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1. はじめに

リリアン・テルミ・ハタノは、アカデミックな意味ではもちろんのこと、いわゆる
多文化共生をすすめたいとする関係者の意向をうけた社会貢献という意味でも、存在
感のある研究者といえるだろう1。
本書は、序文にあるとおり、1995年～2000年という 1990年代後半に執筆され 2001

年に提出された博士論文の日本語訳をもとにした第一部と、2005年～07年にかけて
在日ブラジル領事館にとどけられた新生児の人名データをもとにした分析結果の第二
部で構成されている。その意味で、本書は、2000年前後の日本における日系ブラジル
人およびペルー人の二世児童の人名をとりまく諸現象のえがたいデータ集である。人
名文化という意味で、まったく異質な文化圏が接触し、しかも、とても幸福なであい
とはいいがたい文化接触の本質がこれほどゆたかに収録された刊行物はないはずであ
り、類書をもたないという意味で、突出した存在といえる。
たとえば、つぎのような事例。

自分の名前を、日本人クラスメートが書くのと同じようにローマ字で書く
よう指示されたが、彼には日本名はなかったので、ブラジル名「Everson」
をそのまま書こうとしたところ、日本語に字訳した綴りである「Eberuson」
と書け、と指導されたのである。彼は、自分の名前が日本式に「エベルソ
ン」と発音されるのには慣れていたが、ローマ字表記でそれを書くように
言われたとき、出生証明書やパスポート、外国人登録証明書などの公式文
書に記載されているのと同じ綴りで書き始めた。それが正式な名前の表記
だと知っていたからである。ところが、その名前の英語のテスト用紙に書
いて数日後、返却された答案用紙を見て、彼は非常に驚き憤懣を覚えた。
日本人英語教師は、彼の名前の綴りを日本語のローマ字表記に関するルー
ルに従ったものに赤ペンで「訂正」しただけでなく、減点していたのだ。

（p.102）

†中京大学国際教養学部／ msk@myad.jp
1本書以外で、評者が重視するのは、たとえば、ハタノ（2006a, b）
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これは、言語学の素養をもつ読者がよめば、苦笑するほかない事例だが、平均的な
中学校の英語教員の水準とは、こんなものなのかもしれない。しかし、冷静にかんが
えるなら、ローマ字表記のなんたるかを客観視できない程度の言語認識のまま語学教
育をになうのは無責任だとおもわれるし、おしえられる生徒たちのゆくすえが心配で
ある。そして、それは、あとで誤解がとけて減点がとりけされ、中学生の少年が「満面
の笑み」をとりもどそうと、それで、めでたしめでたしとはならない（p.103）。同様
の愚行がかずかぎりなくくりかえされ、有害性の自覚をもたない関係者がほとんどだ、
といった状況がいまもつづいているだろうから。無自覚な野蛮／精神的暴力が、教育
の美名のもとに放置され、ほとんどのばあい、暴力性のなんたるかがおおいかくされ
たまま、わすれさられてしまうだろうから。
本書は、こういった事例がたくさんみつかる宝庫である。それだけで本書は、貴重

な記念碑的作品といえる。本書によって、みずからの無自覚さにきづき、認識を全面的
にあらためる層が中長期的に激増するならば、まことによろこばしいことである。し
かし、本来学位論文であるという消費税ぬきで 4200円という価格帯は、研究者ほか関
係者はともかくとして、一般読者が気軽に購入する水準にはない。おおくの一般読者
が図書館等を利用することで本書にふれるだろうことをかんがえあわせるなら、本書
の中核的購読層は、やはり研究者と、学術論文にてをだすことをいとわない教員層・
官僚層の一部ということになろう。であれば、本書の読者層の主軸は、やはり、社会
言語学や教育社会学の素養のある部分といえそうだ。
このようにかんがえてくると、類書がみあたらない本書ではあるが、同時に、刊行

物としてくびをひねるほかない、不可解な本質をかかえていることも、指摘するべき
であろう。それは読者があらかじめ混乱しないためであるとともに、後続のわかて研
究者を中心に、今後類似の学術的刊行物が企画されるときに参考になる事例として問
題点を整理するという意味でも。本書がかかえている「不可解な本質」とは、読者層
の不明瞭さと、社会言語学的視座の欠落や歴史認識の問題性など理論水準の諸問題で
ある。
本書評は、以上の 2点について問題を指摘し、研究者集団や出版関係者がえりをた

だす反面教師として典型的事例であることを論証し、功罪双方を検討することを目的
とする。

2. 本書は、いかなる読者層を想定して刊行されたのか？
—学位論文の日本語訳の想定読者層の矛盾

本書のばあい、読者層の不明瞭さが不可解さとしてあげられるとのべておいたが、こ
のことは、もちろん、単なるマーケティングの失敗といった、「計算ミス」とか稚拙さ
とかの次元に属する問題ではない。
まず、本書は、第一部が英文として作成された博士論文を日本語訳・編集した作業

の産物であるという意味で、日本列島外への、いわゆる日本事情等の紹介ではないこ
とが明白である。しかし、本書には、信じられないような箇所・構成がいくつもある。
たとえば、第 4章「名付けに関する習慣と背景」の注 16は、「ほかのほとんどのア
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ジア諸国と異なり、非常にたくさんの姓があり、その読み書きは、日本の漢字に複数
の読み方があることを考慮しても、極めて複雑である」という箇所に付されているが
（p.75）、その注記とは、「日本の漢字には普通、音と訓 2つの読み方があり、それが読
みを複雑にする要因の一つになっている」（p.88）である。日本語でかかれた博士論文
に挑戦しようといった読者で、日本語表記における漢字体系の音訓の共存を紹介する
文章をよまされることを予想するものが、いるだろうか2？ 以上のような、退屈であ
るばかりでなく、ことの本質を完全に把握しているかどうか微妙な文章をよまされて、
不愉快になったり、失笑をもらす事態だろうか？ 言語学の素養がなかろうと、「日本
人読者をバカにするな」と、筆者の真意をいぶかる層が大半ではないか？ 日本語文化
における人名の複雑性は、家族名にしろ、個人名にしろ、「ヨミ」という一点に関して
は、音訓といった体系的な構造の産物ではなかろう。慣用よみという恣意的伝統はも
ちろん、命名者の指定という、実にアナーキーな自由放任の伝統が、「なんでもあり」
状態をもたらしてきた点にある。
すなおによむならば、《この注記は、およそ日本語文化に不案内な外国在住の読者に

対する「日本語文化ガイド」のたぐいが英文でかかれ、それが日本人読者むけに翻訳
された際に、なんらのくふうもくわえられることなく、ただ機械的に刊行されたので
はないか》と、疑念をもつほかない。実際、筆者の「謝辞」には、英文で作成された
博士論文で協力・指導にあたった人物へは、たくさんの謝意がかきこまれているのに、
日本語訳と編集過程については、なぜかだれが助力したのかさえ、あきらかにされて
いない。もし編集者が校正に毛のはえた程度のアドバイスをあたえただけで、日本語
訳＋編集という作業がすまされたのだとしたら、一体、だれを想定読者としたのか？
筆者と編集者は、一体この刊行物をいかなる意図のもとにおもいたったのか？
また、「歴史認識の問題性」ともかかわりがあるが、「第 3章 在日エスニックマイノ

