなく「言

語とジェンダー研究」一般の「発展」にいかされなかったことを考えれば、中村の言

説がいかに危険か理解されよう。寿岳の例をしめして、いままでの「日本語の『言語

とジェンダー研究』」の英語中心的研究態度を反省的にふりかえっているにもかかわら

ず、「言語とジェンダー研究」一般については「英語研究に基づいて発展してきた」と

安易に総括してしまう。「英語研究」への傾倒により寿岳の研究がいかされなかったこ

とを指摘しながら、自身がこれまでの「言語とジェンダー研究」をかたる際には、「英

語研究」を普遍化しているのである。寿岳の研究から 20年以上たった現在でも寿岳の
研究の教訓はいかされていない。結局、著者の研究史総括では、英語以外の言語によ

るすぐれた報告がみのがされてしまう状況を維持し、これを再生産することになる。
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実は、寿岳の研究に関する言説だけでなく、中村の議論には矛盾をはらんでいる箇

所がほかにもある。たとえば、先にあげた引用 2 をみてみよう。

本書をきっかけに、より多くの読者がこの分野に興味を持って下さること

を願って、入手できる限りの日本語の研究を含めるよう心がけた。しかし、

私個人の情報収集力には限りがあり、貴重な研究を見落としているかも

しれない。

「日本語の研究」においてさえ「私個人の情報収集力には限りがあり、貴重な研究を

見落としているかもしれない」という危惧があるのならば、「これまでの『言語とジェ

ンダー研究』が英語研究に基づいて発展してきた」、「日本語を含む多くの言語の研究

が渇望されている」という総括はあまりに無責任ではないだろうか。

また、引用 4 においては、

現在では、フェミニズムが白人・中流・異性愛者の理論であったことが批

判されている

とのべている。「フェミニズムが白人・中流・異性愛者の理論であった」ことを批判の

対象とするのであれば、「フェミニズムとの関り」を強調する自身の「言語とジェン

ダー研究」のとらえ方が、＜英語の理論＞であるかもしれないことをなぜかえりみな

いのか。

前述したように「『言語とジェンダー研究』が英語研究に基づいて発展してきた」と

いう言説を、岡のいう「エスノセントリズム」－「自己の経験を普遍化するような態

度」とみれば、寿岳の研究に関する言説や「日本語を含む多くの言語の研究が渇望さ

れている」「フェミニズムが白人・中流・異性愛者の理論であった」ということばも、

「著者は英語以外の言語にも目をむけている」というアリバイづくりのための言説のよ

うにひびく。

「本書で取り上げた研究」が「偏ってしまった」とすれば、「これまでの『言語とジェ

ンダー研究』が英語研究に基づいて発展してきたため」ではなく、「英語研究に基づい

て発展してきた」研究だけをもっぱらとりあげたからではないのか。誤解のないよう

につけくわえるが、＜英語研究に基づいて発展してきた「言語とジェンダー研究」を

とりあげること＞を問題としているのではない。「英語研究に基づいて発展してきた」

研究を、「言語とジェンダー研究」一般の「発展」としてすりかえてしまう論理の危険

性を問題にしているのである。

以上、『ことばとジェンダー』にみられる英語中心の言語観と、それが生み出す問

題点をみた。この問題点は、英語中心的な言語観を前提とすることで、その他の言語

によるすぐれた研究の成果がいかされないという、学問分野としての「言語とジェン

ダー研究」内部の問題である。しかし、『ことばとジェンダー』にはもう一つ、さらに

本質的な、ことばと社会との関わりにおける問題がある。その問題とは、「言語とジェ

ンダー研究」を、「英語研究」「日本語を含む多くの言語の研究」というように、「○○

語研究」と換言してしまうことである。なぜなら、＜ 一つの言語 ＞を対象に「○○語

研究」を設定すると、本稿で指摘してきた「言語間の不平等」はどうしても見落とさ
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れることになるからである。また、著者が、引用 3 および 5 でのべている「行為とし
ての言語」「言語行動」も、「○○語研究」という視点ではとらえきれないと思われる。

今後の課題

「言語とジェンダー研究」を「○○語研究」の集積ととらえているためか、日本社

会がかかえる「複数の言語にまたがる差別」や「ジェンダー」「人種」「職業」「国籍」

などのさまざまな「区別」「差別」がからみあった言語問題は、中村が確立しようとす

る「言語とジェンダー研究」ではとらえられていない。たとえば、チョンヨンヘによ

るリサ・ゴーへのインタビュー「私という旅」の第 2 回「権力資源としての言語」(前

掲書）でかたられているような問題はふれられていない。このインタビューでは、日

本で働くフィリピン女性の言語生活がかたられており、日本（語）社会がかかえる言

語差別・排除が問題化されている。このインタビューをとりあげている岡真理 / 李孝
徳 (おかまり/りたかのり) (1998) 「日本語は誰のものか」を参照しながらいくつか言語

差別・排除の具体例をあげてみたい。

・「同じ言葉でも白人の女性が言ったときとフィリピン女性が口にするとき

では受け取られ方が違ってくる」(同上, 232 ) 。「ある種の日本語は、フィ

リピン女性によって使われたとき、彼女たちが「夜の町」の人であること

を示している」( ゴー/チョン, 前掲書, 25) 。

・日本男性と結婚したフィリピン女性が、日本語がうまくつかえないため

に、家族の中で疎外され、こどもから信頼されなくなる。さらに日本人で

ある夫にたよることにより、家族関係が「家父長的」なものになってしま

う。すなわち、「『日本語』の運用力の問題が家父長制や民族的な偏見に直

結してしまう」( 岡/李, 前掲書, 221) 。

・日本語を話すことができても、漢字の存在 ( 経済的・時間的に漢字を習得

する余裕がない）により、社会的サービスがうけられない。一方、彼女たち

がおう義務のみが「多言語化」されているという排除10。

・「日本国籍をもつ自分の子供たち」に、「フィリピン語を教えるフィリピ

ン女性は大変少なく、日本語か英語を教えて」いる ( ゴー/チョン, 前掲書,

25) 。

・これらの疎外が日本社会・日本語社会の問題として考えられることはま

れで、「疎外する側」によって「日本語が上手にできないからだ」という

「疎外される側」の問題にすりかえられる (同上, 29)。

岡/李が言うように、「日本語ができない」という問題を「日本語を学習する側の立

10文字の差別性に関しては、田中克彦 (たなかかつひこ) (1993) を、漢字とジェンダーに関する議論につ
いては、土屋礼子 (つちやれいこ) (1998) を参照。また、日本における地方自治体の言語サービスについて
は、大学英語教育学会言語政策研究会 (2000)『日本の地方自治体における言語サービスに関する研究』が
くわしい。ここでその内容にふみこむことはしないが、地方自治体の言語サービスに関して、日本語・英語
による情報とそれ以外言語による情報にどのような相違があるかなど、興味深い資料を提供している。
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場から権力とか社会的な構造の中で考えていくというのはなかなかなかった」(221)と

いう点でこのインタービューは大きな意味をもつ。そして、つぎに引用する、チョン

ヨンヘ「フェミニズムのなかのレイシズム」で批判されているように、このような言

語による疎外が、これまでの日本のフェミニズムや「言語とジェンダー研究」のなか

で議論されることはまれであった。

日本の政策は原則的に mono-culturalism であり、日本語を母語としない
（特に母語が英語でもない）人々には情報も非常にかぎられており、自己決定

権を奪った上、強い孤立感と劣等感を与えている。– 中略–「日本人」フェ

ミニズムが拠って立っている基盤＝「日本人」がもつ特権構造－戸籍法・

国籍法・国籍条項などの諸制度と、日本語・日本文化至上主義－そのもの

を正面から打破しようとする動きは、「日本人」フェミニズムの中にはほ

とんどみられない (チョン,1997,96) 11。

先にとりあげたインタビューでかたられているような「○○語ができないことによ

る疎外」やチョンがあげている日本社会の問題は、複数の言語（話者）が存在する場

面で生じている。よって、中村が用いる「英語研究」や「日本語研究」のような＜一つ

の言語＞を対象とした「○○語研究」という研究方法ではみえてこない。しかし、こ

こで問題化されていることは、「言語差別」「ジェンダーの支配関係」（その他、職業差

別、人種差別など）がからみあっている以上、当然「言語とジェンダー研究」でとりあ

げられるべき課題であろう。さらに、これらは、日本語社会における言語エリートに

つきつけられている課題でもある。これまでの「言語とジェンダー研究」では「男支

配」をうったえてきた研究者も、ここでは差別する側として、社会的強者として、疎

外する側として、「権力資源としての言語」という問題に対峙することをせまられてい

るのである。

おわりに

「＜女＞の経験をかたることばがない」ことへの不満からうまれたであろうこの「言

語とジェンダー研究」という分野においても、本稿でみてきたような「言語的不平等」

が無批判に維持されている状況がおおくみられる。

この言語問題を、研究対象としてどのようにあつかうかは非常にむずかしく、具体

的な「分析」「成果」にむすびつけるためには時間がかかることは想像にかたくない。

しかし、このような言語問題にたいしてどのような態度をとるのか、自分たちの「言

語行為」は眼前にある「言語差別」「言語不平等」を維持していることにはならないの

かなど、まずは、「言語とジェンダー研究」の中でとられている言語に対する態度につ

いて批判的にふりかえることからでもはじめられるだろう。

この意味で、本稿の冒頭であげた中村の研究姿勢 (引用 1)における「ジェンダー」と

11「日本語を母語としない（特に母語が英語でもない）人々には情報も非常にかぎられて」いるという表
現で、「日本人」がもつ特権構造を打破しようとしないフェミニズムを批判するチョンヨンヘ自身も、この
論稿では、「 mono-culturalism 」など英語をそのままつかい、英語をしらない者に排他的である。
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いう語を「言語」におきかえて、「言語とジェンダー研究」の今後の課題としたい。す

なわち、

言語の支配関係やその社会で常識となっている言語観が言語行動に与える

影響も考慮することが求められる。そのような言語観を持つ社会において、

研究結果が言語的不平等の正当化に利用される可能性に対しても責任を問

われる。

のである。
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言語は自然現象か
-言語権の根拠を問う-

木村　護郎 †

はじめに

最近、言語的な平等を基本的人権の一つとしてとらえる言語権が注目されるように

なったが、言語権の前提となっているのが、諸言語の話し手の間に差別が存在すると

いうことだ（言語権研究会 1999: 8-11）。言語権はだれがどこでも好きな言語を使ってよ

いという権利ではなく、ある言語の話者に対して差別があるとみなされる場合に問題

になるのである。しかし言語差別の特徴や範囲について議論が十分になされていると

はいいがたい。いや、言語差別の存在すら、多くの場合認識されていない。言語差別

の存在形態を認識することなく、「人類のかけがえのない遺産」としての「危機言語」

保護の観点から言語権を論じるとしたら奇妙なことだ。人権としての言語権の対象と

なるのは言語ではなく人間である以上、なんらかの実体視された「言語」の価値では

なく、人間がさまざまな言語間の格差ゆえに被る不平等こそが言語権の根拠になるは

ずだ1。

本稿では、言語権の根拠を問う作業の一環として、言語と差別の間に考えられるさ

まざまな接点のうち、差別としての言語間の階層構造について考察する。はじめに、

言語間の階層構造を言語差別の一種として提起する。次に、その階層構造が差別とし

て認識されにくい理由およびそれへの対処について考察する。その際、とりわけ社会

言語学の役割に焦点をあてる。そして最後に言語間格差による差別の是正のためのい

くつかの方向性を示す。言語間階層をめぐる問題群の概略を整理することで、言語差

別にとりくむための基礎的な問題提起をするのが本稿の目的である。

1.差別構造としての言語間の階層

ブルデューは言語コミュニケーションが言語的な力関係の中で行われることについ

て次のように述べている。

　「[言語的]力関係は状況を超えた関係であり、状況のなかでしか捉えられ

ない相互作用の諸関係には還元することができません。(…) 社会的関係の

†きむら ごろう／名古屋生まれ／一橋大学大学院博士後期課程・日本学術振興会特別研究員／言語社会
学、ソルブ学
主要著書・論文:『ことばへの権利』（共編、三元社、1999）、「言語の復活と再活性化－ マン語とケルノウ

語の場合」『ことばと社会』2号 (共著、三元社、1999年)、「差異の継承と発展－カトリック・ソルブの祈祷・
聖歌集における『民族色』の形成」『一橋論叢』（2000年 3月）、「ある少数言語の社会史断章 － カトリック
教会の言語イデオロギーとソルブ語」『西洋近現代史研究会会報』14 号 (2000 年）、「ケルノウ語復興運動
における言語活動の段階に関する考察」『ことばと人間』3号（横浜「言語と人間」研究会、2001年）、「少
数言語からみたエスペラントの可能性」『地球時代のコミュニケーション』(堺エスペラント会、2001 年)。
電子郵便:glm9707@srv.cc.hit-u.ac.jp
1言語権に関する入門書（言語権研究会 1999）の題が「ことばの権利」ではなく「ことばへの権利」で

ある理由はそこにある。
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相互作用論的記述は、それ自体としてはまことに興味深いのですが、この

相互作用関係が一つの帝国のなかの帝国でしかないということを忘れてし

まうと、危険なものになってしまいます。つまり、二者間で、主人と召し

使いの間、二人の同僚の間、あるいはフランス語を話す同僚とドイツ語を

話す同僚との間で起っていること、こうした二者関係が、彼らに対応する

言葉の間の客観的関係、これらの言葉を話す集団間の客観的関係によって

いつも支配されているということを忘れるならば、危険だということです。

ドイツ語を話す一人のスイス人がフランス語を話す一人のスイス人と話し

ているとき、話をしているのはドイツ語を話すスイス人集団とフランス語

を話すスイス人集団なのです。」(ブルデュー 1991: 161-162；なお、本稿にお

ける引用文の強調はすべて木村による)

「言葉の間の客観的な関係」として第一に挙げられるのが、「国際語」の筆頭として

の英語から話者の多いいくつかの大言語を経て、各国の公用語、地域言語、そして話

者を失いつつあるいわゆる「危機に瀕した言語」に至る諸言語の社会的機能の格差で

ある。本稿の課題にとって重要なことは、多くの場合、言語の大小が上下関係として

構造化され、幾重もの階層構造 (ヒエラルキー)をなしているということだ。すなわち、

異なる言語の間で優先される言語が階層的に決まってくるのだ。たとえば、日本語人

と英語人が話すときはしばしば英語を話すのが当然とされ、言語的に努力すべきは弱

い方の言語を話す日本語人である。逆に、韓国に行く日本人は日本語を使えることに

疑問を感じないことが多い。

このような現象を個々人の態度の問題とするのは問題をぼかしてしまう。ここには

行政や学校教育の中にも浸透している構造的な階層化があるとみるのが妥当である。

一方には生まれながらの言語的な特権を持つ人々が存在し、他方では母語話者より低

い言語能力を得るためにでも多大な時間や費用を投資しなければならない人々、また

さらには母語を捨てることを事実上余儀なくされる人々がいる。差別構造を、人と人

を固定的な上下関係におくことと定義すると、常に強い言語の話し手が有利になり、

得をするような言語間の階層化は弱小言語の話し手にとって言語的な差別といえる2。

2.しかし言語間の階層構造は問題にならない

ところが、上述のような不平等は随所に存在するにもかかわらず、言語間の差別構

造は社会的にとりくむべき課題としては認識されないことが多かった。社会の中の言

語を扱う社会言語学においても同様である。社会言語学の対象となる主題を幅広く示

したAmmon et.al. 1987-1988においては、個人の言語能力における階級差の問題など
は含まれるものの、言語間格差の差別的編成を扱う項目はなく、「(言語)差別」や「(言

2「言語差別」は単に「言説」の内容の問題ではない。たとえば、国際語としての英語における英語中心
ないし英米中心主義的な言説の問題にとりくむことは重要であるが、それをもって言語のヒエラルキーにお
ける英語ヘゲモニーを打破したことにはならない。言語差別を言説の問題とのみ考える人は言語差別で何が
問題になっているか、理解していない。「いかにみずからのヘゲモニー性に自己否定的な西欧言説といえど
も、それが西欧言語で媒介されているかぎり、その言説はヘゲモニー性を脱却できていないといえるのでは
ないか」(大石 1997: 112)
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語的)不平等」という項目は索引にすら存在しない。

では、なぜ構造的な言語差別は問題視されにくいのだろうか。

2.1 言語的不平等はみえにくい

まず、文化的な差別一般について不平等が認識されにくいことがあげられよう。宮

島は次のように述べる。

文化もまぎれもなく資源なのであり、社会的な機能をもつ。(…) けれども、
文化的資源の不均等については、これに対する人々の態度にも一つの特徴

がある。それは、この資源の偏在に直接に怒りや抗議が向けられることは

稀だという点である。それらはよりみえにくく、しばしば経済的不平等や

政治的不平等の背後に隠されているのみならず、当人の能力、才能あるい

は努力などによって享有が正当化されることが多いからである。(宮島 1999:

16-)

このことは言語についても（いっそう）妥当する。言語は学習によって身につけること

ができるため、大言語の知識の欠如は本人の能力、努力の問題とされる。また大言語

を学ぶことは、その言語を学ぶことによって得られる利益によって正当化される。あ

る言語の話者は生まれながらにその恩恵に与るのに、別の言語の話者はその恩恵に与

るために時間的・金銭的な投資をしなければならないということの不平等性や、階層

の下位にある言語の話者が上位の言語を学ぶという言語学習の恒常的な一方通行の非

対等性は気づかれないことが多い。

2.2 不平等が認識されてもそれが差別として問題視されない
2.2.1 言語を「自然」視する一般的言語観

しかし、より根本的な、またおそらくより言語に特有の問題は、不平等が認識され

ても差別として問題視されないことだろう。その背景には言語現象（の変化・持続）を

「自然」視する言語観の浸透があると考えられる。いわば、天気の変動に対して影響を

及ぼすことができないため、天気について地域的な「不平等」があってもとりくむべ

き課題としての「天気差別」が存在しないのと同様、言語も、いかんともしがたい「自

然」な現象とされる。よって、言語差別をいうのは天気差別をいうのとおなじくらい

不可解なのだ。あるいは、言語は所与の条件とみなされるため、言語資源の偏在の不

平等を訴えるのは、鉱物資源の偏在（たとえば日本に石油がほとんど出ないこと）に文句

を言うのとおなじくらい野暮なこととなる。

このような言語「自然」観は通常、あえて明示化されることはまれであるが3、ここ

では、このような言語観がとりわけはっきりあらわれる例として、より広く通じる言

語への同化が進む少数言語をめぐる言説をあげよう。

3言語の自然視は、言語への明確な政策的介入がなされるときなどに、そのような言語政策への異論とし
て表層に現われてくることがある。木村 1998 参照。
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フィッシュマンは、少数言語の復興をめざす「逆行的言語取り替え」(RLS=Reversing

Language Shift)について次のように述べている。

「才覚のある素人や、他のことに関しては才覚のある社会科学者の多くに

とってそれ [ＲＬＳ]は「不自然」、すなわち「自然」と想定される何らかの

歴史的な出来事や社会的変化の「明らか」な方向性に逆らうこととみなさ

れる4」

すなわち、少数言語の消滅は自然で、それに対して何かをしようとするのは不自然だ

という考え方が広くみられるというのである。このことは、少数言語の社会的研究を

行ってきた筆者の実感でもある。筆者が近年かかわりを持ってきたドイツ東部のスラ

ヴ系の少数言語ソルブ語をめぐる記述 ─ まさにフィッシュマンのいう「才覚のある素

人」や、大学・研究所に勤める「他のことに関しては才覚のある」社会科学者によっ

て書かれた啓蒙書や研究論文　─ では、常套句のように、「自然な同化」ということ

ばがあらわれる5。

「これはより大きなエスニック集団による民族的少数者の自然な同化の

過程である」

「新しい生活状況によって、ソルブ人の自然な同化がはじまった」

「同化は自然な範囲に収まっている」

「[ドイツ民主共和国時代、]ソルブの自然な同化傾向 [の存在]は疑われたこ

4”it [RLS] (...) strikes many intelligent layman and otherwise intelligent social scientists as
’unnatural’, i.e. as counter to some supposedly ’natural’ drift of historical events or the ’obvious’
direction of social change.” (Fishman 1991: 382) こと言語に関して、意図的な変革を否定的にみる態度
がみられることについて田中は「言語に関するかぎり、他のところでは極めて急進的な思想の持ち主が、こ
こでは極めて反革命的な立場をとることがしばしば見られ」ると指摘している (田中 1993: 180)。

5それぞれ原文および出典は次のとおりである。
“Es ist dies der laufende Prozess der natürlichen Assimilierung einer nationalen Minder-

heit durch die größere ethnische Gruppe.” (T.Malinkowa (1988): Zur Veränderung der nationalen
Struktur in der Kirchgemeinde Gröditz in den Jahren von 1881 bis 1940, in: Lětopis B 35, 58-84,
76)

“Die natürliche Assimiltation der sorbischen Bevölkerung hatte durch die neuen
Lebensverhältnisse begonnen.” (M.Norberg (1992): Niedersorbisch im Gottesdienst in Vergangen-
heit und Gegenwart, in: Slovo 42, Uppsala, 61)

“Asimilacija dźerži so z tym w přirodnych hranicach” (L. Ela(1992a): Kak je mjez mÃlodymi na
wsach?, in: Rozhlad 39, 65-68, 67)

“Tendenzen der natürlichen Assimilation von Sorben nie in Frage gestellt wurden” (L. Elle
(1992b): Sorbische Kultur und ihre Rezipienten, Bautzen, 19)

“natürlicher Sprachassimilatorischer Druck”(I. Keller: Zu einigen Momenten des Wandels
in sorbischen Dorfern, in: Lětopis 42(1995) Sonderheft. Minderheiten - Rechte und Realitäten,
63-67, 64)

,,natürliche Assimilation, vor allem durch Heirat”(M.Norberg (1996): Sprachwechselprozes in
der Niederlausitz (Acta Universitatis Upsaliensis), Uppsala, 86)

“přirodnu rěčnu asimilaciju, předewšem přez měšane mandźelstwa”(I.Keller(1998): Serbska
rěč w serbskich a narodnje měšanych swójbach, in: Rozhlad 48, 263-267, 264; Faska (red.) (1998):
Serbšćina, Opole: Uniwersytet Opolski, 91 にほぼ同文が再録)

“die heute von der Minderheitenforschung längst anerkannte These der natürlichen Assimila-
tion kleiner Volker” (E. Pech(1998): Die Sorbenpolitik der DDR von den Anfängen bis zu Ende
der sechziger Jahre, (Dissertation, Freie Universität Berlin), 55. 筆者が著者にこの「自然な同化とい
う命題」の内実を聞いたところ、明確な答えが得られなかった。なお、そのことが原因かは不明であるが、
後にこの博士論文が出版されたとき (Pech (1999): Die Sorbenpolitik der DDR 1949-1970, Bautzen)
この個所は削除されていた。
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とがなかった」

「自然な言語同化圧力」

「結婚による自然な同化」

「とりわけ混合婚による自然な言語同化」

「少数者研究において今日認められて久しい、自然な同化という命題」

以下の例からうかがえるように、「自然な同化」という概念はしばしば、言語の禁止な

どの力づくの（人為的な）同化と対比させて想定されている6。

「こうして [ヴィティヒェナウ市では]今世紀初頭には、力づくの、また自然な同化

が既に恐ろしいほど進展していた」

「言語の話される地域は力づくのドイツ化と自然な同化 によって縮小し

ていった」

また、以上は、研究者の文であるが、政府関係者からも、「自然な」、ないし「自発的

な」同化が語られている。旧ドイツ民主共和国のソルブ政策を説明する文章では、「マ

ルクス・レーニン主義者は決して自然で自発的な同化に反対するのではない」とある。

ドイツ統一後、ソルブ政策の主要な担い手は国レベルから州レベルに変わったが、ソ

ルブ語地域の南部が属するザクセン州政府の報告書には「自然な同化の影響の進展に

伴い」というくだりがあり、北部のブランデンブルグ州政府高官はソルブの民族組織

の創立記念式典の演説で「保証された権利が見過ごされ、周囲への自発的な同化の道

が選ばれるならば、憲法の補助金も憲法の条項も助けることはできない」と述べてい

る7。

このように、フィッシュマンの指摘は筆者の研究地域にも容易に当てはまるのであ

るが8、言語の禁止など明白な抑圧がない場合の同化を「自然」な現象とする安易な言

説は他の少数言語においても多々見られるのではないだろうか9。さまざまな少数言語
6,,So kam es, daß[in Wittichenau] zu Beginn unseres Jahrhunderts die gewaltsame wie

natürliche Eindeutschung bereits besorgniserregend war.”　 (R.Kilank (1985)[unveröffentlicht]
: Zur Lage der katholischen Sorben im 20. Jahrhundert (Anlage eines Briefes an Bischof Meißner
anläßlich seiner Ernennung zum Vorsitzenden der berliner Bischofskonferenz, Oktober 1985), 3)

“Rěčny teritorij (...) pomjenšowaše přez namocnu germanizaciju a přirodnu asimi-
laciju”(T.Malinkowa(1998): Narodne wuwiće ewangelskich Serbow w Sakskej w zašÃlym poÃldra
lětstotku, in: Rozhlad 48, 254-258, 254)

7“Die Marxisten-Leninisten widersetzen sich also keineswegs einer natürlichen, freiwilli-
gen Assimilation” (K.J.Schiller (1985): Die zwei Tendenzen des Sozialismus in den nationalen
Beziehungen der Sorben, SRLEZG, 33)

“Durch die zunehmenden Einflüße der natürlichen Assimilation” (Bericht der sächsischen
Staatsregierung zur Lage des sorbischen Volkes 1997, 45)

“Aber kein Fördergeld und kein Artikel der Verfassung kann helfen, wenn gewährte und verbriefte
Rechte übersehen werden und der Weg der freiwilligen Assimilation an die Umgebung vorgezo-
gen wird.” (Ansprache von Hinrich Enderlein, Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur im
Land Brandenburg, zur Festveranstaltung zum 80. Jahrestag der Gründung der Domowina, 10.-11.
Oktober 1992, in: Domowina Information 1/93, Anlage 12)

8ソルブ語の場合、第二次世界大戦後、政府によって保護政策がとられ、明確な政治的抑圧がなかったた
め、衰退を「自然」視する論説が特に多いと考えられる。

9マーハも次のように述べている。「言語は死ぬ。そしてこれは 自然な過程である。移民、仕事、結婚。
多くの要因 [がある。]」(”Languages die and this is a natural process. Migration, work, marriage.
Lots of factors”)(John C. Maher: Society, Linguistics and the Person, NHK 教育テレビ「英会話上
級」1997.7.30)。
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話者・研究者の指摘をまちたい。

言語状況を自然現象と見る言語観は、少数言語について同様、国際コミュニケーショ

ンなど、より大きな現象についてもみられる。英語公用語化を提唱する船橋洋一は、

「英語はボトム・アップの国際語として受け入れられた。大衆から、下か

ら、自然発生的に、実用的に使われ、「国際語」、さらには「世界語」へと

進化してきた。」（船橋 2000: 92）

と書いている。

そして国際コミュニケーションにおける言語階層の存在は言外の自明の前提とされ

ることが多い。英語に関する日本の議論をみると、大方は、小学校からの英語教育導

入や英語公用語論の是非など、国際語としての英語にどう対応するかという論議に終

始し、特定の言語が特権的な地位を得ることによる構造的な不平等は仕方のないこと

とされる。船橋も

「実際、不公平なのです。 / 非英語人は、逆立ちしても英語人にかないま
せん。つねに、相手の土俵で話すことを強いられるのです。不利なことこ

のうえもありません。」(同, 15)

「英語が国際語から世界語へと進化していけば、それは英語を母語とする

人々と英語を国語とする国家にさらに有利な状況をもたらす側面も否定で

きない。」(同, 116)

などと述べるが、このような指摘も、船橋の論旨においては、よりいっそうの英語学

習を促すための奮起剤にほかならない。英語が国際語である以上、コミュニケーショ

ンが成立しない場合の責任は基本的に英語を話さない側にあり、努力しないといけな

いのも非英語話者なのだ10。

2.2.2 「言語自然観」を補強する社会言語学

上述のような、言語状況の推移を自然現象とみなすナイーブな言語観に対して、社

会現象として言語を位置づける社会言語学は、言語における人為性をもその枠内で扱

かってきた。しかし事実上、社会言語学も、言語の自然視を支え、間接的に補強して

きた面があるのではないだろうか。

言語への人為的な介入は社会言語学において、とりわけ言語計画論の分野で扱われ

てきた。この数十年の間の言語計画論のめざましい発展は、言語事象への意図的な介

入は不可能ないし不必要であるといった主張を論駁するのに大きく貢献した。しかし

一般的な言語計画のパラダイムにおいては、言語計画的な行為は特別な活動として日

10その点、英米などの英語母語話者の規範を相対化することをめざす国際英語論は注目に値する重要な議
論であるが、国際英語論は英語を話す場合の不平等を是正する試みであり、それ自体、英語を頂点とする言
語間の階層性の不平等を問うものではない。他の言語の存在を一切考えない平等観をおしすすめると、松本
の次のような「名言」にたどりつく。「人種、性別、年齢、派閥、信条にかかわらず、人はすべからず̇ [ママ]

英語の下に平等でなくてはならない。」(松本 1997: 26) これは、国民すべてが国家語を平等に学ぶことに
のみ平等をみいだす国民国家的平等観の国際版といえよう。



木村「言語は自然現象か」 45

常的な言語活動とは事実上区別される。例えば、これまでの言語計画論の蓄積を概観

した上で言語計画の包括的な理論構築をめざす Kaplan / Baldaufは言語計画を「意
図的」(deliberate)かつ「未来志向」(future oriented)な活動として規定する (Kaplan /

Baldauf 1997: 3)。このように言語計画活動を人間の言語活動全体から切り出すことは

第一義的には研究分野の範囲設定をめざすものであるが、言語計画的な行為とは峻別

される、無意図的かつ即時的な言語行為の存在を前提としている観がある。いわば、

言語が無意図的かつ即時的な流れにまかされるべきではないと判断されたとき、言語

計画が行われるという考え方である。ここでは、言語はあたかも、自然な流れに対し

て必要に応じて「人工的に」制御が行われる河川かのように理解されている。実際、

『言語学大辞典』（河野六郎・亀井孝他編、三省堂）では言語政策を「国家、政党、種々

の圧力団体や報道機関などが言語の自然な発展過程を意識的に変動させようとする行

動」（第 6巻、4251）と定義している。言語使用への意図的な介入をとりあげることを
うたいながらも、意図的な介入を特別な活動として日常的な言語生活から切り離すよ

うな言語計画パラダイムは、知らず知らずのうちに、言語計画を「不自然」とみなす

ところから出発していることになる。意図的な介入などの、言語への人間の働きかけ

を日常的な「普通の」言語活動と関連づける回路をもたない言語計画論は、実のとこ

ろ、言語現象は社会状況をもっぱら反映して自然に移ろっていくとする言語観を間接

的に支えているといえよう11。

3. 構造的言語差別の可視化のために
3.1 「自然」の中身を明らかにする

言語間の階層を差別として問題視するためには、「自然」とされることがらの内実を

明らかにして（人為的な）社会現象として提示しなおすのが前提となる。ベーカーは次

のように述べる。　

「進化論者の言語移行についての主張を見ると、言語の変化というものは自

然な成り行きではないことに気づいていない。つまり、言語の運命は社会

の中の立場の違うグループによって操られた政策や権力基盤などに関わっ

ているのである。」(ベーカー 1996: 56)

また、ザッセは少数言語の消滅について、

「[多様な背景を持つ言語死には]常に共通する要素がひとつある。それは
社会・経済的、また/もしくは社会心理的な圧力現象が存在し、その圧力
が、経済的により弱い、もしくはより少数の言語共同体の構成員に自らの

言語を放棄させるということである。」(Sasse 1992: 14)

と指摘している。少数言語の例にかぎらず、世界的な言語の拡大についても、「英語が

その主導的な地位を市場を操作する投資措置を行うことなく、いわば自然に獲得した
11このように考えると、上述の社会言語学ハンドブック (Ammon et.al) に「言語差別」の項目がないの
は偶然ではなく、暗に「自然な」言語状況を仮定する社会言語学の理論的立場の必然的な帰結とも思われる。
さらに社会言語学の理論的前提を吟味する必要がある。
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などというつもりはない。これは、多国籍企業が自然に発生すると考えるに等しい。」

(クルマス 1993: 97)といえる。

明白な抑圧のない状況を「自然」とみなすのではなく、一見「自然」にみえる言語

現象にどのような権力や圧力が働いているのかをみきわめなければならない。その際、

「自発性」を慎重に扱うことが不可欠である。しばしば、人々が自発的に少数言語から

大言語に乗り換えているのだから、あるいは自発的に英語などの大言語を学んでいる

のだからなにも問題はないとする意見が聞かれるが、糟谷は、「自発的合意があれば、

そこには不平等や支配関係は存在しないという考えは、あまりに素朴な (というより
も頭をつかって考えた形跡がない)見解である」(糟谷 2000: 278)と喝破している。糟

谷が「言語帝国主義」を考えるための主要概念として紹介する「言語ヘゲモニー」の

概念は、強制か自発か、という不毛な二元論を超えて生産的な議論へと抜け出す糸口

を示すといえよう。

3.2 「人為性」は随所に存在する

自然化されて自明視される言語の階層構造の形成と、そこに働く権力過程を明らか

にすることはとりわけ社会言語学の重要課題といえる。そのためには、言語における

「人為性」と正面から向きあう理論的構えが必要となる。ここでは、言語現象を自然化

することなく、「人為性」を言語現象に不可避の構成要素として包括的に組み込む理論

的展望について考えよう12。

3.2.1言語的衛生

一部の言語活動のみを扱う言語計画論の限界をのりこえて、「人為性」を包括的に扱

う新しい展望を開く発想として、第一に、カメロンが打ち出した「言語的衛生」をと

りあげよう。カメロンはこの概念をもって言語を自然のものとみる言語観に対して正

面から異論をとなえる13。カメロンは、多かれ少なかれ大多数の言語共同体において

観察されることをもってある現象を「自然」と呼ぶならば、「人為的な」営みである言

語規範の造成をも「自然」とみなさなければならない、として言語を自然現象のごと

くとらえる言語観を皮肉り、言語変化において意図的な介入を特例視する言語学者を

批判する (ibid., 21)。

そしてカメロンは、「人はただ言語を使用するだけではなく自らが使用する言語につ

いて注釈を加えるものだ」と主張する。そして、言語を「改良」したり「純化」しよ

うとする言語実践を「言語的衛生」と名づけ、「母音が音韻体系にとって根本的な要素

であるのと同様に」言語的衛生は言語活動の根本的な要素なのではないかと問題提起

している (ibid., 1)。言語的衛生の研究は、「[言語変化を]自然視することによってあれ
これの変化がなぜ発生するかをわからなくしてしまう傾向に対する有効な修正」(ibid.,

21-)とされる。言語的衛生の研究の目的は第一に言語実践における言語的衛生を記録

12本章の以下の部分は Kimura (im Druck) に基づいている。
13Cameron 1995. 言語の自然視については特に 5, 18-23, 215-。
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し、第二に行為者及びその行為が起きる周囲にとってのその言語的衛生の意味を理解

することとされる (ibid., 30)。

「言語的衛生」の考え方が興味深いのは、単に言語に対する価値意識を扱おうとし

ているからではない。言語が価値判断の対象となるのは社会言語学にとってはすでに

常識に属する。カメロンの発想の新しいところは意図的かつ積極的な介入を日常的な

言語活動の本質的な構成要素としていることだ。カメロンは、自著で取り上げている、

よいスタイル、学校文法、「政治的な正しさ」、また効果的なコミュニケーションのた

めのトレーニングに関する言語的衛生は「特殊で、日常的なメタ言語学的な実践とは

かけ離れているようにみえるかもしれないが、[日常的な言語実践と]同じ基盤に立って

いる」(ibid., 2)というのだ。著書の終章では、テレビ映画の「スタートレック」に出

てくる宇宙人の言語として言語学者によって考案され、現実世界でもスタートレック・

ファンなどの間に一定数の「話し手 / 学習者」を獲得しているクリンゴン語まで、ま
ともにとりあげるべき例として挙げられている (ibid., 216-)。しかしここにおいて重要

なのは、このような「特異な」現象の社会的な要因を明らかにすることを提唱してい

ること自体ではないだろう。むしろ、クリンゴン語の学習者たちが聖書のクリンゴン

語訳に関して諸派に分かれて争うというような一見珍妙な事態が私たち自身の言語活

動とどう異なるのかという問いが突きつけられることがこの問題提起の核心なのだ (私

たちはだれでも程度の差はあれ同じことをしているのではないのか)。カメロンにいわせると

「私たちはみな言語的衛生の実践者なのだ」(ibid., 9)。こうして、上述の、言語を自然

視する言語観も言語についての「事実」を述べるものではなく、言語的衛生の一つに

すぎないということになる (ibid., 22)。

この刺激的な観点において、言語への意図的な介入は特殊例ではなく通例として位

置づけられ、議論の中心に移される。しかしこの観点にも限界がある。カメロンはあ

らゆる言語活動に言語的衛生の可能性を見出すのだが (ibid., 9)、実際の研究対象の範

囲は事実上、明示的なメタ言語的行為に限っている14。つまり、言語的衛生は、ある

言語形態に対して肯定的または否定的に反応することを主眼とする言語行為をとりあ

げる。しかしそれほど直接的に価値判断を吐露しないものの、依然として意識性を含

むような日常生活の大部分の言語活動は蚊帳の外におかれたままなのだ。

3.2.2 言語管理

「言語的衛生」より広い範囲の言語活動をすくい上げようとする理論的枠組みとし

て、ネウストプニーらによって提唱されている「言語管理」を挙げることができる15。

このアプローチは従来の言語計画パラダイムに対する直接のアンチテーゼといえる。

イェルヌドによれば、その違いは「言語管理モデルは言語問題が人間の言語使用から、

すなわち談話から生まれるさまを説明しようとするのに対してフィッシュマンらの定

14英語圏における言語的衛生としては例えば正書法改革や方言保持、人工語 [ママ] などの運動にかかわ
ること、非-性差別的な言語の指針作成やそのような指針への反対、また級友のなまりをまねして笑い者に
する児童があげられている (ibid., 9)。

15カメロンは著書で「言語管理」について「「言語計画」より広い概念であって、多くの点で私自身の「言
語的衛生」と扱う対象が似ている」と述べている (Cameron, 27)。
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義するところの言語計画は政府のような [政策]決定者を自明の出発点にしている」こ
とにある (Jernudd 1993: 133)。すなわち言語管理は考察の順序をひっくりかえし、上

からの政策決定ではなく具体的な状況における具体的な言語活動の観察からはじめる

のだ。「言語問題」という概念も「抽象的なカテゴリーではなく、具体的な人間が具体

的な談話の中で経験すること」として再定義される (ネウストプニー 1995: 77)。

言語管理の理論ではプロセスが大きな位置をしめる。言語管理のプロセスは無限に

異なるのではなく、特定のパラダイムをとおって展開していくとされる (ネウストプニー

2000: 8)。言語管理プロセスの基本的な枠組みにおいては、規範からの逸脱の気づきに

よってはじまる「言語問題」は以下のように進展する (ネウストプニー 1995: 70-, 78; 同

1997: 30-; 同 2000: 7)。

1. 逸脱がある
2. それが留意される
3. 留意された逸脱が評価される
4. 評価された逸脱の調整のための手続きが選ばれる
5. その手続きが実施される

　このようなプロセスによって、個人から政府までさまざまなレベルの言語管理が記

述されることになる。「言語計画」として扱われるような言語への計画的な介入や「言

語的衛生」の例として挙げられる「政治的に正しい言葉づかい」の言説のみならず、こ

れらの枠組みではむしろ周辺的な扱いとなりやすい日常会話のなかの語彙や言い回し

の選択も言語管理の広範な理論的枠組みに難なくおさまる (Jernudd: 140参照)。

本稿の議論にとって重要なことは、上記のモデルが示すとおり、言語問題が生じる

状況において意識的な介入が想定されるということだ。イェルヌドは、「個人が言語の

特定の特徴に、少なくとも談話過程における短期記憶として、注意を払うことなくし

て、人々が言語特徴の使用を変えることはないだろう」(Jernudd: 134)と述べる。言語

への人間の介入はこうして言語的日常の中に位置づけられる。

しかしこの理論モデルは具体的な状況において分析をはじめることをうたいつつも

プロセスにおいて一定の規範を前提にしてしまっていると批判されることがある。山

田が指摘するように、このモデルは、当事者が具体的な状況以前に存在する規範を共

有していることを暗黙の前提にしているかのようだ。これに対して山田はエスノメソ

ドロジーの観点から、具体的な状況の前に「普遍的な規範」は存在しないと論じ (山田

1999: 63)、個々の状況における規範の構築を理論的な枠組みに組み込むことを提言す

る。こうして分析は真に状況から出発できるのだ。

具体的な状況における規範の (再)構築ないし修正の十分な考慮は言語管理理論の歓
迎すべき発展方向を示している。だが、山田が主張するような状況還元主義では、な

ぜ異なった状況においてしばしば共通の規範が生み出されるのかを説明できない。ま

さに山田が問題にしようとする「常識に基づいて暗黙の裡に、ある一定の行為の可能

性を強制していくような「権力」現象」(同上 65)の重みが十分に捉えられないのでは

ないのだろうか。たとえば山田は、家族が食事に行く場所を決める場面において母親
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が口火をきったことを父親が「問題」とみなして異議申し立てをする会話例をあげ、

「ここで父親が問題として認識することの背後にある「規範」は、この家族に固有の

「規範」とはいえないだろうか？つまりそれは、この家族の中では父親がつねに主導権

を発揮すべきだという規範である」（同上 68）と述べる。だがこのような父親の発話

を「この家族に固有の「規範」」といえるかは大いに疑問である。この会話例では父親

の異議申立ては家族に軽くいなされてしまうのだが、そのように権威のない父親があ

えて主導権をとることを自分の役割とみなすように仕向ける、状況を超えた規範が背

後に厳然する可能性を疑ってみるべきだろう。「夫唱婦随」（という成句があるほどだか

ら！）の規範を安易にこの家族、あるいはこの父親の問題としてしまうことは、本稿冒

頭で引用したブルデューの言葉をかりるならば「帝国の中の帝国」に拘泥することに

ほかならない16。さらに、そもそもミクロな場において何が「言語問題」として認識

されるかということにも、その具体的な状況をこえた権力作用が働くのではないだろ

うか。その意味では、ミクロな場面において問題としてあらわれないため言語管理理

論の分析対象となる「言語問題」からはもれてしまう発話の方が、問われるべき「問

題」となる。マクロな領域における規範の存在を、その具体的な状況 (ミクロな領域)に

おける意味とともに把握する概念が求められる。

3.2.3 言語イデオロギー

ミクロとマクロの領域をつなぎうる概念として (Woolard 1998: 27; Gal 1998: 318)「言

語イデオロギー」が注目を集めている。ウーラードによるとこの概念は言語に関する

イデオロギーを他のイデオロギーと切り離そうとするものではなく言語現象において

「イデオロギーの次元が不可避的に持つ意味」(Woolard, 4)に注意を喚起することをね

らっている。

言語イデオロギーは、基本的には「知覚された構造や使用を合理化したり正当化す

るものとして使用者が表現する、言語に関する一連の信念」17と定義され、「社会的な

世界において言語と人間の交差を明示的または暗示的に形成」し、「社会的な諸形態と

言語形態をつなぐ要素」として理解される (Woolard, 3)。

この概念を打ち立てる意義は言語現象の成立を状況ごとの相互交渉や個々人のコミュ

ニケーション戦略に還元するのでもなく、社会構造に完全に依存させるのでもないと

ころにある。「言語的なイデオロギーはそれらが由来する社会経験の機械的な反映では

なく」(ibid., 22)、人間の言語経験が独自のダイナミズムを持って構造化されたものと

いえる。すなわち、何が規範とされ、何が具体的な状況で (言語管理理論でいう意味での)

「言語問題」と認識されるかに影響を及ぼすのが言語イデオロギーということになる。

ただし、この術語を生産的な概念として受け入れるためにはなおいくつかの論点を

16もちろん、この父親の発話を単に男性優位という社会規範の反映とみなすことも安易にすぎよう。ミク
ロな視点とマクロな視点の功罪については Tollefson 1991 の議論、とりわけ 22-42 参照。

17“sets of beliefs about language articulated by the users as a rationalisation or justification of
perceived structure and use.” (Silverstein 1979: 193) 言語イデオロギーのさまざまな定義については
Woolard 1998 参照。
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つめておく必要がある。第一に、イデオロギーと「真実」の関係がある18。一つの傾向

は、イデオロギーを、事実把握をさまたげる「虚偽意識」ととらえることである。イデ

オロギーはこの場合、明らかに否定的な意味合いを持って使われている。他方、イデ

オロギーに対する中立的な態度がある。それによると全ての「真実」はイデオロギー

によって構築されている。このイデオロギー理解によるとイデオロギーは「人間の行

為に必然的に内在する前提」(Silverstein 1998: 124)ということになる。人為性を包括

的に理論化する方向性を探るという我々の目的からすると、― 上述の言語自然観にし

ろ大幅な介入を是とする言語運動の言語観にしろ ― 特定の言語態度をはじめから「真

実」ないし「虚偽」と仮定しない後者のイデオロギー理解をとるのが妥当だろう。

第二に、言語イデオロギーをどこにみいだすかという問題がある。イデオロギーと

は明示的に表現されたものなのか、それとも言語行為に暗示的に埋め込まれているも

のなのか。実際は、どちらか一方というよりは、漸次的な明示性があると考えた方が

よいだろう。このことは、言語イデオロギーに関する論文集の各論文のさまざまな焦

点のあて方からも浮かび上がってくる19。とすると、イデオロギーはテキストからも

具体的な状況からも抽出されうることになる。その際、重要なのは、イデオロギーを

構造化された (これはイデオロギーが内的な矛盾をはらまないということではない)、ある程

度持続的な独自の次元として、個々の言語活動とは分けることだろう。還元すると、

個々の状況にも社会構造にも還元されない要素を探すことが決め手となる。

3.2.4 理論的展望と課題

以上のことから、「言語的衛生」は意図的な介入を中心的に扱うという利点を持つも

のの、包括的な理論形成に関しては「言語管理」の方が広い視野を持っているといえ

よう。しかし各レベルの言語管理が行われる個々の状況はそれぞれ言語イデオロギー

との関連で捉えられる必要がある。

このような展望に立つと、理論化の進展にとって次のような課題が生じる。第一に

イデオロギーの生成が問われなければならない。イデオロギーはいかにして構造化さ

れ、社会的な事実をなすに至るのか。第二に、特定のイデオロギーがいかにして権力

性を獲得し、個々の状況に制限的あるいは誘導的に働くかを問う必要がある。これら

の問いは具体的な研究をとおしてはじめて答えられるであろう20。

4.言語差別の是正のために

前章では、言語差別を可視化する前提として、言語の「自然性」を問うことの必要

性およびそのための社会言語学における理論的展望について考察した。では、言語の

18Woolard, 7-参照。Woolard はこの論点に関する態度を「根本的な知的な分かれ目」と呼んでいる。
19Woolard の序言参照 (9-). 論文集の各論文に対してコメントしている Silverstein や Gal はいずれも、
イデオロギーを明示的でも暗示的でもありうると理解しているようだ (Silverstein, 136; Gal, 319)。

20筆者は、ドイツ東部のソルブ語地域における日常的な言語使用過程の参与観察によって、一見「自然に」
衰退しているかに見える (2.2.1 参照) ソルブ語の使用/不使用に係わる言語イデオロギーに関する研究を進
めているところである。
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階層性を差別として認識した場合、どのように対処することが考えられるのか。国家