リティの概観」という章の構成も不可解である。もともと本書が焦点とする「マイノ
リティ」は、日系ブラジル人等のニューカマー児童であって、ほかのニューカマーと
の比較対照には必然性がない。ましてや、在日コリアンなど、3 世・4 世などが中軸
になりつつある近代日本の歴史的少数者たちのばあい、経緯をふくめて対比すべき対
象にはないはずだ。もし、筆者の意図が、現在日本における民族問題総体のなかでの、
日系ブラジル人等のニューカマー児童の固有名詞問題の特異性をあきらかにするので
あれば、比較対照は有意義だろう。しかし、筆者が博士論文でそれに本格的にとりく
んだとはとてもおもえない。近現代日本における民族的少数派の境遇の経緯・実態自
体、「概観」といった、簡明な 1章分でおえられるような質・量のものでない。さらに、
比較対照するべき学問的な位置づけという方法論的解明も、「第 1章マイノリティの名
前とは」「第 2章 マイノリティの名前をめぐる研究の枠組み」という 2章でことたり
ているとはおもえない。

2じもと住民ではない「読者」にとっては、単なる無政府性の迷路にしかみえない固有名詞現象としては、
現在の沖縄県ほかでの琉球系人名もふくまれる。「金城」という表記が、現地名では「カナグシク」が普通
（たとえば那覇市首里）なのに、人名では「キンジョー／カネシロ」となるとか、「米須」が現地名では「ク
ミシ」など（たとえば糸満市）なのに、人名では「コメス／ヨネス」となるといった現状・経緯は、漢字表
記ぬきには説明できない（ましこ 1996，2003）。しかし、後述するとおり、筆者には、日本列島上・琉球列
島上の社会変動にともなう複雑怪奇な固有名詞問題の深層などは、関心がないようにみえる。
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すでにふれたとおり、日本語漢字表記による人名問題の本質を充分に把握している
ようにはみえない筆者がいる。紙幅のつごうで詳細に具体的検討をおこなうことはさ
けるが、第 1章・第 2章をみるかぎり、日系ブラジル人等のニューカマー児童の固有名
詞問題以外の領域で、専門家として責任のとれる議論を展開できるだけの素養をそな
えているようにはみえない。社会言語学的にも、歴史学的にもである。筆者がほかの
事例と通時的・共時的な比較対照をおこなう基盤をもちあわせていないとすれば、「第
3章 在日エスニックマイノリティの概観」という、位置づけが不可解で、不用ともい
える記述がまぎれこんでいることは、「第 1章 マイノリティの名前とは」「第 2章 マ
イノリティの名前をめぐる研究の枠組み」という、導入部分の構成、3章につづく「4
章 名付けに関する習慣と背景」の位置づけとあいまって、つぎのような、深刻とおも
われる疑念をいくつもひきおこす。
「 1©本論というべき 5章・6章のための導入部分＝ 1～4章は、もともと、基本的には
英文しかよめず日本の近現代史についての基礎知識も充分もちあわせていない研究者
のための啓発的文章としてかかれたものの、機械的な日本語訳である」
「 2©筆者自身が、日本語による関連文献を徹底的に網羅する努力をおこたっており、基
本的には英文文献を中心とした論拠・方法論的視座にとどまったまま、専門家とよぶ
には問題をかかえた水準で博士論文をかきながら、学位があたえられてしまった」
「 3©当然博士論文提出後に刊行された文献はもちろん、論文完成時までにおさえるべ
き文献をおとしていなかったか徹底的に確認し、必要に応じて議論を修正する必要が
あったが、それをおこたった」
「 4©英文の日本語訳に必要な編集をくわえ、日本人研究者の批判的検討にもたえうるよ
うな記述水準にあげるべく、上記 1© 2© 3©の欠落部分の補強がなされるべきだったが、
筆者も編集者もその必要性を感じなかったか、なんらかの理由で作業を放棄した」…。
いかがだろう？ これらの疑義が、単なるいいがかりとか誤読による妄想のたぐいで

はないとすれば、本書という「翻訳もの」は、学術書としての責任をはたしていると
は、到底いえないことになる。「原著」にあたる博士論文のばあい、外国人研究者むけ
に日本事情の紹介という学術的意義があるとおもわれる以上、問題 1©については免責
されるだろう。しかし、それとて、問題 2©については免責可能か微妙であろう。まし
てや、日本語訳が、日本人研究者や教育関係者を主たる読者層として想定したのであ
れば、問題 3© 4©は、到底みのがされていい欠陥とはいえまい。
さきに、単なるマーケティングの失敗といった次元に属する問題ではなく、一体、だ

れを想定読者としたのか？ 筆者と編集者は、一体この刊行物をいかなる意図のもとに
おもいたったのか？ と、評者がとうたのは、こういった、みのがせない構造的問題ゆ
えである。

3. 歴史認識についての疑義

さきに、社会言語学的視座の欠落や歴史認識の問題性など理論水準の諸問題がある
とのべたが、これは、もちろん、前述した、本論の導入部というべき 1～4章にかかわ
る記述水準の是非である。これも、網羅的に具体的記述をとりあげることは、紙幅の
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関係上無理なので、重大な問題だけにしぼることにする。
たとえば、琉球列島に関する歴史的経緯に言及する箇所で、「明治政府によって名前

の変更を強制された第 2のマイノリティ・グループは、琉球人／沖縄人である。1879
年に名前の変更が決定され、特に 1911年から 1926年の期間に強制が行われ、琉球式
の名前は本土式のものに換えられていった。さらには、1926年には、この方針は琉球
／沖縄方言の抹殺へと拡大した」（p.71）という記述は、なんら法制史上の具体的根拠
がのべられていない。
まず、「琉球処分」とよばれる一連の経緯のうち、「沖縄県設置」（1879年）は有名

だが、同年固有名詞の伝統を個人名の水準まで全否定するような通達があったという
歴史的事実が、あるのだろうか？ 1945年の沖縄戦下、現地守備隊が、「方言」と称さ
れた現地語をもちいたばあいスパイとして処刑するよう通達をだしたことがしられて
いる。しかし、管見では、1880年に「会話伝習所」（日本語が理解できる下僚≒通訳の養
成機関）や師範学校（日本語で授業を展開できる地元出身教員の養成機関）を設置し、対訳
テキスト『沖縄対話』を編集・使用した以外に、当時の内務省や文部省が言語政策上
の具体的措置をとったようにはみえない3。
時系列的に列挙していくならば、1©1879年の「沖縄県設置」の時点で、個人名の戸籍

登録などについての同化主義的通達が存在した事実をみみにしたことがない。 2©1911
～26年という具体的期間に、個人名の変更強制の通達・指導等があったとも、きいた
ことがない。 3©1926年をもって、地域語抹殺を方針とした沖縄県学務部等の具体的う
ごきがあったとは、きいたことがない。…となる4。

3もちろん、たとえば藤澤健一・近藤健一郎らが詳細にあきらかにしているとおり、学校空間などを中
心に、再三「標準語励行運動」や「改名・改正」運動は、くりかえされてきた（ふじさわ 2000、こんどー
2004; 2006）。だからこそ、現在のウチナーヤマトゥグチをはじめとするクレオール日本語の定着や、固有
名詞の劇的な同化＝ヤマト化が定着した（ましこ 2003）。
しかし、管見では、沖縄県（戦前は内務省の出先機関）学務部などが発した、おおやけの布令等は、一部