などの制度レベルのマクロな場合と、私たちの日常生活のミクロな場面のそれぞれに

ついて基本的な考え方を検討してみたい。

4.1 不利益に対する補正措置

マクロレベルにおける差別の是正の一つの柱は、特定言語の話者の特権を小さくし

ていくことだ。だがこれは必ずしも常に全ての言語に同等の地位を与えるということ

ではないだろう。国家や国際機関などがなんらかの言語を公用語ないし作業語として

採用する場合を考えよう。特定の言語が選択されることは、その言語を話す人とそれ

以外の人の間に不平等が生じることを意味する。このような特定言語の制度的な優先

は自然現象ではなく、人為的なものである以上、補正措置をとることが可能である。

石山は言語権の観点から次のように述べている。

「多数者の言語が公用語になっていることについて、「これは当然のこと

で、マイノリティが公用語を身につけなければ不利益を受けるのは止むを

得ない」と考えられるかもしれないが、これは誤りであり、むしろ逆に、

多数者は自らの言語を公用語として使わせてもらっているのであり、マイ

ノリティの不利益には埋め合わせが必要なのである。」(石山 2000: 16)

よって、たとえば国連などにおいて、「現在の状況を前提にすれば、例えば英語、フラ

ンス語、スペイン語などを国内の公用語としている国は、こうした国際機関における

コスト負担を相対的に多く負わなければならないであろう。」(同上, 19)ということに

なる。

アモンも欧州連合の作業語について同様の提案をして、EUの作業語を [英語など幾

つかに]選ぶ場合、その作業語を国内においても常用している国が言語サービス費用を

払う可能性について提起している21。

公用語の制定などで利益を受ける人々はその利益にみあう負担を負うべきであると

いう考え方だ。大言語の優位による不平等を仕方のないこととみなす一般的言語観か

らすると、根本的な発想の転換であるといえよう。このように、言語の平等の原則を、

不利益の補正の原則によって補完していくことが考えられる。

具体的にどの程度各言語（変種）に平等な地位を与えるかは場合ごとに判断されるし

かない。だが大切なことは、諸言語が社会的に不平等な階層構造をなしていることで

はなく、さまざまな言語の話し手が平等な権利を持つことこそ、自明の前提にすべき

ということだ。

21ベルリンの国際会議場で行われた第二回ニトベ・シンポジウム「地球化と言語的多様性」(世界エスペ
ラント協会主催) でのウルリヒ・アモンの発言 (1999.8.2)。
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4.2 批判的語学力に向けて

言語現象を自然視しない見方はまた、言語の階層性が（天気や鉱物資源のように）所与

の実体として人間の活動の外に存在するのではなく、言語使用者の実践の中で日々再

生産されていることを明らかにするだろう。構造的な言語差別の担い手は私たち一人

一人なのだ。たとえば、少数言語はただ話者が少ないから使用の場が限られるのでは

ない。ソルブ語の場合、「十人でソルブ語を話していて一人ドイツ人がその場に加わる

と [ソルブ語話者がお互いに話すときも]みなドイツ語に切り替える」ということがことわ

ざのように言われる。これは、単にコミュニケーション上の要請によるものではなく、

ドイツ人の、ソルブ語使用に対する否定的態度によるところが大きい22。また、国際

コミュニケーションにおける英語話者の優位は、英語が大言語であるという客観的な

事実の直接の結果ではなく、不公正なコミュニケーション実践を進んで受け入れる非

英語話者の態度によるところが大きい。

少数言語についても、国際コミュニケーションについても、言語差別を支えている

のは多くの場合、異言語コミュニケーションにおいてはより強い言語を使用するのが

当然だという言語イデオロギーである。最後に、このあまりにも支配的な言語イデオ

ロギーにあえて疑義をさしはさむ論者を二人紹介しよう。

一人はトーヴェ・スクットナブ＝カンガスである。言語権の主要な唱導者である彼

女は、国際コミュニケーションの問題に主に責任があるのは英語などの大言語の話し

手だと主張する。なぜならば、もっとも他者の言語を学ばないのは彼らだからだ。し

かしそれ以外の人々はそのつけを払うことを受け入れている。このような状況に対し

てスクットナブ＝カンガスは、大言語話者の単一言語性に対する「非寛容キャンペー

ン」を行うことを提案する23。

一言語しか話さない大言語話者に対してとるべき「倫理的」態度について、よりラ

ジカルな見解を示すのがヘルマー・フランクである。彼は「コミュニケーション倫理」

と題した冊子 (Frank 1990)において「コミュニケーション進歩の優先格率」(Maxime

vom Vorrang des Kommunikationsfortschrittes)を提唱している。これは、「汝の意志の

格率が常に一般的な法制の原則とみなせるよう行為せよ」(Handle so, dass die Maxime

deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.)

というカントの定言的命令のコミュニケーションへの応用として定義される。たとえ

ばドイツに来たアメリカ人にいきなり英語でバス乗り場を聞かれたとき、当然のごと

く英語で答えることはその場のコミュニケーションの成立にとっては望ましいかもし

れないが、それが一般的な原則になってしまうとコミュニケーションの進歩を妨げる

22Ratajczak 1999: 117-118 参照。ソルブ語使用に対する態度が、当人のソルブ文化との関わりと対応
していることについて、ソルブ語地域のドイツ人へのアンケート調査を行ったエレは次のような興味深い結
果を報告している。すなわち、ドイツ人のいるところでソルブ語を話すことを非礼と感じると答えたのは、
ソルブの文化行事に参加しないドイツ人の場合 40.6%にのぼるが、ソルブ文化に多少関わりをもつドイツ
人の場合は 28.5%、ソルブ文化に積極的に参加するドイツ人の場合は８%であった（Elle 1992: 92-）。

23“stop being tolerant of the monolingualism of linguistic-majority populations in the big dom-
inant countries. They are the ones who cause much of the costs - but we pay, because so far we
have agreed to learning their languages in order for communication to work (...) start a zero-
tolerance campaign where we stop both monolingual reductionism and the ”diffusion of English”
paradigm”(Skutnabb-Kangas 1998: 147-)



木村「言語は自然現象か」 53

ことになる。なぜならば、不平等が固定化されるからだ。フランクは次のように論じ

る。コミュニケーションの進歩、すなわちすべての言語の話者を尊重するコミュニケー

ションのためには、「すぐに理解される言語で返答する能力を常に使用することを不親

切にも控えることが適切である24」。こうして、フランクにとっては、しばしば不親切

さこそが倫理的なのである。彼は、コミュニケーションの進歩の方が個別の事例にお

けるコミュニケーションの成立 (たとえばドイツに来たアメリカ人がバスに間に合うこと)に

優先するとさえいう。

これらの両者の論は極論ないし実現不可能な暴論に思えるかもしれない。だが、不

平等の存在を所与の事実とせず、日常的な言語コミュニケーションを大状況における

不平等の再生産と結びつける発想は一考に値するのではないだろうか。たとえば従来

の言語教育は、さまざまな社会状況において適切な発話をすることを学習目標として

きた。しかし、言語権を尊重する言語教育においては、ある状況において適切とされ

る発話―たとえば少数言語話者が多数言語話者のいるところでは常に多数言語を使用

すること―がどのような権力関係によるもので、どのような言語的階層性を再生産す

るものであるかを批判的に捉える能力を身につけることも重要な課題となってくるだ

ろう。単に社会的に適切とされる発話をする「語学力」ではなく、言語差別に敏感な、

いわば「批判的語学力」を身につけることが異言語コミュニケーションにおける言語

差別の是正への道になると考える。かつて言語教育が、文法重視の教育からコミュニ

ケーション能力を重視する方向へ広がったように、今後は、コミュニケーション能力

を個々の状況をこえた社会的文脈に位置づけていくことが課題といえよう。
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24“ist [es] angemessen, unhöflich darauf zu verzichten, die vorhandene Fähigkeit zur Antwort in
einer sofort verstandenen Sprache ständig zu benutzen.”(Frank, 15)
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朝鮮語「近代化」論をめぐって

三ッ井　崇 †

はじめに

近代日本と植民地との関係を言語面からとらえる研究が、近年よく目立つ。「社会言

語学」的問題関心に導かれた言語論は、いまでは歴史学などの他領域においても注目

されるほどになった。筆者の対象とする朝鮮について例を挙げると、1999年 10月に
「植民地朝鮮と日本の帝国支配」をテーマにうたった朝鮮史研究会第 36回大会では、
法制史、社会史などに並んで言語問題が主要な報告の一つを占めている。歴史学の観

点から見たとき、このような現象は言語問題の重要性を強く認識させるものとして存

在したであろうし、現に存在している。近年の「国民国家論」の隆盛によって、「言語」

の意味が歴史上で問われる機会が増えたというのがその背景として存在しているにち

がいない。もっとも、歴史学で「言語」が問題になりはじめたのが、最近だと言うわ

けではない。スターリンの『言語学におけるマルクス主義について』が日本に紹介さ

れるや、石母田正が、民族の一要素としての言語が階級区分を超えた形で存在すると

いう点に注目し、それまでの歴史学のあり方を批判したのは、周知のとおりである1。

近年の歴史学もまた、言語論を一部に含む「国民国家論」によって、そのあり方を批

判されていることを考えると、言語論の隆盛は、歴史学に方法論的再考を迫る動きと

してもとらえることができるだろう。

しかし、一方で、われわれは言語論そのものへの批判的視角を持つ必要があることは

言うまでもない。それは、研究姿勢に対する一般論として言えることでもあるだろう。

本稿は、植民地期朝鮮における朝鮮語問題について、いわゆる朝鮮語の「近代化」に

ついて言及した従来の研究を批判的に検証し、植民地期の朝鮮語問題（＝「朝鮮語論」）

を扱ううえでの方法論めいたものを提示することを目的としている。さっそく、検証

を始めることにしよう。

１．「朝鮮語抹殺」論の意味と限界

まずは、社会言語学者イ・ヨンスクの次の言辞に注目したい。

日本が植民地下の朝鮮で行った言語的支配は、一般に「朝鮮語抹殺政策」あ

るいは「民族語抹殺政策」と呼ばれている。それは、日本の植民地支配がい
†みつい　たかし／ 1974 年福井県生まれ／一橋大学大学院博士後期課程／言語政治史・言語思想史（日

本・朝鮮）専攻
主要論文：「「満鮮史」と朝鮮語学─白鳥庫吉の朝鮮語系統論をめぐる言語系統論と歴史観の問題について

─」『人民の歴史学』第 138号、1999 年、「日本語朝鮮語同系論の政治性をめぐる諸様相─金沢庄三郎の言
語思想と朝鮮支配イデオロギーとの連動性に関する一考察─」『朝鮮史研究会論文集』第 37 集、1999 年、
「朝鮮総督府「諺文綴字法」の歴史的意味─審議過程の分析を通して─」『一橋研究』第 25巻第 1号、2000
年、「政治思想史的言説としての朝鮮語系統論─日本の朝鮮支配との関連で：1910年代─」『日本文化学報』
第 9輯、2000年、「植民地期の朝鮮語問題をどう考えるかについての一試論─朝鮮総督府「諺文綴字法」を
事例として─」『言語と植民地支配』［植民地教育史研究年報 03］皓星社、2000 年、「白鳥庫吉の歴史認識
形成における言語論の位相─朝鮮語系統論と朝鮮史認識をめぐる言説から─」『史潮』新 48 号、2000 年

1石母田正『歴史と民族の発展─歴史学の課題と方法─』東京大学出版会、1952 年、101-143 頁
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かに苛酷であったかということだけでなく、その徹底性を印象づけようと

して、かならず引き合いに出されるおきまりの項目になっている。［……］

それでは、「言語の抹殺」という、これほど困難な課題に挑んだ、かの悪

名高い政策は、いったいどのような内容をそなえ、どのような立法措置に

よって行われたのだろうか、すなわちその政策の内実はいかなるものかと

いう問題になると、それを明らかにした研究はほとんど存在しない。「民

族語抹殺政策」という表現は、この時期を扱う歴史家が、考えなしに使え

る自明で保証つきの紋切型になってしまっており、そのことが言語的支配

の内実に一歩踏み込んだ研究を展開させる道を閉ざしている2。

朝鮮語の「抹殺」とは、戦後において、植民地期の言語状況を言いあらわすものと

して展開されてきた言説である。そして、それは朝鮮人の母語ではない日本語が「国

語」として強制され、母語である朝鮮語が、公的地位から、あるときには日常生活に

いたるまで、言語使用の範囲の喪失を余儀なくされていく過程を言いあらわすものと

して近年まで把握されてきた。この言辞が、イの指摘する「歴史家」のみならず朝鮮

研究に携わる者にとって、今日まで支配的であったのは、それがかつての植民地支配

に対する反省を促す最も大きな材料の一つとして考えられていたからでもあるだろう。

であるにもかかわらず、それが限界を持つと言うのであるなら、当然なぜそうなのか

を問うてみなければならないはずである。この点について、まずは検証してみよう。

日本の朝鮮支配と言語との関係について考える研究者の多くが、おそらく一度は触れ

るであろう文献の一つに、萩原彦三著『日本統治下の朝鮮における朝鮮語教育』（1966

年）という小冊子がある。財団法人友邦協会という団体が発行したものであるが、とく

にこの「まえがき」に̇あ̇た̇る̇部分に、その協会の近藤釼一が執筆した次の記述は、そ

れを目にする研究者にとって、大変衝撃的な内容であった。

終戦後、日本の旧朝鮮統治を批判する言葉の中に「朝鮮語教育の禁止」と

か、「朝鮮語の使用禁止」とかいう言葉が屡々使われている。この言葉は、

多くの場合、その言説の論旨を強めるためとか、それを肯定化するための

一般的な事例として用いられているのであるが、このような重要な意義を

持つ言葉を使用する場合、なぜ、もつと慎重にその事実を確かめてみない

のか。

朝鮮の諺文は［……］、李朝世宗の創製以来五百年、殆んど進歩を見ず、さ

ながら庶民の文字として蔑まれていたもので、これを現代の朝鮮語に完成

させるためには実に、金沢、小倉両博士を主とする日本の学者たちの大き

な貢献があつたのである。これを禁止したなどと言つている人達は、この

事実に触れようともせず、単に南総督以後、戦時非常の際に於ける「国語

（日本語）奨励」の行き過ぎのみを取り上げ、これを以つてさも総督府が朝

鮮語を禁止したかのような印象を一般に与えているが、これは只、事実に

反する禁̇止̇という言葉だけの問題ではない。

2イ・ヨンスク「「同化」とはなにか」『現代思想』vol.24-7、1996 年、151 頁
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問題は多々あるが、特にここではその不真面目な研究態度を指摘して
ママ

置こ

う。私［＝近藤］が調べた範囲では、このような言説を流布している殆ん

どの人達が、日本治下朝鮮の日本語普及率が 20%にも達していなかつた事
実をさえ知らない。この普及率が、総督府の言語政策と多大な関係がある

ことはいう迄もない。そして、このような基礎認識にすら欠けている言葉

によつて肯定されている言説が、いかに曖昧なものであるかという点につ

き、世人の一考を促すゆえんである3。

これがいわゆる朝鮮語「抹殺」否定論であることは、すぐ読みとれるであろう。近藤

のこの言辞とのちに展開される萩原の所論に対して、梶井
のぼる

陟は、それらが「日本の

支配者たちが植民地統治下で朝鮮人から朝鮮語を奪っていった過程に目をふさごうと

したり、さらに進んで当時の朝鮮語抹殺政策を擁護するような発言をしている4」と激

しく糾弾したのであった。その対照性をより明確にするため、それぞれの言辞の内容

をもう少し詳しく見てみよう。

萩原は、冊子の末尾を次のように締めくくった。

［……］国語使用の奨励
ママ

則朝鮮語使用の禁止となるものではなかつた。唯

行政の末端では、国語使用の強制乃至朝鮮語使用の禁止と感じられるよう

な現象の起つたことは、事実であろう。しかし、それは、戦時下の異常な

社会情勢と、万事大勢に迎合する一般民衆の特有の性向に因るものである

ことを、理解しなければならない5。

これに対し、梶井は朝鮮語の「抹殺」の存在を前提とし、

［……］日本語の奨励は朝鮮語の追い出しと表裏一体のものであった。そ

してそれは［……］その言葉によって育くまれる文化、思想など、すべて

のものを皇国臣民化していくためのものであった6。

と真っ向から反発したのである。筆者の立場としては、近藤や萩原らの見解に与する

ことはできないが、賛否を問う以前に、筆者は、それぞれ両極に位置する近藤・萩原、

梶井による両者の語りにある種の疑問を抱かずにはいられない。

筆者は、まず、冒頭の近藤の言辞のなかの「朝鮮の諺文は」に始まる二段落目の記

述に対して不可解さを感じた。なぜなら、近藤は、「朝鮮語教̇育̇」や「使用」の禁止と

いう言辞に対抗する材料として、金沢庄三郎・小倉進平らの「研̇究̇」の存在を挙げて

いるが、これは論理のすりかえでしかないからである。しかも、もっと不可解だった

のは、「日本人にとっての朝鮮語を考える7」ことを大命題としたはずの梶井がこの点

を見過ごしてしまっていることである。それはなぜなのか。これが筆者の抱いた第一

の疑問である。

3萩原彦三『日本統治下の朝鮮における朝鮮語教育』［友邦シリーズ第 3 号］友邦協会、1966 年、1 頁
4梶井陟『朝鮮語を考える』龍溪書舎、1980 年、67 頁
5萩原彦三前掲『日本統治下の朝鮮における朝鮮語教育』、22 頁
6梶井陟前掲『朝鮮語を考える』、61 頁
7同前書、16 頁
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第二の疑問は、「国語使用の奨励
ママ

則朝鮮語使用の禁止となるものではなかつた」という

萩原の言辞に対応させてか、梶井は「日本語の奨励は朝鮮語の追い出しと表裏一体のもの

であった」と述べている点にある。すなわち、これは萩原の言辞に対する反論の提示とし

ての意味は持つが、それを突き崩す有効な方法と言えるのだろうかという疑問である。近

藤・萩原の両名は、朝鮮語教育の法的存在の事例を羅列することで、先のような言辞を

展開するのだが、そこには支̇配̇者̇側̇が̇ど̇の̇よ̇う̇な̇意̇識̇で̇朝̇鮮̇語̇と̇向̇き̇合̇っ̇て̇い̇た̇の̇か̇

という視点が欠如している。梶井は、彼らを「事実上はその禁止と同じ状況に追い込ま

れていった朝鮮民族の憤りや苦しみをどう考えるかという点に関しては、全くふれよ

うとしていない8」と非難するが、その前に指摘すべきであったのはこの点ではなかっ

たか。問題はそれだけではない。実態解明が十分おこなわれていない状況で、梶井は

近藤・萩原への憤慨のあまり、日本語の強制イコール朝鮮語「抹殺」という相即的関

係性を自明の前提としてしまったことが、先に指摘したのと同様、日本人がどのよう

な意識で朝鮮語をどのように処遇したのかという点だけでなく、朝鮮人側がどのよう

な意識でそれに対応しようとしたのかという視野までも遮断してしまっており、結果

的に、近藤・萩原らと同じ誤りを冒してしまうことになった。この点において、梶井

の批判は、同時代における告発の意義を持つとは言え、朝鮮語「抹殺」否定論を瓦解

させるには大きな限界があり、またその限界こそが、「言語的支配の内実に一歩踏み込

んだ研究を展開させる道を閉ざしている」ことの原因となっているのではないかと筆

者は考えるのである9。

近年の言語問題の研究は、こうした朝鮮語「抹殺」論の限界を意識してか、新たな

装いを見せることになった。とくに、筆者が、その限界の理由の一つに挙げた、朝鮮

人側の動きに注目しうる研究の方法論が、おもに社会言語学者たちによって提示され

た。それが、朝鮮語「近代化」論である。

２．朝鮮語「近代化」と「国民国家的言語編制」─その問題点─

（1）朝鮮語の「近代化」とは？

言語の「近代化」とは、大ざっぱに言えば、話しことばにもとづく書きことばの創

出（＝規範化）とその到達点としての民族語（国民語）の形成過程を指し、またそのよ

うな状況を「言語的近代」と呼ぶ。そのモデルは、ヨーロッパにおけるラテン語の追

放と母語の書記言語化の過程にあり、とくに、ゲルマン世界における聖書の翻訳─マ

ルティン・ルターによる─（1522年）やフランスにおけるヴィレール・コトレの勅令

（1539年）といった史実は、前者が言語運動によって、後者が国家権力によって成し遂

げられた「言語的近代」の顕著な例として、よく引き合いに出される。

この「言語的近代」という概念を、朝鮮の場合に最初に適用したのは、おそらくイ

だと思われる10。日本も含めて、東アジアにおけるそれは、ラテン語ではなく漢文の

8同前書、52 頁
9もちろん、梶井によって展開された議論の意味は、同時代的文脈のなかで検討されなければならないこ

とは言うまでもないが、この点については別稿にゆずりたい。
10イ・ヨンスク「朝鮮における言語的近代」『一橋研究』第 12 巻第 2 号、1987 年
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追放が大きなファクターであり、朝鮮の場合、朝鮮文字（ハングル）による書記言語の

創製過程が、もう一方のファクターとして把握される。イはこれらのプロセスの基底

に流れる意識構造を「文字ナショナリズム」と定義した。ここからさらに、イの関心

は、文体という言語内的側面に移り、朝鮮語と日本語の統辞的類似が、日本語から朝

鮮語へという「日本製新漢語」の流入現象を起こし、朝鮮語の文体は日本語の文体に

大きく影響されることになったと説く。それゆえ、朝鮮の「言語的近代」の「推進力」

として日本という要素を挙げる。イの意図は、「近代化」の端緒を追究することにあっ

た。よって、1910年の韓国併合以後のことについては、「近代国家語形成の前提条件
を失った11」とするものの、直接の考察対象とはしていない。

（2）植民地朝鮮と朝鮮語の「近代化」─安田敏朗・石純姫の所論を例に─

ここで、二つの課題が生ずる。一つは、植民地期の朝鮮語をめぐる言語政治史的12諸

事実（ここでは、とくに規範化を中心とした動き）をどう評価するのか。もう一つは、言

語内的要因のみでは運命論的な議論になってしまい、言語外的要因への視野を打ち出

す必要性があるのではないか、ということである。その際、「近代化」概念の解釈や使

用をめぐって、大きな問題にぶつかることになる。

植民地期朝鮮の「言語的近代」を論じたものとして近年注目されるものに、安田敏

朗の一連の著作13と石純姫の論考14がある。

安田は、「近代化」の過程を朝鮮語規範化という共時的側面と歴史的一体性を保証す

る言説の創出という通時的側面の統合体としてとらえ、それを「構築」ということば

であらわし、朝鮮語の「構築」過程において「支配者側」の関与の存在を指摘する。共

時的側面においては、総督府による綴字法制定、辞書編纂などの事実が、通時的側面

においては、金沢庄三郎や小倉進平による朝鮮語史研究の事実が念頭に置かれている。

そして、それを「近代朝鮮語の悲̇劇̇15」と、さらに、従来よく指摘される崔鉉培と山

田孝雄の言語思想の類似性を事例としてとりあげ、日本の言語支配が「い̇び̇つ̇な̇形̇で̇

「言語的近代」を準備してしまった16」と評する。

一方、石純姫は、「近代化」の過程については、イ・ヨンスクの見解と大差はない。

しかし、石の特徴は、植民地期の問題を朝鮮語研究会（朝鮮語学会）の活動やその中心

人物の一人でもあった崔鉉培の思想を軸に叙述した点にあるだろう。そして、植民地

下朝鮮の（言語）ナショナリズムを抑圧と収奪に対抗する「抵抗と解放のナショナリ

11同前論文、93 頁
12ここで言う「言語政治史」とは、言語をめぐる動きとその社会政治的背景とを複眼的にとらえ、前者を
後者との継起的・連鎖的な歴史の流れのなかで実態的に把握しようとするものであり、その実態の分析を通
して帰納的に言語の「政治性」を検証しようとする立場のことを指すものとして筆者は使っている。以下で
この語を用いるときも、また、筆者のそのような研究スタンスを表明したものと理解されたい。

13安田敏朗『帝国日本の言語編制』（世織書房、1997年）、同『「言語」の構築─小倉進平と植民地朝鮮─』
（三元社、1999年）、同『近代日本言語史再考─帝国化する「日本語」と「言語問題」─』（三元社、2000年）

14石純姫「植民地支配下の朝鮮における言語の「近代化」と「ナショナリズム」」『植民地教育史認識を問
う』［植民地教育史研究年報 02］皓星社、1999 年

15安田敏朗前掲『「言語」の構築─小倉進平と植民地朝鮮─』、35 頁
16安田敏朗「「国語」と植民地─帝国日本の言語編制と朝鮮─」朝鮮史研究会第 36 回大会報告レジュメ、

1999 年、11 頁
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ズム17」と規定した。石もまた崔と山田の事例を引き、両者の言語思想の類似性を認