の例外をのぞいて、みあたらないのである。『沖縄県史』や『那覇市史』等の自治体史に収録された『琉球教
育』『沖縄教育』等、教育関係者のネットワークがささえた媒体には、さまざまな運動が展開されたことが
うつしだされているし、そこにヤマトゥンチュが指揮をとり、同化主義の体現にして「実行部隊」というか
たちで沖縄出身教員層が動員されたこともたしかだろう（ふじさわ 2000、ましこ 2002、こんどー 2006）。
しかし、県学務部が強制力をともなった指令等を発しているという証拠は、ごくわずかである。半官半民の
教育団体が、協力的な小学校等にはたらきかけて、方言札等の圧力をともなった標準語励行運動をささえた
のであって、たとえば、当時の文部省や内務省が、言語教育政策の一環として、琉球諸語の根絶をはかると
いった方針を徹底追及できたとは、到底おもえない。それは、台湾や朝鮮半島で、明確な「国語化」が政策
的に推進された経緯とは、あきらかに異質である。同様のことは、アイヌ語対策についても、基本的にただ
しいとおもわれる。ちなみに、つぎの例外的な施策の非常にマレな証拠は、当局の細心な配慮の存在など、
同化主義の当時の実態を皮肉にもうきぼりにしている。

1、標準語励行運動の挙県的一大運動を根強く展開し、雰囲気の醸成に勉むること。
2、公の集会、選挙演説等は必ず標準語を使用すること。
3、指導階級が自らの責任自覚を基にして率先標準語励行運動の範を示すこと。
……
5、標準語運動に際しては、国家的見地より、国語の純正統一の重大性、緊急性と、県民発展
の必須的要件なる所以とを極力強調すると共に、特に方言を貶すが如き誤解を招かざるやう
注意すること。
（沖縄県布令「戦時下に於る県民生活の刷新向上に関する具体的方策」1940年［ほかま 1963］）

この資料については、船津好明氏のご教示をえた（ふなつ 2008）。ご好意に感謝する。
4もちろん、中学校等で操行点がひかれて成績がおさえこまれたといった回想はいくつもあり、事実、不

利をこうむった犠牲者がいるとおもわれるし、旧友をつきとばして「アガッ！」とさけばせることで、方言
札をおしつけた、といった、苦笑をともなった回想は、複雑な気分をもよおさせる。また、「爾今（じこん）
軍人軍属ヲ問ハス標準語以外ノ使用ヲ禁ズ、沖縄語ヲ以テ談話シアル者ハ間諜（かんちょう）トミナシテ処
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もしこれらが史資料によって立証されているのであれば、評者（ましこ）の既存の見
解は全否定されることになる5（ましこ 1996、1997=2003、2002）。しかしながら、管見
では（奄美諸島はおくとして）、琉球列島住民の個人名や家族名のはげしい変動は、被差
別感につきうごかされた「自発的」運動の所産である。行政（内務省＝当時の下部組織
としての沖縄県）は、法令・罰則等の強制的抑圧をもちいることなく、じもと住民の被
差別感や同化主義的な辺境ナショナリズムを動員することで、「自発的」な同化主義運
動をひきおこすことに成功した。旧内務省の支配が解体した戦後沖縄はもちろん、戦
前のファシズム体制期でさえも、当局は、罰則等をともなった法令などを動員せずに、
教員等の「自発的」運動にまかせればよかったのである6。実際には、日常言語はもち
ろん、個人名・家族名の同化（日本語化）は多様であり、その速度や経路は全然単純で
はなかった。
もし、著者がいうような同化主義が政策的に貫徹したのであれば、つぎのような著

者の記述は自己矛盾をきたすのだが、疑問はもたなかったのだろうか。

中でも沖縄はかつて独立国だったという特殊な歴史を持つので、沖縄の人々
の名前にはその文化的・歴史的背景が反映されている。そして、ブラジル
やペルーに渡った沖縄出身者が多いので、日系人の姓に沖縄の姓も多いの
だが、それらの名前は日本人のマジョリティにとって、沖縄文化に特に馴
染みのある人でなければ、耳にする機会が多いものとは言えない。それゆ
え、日本姓であっても、非・日本姓と見なすマジョリティが少なくないと
予想される。
　筆者にとっても、起源を確かめるのが難しい名前の中には、実は沖縄の
姓だというケースが数多くあった。一見、日本姓と判断するのが難しいよ
うな名前でも、『沖縄タイムス』にほぼ毎日掲載される死亡広告欄を資料
とすることで、日本姓だと識別・確認できることがあった。死亡広告欄に
は、時には移民も含めた家族全員の名前が掲載されるのだ。（p.82）

著者がいうような同化主義が政策的に貫徹したのであれば、「日本姓であっても、非・
日本姓と見なすマジョリティが少なくない」とか、「起源を確かめるのが難しい名前」
分ス」（沖縄守備軍第三十二軍「球軍会報」1945/04/09）といった日本軍の現地司令官たちの意向は、無視
できない。しかし、明示的な物理的暴力をつきつけるような帝国日本の姿勢は、沖縄戦という極限状態に
よってのみ露出したのであって、現地語を抑圧し、同化をしいるために、帝国主義者たちは、むきだしの暴
力をちらつかせる必要がなかった。差別し、「戯曲 人類館事件」のような臣民化した心身へとおいこみさえ
すれば、同化運動は、不完全ながらも自動的に作動しはじめたのである。そうでなければ、戦後、旧内務省
や旧文部省の監視・規制から解放された沖縄現地で、標準語励行運動が自己展開したはずがない。

5もし、地域語抹殺を方針とした沖縄県学務部等の具体的うごきが、たとえば明文化された法制のような
かたちで存在していたのなら、すくなくとも二次資料などに、そういった事実の痕跡がのこされているはず
である。しかし、たとえば「方言札」という標準語励行運動を象徴する制度・風習について、詳細な史的実
証をこころみた、いたに［2006］、こんどー［2008］らの論考に、そういった「実態」への言及が皆無であ
るのは、どうしてだろう？ おそらく、明文化された制度的強制などは存在しなかった。しかし、「方言札」
という相互監視的な装置によって、強力な規制がはたらいた空間が学校でくりかえされ、戦後も復活して、
すくなくとも 1960 年代まではひきつがれた、という歴史的事実があったというのが、ことの真相なのでは
ないか？

6その点で、戸籍に編入する時点で、意図的に和人的な姓名をあてがわれたアイヌ民族等や、「創氏改名」
という法的な抑圧をこうむった朝鮮民族等とは、あきらかに異質なのである。むろん、琉球列島住民が、日
本列島内外（ハワイや中南米等、移民さきでさえ）とわず陰に陽に差別をうけたこと、県内外の官民の指導
層によるさまざまな同化圧力・指導等が、くりかえされたことは、論をまたない。
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といった現象が発生するとはおもえない。おもうに、じもと紙の「死亡広告欄を資料
とすることで、日本姓だと識別・確認できる」といった操作が必要なほど、異質性が
保持されているはずがない。ひょっとして、沖縄出身のブラジル人・ペルー人のほと
んどが 1910年以前の渡航だとでもいうのであろうか？
管見では、琉球列島住民は、漢字表記と標準語音の干渉を波状にうけることで、中

間的段階をいくつもへて、現在のような多様な「となえ」へとながれついてきた。た
とえば「金城」が在来の「カナグシク」からとおくへだたって、「キンジョー」であっ
たり「カネシロ」であったりするように。かりに現在の「よびな」がヤマト風であろ
うと、「石川（イシチャー→イシカワ）」「上原（ウィーバル→ウエハラ）」「松川（マチガー
→マツカワ）」のように、琉球列島の言語文化は、漢字文化もふくめて連続面だけでな
く非連続面があり、とても「方言」といった位置づけでは、すまない独自性をかかえ
ているし、琉球列島上に実在する日本列島上に匹敵する多様性や、列島内での移住等
による変容・多重性をかんがあわせるなら、中南米への移民にともなったローマ字化
では、さらに複雑な経緯が介在するにちがいない7。
著者が調査をおこなった日系人のうち、（とりわけペルー人のばあい）無視できない占

有率をもつはずの琉球列島関係者の家族名・個人名は、以上のような多様性・多重性
を背景としてかかえているのであり、単に共時的なヤマトとの比較ではことたりない
ばかりでない。概観するだけでも、琉球の在来文化→同化主義的変容→移民にともな
うローマ字化→世代交代による変容→日本での登録時の漢字表記・ローマ字表記の介
在、といった、実に複雑なプロセスの重層性を復元する必要性をかかえているのであ
る。本書の記述をみるかぎり、著者に、そういった課題意識は感じられない。
　もし、TAIRA Koji（平 恒次）氏8の英文論考だけによって、以上の記述等の根拠

が保証されたなどとかんがえているなら、無自覚な英語帝国主義というべきだろう9。

7かりに、これらの経緯をしらないのなら、琉球列島における固有名詞をうんぬんする素養を欠落させて
いるとしかおもえないし、事実をしりつつ無視・矮小化して、「おなじ日本語内部の方言差」といいはるな
ら、それはイデオロギーないし文化帝国主義的抑圧というべきだろう。
さらにいうなら、移民の方が故地よりも古形をとどめやすい、という、普遍的現象もからまるだろう。ペ

ルー在住の琉球系住民の方が現代沖縄の住民よりも伝統主義に即した言語生活をおくっているのは、なんら
不思議ではない以上、固有名詞問題も、そういった複雑な経緯にめくばりしないようでは、議論全体が信用
ならない。「1 月ペルーを訪問した県議団は、沖縄出身の 2 世や 3 世が滑らかな沖縄言葉を話すことに感銘
した。それをきっかけに、9 月 18 日を語呂合わせから「しまくとぅば (島言葉)」の日とする条例が今春、
可決された。」（「「琉球独立」掲げ日米の都合に異議　「沖縄人」として生きる」『朝日新聞』2006 年 8 月
12 日全国版第 2 社会面）

8TAIRA Koji（平 恒次）氏は、1926 年宮古島うまれの労働経済学者。イリノイ大学名誉教授。けっし
て教育史・教育社会学・社会言語学等の専門家ではない。

9「…英語帝国主義は…、もともとは「一つの言語に過ぎない英語、なかんずくアメリカ英語の使用が地
球規模で強制されている」という事態を表現していたが、今日では人種差別的な白人至上主義などと結びつ
いて人々に「自発的隷従」をもたらしており、その不公正さや強制性が隠蔽される傾向にある。…」（ウィ
キペディア「英語帝国主義」2010/07/18 確認）という記述は、さほど問題がないとおもわれる。
英語版Wikipediaには、“Linguistic imperialism”があっても、日本語版 “ウィキペディア”の「英語帝

国主義」にあたる項目がない。というより、日本語版“ウィキペディア”の「英語帝国主義」の「他の言語」
という箇所をクリックするとリンクされているのが、英語版Wikipedia の、“Linguistic imperialism”な
のである。英語圏の人間には、基本的に「英語帝国主義」という概念がピンとこないものらしい。これこそ、
無自覚な帝国主義の象徴的事例といえよう。
しかし、より大問題なのは、現代日本事情をふくめた近現代の日本列島事情を英語文献中心に収集してこ

とたれりとする研究者が非英語圏にもすくなくないことを、本書も、うらがきしているらしい構図である。
「今日では人種差別的な白人至上主義などと結びついて人々に「自発的隷従」をもたらしており、その不公
正さや強制性が隠蔽される傾向」というウィキペディアの記述は、まさに本書にもみてとれると。
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琉球列島の地名・人名等、固有名詞が帝国日本との関連でどういった運命をたどった
のかは、かなりの蓄積があるのに、それらが全然参照されていない以上、まともに議
論をする気にはなれない。ほか、アイヌ民族や、朝鮮半島・台湾等、帝国日本が植民
地化した諸地域についても、文献学的な信頼性が総じてひくいだろうことが、うたが
われる。参照文献それぞれが信頼できる性格のものであれ、参照者が網羅的に文献を
把握していないらしいのだから、取捨選択の偶然性・恣意性の疑念はぬぐえまい。
もとより、参照文献があがっている箇所については、議論の問題点を検証すること

は可能であろう。しかし、数点の文献に全面的に依存しているような記述、事実誤認
にきづいていないのではないかと疑念がわきあがる箇所が散見されるような記述をあ
てがわれ、学会誌の査読者のような疑念の目を要求される読者は、たまったものでは
ない。通常、学術的刊行物は、提示された新説に対して、業界の専門家が細部につい
ての違和感を確認すべく、資料批判をおこなうべきたぐいのもののはず。参照される
べき文献がもれなくあがっているか、基本的事実についての誤認が皆無かどうか、そ
ういった基礎的水準をうんぬんするのは、査読や論文指導の次元である。一人前の研
究者が研究書として刊行したものに対する一般的態度ではなかろう。そして本書が、
教員や教育委員会など学校関係者の一部も想定読者におさめているとか、実際読者と
して参照する可能性が否定できない以上、学術的な信頼性があやしい刊行物の責任は、
おもたい。筆者・編集者に、そういった緊張感があっただろうか？
意味不明な記述も散見される。

…言い換えると、中国帰国者の子ども世代、孫世代である中国系ニューカ
マーの子どもたちは、家系的には日本人の子孫だが、文化的・言語的側面
では中国人だと言えるかも知れない。…彼・彼女らの名前は漢字で表され、
その本来の読みは中国語のものである。しかし、同じ漢字が現代日本でも
使われている場合も多く、それには日本独自の読み方がありうる。中国系
ニューカマーの子どもたちの多くは、日本では、中国の漢字で表された自
分たちの中国名を発音しやすくするため、日本語の読み方を使う。さらに、
父母あるいは祖父母が日本人の祖先を持ち、それゆえ、日本名を持ってい
る場合、日本の学習環境では日本名を使う中国系ニューカマーの子どもた
ちも多い。ブラジル人やペルー人と同じく、彼・彼女らも自分が日本人の
祖先を持つことを来日時に証明しなくてはならず、日本名を持つことがそ
の証明につながる側面がある。中国名と日本名に関連性はなくても、子ど
もたちが日本に来るためには、名前とアイデンティティに関わる好みや議
論は脇に置かざるをえないこともあるのだ。（p.80）

1©日系ブラジル人・ペルー人のばあい、例外的少数をのぞいて文化的に非日本人で
あり、南米人であることはいうまでもない。中国系ニューカマーの子どもたちを、な
ぜこういったかたちで対比する必要があるのか、意味不明。ここの記述につづく、在
日コリアンとの対比はよくわかるだけに、アイデンティティや同化問題がもちだされ
る根拠を、筆者はどうかんがえているのか？