めながらも「それは全く文脈が違うものである18」とする。その「文脈」の違いとは、

支配─被支配というそれぞれが置かれた立場の違いとされ、そのような関係性のなか

で、被支配者側は「「近代化」という局面に歪̇ん̇だ̇か̇た̇ち̇で̇向き合うことになった19」

と評する。

筆者は、これらの研究の「いびつな」、「歪んだ」という形容句に注目したい。全体

の流れからすれば瑣末ではないか、との批判を受けるかもしれないが、決して無視で

きない語句である。なぜなら、安田は主語を支配者側におき、石は主語を被支配者側

に置きながら、朝鮮の「言語的近代」の「不正常性」を指摘しているのであって、そ

れはすなわち、彼らの「言語的近代」に対する価値評価ともなっているからである。

こうした議論の背景として、近年、歴史学をはじめ広い領域にわたって注目されて

いる「国民国家論」の存在を指摘しておかねばならない。きわめて単純化して言えば、

「一国民＝一言語＝一文化」を基調とする「国民国家的言語編制」のなかに植民地の言

語状況は取りこまれ、さらには日本の大陸への膨張に伴い、それを中核とした「帝国

的言語編制」が築かれていくという論理である20。その代表的論者こそが安田である

が、彼によって、植民地における「国語」による「包摂」と被支配民族言語の「排除」

という論理的枠組みが提示されることになった。安田によれば、朝鮮も「国民国家的

言語編制」に組み込まれ、朝鮮語は「排除」されていく対象として描かれる。そして、

朝鮮人による「構築」が「排除」される一方で、支配者側が朝鮮語の「構築」にかか

わるという状況をどう把握するかという問題がここで生じたのである。安田が、「いび

つ」ないし「悲劇」と評価したのはこの点だったのである。

そもそも、「言語的近代」とは、「日常の母語にもとづく話しことばと書きことばと

の間に、大きな断絶が解消され、日常生活のレベルから最高度の国家的行政に至るま

での、言語文化の全領域をおおう母語、あるいは俗語（vernacular）の使用が貫徹され

てい21」る状態である。言うまでもなく、ネーションがその「近代化」の担い手とし

て想定されており、それゆえ国民国家形成過程を把握する際において有効性を発揮す

ることになった。イが分析対象とした時期も─言語内的問題はともかくとして─、朝

鮮人の側から自主的に「近代化」を志向する動きがあらわれたという点で、「言語的近

代」を準拠枠とすることに何ら問題は生じなかった。

ところが、朝鮮が植民地化され、朝鮮人が名実ともに国家形成を主導する民族たり

えなくなった時点で大きな問題が生じた。なぜなら、朝鮮語が「日常生活のレベルか

ら最高度の国家的行政に至るまでの、言語文化の全領域をおおう」状態を朝鮮人自ら

の手で作り出すことは不可能になったからである。おそらく、イが韓国併合以後の状

況を直接の考察対象にしなかった理由は、この点にあっただろう。さらには、そこに

支配者側からの朝鮮語「近代化」に対するアプローチが働くことで、「言語的近代」の

解釈をより一層困難にさせた。安田はそれを朝鮮語の「生殺与奪の権を支配権力が握

17石純姫前掲「植民地支配下の朝鮮における言語の「近代化」と「ナショナリズム」」、122 頁
18同前論文、124 頁
19同前論文、117 頁
20安田敏朗前掲『帝国日本の言語編制』、4 頁
21イ・ヨンスク前掲「朝鮮における言語的近代」、81 頁
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る」「言語管理22」、あるいは「いびつさ」という評価に解消することで、石は支配者

側と被支配者側との「文脈」の違いを強調することで、解決しようとしたのである。

両者に共通しているのは、支配者側と被支配者側との没交渉性／無関係性を対立的に

強調する点であり、そのことによって、「言語的近代」という概念が持つ、ネーション

を母体とした「近代化」の準拠枠を堅持しようとしたのであった。つまり、理想的な

「近代（化）」像を想定し、そのモデルにはずれる植民地期の言語状況を「いびつさ」

や「歪み」によって告発し、日本の支配の「収奪」としての側面を強調することになっ

たのである。

ここで想起されるのは、おもに朝鮮社会経済史で展開されている、いわゆる「植民

地近代化論争」についてである。より正確に言えば、植民地期におこなわれた「近代

的改革」を通して形成された社会経済構造（資本主義化）が 60年代以降の韓国の経済
発展の前提であるととらえる考え方（経済発展論）と、民族国家（＝ネーション・ステー

ト）の形成を前提とし、植民地期の社会があるべき「近代化」とははずれたものであ

るとする考え方（収奪論）との対立である。前者においては、植民地期と解放後との社

会経済分野における連続面が、後者においては、同様に断絶面が強調される。並木真

人が、この両者の議論を「朝鮮人の「近代化」志向に対して、植民地権力が如何に対

処したのかという問題を巡り、両者は分岐する」ものの、「近代」に対する研究者の強

い憧憬を背景としているものとまとめているが23、この論争によってあらわれる「近

代（化）」像をめぐる問題は、現在おこなわれている朝鮮語「近代化」論のありように

も通ずるところがある。

しかし、これらの研究が、必ずしも歴史的実態を精密に把握したうえでのものでな

いことは、近年、植民地朝鮮における言語状況に焦点をあてた実証研究が進むにつれ

て明らかになっている。次章では、朝鮮語規範化の政治的文脈に関する筆者の研究を

題材にして、この点について考えてみたい。

３．実証研究とのズレ─朝鮮総督府「諺文綴字法」をめぐる動きから─

筆者は、これまで、朝鮮総督府の朝鮮語規範化（とくに「諺文綴字法」の規定）に関す

る経緯や総督府側の意図、そして朝鮮人側の反応について調べてきた24。この事例は、

支配者側が朝鮮語に対してとった言語政策的事実の一環であり、植民地朝鮮という空

間において、ある時期においては、支配者側と被支配者側との相互規定関係をさえ示

し、大変興味深い。

朝鮮総督府「諺文綴字法」（以下、総督府綴字法）は、厳密には、「普通学校用諺文綴

字法」（1912年／以下、第一回綴字法）、「普通学校用諺文綴字法大要」（1921年／以下、

22安田敏朗前掲『帝国日本の言語編制』、165 頁
23並木真人「植民地期朝鮮政治・社会史研究に関する試論」『朝鮮文化研究』第 6 号、1999 年、113 頁。
筆者の能力の限界もあるので、深入りは避けたいが、この論争をめぐる「近代（化）」の問題は、言語問題
を扱う者にとっても決して対岸の火事ではない。

24三ッ井崇「朝鮮総督府「諺文綴字法」制定および改正の過程と意図に関する一考察」（『不老町だより』
第 4 号、1999 年）、同「朝鮮総督府「諺文綴字法」の歴史的意味─審議過程の分析を通して─」（『一橋研
究』第 25巻第 1号、2000年）、同「植民地期の朝鮮語問題をどう考えるかについての一試論─朝鮮総督府
「諺文綴字法」を事例にして─」（『言語と植民地支配』［植民地教育史研究年報 03］晧星社、2000 年）
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第二回綴字法）、「諺文綴字法」（1930年／以下、第三回綴字法）と制定／改正されていっ

たが、総督府側にとっての一義的な目的は、朝鮮語教科書編纂時の綴字法統一にあっ

た。しかし、各回綴字法の性格は、意図・通用範囲・社会的位置づけの変化にともなっ

て、変化をしていくことになり、単に教科書編纂という教育史的事実の枠内では把握

不可能になっていった。とくに、第二回綴字法以降は、日本人官吏に対する朝鮮語奨

励政策のような他の政策や「文化政治」下における朝鮮人研究者の朝鮮語研究といっ

た社会的動向との間で相互規定関係を見せるにいたった。とくに後者の場合、朝鮮語

規範化問題により敏感であった朝鮮人研究者は、厳しい監視の目を注ぎ、第三回綴字

法の審議に自ら積極的に関与していったのである。それは、彼らの多くが現職教員で

もあり、朝鮮人児童・生徒に対する朝鮮語教育の実践的課題に直面していたことと決

して無関係ではない。その代表的研究者集団である朝鮮語研究会（朝鮮語学会）は、審

議の場さえも言語運動の実践の場とし、自らの主張を綴字法規定に大幅に反映させる

ことになる。と同時に、朝鮮語研究会は、言語運動の主導権を握ることになり、1931
年に朝鮮語学会と改称後も民族紙／誌、文学者、教職関係者などの大きな支持を得る

ことになる。こうした動きに対抗する形で、それまで啓明倶楽部という社交団体を中

心として活動してきた朴勝彬が朝鮮語学研究会を組織、朝鮮語学会の綴字法案に対す

る反対運動を繰り広げていくことになる。つまり、総督府綴字法、とくに第三回綴字

法の制定は 1930年代以降に本格化する朝鮮人の言語運動の展開のあり方をも規定して
いくことになったのである。もっとも、総督府側の意図は、教科書だけでなく社会一

般の朝鮮語綴字法まで自ら主導して決定しようとするものであり、支配者側と被支配

者側とでは思惑が異なった。それを帝国日本の言語支配の構造の一端であると把握す

るなら、安田や石が一方的に打ち出した「対立」的視角とは、ずいぶん異なる様相を

呈することになろう。この際、支配者側と被支配者側との交渉的事実の「文脈」を読

み解くのに必要な作業は、「いびつさ」や「歪み」を感傷的に強調することではなく、

「場」を共有した異なる行動主体の意識構造である。朝鮮語「近代化」論は、この視野

を欠く点において不十分さを克服しえず、朝鮮語「抹殺」論と同様の限界を持つもの

と指摘せざるを得ない25。

25さて、ここで、イ・ヨンスクが先の「抹殺」論批判のあと、「けれども、日本の支配政策の側にも原因が
ある」として、「日本が行ったのは、言語「政策」ではなく、政策以前のたんなる言語「暴力」であったと
言う方が真相に近いかもしれない」と評したことに注目したい（イ・ヨンスク前掲「「同化」とはなにか」、
151頁）。この言辞が問題となるのは、「抹殺」論を「言語的支配の内実に一歩踏み込んだ研究を展開させる
道を閉ざしている」と批判しながら、その「内実」がまだ明らかでないうちに「政策以前のたんなる言語
「暴力」であった」との評価を下してしまうことによって、イメージを先行させ、「言語的支配の内実に一歩
踏み込んだ研究を展開させる道を閉ざして」しまうことになり、その意味で、イが指摘する「抹殺」論と同
様の問題点を抱えてしまうからである。イが「言語政策」として想定しているのは、引用文からもわかると
おり、「民族語抹殺政策」＝「ヨーロッパ諸国で行われたこともあるこの種の政策の具体例」＝「一貫した原
理原則のもとに熟慮された立法措置とか、あるいはそれにもとづいて立てられた一連の作戦」である。その
具体的ありように比して、近代日本の対植民地言語政策が、立法面において「未整備」であり、政策の「不
完全性」を強調するところにイの真意はあった。しかし、それを「政策以前の言語「暴力」」と評するとき、
「完全な」政策、すなわち立法面で「整備」された「言語政策」は暴力的でないと言えるのか、という疑問
はどうしてもついてまわるだろう。ヨーロッパ諸国の言語政策を「モデル」に、それとはずれた施策を政策
でないと言い切る論法は、「あるべき言語政策」像にもとづいた演繹的な視点に支えられている。それゆえ、
植民地における実際の施策や社会動向に対する視野を欠如させてしまう。つまり、先に見た安田や石の論理
構造と同様の問題点を抱えてしまうことになるのである。
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むすびにかえて

従来、ともすれば価値肯定的なイメージを喚起しがちだった「近代」ということば

を、支配者側の行為にあてはめようとすれば、それが植民地支配施恵論に滑り込むと

の批判もあることは事実である。しかし一方で、価値否定的な「近代」を見つけ出そ

うとする動きもあれば、植民地的なあり方そのものがまさに「近代」であるとする考

え方もある。まさに、「近代」をめぐるとらえ方は一様でない。この点について、容易

に解答を出すことは筆者の能力を超えているが、朝鮮の「言語的近代」が、想定され

たモデル─ヨーロッパ的「言語的近代」─を基準に測られるとしても、その際、歴史

の現場とどの程度整合性を持つのかという検証作業は必要なはずである。なぜなら、

実態を反映しない理論枠は無意味だからである。

植民地朝鮮における言語支配の構造を明らかにするためには、先にも触れたとおり、

日本は、どのように朝鮮語を処遇しようとし、それに対して朝鮮人側はどのように対

応したかが問われなければならない。支配者と被支配者の関係は、公的権力を前者が

握っていることを考えれば、決して対等な力関係にあるとは言えない。しかも、植民

地という空間は、その力関係の影響下にあって、両者間が没交渉的に存在するという

ことはきわめて難しい。現今のわれわれの生活を考えてみてもわかるとおり、歴史は

「さまざまの個別史実が相互に関連し合った連鎖・複合関係として展開する26」もので

ある。植民地朝鮮においてもまさにそうであり、先に掲げた総督府綴字法をめぐる動

態は、その「連鎖・複合関係」を如実にあらわしている。そして、その展開過程にお

いては、さまざまな行動主体の意識が介在するのであって、その意味で、歴史過程は

自明で自然の過程ではなく、人為的なものであると言わねばならない。まさにわれわ

れがなすべきは、なぜそのような歴史過程が出来するにいたったのかを問い、その人

為性を解くことを通して、同時代における社会構造とそれを支えた意識を把握・指摘

することではないだろうか。筆者も一「朝鮮語論」者としてこの点を深く自省しなけ

ればならないと考えている。

（付記）

本研究は、財団法人松下国際財団研究助成（2000年度前期／テーマ：「朝鮮語をめ

ぐる政治、文化、思想的状況から見た近代朝鮮社会の構造についての分析」）によ

る研究成果の一部である。

26永原慶二『「自由主義史観」批判─自国史認識について考える─』［岩波ブックレット No.505］岩波書
店、3 頁



言語の多様性を否認する議論
台湾で小林よしのり『台湾論』を読む ∗

冨田　哲 †

はじめに

2000年 11月、小林よしのり著『新ゴーマニズム宣言 SPECIAL 台湾論』(以下、『台

湾論』)が東京の小学館より出版された。ここには、同社の隔週誌『SAPIO』に小林が
描いている「新ゴーマニズム宣言」のうち、2000年 6月から 10月にかけて連載され
たもの、および新たに描き下ろされたものが収録されている。また、これらの漫画に

加えて、巻末には「言葉とアイデンティティー」と題する自身のあとがきもある。

この『台湾論』は、12月初頭までの時点で約 24万部の売り上げがあったとのことで
あり1、インターネットサイト上にも同書に関するさまざまな意見が寄せられている2。

『SAPIO』の連載や 1998年に刊行された『新ゴーマニズム宣言 SPECIAL 戦争論』な
どを通して、彼はかなり多くの読者の心をつかんでいるようであり、今回の『台湾論』

の刊行は、日本統治期および今日の台湾についての研究にたずさわっている一人とし

て、決して見過ごすことができないものであると感じる。なお、同書の刊行には台湾

のマスコミも一定の関心を示し、12月末を中心にいくつかの報道が見られた3 。2月
初めには台北の前衛出版社より、中文翻訳版である『台湾論－新傲骨精神』も刊行さ

れたが、「従軍慰安婦」についての記述など同書の内容や、内務省が発表した小林本人

に対する入国禁止措置 (その後解除)、さらには小林を支持し同書にも登場している大統

領府国策顧問金美齢の言動などをめぐり、台湾では現在 (2001年 3月中旬)に至るまで、

この問題がきわめて政治的な文脈で語られ続けている。

本稿は、『淡江日本論叢』第 10輯 (淡江大学日本語文学系・日本研究所編)に掲載予定の

拙稿「多様な記憶、多様な言語－台湾で小林よしのり『台湾論』を読む」のうち、言

語問題に関する記述を再構成したものである。『台湾論』のあとがきの表題にも見られ

るように、言語とアイデンティティーの関わりは同書において主要なテーマの一つに

位置づけられている。以下、『台湾論』からの引用はページ数のみを示す。また、『台

湾論』刊行後に発売された『SAPIO』2001年 1月 10日号に掲載されている「新ゴー

∗本稿は、『台湾教育史研究会通訊』第 13 期、台北:台湾教育史研究会、2001 年、に掲載された同一題
名の論文とほぼ同じ内容のものだが、同会の承諾を得て本誌に転載した。

†とみた　あきら／ 1969 年生まれ／台湾・淡江大学日本語文学系／社会言語学・日本語教育学
主要論文:「日本統治時代初期台湾における日本語研究－国語教授研究会および小川尚義の研究について－」

『日本語教育』99 号 (日本語教育学会、1998 年)、「日本統治時代初期の台湾総督府による「台湾語」の創
出」『国際開発研究フォーラム』11 号 (名古屋大学大学院国際開発研究科、1999 年)、「統治者が被統治者
の言語を学ぶということ －日本統治初期台湾での台湾語学習－」『植民地教育史研究年報』3 号 (皓星社、
2000 年)
電子郵便 : lihotomita@hotmail.com
1『SAPIO』2001 年 1 月 10 日号、東京:小学館、18-19 頁
2筆者が目にしたものは以下の通り (2001 年 2 月 11 日現在)。

http://messages.yahoo.co.jp/index.html（Yahoo!掲示板。カテゴリ:台湾、「台湾論」について、同:世界
史、小林よしのり「台湾論」、同:軍事、小林よしのり【臺灣論】）
http://www2.tok2.com/home/bengar2001/minibbs/memo.cgi（臺灣論発売記念 1 行掲示板）

32001 年 1 月 1 日付の『中国時報』6、14 面には、小林への単独インタビューが掲載されている。

http://messages.yahoo.co.jp/index.html
http://www2.tok2.com/home/bengar2001/minibbs/memo.cgi
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マニズム宣言第 132章 李登輝学校で学ぶ」の内容も、『台湾論』と一連のものと見な
して参考にした。なお本稿は、漫画というメディアのテクスト分析を行おうとするも

のではなく、引用はせりふや説明文に限ることをご了解願いたい。また、『台湾論』の

漫画中のせりふや説明文には、基本的に句読点が用いられていないが、便宜上、本稿

では句読点を付す。

1 「ばらばら」な言語社会

まず、いくつかの引用をご覧いただきたい。

高砂族の 9部族は言語がばらばらだったので、日本統治時代の日本語が共
通語となって意思の疎通が図られるようになった。(81頁)

50年で台湾の児童就学率は 92.5%に達し、日本語は、言葉もバラバラな先
住民や移住民間の共通語となった。(139頁)

＜ミンナン語4の表記法をめぐる議論を聞きながら＞

日本語、北京語、共に本来自分たちの言語ではない。それらは文字のない

社会の中では共通言語として役割も果たしてきた。(189頁)

先住系台湾人5 ／漢民族それぞれの間で、さらには台湾全土で、日本統治時代以前に

は言語が「ばらばら」だったのが、統治後になって初めて日本語という共通語を台湾

の人々が獲得することになった、というのが『台湾論』の認識である。もっとも、統治

時代以前にもすでに、ミンナン人と接触する機会の多い客家人や先住系台湾人がミン

ナン語を使っていたようだし6 、そもそも言語が通じない者どうしが頻繁に接触する

ようになれば、当事者の間で自然と「超民族語7」が選択されるであろうから、何も日

本語が「ばらばら」な状態の解消に貢献したなどと強調する必要もないと思うが、少

なくとも日本語が異言語話者の間で広く使われたことだけは間違いない。ただここで、

小林が「ばらばら」な状況に対してマイナスイメージを抱き、台湾人が超民族的に言

語を共有できるという事態を望ましい状況としてとらえていることを確認しておこう。

言語が通じない者どうしの共通語と言うと、単なるコミュニケーションの手段といっ

た道具的な響きを伴うが、日本語がそのような存在ではなかったことは言うまでもな

い。『台湾論』に登場する日本語世代が過ごした日本統治時代末期においてはなおさら

である。もちろん、小林自身もそれを十分に承知している。

＜ある日本語世代の話＞

台湾は数百年もの間 3 つの言葉が入り乱れていた。しかし、日本によって

4漢字表記では、「ミン」は門がまえの中に虫、「ナン」は南である。前者は、中国大陸福建地方の簡称。
5この呼称に関しては、戴国輝 (2000)『台湾近百年史的曲折路－「寧静革命」的来龍去脈』台北:南天書

局、「総序」を参照。
6Douglas,Carstairs(1873), Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of

Amoy, London:Trubner & Co.;reprint,Taipei : SMC Publishing Inc.,1990 、610 頁、および野田岳陽
(1900)「広東語」『台湾土語叢誌』6 号、台北:博文堂、69 頁

7ルイ=ジャン・カルヴェ(1996)『超民族語』林正寛訳、東京:白水社 28-33 頁
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やっと 1 つの言葉を得た。そして、日本は台湾に「アイデンティティー」
という概念と「戦争」というロマンを持ち込んだ。我々はそんなこと考え

たことなかったから熱狂した。我々は夢中になったんだ。(263頁)

もちろん彼らは家庭ではミンナン語で親密に話してはいるのであろうが、

そもそも当時言葉も種族もばらばらだった台湾に住む人々に「我々」とい

う一体感、「国民」というアイデンティティーを芽生えさせたのは日本で

あった。台湾の本省人の祖父にとっては、その時代の重大な歴史的意義が

日本語という言葉に封じ込められている。(279頁)

二つ目の引用は、あとがきからのものである。ここで小林が主張したいのは、「「言

葉も種族もばらばらだった台湾に住む人々」には「我々」「国民」という一体感が必要

だったのであり、その一体感は日本統治時代になって初めてもたらされたものである。

日本統治が終わって 50年以上を経た今日でも、「元日本人」が流暢にあやつる日本語
に、あるいはミンナン語の日本語起源の語に、日本統治の「重大な歴史的意義」が凝

縮されている」ということであろう。そうであるとすれば、もはやことばが通じない

者どうしの共通語というレベルにはとどまり得ない。上に引用した日本語世代も同様

に、日本語の到来によって、あるべき統一的な言語社会が台湾にもたらされたという

立場に立ち、「我々」のアイデンティティーの確立を論じている。ここで、やや時代は

さかのぼるが、日本統治開始直後の、ある日本人の次のような認識を挙げておくこと

も無意味ではないだろう。

国家ノ統一ハ民心ノ統一ニ基因シ民心ノ統一ハ言語ノ統一ニ胚胎ス我日本

ノ国家組織ガ千古堅牢ナル体面ヲ保チ得ルト支那ノ国家組織ガ動モスレバ

危険至極ノ恐レアル所以ノ者ハ其因種アルベシト雖モ要スルニ彼我民心ノ

統一不統一ニ職由スルモノニシテ彼我民心ノ統一不統一ハ抑モ亦言語ノ統

一不統一ニ帰着セズンバアラズ (中略)抑モ旧台湾ノ情勢タルヤ久シク支那
姑息政策ノ下ニ在リテ各個割拠ノ形ヲ成シ族ノ粤族ト南蛮ノ北蛮ト一山ヲ

隔テ一河ヲ踰ユレハ則チ言語ヲ異ニシテ彼我相通セズ風気開発ノ阻碍何ヲ

以テ之ニ加ヘン既ニ言語ノ統一ヲ欠ク何ゾ人心ノ統一ヲ欠クヲ怪マン既ニ

民心ノ統一ヲ欠ク何ゾ国家ノ統一ヲ欠クヲ怪マンヤ由来台湾ノ一孤島ガ終

年徒ラニ騒擾シテ動モスレハ国家ノ煩累ヲ醸スコト其因実ニ此ニ在リト謂

ハザルベカラズ8

2 北京語＝中国の言語

母語ではない言語の学習は、「一人一人の口の形を酷使する経験」である9 。日本語

も北京語も、多くの台湾人の「口」に強大な力を加えながら、台湾における共通語と

しての地位を占めるに至ったと言える。もちろんそれぞれの話者によって、「酷使」の

経験は実に多様である。統治終了直後には、みずからの「母の言語」より日本語の方

8佐々木安五郎 (1899)「台湾土語叢誌発行祝辞」『台湾土語叢誌』1 号、台北:博文堂、3-4 頁
9丸川哲史 (2000)『台湾、ポストコロニアルの身体』東京:青土社、19 頁
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を自在にあやつることができたという者にとっては、「母の言語」や北京語の使用が彼