2©漢字表記が東アジア圏で多様なよみかたをなされてきたこと、その背景には複雑
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な経緯があることは、よくしられた事実である。しかし、移民さきでの同化主義的な
あつかい、移民集団自体の同化指向は、たとえばアルファベット圏にもあるはずで、漢
字圏の特殊な現代日本という空間をとりあげるなら、比較対照の理論的根拠がしめさ
れねばならないはず。

3©血統上の証明がなされた中国帰国者と、その意向にひきずられて渡日した世代と
では、中国人名と日本人名とがもつ意味がことなる。中国帰国者が成人後「実は日本
名もある日本人」といった事実をきかされるのと、家族がそれをきかされるのとでは、
意味づけには質的断絶がある。そういった世代間断絶と、在留資格とか、日系南米人
の未成年者層が並行してかたられる理論的意味が不明。
筆者の意図は、この箇所の節の最終部分にある、「アイデンティティ形成期にある中

国系ニューカマーの子どもたちの場合、名前の日本語読みにしろ中国語読みにしろ、
そして日本名にしろ、強制しないよう注意が払われるべきなのは言うまでもない。子
どもたちは、自分のアイデンティティに最もふさわしいと考える名前を選ぶ権利を保
障されるべきだからである」（p.81）という部分に集約されるのだろう。しかし、「言
語権」「言語的人権」といった、社会言語学・言語法学などの概念・思潮にふれた層に
とっては、ごくあたりまえの議論にすぎない。

4. そのほかの諸問題

さらに、もともと中心的課題ではないかもしれないが、本書の信頼性をきずつける
とおもわれる記述も、やはり問題にしておこう。それは、筆者のみならず、いまだに
払拭されきってはいない事実認識問題だとおもわれるからだ。

4–1. 在日コリアンの渡航の経緯問題

たとえば、「1.1 名前をめぐる仮説」という冒頭部には、OGUBによる「自発的」タ
イプ／「非自発的」タイプという少数派の二分類が紹介されている（pp.3–4）。移民の
うち未成年（p.4）や、在日コリアンなど帝国日本の旧植民地出身者たち（p.54）は、「非
自発的」であるとされる。
前者には異論がなかろうが、後者について「自らの意思で進んで日本にやって来た

のではなく、20世紀の前半に日本による植民地支配を受けた結果、日本に連れて来ら
れたか来ることを余儀なくされた人々とその子孫である」と断言してしまうのは、い
ささか問題だろう10。著者のこういった総括は、いわゆる戦前の強制連行と経済難民
以外が、ごくわずかであるような印象をあたえてしまうだろう。実際には、軍事徴用
という名の強制連行による労務者は、基本的に単身の男女であったため、傷病など帰
国を困難にする条件がかさならないかぎり、帰国したとかんがえられている11。チェ

10ここで、帝国日本による支配を一部にせよ正当化しようとか、罪責を矮小化しようとかいった意図は、
もちろんない。

11もちろん、単身男性とならんで、事実上の強制連行の被害者として、いわゆる「従軍慰安婦」や「女子
挺身隊」の存在も無視できないことは、いうまでもない。しかし、差別をおそれて帰国できなかった層（か
のじょたちは被害者だったにもかかわず、儒教倫理など男性至上原理が貫徹する故国の社会の視線が暴力的
にまっていた点で二重の被害者だった）の存在を極として、全体の「労働移動」にしめる人口比という点で、
かのじょたちの占有率はたかくないはずである。
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ジュドにおける「4・3蜂起」や、朝鮮動乱など、1940年代後半から 50年代前半にか
けて、故国にとどまることを断念して渡日した層のなかに、帰国者もふくまれている
わけだが、「日本に連れて来られたか来ることを余儀なくされた人々とその子孫」が
「オールドタイマー」の大半をしめるという総括は、少々強引な記述というほかない。
もちろん、朝鮮半島の分断はもちろん、渡日層の労働移動の動機に帝国日本の政治

経済的支配があったことはまぎれもない事実であり、それを強調しすぎることはない。
しかし、20世紀前半を中心とするのべ数百万人の渡日層は、もじどおりの「強制連行」
から、「立身出世」指向まで、はばひろい経緯・動機をかかえた、グラデーションをな
していたと推定するのが妥当とおもわれる12。すくなくとも、渡日層の一部には、帝
国臣民のひとりとして社会移動が可能であると幻視し、実際上昇移動に成功した部分
が実在した（将官・帝国議会議員・大相撲力士など）。もちろん、それらによって帝国日本
や当時の日本人の罪責をちいさくすることなど、できないことは、あきらかだ。しか
し、OGUBらによる、自発的移住かどうか、という少数派の二分類（＝基本的には本質
主義的なモデル）が有効かどうか、本書の分析に不可欠かどうか、在日コリアンの一世
はもちろん、二世以降と、本書の分析対象の主軸である、日系ブラジル人・ペルー人
二世世代との比較対照が不可欠か、等々の疑念がわきあがってくる。残念ながら、よ
くわからない13。

ちなみに、いわゆる「従軍慰安婦」については、対価にあたる賃金が支給されたとはおもえず、「労働者」
ではなくて「性的奴隷」にすぎないという見解は否定しない。しかし、工場労働等に動員された「女子挺身
隊」はもちろん、男子の「徴用」対象者とて、およそまともな「労働者」としての賃金をしはらわれていた
とはかんがえられず、その意味では、総動員体制期の「徴用」のほとんどすべてが「奴隷」的身分にほかな
らなかった。当局や軍需工場関係者からすれば、「総動員体制」のもとでの「徴用」なのであるから、資本
主義市場ないし社会主義体制下の労働者のような賃金をしはらう「理由」さえおもいつかなかっただろう。
しかし「労働条件」が、いかに「奴隷」的であろうと、「徴用」とは「労働者」の動員体制にはちがいない。

12「グラデーション」ということでいうなら、このような渡航の経緯・動機だけではなく、いわゆる植民
地支配期以外の渡航者たちにも、めくばりするのが当然といえよう。そこでは、 1©秀吉らによる朝鮮侵略
時の陶工たちの強制連行にもとづく、九州等にのこる末裔たちの存在、 2©前述した、「チェジュドにおける
「4・3蜂起」や、朝鮮動乱など、1940年代後半から 50年代前半にかけて、故国にとどまることを断念して
渡日した層」 3©そういった政治動乱・経済的混乱とは別個に留学・ビジネス等で渡日した層、という、最低
でも、おおきな 3 波についての簡明な列挙が必要だろう。
これらは、あげあしとりのたぐいではない。 1©に関しては、明治期の公教育成立期や徴兵制度などによる

同化問題、 2©に関しては、戦後の朝鮮学校の確立・弾圧・定着などとからまる「在日」の形成問題、 3©に関
しては、ビジネスマンや外交関係者の家族がまなぶ韓国人学校などの動向が、まさに教育問題として浮上す
る。これら歴史的経緯が、たとえば日系ブラジル／ペルー人児童と無関係というのは、いいすぎだろうが、
筆者は、とりあげるにあたいしないとおもっているのだろう。しかし、現代的な児童の権利条約や言語的人
権といった水準でだけ言語教育や言語的人権を論ずるのであれば、はなから歴史的な比較検討などする必要
もなかろう。筆者は、在日の歴史的体験をはじめとした比較検討をおこないつつ、日系ブラジル／ペルー人
児童の境遇を歴史的に位置づけているのだ。評者は、すでにつぎのようにのべておいた。