女／彼の「口」をより「酷使」したであろうし10、今日、家庭内でも家庭外でも北京語

の使用が主で、もっとも気疲れせずに話したり書いたりすることができる言語は北京

語だと感じている者にとっては、たとえばミンナン語の使用は、相対的に言って「酷

使」の程度が大きいであろう。話者が自覚する母語と共通語が一致することも当然あ

り得るし、言語状況を語る際によく使われる「本省人＝台湾語、外省人＝北京語」と

いう図式で説明がつくほど台湾の言語社会は単純ではない。

小林は、今日の台湾社会において北京語が共通語としての役割を果たしていること

を認めている。台湾での通用性ということに関して言えば、おそらく統治末期の日本

語よりはるかに広範囲に通じ、それぞれの話者のアイデンティティー形成に大きな影

響を与え続けているであろう北京語に対して、彼はどのような見方をしているのだろ

うか。

彼は日本語のときと同様、北京語の場合にも、共通語としての機能を超えたところ

で解釈を行おうとしているように思える。ただし、そこに見出される意義は日本語の

それとは正反対である。

台湾の場合、言葉を断絶させたのは日本だけではない。国民党もまた、北

京語と歴史教育という手段で、台湾の世代を分断したのである。(中略)北

京語は、残念ながらその祖父の世代に、「我々」は「中国人」というアイデ

ンティティーを芽生えさせ、育むだけの魅力を示すことができないまま、

ただ彼らの孫の世代に有無を言わせず公用語として浸透していった。台湾

人にとって歴史は二段階にわたって分断されたのである。(279-280頁、中略

したのは第 1節で引用した部分)

台北には外省人が多い。北京語が蔓延している。外省人たちは中国にアイ

デンティティーを求めながら、どこか本省人を見下していて、しかしなが

ら大陸に渡って住む覚悟など全然ない、という人たちなのだ。台南になる

とほとんど本省人で、台湾語が一般に流通している。独立派が圧倒的に多

い。台湾全土で 8割が本省人としたら、5～6割が独立志向。残りの者は、
経済的利益のために統一志向になっている。(中略)台湾の外省人と日本の

左翼は似たところがある。どちらもマスコミの多数派を占めて中国寄りに

なっている11 。

どうやら小林は、台湾を訪問し『台湾論』を書き進めるうちに、北京語が「中国」

「外省人」の言語であり、今日進行している「国生みの過程」には邪魔な存在だという

認識を深めることになったようだ。「中国」「日本の左翼」は『台湾論』以前からの彼

の攻撃対象であるが、そこに「北京語を蔓延させている外省人」も新たに加えられた

ようである。「外省人－北京語－中国人アイデンティティー」「本島人－台湾語－台湾

10許雪姫 (1991)「台湾光復初期的語文問題」『思與言』29巻 4期、台北:思與言雑誌社、157- 158頁、を
参照。

11『SAPIO』2001 年 1 月 10 日号、70 頁
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人アイデンティティー」というあまりに粗雑で単純な把握、それゆえに排外的なイデ

オロギーと結びつきやすいこうした図式は、台湾の言語社会で生じているさまざまな

側面を極度に切り捨てることによって成立する。そして、日本語がかつて果たしたと

される共通語としての役割、アイデンティティー確立への貢献は評価しても、それら

を北京語が担うことには拒否感をあらわにするのである。北京語が、上の世代の間に

は「「中国人」というアイデンティティー」を生み出すことなく、続く世代には「有無

を言わせず公用語として浸透していった」という小林の解釈は、北京語を日本語、中

国人を日本人と置き換えることによって、そのまま統治後期にもあてはまってしまう

のであるが、そのようなことを彼は決して口にしない。少なくとも彼の論理の中では、

北京語はまさに北京の言語であって、「中国」という文脈から離れてとらえることがで

きないのである。その一方で、ミンナン語については、もはや中国の言語ではないと

いう理解が成立するようで、「（台湾語と北京語は）全然違う言葉です。台湾語は、もと

は中国大陸の福建省の方言の一つで、「ミンナン語」とも言うんですが、日本語との近

似性も指摘されています」という在日の台湾人の話によって、ミンナン語を読者に紹

介している (80頁、括弧内は冨田、「ミンナン語」は原文では漢字表記)。

小林は、国家アイデンティティーを規定する要素の一つとして言語を重視している。

ミンナン語話者である上述の在日台湾人が経験した二言語生活 (家庭の中ではミンナン

語で学校では北京語)のことを聞き、「民族のルーツの問題、政治体制の問題、言語の問

題・・・、アイデンティティーの合意がまだ見出せない台湾の迷いの姿が、経済の活況

の下から覗いてきた」と感想を述べている (72頁)。言語的に「ばらばら」な状態を否

定的にとらえ、言語の問題を通して「アイデンティティーの合意がまだ見出せない台

湾の迷いの姿」を発見した彼には、国家には国民意識を確固としたものにする単一の

「国語」がぜひとも必要だと映るのであろう。ちなみに彼は、このような意味での「国

語」が、日本では平安時代に成立したのだと考えている (190-191頁)。

台湾の「国生みの過程」で、『台湾論』が「国語」の姿に重ね合わせているのはミン

ナン語であり、ミンナン語の統一的な表記法を作ろうとする動きが期待をこめて紹介

されている12 。なぜミンナン語なのかと言えば、「普段、家庭での話し言葉として台

湾語が一番普及しているのなら、これを文字化することが最も台湾人のアイデンティ

ティーを伝承していくことになる」からだという (189頁)。「中国」の言語であると理

解される北京語は、「台湾人のアイデンティテイー」の形成にはふさわしくないと小

林は考えるのであろう。ミンナン語と北京語以外の今日の台湾で使われている言語は、

毛頭彼の眼中にはない。

「家庭での話し言葉として台湾語が一番普及している」かどうかを確かめる術は私

にはない。小林の記述も確かに「家庭での話し言葉として台湾語が一番普及している

のなら」という限定つきである。しかし、ここまで挙げてきた引用から、北京語は台
12真意がよく分からないが、表記法をめぐる問題を描いた部分での彼のつぶやきは、ここに引用しておく
必要があるだろう。
「文字がないと文章や記録として残らないもんなあ。文字を発明してほしいなあ。日本語を応用してくれれ
ばいいのに」(80 頁)
「台湾語の文字化は、ローマ字か中国語の文字を使って表すか、または北京語と違う文字を当てるか、いっ
そ新しい文字を作ろうという 4 つの説に今分かれている。ハングル文字みたいになってしまったら最悪だ
から、日本語を応用する事はできんのかね、と思うが・・・」(191 頁)
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湾人にとって本来的な言語ではなく、また言語的に「ばらばら」な社会ではまずいの

で、ミンナン語が「台湾人のアイデンティティー」形成のためにはもっとも適当だ、と

彼が考えていることは明らかである。平安時代に完成した日本語のおかげで、その後、

「日本人のアイデンティティーは不動のものとなった」(191頁)と信じる彼からは、た

しかに他の結論は出てこないだろう。しかし、「台湾人のアイデンティティー」の形成

と言語の問題を以上のように排他的に論じる観点は、台湾の言語社会の現実を無視し

た乱暴なものだと言わざるをえない。

丸川哲史はハイデガーの「人間は言葉の中に住む」というテーゼを引き、「以前の台

湾人は、台湾語の中に住む人と国語の中に住む人とに別れて住んでいたのかもしれな

い。しかし今、特に台北に住む人は、両方の言葉 (家)を行き来しつつまた、一足飛び

に米語とも連続したグローバル化した環境に住んでいると言った方が正確だろう」と

述べている13。丸川は、北京語以外の台湾の言語を総称して台湾語という名称を使って

いるので、細かく言えば、北京語・ミンナン語・客家語・先住系台湾人の諸言語を、そ

れぞれの家と考えてもいいだろう。そうであるとすれば、今日台湾に住む人々の「居

住形態」は実に多様である。北京語とミンナン語 (客家語・先住系台湾人の諸言語)に住む

人々、北京語のみに住む人々はもちろんのこと、北京語に住んでいない人、あるいは

北京語を含む 3つ以上に住んでいる人など、いくつものパターンが当たり前のように
存在している。小林が攻撃する「外省人」の中にも、台湾に渡ってくる以前から、あ

まり北京語という家に住むことなく日々を送ってきた人々がいるであろう。さらに私

たちが忘れてはならないのは、複数の家を言ったり来たりする中で出現する可能性が

ある (すでにしつつある?)新たな家である。音声面・語彙面などで、いわゆる規範的な

北京語とは明らかな差異を生じている「台湾国語」は、その代表例であろう。たしか

に台湾国語という名称自体が、この「言語」が一軒の家として完全に認識されるには

至っていないことを示しているし、また非標準・非正統といったニュアンスを含意し

ながら語られることが多いのも事実である。しかし、公的・私的を問わず、あらゆる

場面で聞くことのできる台湾国語が、「台湾らしさ」の表現として話者のアイデンティ

ティーの形成に及ぼしてきた影響は、これまでも大きかったであろうし、これからも

当面、弱まることはないだろう。

一般的に考えられている限りで言えば、前大統領の李登輝はミンナン語・北京語・

日本語・英語という 4つの家を、そして現大統領の陳水扁はミンナン語・北京語の二
つの家を、かなり自由に行き来できる人々であり、さらに両者とも流暢な台湾国語の

話者である。話者の意識のうえでも、また言語学的考察を通しても感知できるこうし

た複数性は、政治的指導者のみならず、多くの台湾人にも共有されているものである。

丸川の分析を再度借用すれば、「言語の複数化を進めつつある台湾 (人)は現在、自ら
そうせよと努めずして、いわゆる言語－身体の「国家化」を問い返す、あるいは相対

化する領域を進みつつある14」。台湾の言語社会は、『台湾論』が志向しているような

単一言語による国家アイデンティティーの形成とは逆の方向へ歩を進めているのであ

る。小林が語る日本語の歴史、そしてそれに基づいた恣意的な「国語」観は、実は日

13丸川前掲書、73 頁。引用中の「国語」とは北京語のこと。
14同上、38 頁
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本社会において比較的受け入れられやすい見方でもあろうが、これを台湾史、あるい

は今日の台湾社会を解釈するための前提にすることは、数多くの「口」の存在を排除

することに他ならない。

もちろん、現在の台湾の言語社会がどのような歴史的要因を経て形成されたものな

のかに、私たちは十分に敏感でなければならない。個々の話者が言語と一体化させて

抱いているさまざまな記憶に対しても同様である。国民党政権による日本語抑圧政策

によって政治的な発言権を封殺され、日本語の使用を「奴化教育」の結果だと決めつ

けられた「元日本人」の記憶15 、逆に、ミンナン語ができないことにより不利益をこ

うむった経験を持つ「外省人」の記憶、北京語とそれ以外の言語のコードスイッチン

グ／コードミキシングを無意識のうちに実践している人々の記憶、台湾国語の使用に

台湾人としてのアイデンティティーを感じている人々の記憶、これら無数かつ多様な

記憶が並存し、日々融合や衝突を繰り返している空間こそが台湾なのではないだろう

か。ここでなされるべきは、ある特定の記憶のみをよりどころにして、台湾にとって

の本来の言語を排他的に求めようとすることではない。幾多の記憶を生み出してきた

歴史の結果として今日の言語状況があるという現実を直視し、それら諸言語の共存や

流動性を肯定的にとらえることが重要であろう。

おわりに

Ann Heylen は、1999年 10月に台北で除幕された、抗日戦争勝利と台湾の「光復」
を記念する碑について、その建立が日本統治を経験した人々と戦後台湾に渡ってきた

人々の間に抗日戦争の記憶が共有されているという想定に立ってしまっており、前者

の植民地経験を無視したものであると指摘している。そして、統治時代の文化支配や

同化政策に対し、みずからの文化の確立を求めて活動した数多くの無名の「英雄」の

顕彰が必要だとしている。もちろん、ここで言われているのは、「外省人」に共有され

る抗日の記憶を台湾社会から排除してしまおうとすることではない。今日の台湾に、

抗日戦争・植民地支配に関するさまざまな記憶が存在することを現実の問題として受

け止め、それらを最大公約数的に包含する形で日本統治時代の台湾を見つめなおそう

ということであろう16 。

同様の視角が、今日の言語問題を考える際にも求められるのではないだろうか。多

言語国家、クレオール社会といった観点からの台湾社会への肯定的なまなざしが、台

湾近現代史の歩みや、その結果として社会中に刻印された種々の痕跡を見過ごしてし

まうことのないように注意しながら、目の前に広がる言語の複数性を肯定していくこ

とが必要である。そうであるとすれば、台湾にとって本来的な単一の言語を求めて北

京語にマイナスの評価を与えることも、また北京語以外の言語の「復権」へ向けての

さまざまな取り組みに対して冷淡な態度を取ることも適切ではない。さらに近年、就

15何義麟 (2000)「「国語」転換過程中台湾人族群特質之政治化」、若林正丈・呉密察編『台湾重層近代化
論文集』台北:播種者文化、449-479 頁、を参照。

16Heylen, Ann(2000)“A Re-Examination of Taiwan’s Colonial Past”, The Ricci Bulletin 1999-
2000.Taipei:Taipei Ricci Institute:,p.77f.
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労のために、あるいは台湾人の配偶者として台湾へやって来るニューカマーも増加し

ている。台湾の言語社会のあり方は、彼女ら／彼らの権利、および彼女ら／彼らの世

代と次の世代の間でのコミュニケーションの問題としても語られなければならない。

「外省人対本省人」、「北京語対ミンナン語」といった対立の図式は、今後の台湾にお

けるアイデンティティーと言語の問題を考えるためには決して建設的であるとは言え

ず、数多くの「口」の排除を伴うという意味においては、むしろ避けるべき考え方で

あろう。



言語権と言語政策評価
―スペインの事例―

塚原　信行 †

はじめに

「言語差別のない状態」、すなわち「言語的平等」を一般的に定義することは難し

い。まず、多くの差異を抱える個人の間において、なにが平等であるかを一般的に定

義することの困難さがある。さらに、言語の社会的なあり方は非常に複雑かつ流動的

であり、その正確な把握自体が難しい。それぞれ特有の困難さを持つテーマを並べて

一つのものとしているのであるから、難しいのは当然である。しかし、こうした困難

さは、具体的状況において、「言語的に平等であるか否か」を判断することが不可能で

あることを意味しない。具体的状況においては「言語的に平等ではない」状態、すな

わち「言語差別」のある状態を見てとることは比較的容易だからである。また、「言語

的平等」を一般的に定義することは、具体的状況における「言語的に平等か否か」の

吟味とその積み重ねによってのみ可能になると思われる。本稿では、そうした具体例

の一つとして、スペインを取り上げる。

本稿は、スペイン国家の行政において各言語1 話者が有する言語権2について検討し、

スペイン国家においては、異なる言語の話者は同じ言語権を有していないことを示す。

また、この検討結果が、スペイン国家における言語政策を評価する上で踏まえられる

べきであることを主張する。

1.共通行政法における言語条項

共通行政法（Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen juŕıdico de las administra-

ciones públicas y del procedimiento administrativo común）は、スペイン国家全域におけ

る行政のあり方を規定するものである。この法において、行政における言語使用を規定

した条項を確認する（なお、スペイン国家における自治行政単位の名称としては、Autonomı́a,

Comunidad Autonóma, Ciudad Autónomaがある。これらは、名称は異なるものの、その機

能は同じと言ってよいので、煩雑さを避けるために、以下ではこれらを総称する日本語訳とし

て「自治州」を用いる）。まず、第 35条 d) では以下のように定められている。
†つかはら のぶゆき／名古屋大学大学院博士後期課程／社会言語学
論文等：「セイシェルの言語状況―Jean Claude Ahweng氏にきく―」『不老町だより』（世界社会言語学会）

1997 年、第 2 号、74-9 頁、書評「EL CONFLICTO LINGÜÍSTICO EN CATALUÑA: HISTORIA
Y PRESENTE ( Francesc Vallverdú 1981, Edicions 62, Barcelona )」、『不老町だより』2000 年、第
4 号、37-40 頁、「カタルーニャ言語正常化法の言語イデオロギー」『ロマンス語研究』（日本ロマンス語学
会）2000 年 5 月、第 33 号、33-42 頁、「言語の政治性 ―カタルーニャにおける言語政策を巡る議論をよ
り有益なものとするために―」『会報 スペイン史学会』（スペイン史学会）2000年 9月、第 63号、8-10頁
電子郵便：tukahara.nobuyuki@nifty.com
1本稿では、言語学における言語と方言の区分は考慮しない。すべて言語として一律に扱う。ある話者の

言語権（註 2 参照）を考察する際に、こうした言語学的な区分が意味をなすとは考えられないからである。
2本稿では、本稿の目的との関連で、言語権を単に「母語を使用する権利」という限定された意味におい

て使う。言語権の概念自体はより広い射程を持ち、本稿で使用する意味はそのほんの一部にすぎない。言語
権については、言語権研究会編（ 1999 ）を参照のこと。
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共通行政法第 35条 d)
（市民は行政との関係において）本法律とその他の法令が定めるところに

従い、その自治州領域内での公用語を使用する権利を持つ。

さらに、第 36条3 では以下のように定めている。

共通行政法第 36条

１.国家の一般行政機関によって行われる手続きの言語はカスティーリャ
語である。しかし、ある自治州にその本部が置かれている国家の一般行政

機関に出向く当事者は、当該自治州において、カスティーリャ語と同様に

公用語である、カスティーリャ語以外の言語を使用することができる。

この場合、手続きは当事者が選んだ言語によって行われなければならない。

当事者が要求する書類および証書は当事者が選んだ言語によって発行され

なければならない。しかし、もし手続きに関わる当事者が複数おり、言語

に関して当事者間の意見の不一致が見られる場合、手続きはカスティーリャ

語で行われなければならない。

２.自治州およびその下位の地方行政体の行政機関によって行われる手続
きにおける言語使用は、当該する自治州の法に適したものでなければなら

ない。

３.行政機関は、当該自治州域外で効力を発揮しなければならない書類や
関係文書、またはこれらの一部、受け取り側の当事者が翻訳を申請した書

類をカスティーリャ語に翻訳しなければならない。もし、これらの書類が、

カスティーリャ語以外の公用語が同じ言語である州の域内で効力を発揮し

なければならない場合、翻訳を行う必要はない。

つまり、スペイン国家の行政において用いることができる言語は、特別な場合を除

き、スペイン国家内各自治州における公用語である。特別な場合とは、上記第 36条第
1項後段にあるように、窓口が国家の一般行政機関（自治政府の行政機関ではない）であ
る手続きにおいて、複数の当事者がおり、当事者間で使用言語に関する意見の一致が

ない場合である。この場合はカスティーリャ語が用いられることになる。

よって、スペイン国家の行政における各話者の言語権を確認するためには、まず、各

自治州がどの言語を公用語と定めているかを確認しなければならない。

31999 年の改正（ Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen juŕıdico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común）に伴う条項。
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2.各自治州における公用語

表 1中、「自治州全域における公用語」の欄において、全ての自治州に共通している
のはカスティーリャ語である。これは以下に引用するスペイン憲法第３条に見るよう

に、カスティーリャ語が「国家の公用スペイン語」、すなわちスペイン国家全土におけ

る公用語だからである。

スペイン憲法第 3条
１.カスティーリャ語は国家の公用スペイン語である。すべてのスペイン
人は、これを知る義務を負い、かつこれを使用する権利を有する。

２.スペインの他の言語もまた、自治憲章に従い、各々の自治州における
公用語とする。

３.スペインの言語様式の豊富な多様性は、特別の尊重および保護の対象
たる文化財である。

よって、自治憲章に公用語を定める条項がない自治州の公用語はカスティーリャ語

となる。表１中、「カスティーリャ語（無規定）」となっているのはこのことをあらわ

している。

表 1：各自治州における公用語およびそれに準ずる言語一覧

自治州 自治州全域における公用語
自治州の一部地域
における公用語

公用語ではないが何らかの法
的認知を受けている言語

1 Andalućıa カスティーリャ語（無規定） なし なし
2 Aragón カスティーリャ語（無規定） なし カタルーニャ語（第 7 条）
3 Asturias カスティーリャ語（無規定） なし バブレ（第 4 条）
4 Cantabria カスティーリャ語（無規定） なし なし
5 Castilla-La Mancha カスティーリャ語（無規定） なし なし
6 Castilla y León カスティーリャ語（無規定） なし ガリシア語（第 4 条第 2 項）

7 Cataluña
カスティーリャ語・カタル
ーニャ語（第 3 条第 2 項）

アラン語
（第 4 条第 4 項） なし

8 Ceuta カスティーリャ語（無規定） なし なし
9 Extremadura カスティーリャ語（無規定） なし なし

10 Galicia
カスティーリャ語・ガリシ
ア語（第 5 条第 2 項） なし なし

11 Islas Baleares
カスティーリャ語・カタル
ーニャ語（第 3 条） なし なし

12 Islas Canarias カスティーリャ語（無規定） なし なし
13 La Rioja カスティーリャ語（無規定） なし なし
14 Madrid カスティーリャ語（無規定） なし なし
15 Melilla カスティーリャ語（無規定） なし なし
16 Murcia カスティーリャ語（無規定） なし なし

17 Navarra
　　カスティーリャ語
　　（第 9 条第 1 項）

バスク語
（第 9 条第 2 項） なし

18 Páıs Vasco
カスティーリャ語・バスク語

（第 6 条第 1 項） なし なし

19 Valencia
カスティーリャ語・バレンシ
ア語（第 7 条第 1 項） なし なし
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・自治州の並びはラテン・アルファベット順

・表中、括弧内の「第～条第～項」は、それについて言及している当該自治州の自治憲章の条項を示す

表 1中、「自治州全域における公用語」の欄においてカスティーリャ語と併記されて
いるのが、カスティーリャ語の他に、その自治州全域における公用語として独自に定

められているものである。こうした公用語を持つ自治州は、カタルーニャ・ガリシア・

バレアレス諸島・バレンシア・バスクの各自治州である。

表１中、「自治州の一部地域における公用語」とは、自治州内の特定地域においての

み公用語の地位を持つ言語である。カタルーニャ自治州では、州域内のアラン谷にお

いてアラン語4 が公用語の地位を持つ。また、ナバラ自治州では、州域内のうち、別

の法律5 によって定められた地域のみでバスク語が公用語の地位を持つ。

表１中、「公用語ではないが、なんらかの法的認知を受けている言語」とは、その言

語に対する保護措置等について言及している例である。アストゥリアス自治州のバブ

レ6 やカスティーリャ・イ・レオン自治州のガリシア語、アラゴン自治州のカタルー

4アラン谷における行政全般のあり方は、1990 年にアラン谷特別体制法（ Llei 16/1990, de 13 de
juliol, sobre règim especial de la Vall d’Aran ）が制定されるまでは、以下に示すカタルーニャ自治憲章
（ L’Estatut d’Autonomia de Catalunya ）付加条項第一項に基づいていた。

カタルーニャ自治憲章付加条項第 1 項
憲法と現自治憲章の枠内において、アラン谷内部の行政組織の歴史的特性は承認され、現状
に適合されるものとする。

アラン語の使用については、1983 年のカタルーニャ言語正常化法（ Llei 7/1983, de 18 d’abril, de
normalització lingǘıstica a Catalunya ）第 28 条第 1 項で以下のように定められていた。

第 28 条
1. アラン語はアラン谷の固有言語である。アラン人は、その領域内において、アラン語を知
り、それによって公的な関係や行動において自らを表現する権利を持つ。

この第 28 条は 6 項目から成り、1990 年にアラン谷特別体制法が成立するまでの間、アラン谷における
公的な言語使用を規定していた。1990 年にはアラン谷特別体制法が定められ、以降これに基づいた行政が
行われるようになる。その第 2 条では以下のように定めている。

アラン谷特別体制法第 2 条
１.オクシタンの一様態であり、アラン谷の固有言語であるアラン語は、アラン谷における公
用語である。カタルーニャ自治憲章第 3 条に従い、カタルーニャ語とカスティーリャ語もま
た公用語である。
２. カタルーニャ自治憲章第 3 条および第 4 条に従い、アラン語は教育および特別の尊重と
保護の対象でなければならない。また教育制度におけるその使用だけでなく、カタルーニャ
自治政府の行政活動とアラン谷におけるカタルーニャラジオテレビ公社傘下のメディアにお
いてもその使用が保障されなければならない。
３.カタルーニャ自治政府とアラン谷の諸機関は、アラン語の通常使用と知識を保障し、アラ
ン語の正常化を推進するために必要な方策をとらなければならない。
４.カタルーニャ自治政府とアラン谷の諸機関は、アラン谷の文化の保持・推進・普及のため
に注意を払わなければならない。

さらにカタルーニャ自治州における 1998年の言語政策法（ Llei 1/1998, de 7 de gener, de poĺıtica
lingǘıstica ）の第 7 条では以下のように定められている。

言語政策法第 7 条
オクシタンの一様態であり、アラン谷の固有言語であるアラン語は、その使用に関してアラ
ン谷特別体制法の定めるところに従うものとし、本法律の規定には補足的に従うものとする。
本法律の規定は、アラン語の使用に関して決して不利な形では解釈されない。

5Ley Foral 18/1996, de 15 de diciembre, de Vascuence en Navarra. ナバラ自治州におけるバスク
語使用規定に関する最近の改訂は El Decreto Foral 372/2000, de 11 de diciembre de 2000. とこれに伴
う Acuerdo de 8 de enero de 2001, del Gobierno de Navarra を参照のこと。

6バブレについては、アストゥリアスにおけるバブレの使用と振興に関する法（ Ley 1/1998, de 23
de marzo, de uso y promoción del Bable en el Principado de Asturias ）第 4 条において次の
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ニャ語7がこれである。

ここでは、表 1中にあがっている言語の中から、カスティーリャ語・カタルーニャ
語・アラン語を選び、各行政区域の行政における各話者の言語権を確認する。この 3
つの言語を比較対象とする理由は、それぞれが、公用語の地位を認められている言語

の三類型（「全ての自治州に共通する公用語」「自治州独自の公用語」「自治州の一部地

域における公用語」）に対応していることおよび、それぞれが公用語として通用する地

域が
い

入れ
こ

籠になっている（全ての自治州＞カタルーニャ自治州全域＞アラン谷）ため、比

較した場合、スペイン国家における言語権の状況が把握しやすいからである。

3.各行政区域の行政において各話者が有する言語権のまとめ

カスティーリャ語・カタルーニャ語・アラン語各話者について、各行政区域の行政

における言語権を表にまとめると、次のようになる。

表 2:各行政区域と、カスティーリャ語・カタルーニャ語・アラン語各話者の行政における言語権

全ての自治州 カタルーニャ自治州全域 アラン谷

カスティーリャ語話者 ○ ○ ○

カタルーニャ語話者 × ○ ○

アラン語話者 × × ○

（○＝言語権を有する、×＝言語権を有さない）

この表からは、スペイン国家内の行政における言語権はだれにとっても平等ではな

く、行政区域と言語の組み合わせによって、不平等が生じることがわかる。同じスペ

イン人でありながら、有する言語権に違いがある。この例では、もっとも広範な行政

区域で言語権を有しているのは、全ての自治州、すなわちスペイン国家内のどこにお

いても母語で行政手続きを行うことができるカスティーリャ語話者であり、次がカタ

ように定められている。

第 4 条
1. すべての市民は、バブレを使用し、口頭書面にかかわらず、バブレにおいて自己表現する
権利を持つ。
2. 市民とアストゥリアスの行政機関とのコミュニケーションにおいては、それが口頭であれ
書面であれ、バブレの使用は完全な有効性を持ちうる。
3. アストゥリアス行政機関は、アストゥリアスにおいてその職務を遂行するすべての公務員
について、バブレの知識を評価する。採用される職場の性格と職務内容の性質がバブレの知
識を要求する場合、それはアストゥリアス行政機関が行う採用試験において評価されうる。

このように、アストゥリアス自治憲章には定められていないものの、バブレを行政において使用できると
する法が定められている。しかし、憲法裁判所は「行政手続きにおいて使用が認められるのが公用語である
ことに疑義の生じる余地はなく、アストゥリアス自治州の自治憲章がバブレを公用語と定めていないので、
バブレは公用語でない」と述べてこれを否定している。これは、1995 年 3 月総選挙においてバブレによっ
て立候補届を提出したが、立候補が認められなかったため、これを不服として争われていた裁判に対する判
決（ STC 27/1996 ）におけるものである。ところが、最近では、2000 年 3 月の総選挙に際して起こさ
れた同様の裁判について、立候補を認めないことは憲法第 23条第 2項に抵触するとし、訴えを認めている
（ STC 48/2000 ）。現状では、バブレについて公用語としての地位が認められるかどうかはまだ判断し
難い。

7アラゴン自治憲章第 7 条では具体的言語名への言及がないが、これは Convenio entre el Ministerio
de Educación de España y la Comunidad Autónoma de 1 de Octubre de 1985 によるもの。
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ルーニャ自治州において（また、カタルーニャ語を公用語とする他の自治州においても）母

語で行政手続きを行うことができるカタルーニャ語話者である。もっとも狭い行政区

域で言語権を有しているのが、アラン谷内でしか母語で行政手続きを行うことができ

ないアラン語話者である。

スペイン国家においては各自治州の公用語によって行政手続きを行うように定めら

れており、それら公用語と母語が一致しない話者は、母語によって行政手続きを行う

ことができないということである。

4.スペイン国家内における言語政策の適切な評価のために

言語権とは、単に「母語を使用する権利」という限定された意味ではなく、本来は

「母語によって自己発展を遂げる権利」と考えるべきものである。本稿では、言語権と

いう概念が本来持つそのような広い意味を、各行政区域における母語使用可能性の比

較という目的のために限定的な意味で用いたにすぎない。しかし、本稿で限定的な意

味で用いた言語権（「母語を使用する権利」）が、十全な意味における言語権（「母語によっ

て自己発展を遂げる権利」）の一部を成すことは言うまでもない。言語権の一側面だけを

取り上げてみても各言語話者間に制度的な不平等があるということから、言語権全体

を考えた時にも各言語話者間に制度的不平等があるということが言える。もちろん、

そうした制度的な不平等がすべて顕在化しているとは限らない。スペイン国家につい

てはこの不平等はむしろ潜在的であるように思われる8。いずれにせよ、各言語話者の

言語権に不平等があるというのが、スペイン国家における言語権に関する法的枠組み

であり、その枠組みの中でカスティーリャ語以外の言語を有する自治州の言語政策は

行われているのである。

スペイン国家における以上のような言語権のあり方を踏まえることは、スペイン国

家内各自治州における言語政策を評価する上で重要である。なぜなら、こうした言語

権のあり方を踏まえなければ、言語政策に対する適切な評価は望めないからである。

例えば、カタルーニャ自治州における言語政策は、自治州の公用語であるカスティー

リャ語とカタルーニャ語のうち、あきらかにカタルーニャ語を優先的に扱っている9 。

よって、その点だけに注目すれば、これはカスティーリャ語に対する差別的政策だと

いうことになる。しかし、スペイン国家における言語権のあり方を踏まえれば、これ

を単純に、カスティーリャ語に対する（否定的な意味における）差別的政策だとは評価

8たとえば、カタルーニャ自治州においてカスティーリャ語で教育を受ける権利を主張しておこされた裁
判はある（これについては STC 337/1994を参照）。しかし、その逆、つまり、カスティーリャ語のみが公
用語である自治州で、カタルーニャ語で教育を受ける権利を主張しておこされた裁判は、筆者の調べた限り
存在しない。カタルーニャ自治州へ移動するカスティーリャ語話者の数と、カスティーリャ語のみが公用語
である自治州へ移動するカタルーニャ語話者の数とを比較すれば、前者が圧倒的多数であることは間違いな
い。しかし、言語権の観点からすれば、これは数の大小の問題ではない。にもかかわらず、カスティーリャ
語のみが公用語である自治州でカタルーニャ語で教育を受ける権利を主張する訴訟がおこされていないこと
は、「カスティーリャ語のみが公用語である自治州ではカスティーリャ語で教育を受ける」ことが当然視さ
れていることを予想させる。つまり、本稿で取り扱っているような、言語権に関する制度的な不平等が存在
しながらも、この不平等が社会的にほとんど認知されていない、あるいは問題とされていないことが強く推
測される。以上の点については機会をあらためて詳しく論じたい。

9この点に関する、言語正常化法立法時のカタルーニャ議会における議論については塚原（2000a）を参
照。
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できないであろう。カタルーニャ自治州においてカタルーニャ語を優先的に扱う言語

政策によって、カスティーリャ語話者とカタルーニャ語話者の間にある言語権の不平

等がある程度是正されていると考えられるからである。ある言語政策が行われている

全体状況を考慮に入れず、その言語政策を評価すれば、その評価は部分的でしかあり

えず、全体的評価としては不適切であろう10 。

今後もあらわれるだろうスペイン国家内における言語政策への評価が、本稿で示し

た、言語権に関する基本的な法的枠組みを踏まえて行われることを望む。
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「国家のある領域内で、マイノリティー言語を母語とする地域住民たちの言語権をいかに等しく保障してい
くか」が重要であることには何の異論もない。しかし、本稿で示したように、スペイン国家レベルでの言語
権の不平等を背景にカスティーリャ語以外の言語を有する自治州における言語政策が行われている以上、こ
の点を考慮に入れなければ、言語政策が持つ優先処遇（アファーマティブアクション）的側面を適切に評価
できない。同じ理由から、言語権を巡る問題の解決をカタルーニャだけに課すのは公正とは言えない。この
点については、塚原（ 2000b ）でも簡単に触れている。また、Garrote Bernal, G., Poĺıticas lingǘısticas
y lenguas propias en España, dins Abad Liceras, J. A., y Carmona Cuenca, E. (1999) pp.7-24. に
おいても同様な問題がみられる。Garroteはとりわけ固有言語の概念を批判しているが、スペイン国家レベ
ルにおける言語権の不平等を全く考慮に入れていないため、言語政策の評価としてはやはり不適切なものと
なっている。
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Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingǘıstica a Catalunya
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言語差別とエスペラント

角谷　英則 †

はじめに

「言語差別」と呼びうる状態のあることが、依然ごく一部のひとびとによってであ

るが認められるようになってきている。しかし、この言葉には厳密に定義しがたい側

面がある。たとえば、言語差別とは、つねに守られるべき基本的な権利が侵害されて

いる状態（差別）が言語に関して生じている状態であり、『ことばへの権利1』に付され

た臼井裕之・木村護郎の紹介にしたがうなら、「言語（母語）によって区別される集団

のあいだに存在する権力・資源の不平等な分配を正当化・生起させ、再生産するために

用いられるイデオロギーおよび構造」である。あるいは、自らのもちいたい言語（た

いていは母語）をもちいて最低限の必要な意思疎通をはかる権利が侵害され、不利益を

不当に甘受せざるをえないひとびとが存在している状態ともいえようが、なにが言語

差別であってなにがそうでないのかを区別するのはむずかしい。「基本的な権利」「不

平等な分配」「最低限の必要（性）」とはなにか。権利・差別一般についてと同様に、

非常にあいまいな形でしか言いあらわしえないのが「言語権」「言語上の平等」とそれ

が否定された状態（言語差別）である。

エスペラントの有用性

しかし、ある種の状況についてそこに言語差別のみられることを指摘するのは容易

である。たとえば、母語を異にする人々が生活の場において意思疎通をおこなおうとす

るとき、そしてその意思疎通の成否が話者の生存そのものにかかわるような場合、生

存にまではかかわらなくとも物理的・心理的に抑圧された状態に恒常的に置かれるこ

とになるような場合、そこに言語差別があることは否定できないだろう。この種の言

語差別の完全な解消をはかるのは困難、あるいはまったく不可能であるが、その解消

にかなりの程度有効なのが計画言語エスペラントの使用である2。エスペラントとは、

1887年に L.L.ザメンホフという人物が考案・発表した計画言語で、歴史上出現した
計画言語のうち、唯一現在まで一定程度以上の普及を続けているものである。エスペ

ラントは、おそらく現存している言語の中では学習がもっとも容易な言語であり、発

表当初のザメンホフの意図-ヨーロッパ内の国際語として通用すること-を越えた有用性を

認めることができる。作られた時代背景もあり、その構成は一見西ヨーロッパのいく

つかの言語と似ているが、エスペラントを母語としてはなすひとびとは事実上存在し

ないため、すなわちエスペラントに対する話者・学習者の距離がどの言語（人為的な非

計画言語＝民族語）にもまして平等なため、エスペラントを使用することによって言語

†かどや ひでのり／津山工業高等専門学校／歴史学・エスペラント学
1言語権研究会編『ことばへの権利 - 言語権とはなにか』三元社、1999 年
2エスペラントの詳細については、日本エスペラント学会（www2s.biglobe.ne.jp/~jei/esperanto.html）

や後藤斉氏の頁（www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/gothitj.html）などを参照。

www2s.biglobe.ne.jp/~jei/esperanto.html
www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/gothitj.html
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差別はかなりの程度解消される。これはおもにヨーロッパの外で話される言語を母語

とするエスペラント話者たちの経験によって実証されてきたことである。その経験は

現在も日々蓄積されつつある。ところが日本列島社会にも、エスペラントを話さない、

エスペラントを学習・使用したことがない、つまり上のような「経験」をまったく有

さないまま、エスペラントについて否定的に論評するひとびとが存在する3。しかしそ

のうち、学問的検証に耐える内容をもつものは管見のかぎり皆無である。すべて現実

によって反証されているといってよい。

不完全なエスペラント

上で述べたように、エスペラントは言語差別を部分的にせよ解消するための有効な

手段であるが、それは計画言語としてのエスペラントが完全であることを意味しない。

エスペラントの計画言語としての不完全さを指摘することによって、エスペラントの

意義（言語差別の大幅な軽減）を否定するための論拠となしうると短絡的な考えをもつ

ひとが非常に多いのであるが、これも「経験」をもたないことによって生じる「落と

し穴」といえる。しかし、エスペラントの価値を全否定するための「口実」にされて

しまうエスペラントの不備な部分については、言語差別（それゆえにエスペラント）に

関心をもつものは大いに考えてみなければならない。

「エスペラントは意思疎通を十分にはたせる機能をもっていない」あるいは「エス

ペラントが地球規模で広がったとしても結局は地域の言語に分化してしまい、使い物

にならなくなる」といった明らかな誤りや（地球上の各地でエスペラント話者が再生産さ

れている現実をみよ）、「エスペラントはヨーロッパよりの言語であるから、言語差別解

消に貢献しない」という、「ヨーロッパの民族語」と「ヨーロッパよりの計画言語」の

あいだにどれだけ大きなちがいがあるかを無視した乱雑な議論はさておき4、エスペラ

ントにはどのような「欠点」があり、それらの「欠点」についてどう考えれば／対応

すればよいか検討してみよう。

性とエスペラント

１、女性形 -in-

エスペラントには女性をあらわす名詞をつくる接尾辞-in-がある。たとえば amiko
（アミーコ：友だち）／ amikino（アミキーノ：女の友だち）、ŝtelisto（シュテリスト：泥棒）

3本誌の諸論考において指摘されているように、言語「研究」をおこないながら、言語差別の存在自体に
無自覚な言語学／社会言語学「研究者」が残念なことに存在する。さらに言語差別の存在を自覚していても
その解消にはまったく無関心で、なんとか自らが抑圧する側にまわることによって不利益を回避しようとす
るものまでいる。そのような行動のなかにはエスペラントに対する中傷も含まれる。いったい、このような
ひとびとの「言語学／社会言語学」のありようはどう理解すればよいのであろうか。

4エスペラントが実現しうるのは「相対的な言語上の平等」である。民族語、たとえばイングランド語を
異母語話者間の意思疎通のための標準言語とする場合に生じる言語差別を完全になくすことができないから
といって、エスペラントは価値がない／イングランド語を使うのと同じ、とはならない。ヨーロッパのいく
つかの言語を母語とするひとびとにとってエスペラントはより易しい言語であり、この部分に不平等が残る
のは確かであるが、それを含めて考えてもエスペラントが言語差別解消に寄与しうる部分は小さくないので
ある。これはエスペラント話者としての経験をもたないと実感しにくいことかもしれない。
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／ŝtelistino（女の泥棒）のように使われ5、とくに親族呼称はすべてこれをもちいて対

称的に表現することになっている。patro（パトゥロ：父親）／ patrino （パトゥリーノ：
母親）。他には、bovo（ボーヴォ：牛）／ bovino（ボヴィーノ：雌牛）というようにも使わ
れる。両性をあわせて gepatroj（ゲパトゥロイ：両親）、gebovoj（ゲボーヴォイ：両性を含
む牛たち）、geŝtelistoj（ゲシュテリストイ：両性を含む泥棒たち）のようにいいあらわす
ための接頭辞 ge-も用意されている。日本語話者ならすぐ気づくとおり、これは「男」
を基準とし、「女」を有徴（基準からはずれたもの）とする性差別的表現である。将来、

死語となることがほぼ確実な「女流作家」「女教師」「女社長」「婦人警官」などと同じ

である6。では、エスペラント話者は-in-を含んだことばをもちいることを強いられる
のかというとそうではない。エスペラントは計画言語であるから、その学習容易性と

いう利点をまもるためにも勝手な造語は許されないが、ある種の表現を、エスペラン

トの論理性を壊さないという条件の範囲内で使わないことは可能である。実際、とく

に日本語を母語とするエスペラント話者には、-in-語尾を使わないことを実践している
ひとびとが存在する。牛＝ bovo、親＝ (ge)patroで足りるのである。仮に「女性」で
あることを明示する必要があるときはどうするか。その場合には-in-語尾、またはそ
れを形容詞化した ina（イーナ：女の）を使わざるをえないが7、これはエスペラントの

問題ではなく、そのような「明示する必要性」を生み出す社会の側の問題である8。こ

れは次の項とも関係するが、意思疎通の場において「性をしる必要」がある場合とは

どのような場合だろうか。さらに「性をしる必要」がある場合の「性」とはいったい

なにを指しているのだろうか。そう考えてみればわかるように、言語は社会という枠

組みから脱しえないのであって、性差別社会のなかでエスペラントを単独で取り上げ、

その不完全さを論難し、ましてやエスペラントの価値を否定するのはまったくの筋ち

がいなのである9。エスペラントの性差別的側面は「社会、話者」から強いられたもの

ともいえる。

２、性二元制

性差別のおおもとには、すべての人間をオンナ／オトコの二種類のどちらかに分け

ることが可能であると信じて分け、その分類を基準にして社会を構想すること、すな

わち性二元制がある。性二元制においては、両性どちらにも分類できない人間は存在

せず、個人はつねにまず「性」というものを基準にして同定される。このような考え

方になんら根拠がないことはいまや学問上の常識であるが、ヨーロッパの言語の多く、

そしてそれらの影響を強く受けているエスペラントには、内部に性二元制を組み込ん

でしまっているという問題がある。具体的にみてみよう。エスペラントの単数人称代

5-o は名詞語尾。複数形の名詞語尾は-oj。
6寿岳章子『日本語と女』岩波新書、1979 年、上野千鶴子／メディアの中の性差別を考える会編『きっ

と変えられる性差別語―私たちのガイドライン― 』 三省堂、1996 年に詳しい。
7-a は形容詞語尾。意味の上で可能であれば、どんな語にでもついて形容詞を形成する。
8他にも、-in- 、ina を使わずとも、染色体（これも多種多様である）について説明的に言及するなどの

方法がある。例外的な場合にのみ「性」への言及が必要になるだけなら、この方法でも実用上の障害は生じ
ないはずである。

9これはさらに検討を要する課題である。別稿を期したい。
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名詞にはmi（ミ：一人称）、vi（ヴィ：二人称）、ŝi（シ：オンナの三人称）、li（リ：オト
コの三人称）がある。問題は三人称においておこる。エスペラントでは単数三人称代名

詞を使おうとするとき、話者はその指示対象となる人間の「性」を知ったうえで li/ŝi
の選択をおこなわければならない。これは強制であって、「性」という情報を含める必

要がない場合、あるいは含めることを避けたい場合でも含めなければならない（＝性二

元制の再生産に加担しなければならない）仕組みになっている。エスペラントが他のヨー

ロッパ諸語の欠点を受けついでしまっており、人称代名詞という非常に基本的な語彙

に性二元制が内在しているのである。この点を問題として意識する態度はエスペラン

ト界において非常に希薄であり、批判されなければならない。

エスペラントのこの部分を問題視した一部のエスペラント話者によって riismo（リ
イスモ：ri主義）という提案がなされている10。その主張を後藤文彦氏の訳（括弧内は捕

訳。一部表記を変更した）によって示すと、

riismoのエスペラントでは：

代名詞「ri」が代名詞「li（彼）」と「ŝi（彼女）」に代る。代名詞「li」と
「ŝi」は使わない。

接尾辞「-iĉ-」を（男性化接尾辞として新たに設け）、接尾辞「-in-（女性化接
尾辞）」と対称に使う。

これらは、性を強調したり、正確に扱う必要のある場合にのみ用いる。

（以下略）

一見してわかるように、リイスモは単数三人称代名詞をひとつにすることと、-in-
に対応する接尾辞を導入することによって「オンナの有徴性」をなくし両性を対称化

するという意図のもと、エスペラントに改変を加えようという提案である。問題を問

題として認識しているという点、リイスモの考え方は評価に値するが、この主張には

二つの難点がある。一つは、新語の導入を提起していること、一つは、性二元制を無

条件にその前提としてしまっていることである。エスペラントは計画言語であるから、

その恣意的改変はエスペラントの基盤をほりくずす危険性をつねにはらんでいる。と

くに新語導入は語彙の無制限な拡大・置き換えにつながるゆえ、つつしまなければな

らない。これはエスペラント普及の歴史からえられる教訓でもある。また、有徴性を

なくすことによってエスペラントから性差別的性格をなくすことはできない。かなり

の程度軽減されるのは確かであるが、根本的な問題は性二元制そのもの、人間という

存在の分節に「性」をもちこむことにあるのだから、その性二元制を不問に付したま

ま放置し、再強化してしまうのでは本末転倒ともいえる。

ではどうすればよいか。単純に li/ŝiの使用を止め、三人称は tiu（ティーウ：その・あ
の／その人・あの人）や la homo（ラ・ホーモ：その人）によって代替すればよいのであ
る。この代替には機能的にも問題はなく、そこへあえて新語を導入しなければならな

い理由はない11。
10後藤文彦氏によって詳しく紹介されている。
「Riisma Manifesto の日本語訳」（http://plaza22.mbn.or.jp/~gthmhk/riismoj.html）を参照。

11上記の頁で以下の問答が紹介されている。

http://plaza22.mbn.or.jp/~gthmhk/riismoj.html
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ヨーロッパ諸語とエスペラント

１、語彙について

フランス語やカスティーリャ語、ドイツ語などの学習経験者がエスペラントにふれ

ると、かならずそれらの言語と似た部分にきづき、それを指摘する。エスペラントがそ

れらの言語との共通点をもつことはその来歴からして自明である。しかし、よく「ヨー

ロッパ語的」として否定的に言及されるこのエスペラントの性格は一定不変のもので

はない。例をあげよう。日本語話者向けに作られた、エスペラントの辞書、学習書に

は次のような表現が掲載されている。

　 1©de tempo al tempo12

　 2©vivi de mano al buŝo13

1©には「ときどき」、 2©には「宵越しの金をもたない」との訳がつけられている。し
かし、これはエスペラントをすこし学んだだけでは理解不能なたぐいの表現である。

エスペラントは一語一意が基本であるが、それぞれの語意にしたがって意味をとると、

1©は「時間から時間へ」 2©「手から口へ生きる」としか理解できず、ともに意味不明
の表現となる。これらの意味を了解できるためには、 1© 2©を慣用句としてそれぞれの
単語とは別個にしっていなければならないのであるが、単語の語意をしりながら文意

が理解できないという、民族語によくみられる不合理が生じているのは西欧の言語か

ら慣用句がもちこまれ、使われつづけているためである。この種の「不合理」はほか

にも数多くみいだせる。しかし重要なのは、そのことは「エスペラントの欠陥」なの

でなく、いわば「エスペラント話者の欠陥」であるということだ。 1© 2©ともに、他に
「中立的」かつ合理的な（理解の容易な）表現によって言い表しうるにもかかわらず、お