もともと本書が対象化する「マイノリティ」は、日系ブラジル人等のニューカマー児童であっ
て、ほかのニューカマーも、比較対照すべき対象ではないはずだ。ましてや、在日コリアン
など、3 世・4 世などが中軸になりつつある近代日本の古典的少数者たちとは、歴史的経緯
をふくめて対比すべき対象ではない。もし、筆者の意図が、現在日本における民族問題総体
のなかでの、日系ブラジル人等のニューカマー児童の固有名詞問題の特異性をあきらかにす
るのであれば、比較対照は有意義だろう。しかし、筆者が博士論文でそれに本格的にとりく
んだとはとてもおもえない。

筆者は、みずからが狭義の対象としてとりあげた日系ブラジル／ペルー人児童を、どういった方法論にも
とづいて、時空上位置づけたのか、明示する必要があるだろう。

13ちなみに、「非・移民マイノリティ」には、「在日」以外に被差別部落があがっているようだが、主体的
移住をともなわない少数派としてあげるべき典型例は、沖縄・鹿児島両県内にとどまった琉球列島出身者
や、北海道内をでなかったアイヌ民族の方であろう。被差別部落出身者や家族は、非移住系少数者の典型だ
が、非移住系という問題設定のばあい、民族性がうんぬんされる、東シナ海・オホーツク海地域の関係者の
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4–2. 筆者のローマ字日本語認識

さきに、琉球列島由来の人名のあつかいに対する社会言語学的検討をおこなったが、
ほかにも、日本における、ヘボン式・訓令式などローマ字表記の実態についての認識
にも疑問がのこる。筆者は、つぎのように断言するが、それは事実だろうか？

　日本語をローマ字表記する際、ヘボン式と訓令式の二つの方式がある。
ヘボン式は、当初、日本語をローマ字表記するための標準方式として使わ
れていたが、今では学校の教科書で教えられるのは訓令式で、英語の授業
で名前を書く際にも訓令式が使われている。その一方で、ヘボン式も日常
生活の中で多く使われる方式であり、日本政府がどちらを正式なものとし
て支持するのか、議論は続いており、結論は出ていない。（p.99）

評者（ましこ）の周辺で、日本語の固有名詞を訓令式で表記する人物をみたことがな
い。例外は、「社会言語学」刊行会メンバーなど、ごく例外的な層である。「今では学
校の教科書で教えられるのは訓令式で、英語の授業で名前を書く際にも訓令式が使わ
れている」といった実践が徹底しているとしたら、つぎのような記述がなされるのは、
どうしてであろう？

外務省ヘボン式ローマ字
　外務省がヘボン式を下敷きにして定めた方式。旅券（パスポート）の氏名記
載で用いる。長音は原則として表記しないが、オ段の長音に限って “-OH”
で表すことができるなど、変則的な拡張が見られる。
　 2005年度の改正により、外務省式に拠らないつづり方も、そのつづりが実
際に使用されていることを示す書類等を提出すれば認められるようになっ
た。この場合、外務省式に加えて、括弧内に本人希望のつづりが掲載され
る。例：譲二 Joji(George)。なお、実績のないつづりは認められない。……

道路標識ヘボン式ローマ字
　上記に似る。長音は表記しない。はねる音は n（1954年の内閣告示）で表
す。区切り点はハイフン（1937年の内閣訓令）で表す。chが続く場合には
cを重ねず t（英米規格）とする。……

駅名標ヘボン式ローマ字
　戦前に鉄道掲示例規のヘボン式ローマ字別表として、1927年 4月 7日

方が重要度がたかいといえるだろう。すくなくとも、筆者がしたがうとしている、スクトナブ・カンガスら
の「国家人口の中で少数派であり、その構成員がエスニックに関して（ethinic）あるいは人種的・宗教的あ
るいは言語的に他の集団とは異なった特徴を有し、表明するか否かを問わず、自らの文化と伝統、言語を守
ろうという意思に導かれる」という定義には、被差別部落はあてはまらず、むしろ、ろう者や新宗教の信徒
はもちろん、かくれキリシタンほかキリスト者やムスリムなど世界宗教信徒全員がふくまれることになる。
また、「在日」全員を非（主体的）移住系と位置づけるという特殊な問題設定をとるなら、沖縄・鹿児島

両県内にとどまった琉球列島出身者と、関西・関東に移住・定着した住民との異同をどう位置づけるのか、
むしろといただしたくなる。私見では、前者こそ非移住系、後者は移住系だとおもわれる。同様に、「在日
一世」は移住系、「二世以降」は非移住系となるが、いかがだろう。
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鉄道省達 79号から 1938年 3月 8日鉄道省達 127号までのあいだ規定さ
れていたものが、戦後に鉄道掲示規程（1946年 4月 1日運輸省達第 176号）
で復活したもの。長音は母音の上にマクロンを付加し、はねる音はヘボン
式（B、M、Pの前は “M”、その他は “N”）、区切り点はハイフン、chが続く
場合には cを重ねず t（英米規格）とする。例えば、新橋駅（JR東日本）は
「Shimbashi」、「Bitchū-Kōjiro」（備中神代）、「Tamba–Ōyama」（丹波大
山）など。

実際には長音の表記を中心にこの規程に準拠していない鉄道事業者も多い。
例えば多摩都市モノレールでは長音にもマクロンを付加せず、東京地下鉄
（メトロ）では以前（営団時代）は長音にマクロンを付加していたが、現在で
は新たに製作される駅名標などには付加していない。また同一の鉄道事業
者内であっても複数の表記を混在して使用していることもある。
　……
　国内外の公文書では、しばしば訓令式の使用が求められるが、一般には
国内規格も国際規格も尊重されず、各種のつづり方やローマ字入力方式な
どが個々の判断で用いられる。表記の乱れは長音表記や分かち書きではな
はだしいが、ローマ字は和文の転写に過ぎず、元の表記が推察できさえす
れば、誤りや乱れは特に問題とされないのが実情である。正書法としての
ローマ字は実践されなくなって久しい。
　「おー」という音に「o」「ō」「ô」「oh」「ou」の 5通りが当てられたり、
本来は zyoまたは joと表記すべき「じょ」という音に「jyo」という文字
が、「chu」または「tyu」であるべき「ちゅ」の音に「cyu」の文字が当ては
められたりするケースもある。たとえば雑誌「dancyu」が「ダンチュー」
（拗音+長音）と読ませているなど。これら表記の不統一が、コンピュータ
で検索する際などに障害となっているという指摘もある。なお、パスポー
トの氏名標記の原則は長音を付けないので、小野（おの）・大野（おおの）と
も「ONO」の標記になる。ただし、大野の場合、申請によって「OHNO」
の標記が許されるが、制約も生じる。 （ウィキペディア「ローマ字」）

おそらく、文部科学省など一部の官僚を例外として、ヘボン式準拠こそ現代日本社会
全体の主流なのだ。いや、文部科学省の指導のもとにあるはずの英語教育担当者の大
半でさえ、「英文中でも日本語の固有名詞は訓令式でかくべき」といった指導を徹底さ
せているとは到底おもえないのである。要するに、訓令式護持派とは、「英米語主流の
国際社会にあって、頑迷に文化ナショナリズムに立脚する民族派…」的な位置づけを
されかねない少数派といってさしつかえない。しかも、多数派のほとんどは、英米系
のシステムであるヘボン式を原理原則にそって一貫して維持できるだけの言語学的素
養をもちあわせおらず、しばしば無自覚に混乱したまま利用しつづけているのである。
著者の「ヘボン式も訓令式も日本語をローマ字表記する時に使うものであって、他