そらく西欧のエスペラント話者に起源をもつ語法を、西欧外のエスペラント話者が無

批判に「標準」として受け入れているのである。このことがエスペラントの「ヨーロッ

パ語的」性格を増幅し、エスペラントが十分にその潜在的機能を発揮することを妨げ

ているのである14。これらの「西欧的」な表現もしっていなければ、現状ではエスペ

ラントの通用に支障をきたすというのであれば、辞書等には暫定的な措置として掲載

するにとどめ、将来的には「死語」にすべき、のぞましくない表現であることを並記

すべきであろう。

「相関語（例えば、tiu:その、その人）を使えるから、代名詞『ri』は不要である」
確かに。しかし、riisto たちは、性別を知っている人に対しても使える代名詞を持っている。
もし、単数代名詞の代りに、人を表す相関語だけを使うことにしたら、 新たに代名詞に使わ
れることになったその新しい音に慣れなければならないし、相関語が人を表しているのか物
を表しているのかという新たな混乱を生じるし、非常におかしな言語になってしまう。

tiu は現在でも人称代名詞として使われることはあるし、混乱を生じることも、文脈を無視しなければ稀で
はないだろうか。仮に混乱を生じ、「おかしな」言語となるのであれば la homo を使えばよい。

12『日本語エスペラント辞典第二版』日本エスペラント学会、1988 年、『エスペラント小辞典』大学書
林、1965 年など

13『エスペラント日本語辞典』編集委員会編『知っておきたいエスペラント動詞 100』日本エスペラント
学会、1995 年、阪直『作文のためのエスペラント類義語集』日本エスペラント学会、2000 年など。

14合理的で理解の容易な「基本語の合成」という方法をとらず、習得のむずかしいギリシア語源の単語な
どを安易につかうエスペラント話者の傾向を、後藤文彦氏は「高級語」問題として追及している。
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２、エスペラントの使われる「環境」

エスペラントが機能不全をおこしている背景には、エスペラントが実際に使われる

ときにおかれている環境もある。たとえば、母語を異にするエスペラント話者たちが

エスペラントをもちいて意思疎通をおこなうとき、まず握手・抱擁し、既知の間柄な

ら相手の健康状態を問う言葉をかわすことからはじめる15。ここに重大な問題がある。

たとえば、かりに差し出された手を無視し、相手から発された健康状態に関する問い

の交換をおこなわなかったならどういう状況がおこるであろうか。相手がヨーロッパ、

あるいはヨーロッパ的ふるまいに疑問をもたないひとであれば（そのようなエスペラン

ト話者が大多数をしめる）、かような行為は即座に敵対行為ととられ、その後の円滑な意

思疎通はほぼ不可能である。そこでは、握手をする習慣、健康状態を問う習慣をもた

ない意思疎通の様式をとるひとは存在しないことが前提になっている。「多様な言語、

多様な文化、その橋渡しの道具としてのエスペラント」という理念が唱えられても、

「握手しないという多様性」は受け入れられない。このような「ヨーロッパの常識」に

したがったエスペラント運用の実態を観察するなら、前項でみた問題の解決が困難で

ある理由も理解されよう。

「いかに使うか」

以上でみたように、エスペラントの不備な側面の検討から明らかなのは、エスペラ

ントが言語差別解消に役立つといっても、その「役立ち方」の度合い、言語差別解消

への貢献の程度は、いかにエスペラントを使うかということに依存していることであ

る。残念ながら、現在のエスペラント普及活動や多くのエスペラント話者はこのこと

をほとんど自覚しておらず、「エスペラントを使うこと」「エスペラント話者を増やす

こと」に満足してしまっている。たとえば、ヨーロッパ議会議員にエスペラントの賛

同者が増えること、すなわちヨーロッパ連合の公用語となる可能性が少しでも大きく

なることに注目し、それを単純に喜ぶエスペラント話者のありようはそのような考え

方をじかに反映している16。逆説的なことに、エスペラントを使用することによって

言語差別を強化してしまう、または別の言語差別をもたらすことすら、現実にはほと

んどありえないことではあるけれども、理論的には可能である。このことを鋭く自覚

していないために本稿で列挙したような問題が生じているのである。やみくもなエス

ペラント普及には意味がないこと17、エスペラントを「使うだけ」では足りないこと

をエスペラント話者、言語差別解消に関心をもつひとびとがもっと意識し、つねにそ

のありようを検証していくことが重要である。この作業は社会言語学の課題でもある。

本稿作成にあたり田平正子氏より資料提供を受けたことを謝してしるす。

15kiel vi fartas? - bone kaj vi? （元気か？元気だ。そちらは？）など。
16“Ni klare antaŭvidu la politikan vojon”, Esperanto, marto 1996 1079(3), p.42-43 ;「エスペラン
ト語に脚光再び」『朝日新聞』1998 年 10 月 31 日朝刊など。

17母語を獲得しつつあるこどもにエスペラントを教えればエスペラント話者が増えるといった方法のエス
ペラント普及活動もこれにあたる。



英語教科書に見られる言語・文化・民族観

小林　真彦 †

はじめに

本稿は日本における現行の英語教科書に見られる言語・文化・民族への見解を分析

するものである。そうした分析を行なう意義としては次の点を挙げたい。まず J. M.
Blaut(1993)が以下のように述べるとおり、教科書自体の持つ影響力がある。

教科書は文化への重要な窓である。単なる本ではなく、それらはその文化

における意見を形成するエリートが教育を受けた若者に過去および現在の

世界についてまさに何を真実であると信じて欲しいのかに関する半公式の

発表である。(6頁)

これは教科書全般が持つ普遍的な影響力であるが、日本を含む一部の社会において

は、英語が中学校や高等学校でほぼ必修科目であることと教科書が文部科学省の検定

を経る必要があることから、そうした制度を採用していない社会より強い影響力を英

語教科書は持っているといえる1。筆者はこれまで現行の英語教科書としては中学校の

全種類と高校のリーディングおよびオーラルコミュニケーションを調査したが、本稿

ではそのうちの高校のものについて分析をする。現在、高校では他にグラマーとライ

ティングの教科書があるが、それらは文法や作文の表現に的を絞っているので一課全

体を通して言語・文化・民族を取り上げている課は見られないため分析の対象外とし

た2。また、過去の英語教科書としては『英語教科書名著選集』(全 29巻・大空社)に絞っ

た。それのみをもって過去の英語教科書を網羅的に捉えたとはいえないが、一連の教

科書をよくまとめたものであるため現行の教科書を知るための比較用資料として取り

上げたものである。

1.理論的背景

本稿の理論的背景となる研究はA. P. R. Howatt(1984)・J. M. Barrington and Bea-
glehole(1990)・R. N. Berard (1990)・T. V. Sathyamurthy(1990)・T. J. Stanley(1990)・

†こばやし まさひこ／成城大学大学院文学研究科英文学専攻博士課程後期／英語社会学
1義務教育の諸学校においては文部科学省の検定に加えて教科書の広域採択制度があり学校ごとの教科書

選択はできない。確かにその採択権は、国立・私立の場合は校長にあり、公立は市町村の教育委員会にあっ
て都道府県の教育委員会にはない。また俵 (2001) が指摘するとおり東京 23 区の場合は公立といえども各
学校がある程度の発言権を持ってもいる。(85-6 頁参照) それゆえ各学校の意見が完全に無視される制度と
は言えないが、他方で完全に各学校の意志に委ねられているわけでもない。

2『LIGHTHOUSE WRITING』の 38 頁には以下のような文があり、ライティングといえども言語や
民族や文化を問題にしていないとは言えない。ただし、1つの課を挙げて言語や民族や文化を扱っているも
のは見当たらず断片的な記述にとどまっていたので本稿では論じない。

Today’s story was one about unusual customs in Thailand. I wonder if there are any
customs peculiar to Japan.

（訳：今日の話はタイの珍しい習慣に関するものでした。日本特有の習慣はあるのだろうか。）
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A. J. Stockwell (1990)・R. Phillipson (1992)・J. M. Blaut(1993)・A. Pennycook (1994,

1998)であるが、特に中心となるのは Pennycook(1994, 1998)であるので、ここでその

理論と英語教育との関係を概観する。

Pennycook の理論の中には、文化政策としての英語教育へ間接的に影響する「暗
示された要素 (covert factors)」と直接的に影響する「明示された要素 (overt factors)」

があり、さらには時代による英語教育の変化を説明する概念もあるが、本章では暗示

された要素に的を絞って論じる。暗示された要素は 2点にまとめられる。第一は「文
化・政治・経済的支配」と呼ぶべきもので、軍事的支配ほどには直接的に影響しない

が一見平和的でかつ支配が見えにくいため批判をされにくいという点では強い支配と

なる。第二は Pennycook (1994)が「近代化理論 (modernization theory)」(42 頁)と呼

びPennycook(1998)がDean(1994)の考えを受けて「進歩主義者 (progressivist)」(26頁)

と呼んだ、歴史を近代への単線的な進歩と捉える見方で、本稿では「単純な進歩史観」

と呼ぶことにする。ちなみにこれら 2つの要素はお互いに支えあっている。なぜなら
文化・政治・経済的支配を正当化するには近代化を善とする単純な進歩主義史観が必

要であるし、単純な進歩主義史観を正当化するには近代化が実際に影響力を持ってい

る文化・政治・経済的支配の状況が必要だからである。

これら 2つの暗示された要素は英語教育の文化政策の中心的価値として英語教育を
支えているが、英語教科書に直接的に描かれたものではない。以下の章では教科書に

直接描かれている明示された要素を、言語に関する要素・民族と文化に関する要素・

歴史的背景の 3つに分けて分析する。

2.言語に関する要素

Pennycook(1994)が特に繰り返し述べる言語に関する要素は、英語の拡散を「自然

で中立で功利的 (natural, neutral and beneficial)」とみなす考えである。しかしこの
考えは以下のような問題をはらむ。

その拡散を自然とみなすことは拡散の歴史を無視し、それを促進した組織

や政府の大きな地球規模の力と目標と利益から人の目を背けさせることで

ある。それを中立とみなすことは言語に関してまさに特定の見解を持つこ

とでもあり英語の明確な国際的地位が地方社会・文化・政治・経済的な関

心事の中でその見解を高めていると当然視することでもある。それを功利

的とみなすことは地球規模の関係について無邪気に楽観的な意見を持つこ

とでもあり英語と富・資源・文化・知識の不公平な拡散や流れとの関係を

無視することでもある。(23-4頁)

このように問題は多岐に及ぶが、根本的な問題は英語の拡散によって生じる本質的

な不平等が見過ごされていることである。そしてもちろん英語教育もその不平等に

よって成り立っているのであるが、英語教科書自体の中でこの不平等が支持されてい

る場合がある。なかでも『WHY ENGLISH READING』の第 1部第 13課は突出し
た例で、英語でしか注文できないアメリカ人を見下すパリの給仕を冒頭に挙げてフラ
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ンス人によるフランス語帝国主義を批判し、現在は外国との交流のために英語を身に

つけたフランス人が多いことを結論としている。この課ではフランス語帝国主義は批

判されるのに英語帝国主義は批判されるどころか疑問さえ持たれず必要なものとして

礼賛されている3。他方、言語を社会問題として扱う視点が全く欠けている例としては

『PRACTICAL ENGLISH READING』がある。同書には言語を社会問題として捉え
る課が 1つも無いのだが、特に興味深いのはその 9課である。その課の内容とは、読
み書きのできない 55歳の男性が本人の努力と周囲の協力で読み書きの能力を身につ
けていく話であるが、そこには近代社会で読み書きの能力がきわめて重要であるにも

かかわらずそれを習えない人がいることを社会問題として捉える視点が全く見られな

い。この課が同書の他の課と違うのは、他の課は言語と社会との関係とは全く言えな

い題材を論じているのに対し、この課が本来は言語と社会との関係として読み解くべ

き問題を取り上げつつもそれを全く個人的な問題とみなしている点である。ここまで

は英語の拡散に疑問を全く持たない教材の例であるが、英語の拡散を一応批判しつつ

も結果的に礼賛している例も見られる。『ONE WORLD Reading』の 12課は英語の
拡散について「公平じゃない。(It’s just not fair!)」(132頁)と述べつつも、英語の標
準が英米の標準のみでなく多様になったことを挙げて英語の拡散がはらむより本質的

な問題を追求しない。これでは標準が英米から離れれば英語による不平等は存在しな

いかのような印象を学習者に与えかねない。

言語に関する要素として 2番目に挙げたいのは Pennycook(1994)が「応酬 (recipro-

cation)」と呼んだ要素や Pennycook(1998)が「二重の応酬 (double reciprocation)」と呼

んだ要素である。前者は英語に関する言説と英語自体が相互に補強しあっている状態

であり、後者は英語に関する言説と他の言語や文化に関する言説が相互に補強しあっ

ている状態である。具体的に言うと『English 21 1』の 11課には英語と「電気通信網
(the electronic communication network)」を結びつけており、このことは英語と近代的

な通信技術が結びついた状態を学習者に定着させうる。『AURORA 1』の 6課はさら
に「英語は仕事や外交やメディアや教育の国際言語である。(English is the international

language of use in business, diplomacy, media and education.)」(65 頁)と多岐に渡る英

語の使用域を述べている。これらは英語に関する言説であるが、そうした言説が英語

教科書を通して語られる時、英語と言説の相互補強すなわち「応酬」が生じる。この

応酬の例に対して以下のようなものもある。『PHOENIX English Course 1』の 1課
はインド・ポーランド・ケニヤの学生による英語礼賛がある。また『PROGRESSIVE

3この課はフランス語帝国主義を批判する文脈で英語帝国主義を支持している点が特に欺瞞的なので引用
に値する。まずは冒頭で以下のように述べる。

たった 1～2 世代前、パリの給仕はコーヒーを英語で頼まねばならないアメリカ人旅行者を
見下していた。しかしその時でも、英語は既に国際語としてフランス語を追いやりつつあっ
た。今や多くのフランス人が、外国人に理解されたいならフランス語だけでは不充分だと気
づいている。(62 頁)

そして結論は以下のとおりである。

こんにち、しかしながら、英語は他の多くの国と同様に日常生活に存在しているので若い人々
には流暢になる動機も機会もある。彼 (女)らは映画やテレビ番組や流行歌で英語を聞く。彼
(女) らは英語によって多くの外国の人々と交流できるようになることや英語の能力が良い仕
事を見つけるのを助けることを知っている。(64 頁)
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English Reading』の 3課は西洋言語の屈折語という特徴をバレエと、そして日本語の
漢字を日本舞踊と、それぞれ結びつけている。これらなど前者は言語と民族を、後者

は言語と文化をそれぞれ結び付ける言説で、こうした言説が英語教科書を通して語ら

れる時、それは「英語から言語に関する言説 (ここでは英語以外の言語に関する言説で
あるが)そしてさらに民族や文化に関する言説へ」という「二重の応酬」を生み出す。
言語に関する要素でここで取り上げる第三のものは「英語は植民地エリートへ向

かう公式の乗り物であり魔法の祭文である。(English was the official vehicle and the

magic formula to colonial elitedom.)」(15頁)というNgugi(1985)の引用を通して Penny-
cook(1994)が伝えた、いわば「エリート主義」というべき考えである。これはかつて

の植民地での状況の描写だが Bowlesおよび Gintis(1976)と Bourdieu(1973)の考えを

要約しつつ Pennycook自身も「教育のしくみが国内および国家間の不平等を永続させ
た。(educational systems perptuated inequalities in and between countries.)」(48頁)と指

摘するとおり現在でも見られる傾向である。現行の英語教科書でこの点を極めて明確

に示した例としては『ECHO ENGLISH COURSE ORAL COMMUNICATION A』
の「Vitamin D: Let’s Enjoy Languages!」という欄がある。そこでは映画「マイ＝フェ
ア＝レディ」の主人公イライザが上流階級の発音を身につけたことを描きながら、下級

階級の発音に対する差別という不平等を生み出す本質への批判は全くみられず、あたか

も下級階級の発音自体が批判されるべきとの印象を与えかねない。これは非常に典型的

なエリート主義だが、より遠回しな表現は他にも見られる。『POWWOW ENGLISH
COURSE 1』の 3課はオーストラリア・カナダ・イギリス (ブリテン)・アメリカ合州国

にいる 4人からの英語学習に関する忠告であるが、そこには「いかにして」英語を学
ぶかは問われていても根本的に「なぜ」英語を学ぶかは問われていない。これは英語

学習の目的を上流階級に仲間入りするためと明記した『ECHO ENGLISH COURSE
ORAL COMMUNICATION A』に比べるとそもそも理由を書いていないので遠回し
ではあるが、理由を問わず英語学習に向かう姿勢は最終的には英語を通してのエリー

ト主義に取り込まれることになる。これに対して『GENIUS ENGLISH READING』
の「English for Everyday life」という一連の欄はいかにしてイギリス (ブリテン)で留

学生活を送るかの手順がことこまかに説明されており、理由を問わずに英語教育へ駆

り立てる点は同じだが英語学習全般ではなくはっきりと留学をするようけしかけてい

る点がはるかに露骨である。

本章では 3つの明示された要素を説明してきたが、これらは「支配」や「単純な進
歩主義史観」といった暗示された要素から生じているのであって、決して暗示された

要素と無関係ではありえない。次章では同じく明示された要素のうち、文化や民族に

関するものを検討していく。

3.文化と民族に関する要素

文化と民族に関する要素としては第一に Pennycook(1998)が「植民地的二分法 (colo-

nial dichotomies)」と呼ぶ考えで、それは英語教育にも影響すると述べる。
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それゆえ、英語教育の多くを形成する態度・信念・活動をよりよく位置づ

けられるようになるためには、自他に関する一般民衆の言説 (すなわち英語

や他者の印象)が様々なメディアを通してどのように流布し再び流布される

のかを見ることはきわめて重要だ。(162頁)

こうした考えは Stanley(1990) が指摘するとおり、多様な人々を「類像的な「彼」

(iconic ”he”)」(155頁)として一括して認識してしまうことへとつながる。そうした認

識をすると Pennycook(1998)の説くように植民地の人々には歴史・文化・宗教・知能

が欠けておりそれらを満たすのがヨーロッパ人の役割だと解釈したり (56頁)、さらに

は植民地の先住民の存在そのものを否定したり (55頁)といった姿勢へ向かう。そして

そうした他者の無視が最終的に行きつく先は、「政治的無意識」に基づいてアングロサ

クソンの (あるいはヨーロッパの)文化を拡散することである。

先住民の歴史のみならずその存在自体を無視したものとして『MILESTONE English
Course 1』の 4課がある。香辛料の歴史を描いたこの課は徹底した先住民無視の例で、
香辛料によって料理がいかに変わったかについては詳述しながらも、その歴史と並行

して香辛料の原産地にいた先住民の歴史はおろか先住民の存在自体にさえ触れていな

い。これに対して『NEW STAGE English Course 1』の 13課は先住民に一言だけ触
れつつもその歴史を無視している例である。そこではインカの遺跡を巡る旅行が描か

れているが、インカの末裔である現地の人は登場するもののその先祖たるインカ帝国

がヨーロッパに侵略されたという歴史は全く触れられていない。もう少し洗練された

例もある。『MILESTONE English Reading』の 2課ではジャガイモの歴史を語る中で
ヨーロッパによる侵略にも一言触れているが、「植民地主義のもとにおける多くの不幸

な侵略と戦争 (many unfortunate invasions and wars under colonialism)」(18頁)と言及す

るだけである。これは一見ヨーロッパによる植民地主義を批判しているようだが「不幸

な」と評価することは責任の所在を曖昧にするおそれがある。他方『PROGRESSIVE
ENGLISH COURSE 1』の 9課はアメリカ合州国の歴史を語る中で、奴隷としての黒
人を除き全てのアメリカ人は移民であるとの見解を示すが、そう述べることでさまざ

まな出身の移民をとりあえず平等に扱っているものの先住民の存在は無視している。

これらの課は程度の差こそあれアングロサクソンおよびヨーロッパの外にある他者を

見えなくし、アングロサクソンあるいはヨーロッパ文化の持つ政治性に無関心のまま

そうした文化を拡散させるための土台となりうる。

これまでのべた植民地的二分法や他者への無視に基づくヨーロッパ文化礼賛はヨーロッ

パ文化による支配に直接的に結びつくが、もう 1つの側面として「東洋趣味 (orientalism)」

を基盤にしながらヨーロッパ文化礼賛へと向かう例もある。Pennycook(1998)も「ア

ングロ趣味と東洋趣味は植民地言説の対立する側面というよりは相補的な側面であっ

た (Anglicism and Orientalism were complementary rather than antagonistic aspects of

colonial discourse)」(84頁)と評するとおり、表面的に東洋を礼賛することは結果的に西

洋文化あるいは英米文化中心主義へと向かうことにつながる。『POWWOW ENGLISH
READING』の 1課はその典型的な例で、そこでは東京の暮らしに疲れたらフィリピ
ンに旅行しようという主張および実際のフィリピン旅行記が述べられており、西洋の
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代理たる東京が実際の生活の場であるのに対してフィリピンは観光の対象でしかない、

という東洋趣味が西洋中心の価値観に寄与する側面のきわめて明確な例である4。やや

洗練された例は『POLESTAR Reading Course』の 1課で、そこでは中国系アメリカ
人がフランス料理店に行って食事の習慣の違いに戸惑う話とともに、その中国系アメ

リカ人と非中国系アメリカ人が一緒に中華料理店に行って今度は非中国系アメリカ人

が箸の使い方に苦労する話が載っている。これは双方が習慣の違いに戸惑うので一見

すると西洋と東洋の文化を平等に扱ってるように見えるが、中国系アメリカ人が戸惑

う場面では誰もその苦労を理解してくれる人がおらず中国系アメリカ人がいたたまれ

ない気分になって話が終わるのに対して、非中国系アメリカ人が戸惑う場面では中国

系アメリカ人がその苦労を察する結果になっているのである。中国系アメリカ人が戸

惑った時に周囲に理解者がいなくていたたまれない気分になったことも非中国系アメ

リカ人が戸惑った時には中国系アメリカ人が理解者になったことも、たしかにそれ自

体は事実であろう。それゆえそのことを書くのは問題ない。ただしそれが問題でなく

なるのは、あくまでこの経験が本質的に不平等であると結論部に書き足すことを前提

としたうえでの話である。このように表面的には東洋 (あるいは西洋以外の地域)に理解

を示しているような事例も最終的には西洋文化礼賛へ向かうことがあるため、本質的

に平等な価値観を描いているか否かは個々の場合ごとに十分注意を要する。

4.歴史的背景

これまでが現行の教科書に見られる言語・文化・民族への見方の問題だが、ここで

は視点を変えてそうした見方の歴史をさかのぼり、そのことを通して時代によって何

が変わって何が変わらなかったかを検討する。

過去の教科書を見た上で現行の教科書の内容を再考すると、英語教育を経済活動と

してあるいは開発援助として見る傾向があるように思われる。このうち少なくとも開

発援助という側面は英国文化振興会 (the British Council)の方針が植民地主義から開発

援助へと向かったことを Pennycook(1994)がその 148頁で示している。なお、後者を
単なる経済活動ではなくここでは「地球市場」と規定して論じていく。それは経済活

動としての英語教育がまさに世界規模での産業であるからだ。そのことは『GENIUS

4この課も突出した東洋趣味の例なので引用する。冒頭は以下のとおりである。

旅行は好きですか。外国へ旅行に行きたいですか。どこへ行きたいですか。たぶんあなたは
ロンドンやパリやニューヨークといった遠いところを訪ねることを夢見たでしょう。あなた
はロンドンのビッグ＝ベンやパリのエッフェル塔やニューヨークの自由の女神を見たいに違
いありません。
それらは素敵なところですが、あなたのために提案があります。どこか違うところを訪ねて
はどうでしょう。日本のまさにとなりに素晴らしいところがたくさんあります。私は東南ア
ジアについて言ってるのです。(6 頁)

そして結論で次のように述べる。

私は東京での暮らしをとても楽しんでますが、ボラカイ島での平穏な生活の後に大都市の生
活の速い速度に戻るのはいつでも難しいです。しかし、東京の人込みやめまぐるしさが耐え
られなくなるといつでも、私は熱帯のそよ風に優しくなびくココナツの木々や足もとの白い
砂を夢想して 2～3 分を過ごします。(13 頁)
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ENGLISH READINGS』の”English for Everyday Life”という一連の企画に典型的に
現れている。そこではイギリスの学校で学ぶための方法が懇切丁寧に説明されている。