の言語でアルファベット表記しているものを日本語式に発音する時に使われるべきも
のではない」（p.99）という主張自体は正論である。しかし、もともと素養をもちあ
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わせていない教育委員会等自治体・学校関係者の実態がある以上、いたずらに規範主
義的非難に終始しても、生産的ではなかろう14。被差別者である移民二世児童の言語
的人権にこころをいためる研究者の感情的反発は充分理解できる。しかし、一線官僚
（現場担当者）たちのくりかえしている現象とは、原音のローマ字転写やカタカナ転写
とか、当人・保護者の提出物のローマ字表記（ローマン・アルファベット表記）の尊重、
うんぬんといった次元にはない。日本語自体を自覚的にローマ字化できない。英米語
と日本語以外のローマ字表記をほとんどしらない。ましてや、婚姻等による家族名・
個人名がどういった原理によってくみたてられているか、「自分たちの想定外のシステ
ムがあるかもしれない」といった、文化人類学的な姿勢など皆無といってよい。
要するに、担当者がスペイン語・ポルトガル語に無知であるといった問題以前に、

「ローマン・アルファベットによって、異言語文化の固有名詞をあつかうとは、どう
いったことなのか？」「ルーツとして、日本語漢字表記ないし、その近接文化としての
琉球漢字表記（と、その日本語化形）が介在するだろうことが、当事者にとってどういっ
た文化的意味をもつのか？」、といった微妙な問題について、期待する方がまちがって
いるのである。
してみるに、著者の調査・分析からは、ヘボン式と訓令式の自覚的つかいわけ、と

いった姿勢が欠如することによる、別種の混乱、つまり、想定外の異文化接触以前に、

14「5.6 いくつかの言語学的観点」（pp.170–3）では、ローマ字日本語にひきずられた「誤読」の実例・
分析があり興味ぶかいが、もともとポルトガル語やスペイン語の素養が欠落している小中学校・教育委員会
等の教育関係者に誤読するなとせまっても、事実上無意味である。また、筆者は、これらをヘボン式による
干渉とみなしているが、訓令式でも共通する問題は発生するわけで、このあたりも、筆者のローマ字日本語
に対する不見識がみてとれる。もちろん、文部科学省が誤読防止対策のマニュアルを作成・周知徹底すべき
ことは、いうまでもない。
ただ、「イベロ・ロマンス語」に不明な評者が出る幕ではなかろうが、筆者がポルトガル語・スペイン語

という代表的な大言語を本質主義的に均質視した議論をおこなっているのではないかという懸念はのこる。
たとえば「ブラジルポルトガル語」は 1 億 8 千万人をこえる話者人口をかかえるそうだが、その人口はも
ちろん、日本列島の 23 倍もの面積をかかえる大国が、言語的に均質とは到底おもえない。かりに新大陸は
旧大陸と異質で均質性がたかいという経験則があるにせよ、新大陸型植民地の典型である北米でも、東部・
南部などの顕著な地域方言、社会階層上の多様性と威信、アフリカ系住民に特徴的な現象、メキシコ等スペ
イン語圏からの移民の干渉など、さまざまな社会言語学的多様性が想起される。ブラジルだけが、そういっ
た事情から無縁な例外的時空であるというのは、にわかに信じがたい。たとえば、つぎのような記述の信頼
性について、評者はうんぬんできないが、すくなくとも均質幻想が危険なことだけは、わかろう。

“Ronaldo”は、日本では「ロナウド」と表記・呼称されることが多いが、これはイベリアポ
ルトガル語（ポルトガル本国で話されるポルトガル語）読みとブラジルポルトガル語（ポル
トガル語のブラジル方言）読みが混同されたものである。ブラジルは国土が広いため地域に
よって差異があるが、一般的なブラジルポルトガル語では“R”の発音はラ行ではなく無声
軟口蓋摩擦音（音声上は日本語のハ行に近い）で発音される地域が多い。したがって彼の出
身であるリオデジャネイロ州における発音に準ずれば「ホナウド」、イベリアポルトガル語読
みに準ずれば「ロナルド」となる。 」（ウィキペディア「ロナウド」）

「ポルトガル語では、語頭の「r」は/h/である」（p.171）といった筆者の単純な記述は、ポルトガル語
圏にルーツをもつ層全員（イベリア半島出身者もふくめて）にあてはめていいのだろうか？ かりに筆者が、
そういった微細な多様性を、言語地誌的に不明な日本人読者への方便として、戦略的に操作主義にそって提
示したとしよう。しかしそれでも、研究者がよむこと、とりわけ「イベロ・ロマンス語」関連の研究者の視
線にさらされることを予想するなら、最低でも注記において、なんらかの指摘があってしかるべきだろう。
たとえば、「日系ブラジル人名への日本人の典型的な誤解は、これこれであり、このような表記ミスをくり
かえしているが、別に地域差や階級差問題があり、出身地・属性によって固有名詞問題は、かなり複雑な様
相をしめしている。だが、だからこそ、『たとえ日本語の音韻によるという限界があっても、本来の音に最
も近く、耳で聞いて受け入れられる音』の追求が不可欠である…」などと。
もちろん、こまかいことをいえば、おびただしくある少数言語話者（おおくは先住民族）は、日系ブラジ

ル人・ペルー人の固有名詞問題において無視してよいのか、筆者の言語記述には、非常に不安を感じさせる
ものがある。
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自文化の精確な記述自体がまっとうできない担当者が無自覚にかかえこんでしまう混
乱などは、とりこぼされているようにおもえる。
また、「6.2 名前だけの問題ではなく：感受性、柔軟性、交渉、妥協」（pp.180–4）な

どで展開されている正論は、基本的に問題ないとして、行政の担当者や現場教員に対
して、「感受性」がかけているという論難は、現実的に不毛だろう。うえでのべたとお
り、言語学的素養も、文化人類学的姿勢も、小中高校はもちろん、大学学部の教養教
育等でさえ享受できていないのが、平均像だからである。ローマン・アルファベット
によって、異言語文化の固有名詞をあつかうとは、どういったことなのか？ ルーツと
して、日本語漢字表記ないし、その近接文化としての琉球漢字表記（と、その日本語化
形）が介在するだろうことが、当事者にとってどういった文化的意味をもつのか？…
等々の論点にきづくだけの素養をもちあわせないことはもちろん、現場に着任したあ
との研修もおそらくなされていないのである。つまるところ、現実問題の基盤は、担
当者たちの「感受性」の欠如なのではなくて、「想像力」「理解力」「自省力」の基礎と
なる「素養」確保のための、機会の制度的欠落なのである。

4–3. そのほかの筆者の固有名詞論の問題性

さきに、琉球列島における社会言語学的・教育史・社会史的経緯についての疑義、英
語文献に理論・方法論を依存しがちである点の問題性を指摘しておいた。しかし、これ
も前述したとおり、筆者の記述には漢字表記をふくめた日本列島周辺の固有名詞論に
ほとんどめくばりがなされていない点（pp.204–5）や、実質的に論文脱稿時の 2000 年
前後で参照文献が停止しており、その後の理論的進展はおっていないらしい点（p.202）
も、非常に気になる。さらにいうなら、2000年以前の文献で「参考文献」としてあがっ
ているものでも、充分に消化したのか疑問ののこるものがすくなくない。
たとえば、「特集 地名の政治言語学」をくんだ『ことばと社会』の創刊号があがって