そうした企画が日本でほぼ必修とも言うべき高校における英語教科書で取り上げられ

ている状況をより広い視点から見れば、それはイギリスが自国に都合の良い知識を世

界に広め資本を世界から流入させる旧来の植民地教育の一側面に他ならない。これは

特に露骨な例であるが、そもそも日本の学校教育で経済活動としての英語教育という

側面を無条件に受け入れること自体が世界市場の一面としての英語教育という意味合

いを不可避に含むことになる。

もう一方の援助という要素に目を転じると、援助をされる側よりも援助をする側か

らの見解ばかりが見受けられる。具体的には女優 Audrey Hepburn の活動を扱った
『APRICOT ENGLISH COURSE 1』の 8課・NHKの活動を扱った『LIGHTHOUSE
1』の 2課・歌手 Bob Geldof の活動を扱った『VISTA English Series 1』の 13課お
よび『POLESTAR English Course 2』の 3課がある。善意から援助をした個々人は
必ずしも責められるべきではないが、教科書がそれら援助する側の視点のみから事態

を描いてることは問題で、援助される側からの視点を当然取り入れるべきである。な

お、善意で援助した人の姿勢でもある程度責められるべき場合もある。それは上記の

Bob Geldofが行なったチャリティーコンサートで Bobとその賛同者である歌手達が
「彼 (女)らは今日がクリスマスだと知ってるだろうか。(Do they know it’s Christmas?)」

という歌を歌っているからである。この歌手とその賛同者が善意をもって行動してい

ること自体は疑い得ないが、「彼 (女)ら」すなわち援助される側がクリスマスを知って

いるか否かを問うのはキリスト教的価値観の押し付け以外の何物でもない。これらと

は対照的に『Orbit English Series 2』の 7課や『MILESTONE English Course 1』の
12課のようにこれまでの援助がそれを受ける現地の人々にとって役立っているかを問
い直したうえで現地の人にとって役に立つ援助とは何かを探求した課もある。しかし、

その場合でもなお 3つの問題がある。第一に援助を受け入れる側の人々と直接交流し
て援助を考えたボランティアを扱っているものの、その描き方は現地の人自身よりむ

しろボランティアが語る現地の状況に過ぎないこと。第二に途上国の貧困が先進国の

植民地主義の遺産であるという本質的な点には触れていないこと。第三にボランティ

アが与えるという側面しか述べておらず、逆にボランティアが途上国から学ぶ点は述

べられていないこと。これら 3点ゆえに、援助を比較的深く掘り下げて扱っているこ
れらの課でも全面的に支持できるとはいえない。

以上が現行の英語教科書の特徴である。英語教科書の持つ根本的な意味合いを考え

るために、まずはその起源を考えてみよう。Blaut(1993)は以下のように述べる。

見てきたとおり、ヨーロッパとアングロアメリカの歴史教科書は歴史的発

展の原因のほとんどをヨーロッパの領域で起こったものと断言してきた。

19世紀初頭と中期の教科書はこのヨーロッパ中心のトンネルのような歴史
にかなり明確に宗教的な基礎知識を与える傾向がある。(6頁)

これはあくまで歴史教科書の場合だが、まさにその歴史教科書たるParley’s Universal
Historyを英語教科書として使った日本の場合はこうしたヨーロッパ中心の価値観によ
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る影響をまぬがれなかったものと思われる。また、英語教科書についてもHowatt(1984)

が指摘するとおり同様の価値観が見られる。

これ以来 (小林注：1797年に Tutorという教科書が出版されて以来)、英語教育

の歴史は 1世紀以上お互いにほとんど交わることの無い 2つの流れに分か
れた。一方は帝国の拡張の道を後追いして英語が帝国の教育開発において

果たすべく定められた役割をたどった。それはそれ自身だけで何巻にもお

よぶ別個の研究を必要とする壮大な問題である。他方は―第 3部で戻るが
―範囲的に限られており、主として 19世紀ヨーロッパの教育的・社会的変
化に対する言語教育の方法論からの回答に関するものである。(71頁)

このことから、1797年以降は大英帝国の価値観に沿った英語教科書という一連の流
れが連綿と続いているということがいえる。また、以上の記述から推測できることだ

が、過去の英語教科書の特徴としては次の 2点がある。第一は民族・文化には触れて
いるが言語についての言及はあまり無いということ5。第二は先に「暗示された要素」

と呼んだ「単純な進歩史観」や「文化・政治・経済的支配」はもとより「軍事的支配」

さえも明示されているという点である。これらのうち民族・文化は描写しつつも言語

にはほとんど言及していない、という第一の点はそれほど興味をひくように思われな

いので本稿では省略する。それに対して突出した特徴というべき点、すなわち「単純

な進歩史観」や「軍事的支配」が明示されている、という点を例示することにする6。

歴史観について『Parley’s Universal History』はその「序論」の終わりで次のよう
に結論づける。

それゆえ人類は 4つの段階に分類しうるということに気づく。すなわち野
蛮状態にある人達・未開状態にある人達・半分文明化した人達・文明化の

頂点にいる人達である。(25頁)

これと同様の歴史観は『Mitchell’s New School Geography』にも見られる。

5『英語教科書名著選集』には確かに文化や民族ならぬ言語を扱った例はあまり見られなかったが例外も
ある。Jack and Betty; English Step by Step の「2 年生用」の 9 課には以下のような会話が収録されて
いる。

「でもフランス人と話す前にあなたはもっとずっとフランス語を習わなくてはなりません」
とジャックは言った。「はい、そうです」とベティは答えた。「でも多くのフランス人は英語
を話せると思います。フランス語は習うには難しい言語です。あなたはそう思いませんか」
「はい、思います」とジャックは言った。(22 頁)

この会話でベティがフランス語を習わねばならないと認めていることは、最終的にフランス人が英語を話
すことを期待している以上、英語帝国主義に反対する意味を持たない。さらに何の根拠も無くフランス語は
学びにくいと評価している点も言語に対する偏見を植え付ける記述といえる。この会話の本質はフランス人
給仕を皮肉った『WHY ENGLISH READING』の第 1 部第 13 課と同質である。

6本稿は英語教科書に見られるヨーロッパあるいは英米中心の価値観を明らかにすることが目的である
が、ヨーロッパあるいは英米中心主義と同じ方法で日本中心の価値観を強く打ち出した例が『英語―中学校
用―』の 3 年生用の 3 課には見られるのでここに挙げておく。

そこで、ミャンマー人は今や英語ではなく日本語を習っており日本語ができる現地の人の数
は急速に増えている。全てのミャンマー人は戦争による多くの試練を忍耐強く切り抜けつつ
あり、自国がイギリスの支配から自由になってより幸せで良くなってきているので全員が喜
び感謝している。(57 頁)
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人類はその社会状況に応じて 2つの大きな段階に分類されうる。すなわち
野蛮と文明である。（中略）これら 2つの段階はさらに野蛮・未開・半文
明・文明・啓蒙の 5つに分類されうる。(35頁)

もう一方の要素である支配に関しては、特筆すべき例として『Kanda’s Crown Readers
4・5』には「サー＝フィリップ＝シドニー (そこではシドニー氏の軍人としての活躍が描

かれている)」「勇敢な軍人」「英国の陸軍」「ネルソン提督」「英国の海軍」「世界的な力

としての英国」「帝国の成長」「帝国主義」という具合に軍事的支配や帝国主義があか

らさまに描かれており、当然そこでは批判的にではなく礼賛するように描かれている。

しかし本来は道理の無い軍事的支配や帝国主義を礼賛する以上、そこには偽善的な論

理が不可欠で、たとえば以下のような記述にそれが見られる。

闘争心―これは必ずしも攻撃性を意味するのではなく「理不尽さには我慢

しない」という決意である。(197頁)

支配―機嫌を取ることで先住部族を利用することができるが、彼 (女)らの

中に帝国を築くには、彼 (女)らがいらだつことがないように統制力を持た

せつつ彼 (女)らを征服できなければならない。(199頁)

そして最後の四半世紀は主たる大陸の勢力がとても巨大で恐ろしいので宗

主国と植民地は関係を強化し 1つの大きな帝国の必要条件に政策を適合さ
せることが望ましいと気づいた。(209頁)

これら 3つの引用が直接的支配すなわち軍事的支配に対する言及であることには異
論はないであろう。次にその偽善性だが、第一の引用では「理不尽さには我慢しない」

という言葉が植民地を支配する側から述べられている点が何とも皮肉で、あたかも植

民地化は理不尽でないかのような誤解を与える教材である。第二の引用の偽善性はそ

もそも引用の中に明示されているも同然である。第三の引用では被支配者たる植民地

が支配者に協力する義理など無いのに協力に合意したかのような記述が偽善性の現わ

れである。

ここで本稿の意義に立ち戻ってみたい。そもそも教科書は (特に日本ではほぼ必修科目

である英語教科書は)社会への影響力が大きいが故に分析に値するのであり、さらにはそ

の英語教科書の内容が歴史的には植民地支配に起源を持ち現代においても言語・文化・

民族に関して偏見を与え得るものであるから問題なのである。しかし驚くべきことに

『Kanda’s Crown Readers 4・5』の「5年生用 (Book Five)」には、そもそもイングラ

ンドにおいては教育自体が帝国主義さらには宗主国たるイングランドの生徒間の不平

等を生むためのものであったことを明示した「イングランドにおける教育 (Education

in England)」という課がある。

　日が経つにつれ、新しい少年は奇妙な環境に慣れていく。彼は非常に早

く 2つのことを習う。第一に他の少年について決して文句を言ってはなら
ない、そして第二に上級の少年達に無条件に従わなくてはならない。性格

の弱点や欠点は仲間によってすぐに見つけられる。そして彼は生活でいく



98 社会言語学 I (2001 年 8 月)

らかでも平穏を得るつもりなら最も明らかな欠点は克服するか最低でも隠

さねばならないと気づく。

　徐々にその少年は成長し、彼自身が上級の少年になる。従うことを学ん

で、彼は今やより難しい命令という仕事を持つ。小さい少年達がよかれあ

しかれ彼の下におり、彼は彼の責任を感じ始める。小さな過ちゆえに下級

の少年達を責める権利を持ち、上級の少年は彼自身の名誉と正義感が自ら

が決まりを破ることを許さないと気づく。それゆえ彼はより控えめで男ら

しくなる。(92-4頁)

この箇所の差別性・抑圧性はあまりにも明らかなのでどこが問題かについての説明

はしない。ただ、この箇所が本稿の目的に対してどういった意味合いを持つかを最後

に述べる。本稿の目的は英語教育の一側面である教科書の検討を通して英語教育の差

別性を明らかにすることであった。そうした目的を考える時、この「イングランドに

おける教育 (Education in England)」という課が特筆に値するのは、それが英語教育
の上位概念たるイングランドにおける教育の差別性 (そこには海外への差別以前にイング

ランド内における差別も含む)さえも明確に支持しているからである。

終わりに

最後に本稿のまとめと今後の展望を述べる。これまで述べたことを要約すると、Pen-
nycook(1994, 1998)の説く英語政策の諸相が日本における現行の英語教科書にも当て

はまる、ということである。そのことはつまり、言語・文化・民族に関して偏見を助

長する言説を含む教科書と英語政策とが継続的に相互の支配を強める関係にあること

を意味する。もちろん時代ごとの変化はあるが、5章で示したようにそうした変化は
決して本質的なものではない。

ところで、冒頭で述べたとおり本稿は「日本における現行の英語教科書に見られる

言語・文化・民族への偏見を分析する」ことを目的としてきた。その目的はこれまで

見てきたとおり一応は達成されたと思われる。しかしながら不足はある。たしかに一

次資料たる教科書に関しては現行の物はすべて当たったので不足ではないと思われる

(過去の教科書はまだ研究が不充分といえるが、現行のものに焦点を当てた上であくまでその歴

史的背景を知るための参考という意図で過去を取り上げたので過去は主題ではない)。むしろ不

充分なのは二次資料たる分析の枠組みである。言説に焦点を当てた英語政策論として

Pennycook(1994, 1998)を取り上げ、英語教育さらには英語教科書の歴史的背景を分析

した研究としてHowatt(1984)その他を取り上げた結果、日本における現行の英語教科

書とその同時代的および歴史的背景の一面を描くことはできたと考えるが、しかし同

時代的にも歴史的にもまだまだ多くの側面が複雑に絡み合っていることは想像に難く

ない。今後はそうした多様な側面を理論的に深めていきたい。
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書評

野呂香代子・山下仁 (編著)「正しさ」への問い
批判的社会言語学の試み

植田 晃次 †

近年、「社会言語学」ということばが盛んに聞かれるようになった。しかし、そう名

乗るものの内実は多種多様で、かなりの幅を持つ雑多なものである。こうした中で、

『社会言語学』（以下、「本誌」と略）の創刊に先立ち、『「正しさ」への問い ― 批判的

社会言語学の試み』（以下、「本書」と略）が刊行されたことは偶然ではないだろう。自

らも執筆者のひとりである書籍を評することには限界もあろうが、本稿は、たまたま

双方に関わることになった評者が、社会言語学とは何かという問いを念頭に置きつつ、

日々の生活の中で感じていることと本書を関連付けて、書評を試みるものである。

多岐に渡る「社会言語学」を想起した時、たとえば次のような問題点が浮かび上が

る。

(1)　かつて、社会言語学徒である知人と、「ある地域の言語をとりまく事象を『研究』

して何かが明らかになったとして、そのことはそこに行けば子どもでも知っているこ

とであったりする。社会言語学とは何なのだろう」というような話をした記憶がある。

もちろん事実の積み重ねは重要であるが、それをどういう切り口で、どのように提示

するかこそが重要であろう。

(2)　いわゆる「少数言語」（あるいは「小言語」／以下同様）研究者に見られることの

ある現象だが、「少数言語」を「研究」するのは、他の人がわからない言語で会話を

するのが楽しい／気持ちがいいからといった発言を耳にしたことがある。実際、時に

は、われわれのことばを勉強してくれてありがとうと感謝すらされることもあるだろ

う（6000万人以上の母語話者人口を持つと思われる朝鮮語でさ̇え̇、感謝されてしまうことがあ

る）1。

(3)　 (2)とは逆に、「少数言語」を擁護するあまり、過度の使命感を持って“月光仮
面”化してしまうということはないだろうか。本書の「解説」でも指摘されているよ

うに、松尾論文は「多文化共生ということばは一見心地よいことばであるが、社会に

おける多文化共生が多文化強制となりうることに注意を払う必要がある」（179頁）と

述べている。また、消えゆく貴重な言語を保存しなければならないという人もいるだ

ろう。

†うえだ こうじ／大阪大学言語文化部教員／専攻：社会言語学・朝鮮語学
主要論著：「中国の朝鮮語規範化文献に見る規範制定者の「規範語」観 ― 文化大革命終結以降 ―」『国際

開発研究フォーラム』6、1996 年、「1990 年代中国の朝鮮語規範化と語彙規範の問題点」『言語文化研究』
26、2000 年、「R 音再攷 ― 朝鮮民主主義人民共和国における頭音法則と子音同化 ―」同上 27、2001 年
（原題では R は朝鮮文字の「リウル」で表記）、「「総聯朝鮮語」の基礎的研究 ― そのイデオロギーと実際の重
層性 ― 」野呂香代子・ 山下仁 編著『「正しさ」への問い』三元社、2001 年、『グローバル朝鮮語』くろし
お出版、1996 年 (共著）、『朝鮮語辞典』小学館、1993 年 (執筆・校閲）

1このような現象に関して、ヤマダカント（2001）は、「ありがたがられ効果」という用語を提案してい
る。
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カバーに描かれた天秤ばかりの絵が印象的な、本書の「はしがき」は次のように述

べている。

　「学問は客観的である」という幻想の下に、その社会性にあまり目を向

けていない「社会言語学」のあるべき姿について考えてみたい。私たちは、

差別や争い、対立などが日常的に存在する、人間関係の網の目に覆われた

社会に住んでいるからである。そんな社会との結びつきの中で、言語の諸

相と取り組むことこそ、社会言語学的研究の真骨頂といえるのではないだ

ろうか。（3頁）

この問題意識は、

　本誌は、ある人が意識する／意識しないを問わず、言語に対してとる態

度がどのような意味をもつものであるのかという問題を徹底的に追究しよ

うとするものである。これこそが社会言語学の使命であるとの意図から、

誌名を『社会言語学』とした。本誌が「何のための社会言語学研究か」と

いう内省を恒常的に備えるものであることを願う。

という、本誌の「創刊の辞」とも相通ずるものである2。

本書は「はしがき」に続き、次のような論文を収めている。

クリティカル・ディスコース・アナリシス（野呂香代子）

敬語研究のイデオロギー批判（山下仁）

ネイティブスピーカー再考（大平未央子）

「総聯朝鮮語」の基礎的研究 -そのイデオロギーと実際の重層性（植田晃次）

日系ブラジル人の言語使用（松尾慎）

「異文化間交流」の実際 -滞日留学生と日本人の相互行為分析から（吉川友子）

地域日本語教育の批判的再検討 -ボランティアの語りに見られるカテゴリー化

　を通して（森本郁代）

そして、巻末には「解説」（西口光一）が付されており、解説者の言語観と各論文の

要旨、論文相互の関係性が簡潔かつ丁寧にまとめられている。本書を読むにあたって

は、「はしがき」・「解説」にまず目を通した後、読者の関心が向くものから読み進めば

いいだろう。とはいえ、各論文は先に引用した「はしがき」で述べられている観点の

下で、それぞれ有機的に関連しあっている。

ところで、本書を通読して、ある種のもどかしさを感じる読者がいるかもしれない。

なぜならば、各論文で執筆者たちの多くは、スマートにというよりは、悩み悩み一歩

ずつ論を進めているように感じられるからである。

われわれは好むと好まざるとに拘らず、生の一瞬一瞬において自己の態度表明を自

ずと行っている。評者は 2001年初に行われた社会言語学関係のある研究会の大会の
2社会言語学のみならず、植民地教育史研究の分野の一部でも、山田寛人（1998）に見られるような問題

意識が見られる。



書評：植田『「正しさ」への問い』 107

折に、基調講演の後の質疑応答で、それらの講演を踏まえて日常どういうことをして

おられるのかを、その発表者たちに尋ねたことがある。大仰な答えを期待してではな

く、ひとりの生きる人間としてどのようなことをしているのかということを問うたつ

もりであった。難しいことではあり、評者自身もどの程度実現できているのかと問わ

れれば、はなはだ心許ないのではあるが3、自己の生と「研究」の連関、「研究」者と

しての自己と生活者としての自己の同一化が必要であると考えたからである。

このことに関しては、野呂論文がこれまで抱いてきた自己の不満や疑問点について

整理し、

　まず、談話分析を行う大前提として分析者の位置、立場、分析姿勢に関

する疑問がある。研究の社会性ということに関して自分自身を振り返って

みる。論文に書く「研究目的」を支える目的意識は何か。たとえ研究が学

問上の大きな発見をもたらすとしても、また俗っぽく言えば業績をあげる

ため、仕事をこなすためには役立っているとしても、それが社会的にいっ

たいどういう意味をもつのか、自分の生きる社会との関係を意識して研究

しているのかという問題である。（15頁）

と述べている。

評者自身の問題に則して、朝鮮4「研究」・朝鮮語教育において、生ずる事例を考え

てみよう。たとえば、評者の「研究」対象である言語を巡って、朝鮮語、韓国語、韓

国・朝鮮語、コリア語をはじめとするいろいろな呼称の中から、ある人がなぜその呼

称を採るのかということは、その呼び手の立場と密接に関わるものである。自らがど

のような立場で、どのような観点から、ある呼称を選びとるという行為は、自身が朝

鮮語を学習／教育、あるいは「研究」するにあたって、自己と朝鮮の関係性に関わる

根本的な問題であると考える。しかし、現実には、朝鮮語と呼べば朝鮮民主主義人民

共和国（以下、「共和国」）、韓国語と呼べば大韓民国（以下、「韓国」）を支持しているか

のような、あるいは朝鮮語は共和国の言語で、韓国語は韓国の言語という類の、偏狭

で矮小化された議論が始まってしまうことが少なくない。

評者は植田晃次（2000）で「呼称問題には唯一の答えがあるとはいえない。しかし、

飛び越えてしまうことは出来ない問題である。なぜなら、これは、ある言語を教える

／学ぶ、あるいは「研究」することの意味について考える手がかりともなりうるから

である」と述べたことがある。また、ささやかな実践ではあるが、共著の朝鮮語教科

書では、「これから学ぶことばをこの本ではなぜ「朝鮮語」と呼ぶのか」という項目を

冒頭に設け、自己の立場・見解を説明している5。しかし、若干の例外6を除いて、日

本で刊行されているほとんどの朝鮮語の教科書では、いずれの呼称を採るにせよ、そ

3自らを振り返れば、マクロな権力やその他の諸要因が絡み合う中で、自己の信念と現実の行動とに齟齬
をきたし、葛藤が生ずることもある。

4日本語における「ちょうせん（朝鮮）」の用法は、塚本秀樹・岸田文隆・藤井幸之助・植田晃次（1996:2-3）
や植田晃次（2000）で示した観点による。後者に大幅な加筆・修正を施した同題の論文が、近刊の多言語
社会研究会の年報第１号に掲載される予定である。

5塚本秀樹・岸田文隆・藤井幸之助・植田晃次（1996:2-3）
6たとえば、大村益夫・権泰日（1995:iv）など
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れについて触れられることはほとんどない7。これは、ことばの持つ社会性に目を向け

ず、「どのように」学ぶ／教える、「研究」するのかばかりを強調し、「なぜ」学ぶ／教

える、「研究」するのかということがほとんど省みられないことによる弊害である。

本書のもうひとつの観点は、「客観性」・「中立性」、あるいは、書名にもある「正し

さ」への懐疑である。野呂論文は「〔前略〕自分が一定の談話に対して感じる不快感

や自分が差別反対論者であるという立場は、言語学はもちろん社会言語学においても

「公表すること」を避けなければならないのか、主体の自分を背後に追いやって受動

態で書き続けることで保たれる「客観性」「中立性」とは何なのかという疑問である」

（15頁）と述べている。

評者自身の問題に戻れば、朝鮮語という呼称を採る人々の中に、「純粋に学問的な呼

称であって他意はない」という主旨の但書的主張が見られることがある。一見中立な

ように見えるこのような言説も、本書が「客観性を主張する学問の政治性にも「批判」

の目を向け、〔後略〕」（3頁）というように、実のところある種の態度表明の表れな

のである。これらが無自覚あるいは善意であれば、いっそう問題は深刻であり、山下

論文のいう「無自覚のイデオロギー性」（78頁）と通ずるものである。これが持つ危

なさの指摘は大平・吉川・森本論文にも共通するものであろう。

また、山下・松尾・植田論文などに見られる問題意識として、既成概念への問いかけ

というものがある。これと関連していうならば、大平論文では英語文献の引用が、執

筆者の自訳によるものも含めて、日本語で示されている。通常このような場合は「英

語がわかって当り前」ということが前提となり、そのまま引用されることが多いよう

に思われる8。

ある種の概念に異を唱える場合、それは逆方向に同じようなことをするようになる

可能性があることを、たとえば「英語帝国主義」論争の一部の中に見ることができる9。

そんな中で、本書はある種の既成概念の「うさん臭さ」（3頁）の再考を喚起しつつも、

「建設的な意見交換」（4頁）を求める態度で一貫している。

とはいえ、本書にも短所はある。一言で言うならば、「はしがき」で象徴的に「い

かにも青臭い論文集」（4頁）であるとみずから言及しているような点である。すなわ

ち、見方によっては、単なる理想主義、あるいは威勢はいいのだけれど……というよ

うに見えうるということである。しかし、これは先に述べたように、執筆者たちが自

己をとりまく社会と等身大の自分との間で何のための「研究」かということを考えつ

つ、悩みながら生きていることの表れである。

三元社／ 2001年／ 2800円（本体）

ISBN 4-88303-076-8

7「○○○」という呼称を採るという程度の記述は見られることがあるが、その理由が論理的かつ明確に
述べられることは極めて稀である。

8糸魚川美樹（1998）が指摘した、フェミニズム言語研究における英語・英語人への「偏り」とも相通ず
るものである。

9たとえば、津田幸男（1996）での主張などがこれにあたり、ヤマダカント（1996）の分類によれば、《破
廉恥》に分類されるものである。
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http://www.geocities.co.jp/HeartLand/2816/