いるし、そのうち、安田／ましこによる「戦前・戦後日本の言語事件史」（1999:185–209）
が特記されているが、著者がそれらを熟読のうえで、本書をかいたとはとてもおもえな
い。「在日外国人への日本的氏名の強要」といった箇所（1999:202–5）への言及が皆無で
あるばかりでなく、安田「戦争と地名」や、ユリエール・ワインライヒや鈴木孝夫の固有
名詞論等を紹介した、ましこ「『地名の政治言語学』のための文献案内」（1999:94–103）
などを熟読したばあいに、うえにあげたような限界がのこったままとは、到底かんが
えられないのである。
田中克彦『名前と人間』が「異なる観念や意見を持つグループ同士が出会った時に

生じる問題についてまでは、議論を展開していない」と、批判的のりこえを宣言した
のは威勢がよい（p.21）。しかし、異文化接触の現実としての地名変動の問題が個人名
に無関係なはずがない。たとえば東シナ海・オホーツク海地域の住民への日本語漢字
の巨大な影響の含意に言及せず、ただ概説に終始する本書。それは、想定読者層とい
う次元にとどまらず、日系ブラジル人・ペルー人の現代の経験（固有名詞における異文
化接触）と、ほかの在日マイノリティ諸集団とを比較対照する意義がどの程度あるのか
という点でも、まったく不明である。これら、本書がかかえる諸問題のうち相当部分
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は、「参考」とされているはずの『ことばと社会』創刊号を通読しただけでも、さけら
れるのではないか？ 参考文献の大半が在日コリアン関連であり、カネシロ・トシオ」
という沖縄系とおぼしき人名への文化的背景（脚注 2および p.133参照）への言及がな
いことなどをみるかぎり、これらの問題点は、筆者が項目執筆をおこなった「外国人
名」という事典の記述にも感じとれる（ハタノ 2005）。
ちなみに、田中克彦『名前と人間』が「異なる観念や意見を持つグループ同士が出

会った時に生じる問題についてまでは、議論を展開していない」との「批判」は、完
全にまとはずれである。田中が異文化接触というより、権力ともなった文化抑圧を意
識していなかったら、つぎのような痛烈な知識人批判をしただろうか？

かれら（＝新聞社の編集デスクのこと：ましこ注）は限られた数の大言語によっ
て世界を見ているから、英語、ロシア語、シナ語などで表記された地名、
人名が、これらの言語に支配された、諸民族のことばであるなどというこ
とはほとんど気にかけない。というのは、かれらを学生として育てた英語、
ロシア語、シナ語などの教師が、こういったことに関してほとんど知識を
もっていないからである。 （たなか 1996:165–6）

5. 本書の提起する具体案

さて、冒頭で貴重な事例がたくさん紹介されているとのべながら紙幅の関係で割愛
し、批判ばかりに終始してきたので、本書が提起する具体案（教育委員会や学校現場で
すぐさま援用可能な）をいくつか紹介しよう。
たとえば、ある自治体の教育委員会の担当者たちは、こどもの名前を日本語表記す

る際に、保護者ないし代理人に児童名を発音してくれるようたのんでいる。「たとえ日
本語の音韻によるという限界があっても、本来の音に最も近く、耳で聞いて受け入れ
られる音を、保護者そして名前の持ち主は見つけることができるはず」（p.182）とい
う筆者の指摘は正論である。むしろ、この作業をサボってきた関係者の怠慢こそ、実
に野蛮といえよう。
この指摘は、「保護者に子どもの名前をどう登録したいかを尋ねることは、それ自体

すでにある種の強制を意味する」（p.188）という構造や、「ほとんどのケースでは、学
校に転入してきた最初の日にどう紹介されるかで、その学校でどう呼ばれるかが」き
まってしまう（同上）とか、「愛称で呼ばれることに慣れすぎて、本当の名前を忘れて
しまっていた」ケースの存在（p.189）や、自分の民族名をしめすことに羞恥心や圧迫
感をおぼえるとか、自分のなまえや家族のなまえを正確につづれないとか、フルネー
ムをしらない、などの指摘（p.190）とあわせて、真剣に対策が検討されるべき重要な
意義をもつことを確認しておきたい。
また「英語化」「日本語化」の諸問題（pp.165–9）も、すでにのべた点（脚注 14）とあ

わせて、文部科学省がすぐさま誤読防止マニュアルを作成すべきことを明確にしめし
ているし、その策定に具体的にやくだつであろう。
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6. おわりに

実証部分にして本書の中核というべき「第 5章 ブラジル人・ペルー人の子どもたち
の学校内での名前」はもちろん、その理論的前提である「第 4章 名付けに関する習慣
と背景」、また貴重なデータというべき「第 7章 日本で出生登録がされたブラジル人の
名前」や、具体的方向性をといた「第 6章 差異の受容から未来へ」などは、関係者・実
務家はもちろん、周辺分野の研究者らが味読すべき、意義をそなえていることは、あ
きらかだ。すくなくとも、評者は、日系ブラジル人・日系ペルー人が直面する矛盾が
ちがう点（「4.5.1 ブラジル人の名前」「4.5.2 ペルー人の名前」）や、異文化に対する人類学
的・言語学的な想像力をはたらかせる素養のない官僚・教員・同級生らによって、さ
まざまな「日本語化」をしいられるプロセスは勉強になった（「5.3 外国人名の日本語化
状況」など）。
現代日本で自明視されてきた漢字表記が、短期滞在でなく生活をつづける「ニュー

カマー」にとって、どんな障壁であるかは、評者（ましこ）の年来の研究テーマである
がゆえに、その点では、個人的に、突出した意義をみいだしている。また、排外主義
を意識したパッシングという回避戦術における、なまえの選択にからまる具体的動機
の微細なヒダであるとか、場面ごとのつかいわけの動態をうつしだすインタビュー結
果（1章など）や、自治体ごとに想像以上におおきな差異がある個人名登録・教員意識
の実態（5章・6章）などは、個人的にも再三の味読にあたいするとおもう。
しかし、そうであるがゆえに、本書の完成度＝信頼性は非常に気になるところであ

る。本書は、日本語漢字文化に精通した日系ブラジル人という出自・属性が決定的な
つよみをもち、かつおおくの協力者の助力を動員した研究活動の中間的総括として、
出色の価値をもつし、この結実自体がある種必然であると同時に偶然のたまものとも
いえるが、同時に、以上指摘したような疑念がのこることは、重大な限界というほか
ない。
そして、そのせめをおもにおうべきなのは、著者ではなくて周囲の協力者たちであ

る。本書のかかえる限界とは日系ブラジル人／ペルー人児童や保護者をくるしめつづ
けている暴力性に鈍感だった多数派の知的水準の産物なのである。プロサッカー選手
のようなエリート労働者層もふくめて、大量に動員・利用しながら、双方の言語文化
の相違について勉強しようとせず、単なる「すけっと」以上のあつかいをさけようと
する、小市民たち。いささかきつい表現をあえてえらぶなら、筆者に指導・助言等を
くりかえした広義の協力者たちは、そういった小市民たちと通底する、無自覚で「善
意の」帝国主義者たちということができる。なにゆえ、筆者らの先行世代＝一世たち
が中南米に大量に入植していったのかという歴史的経緯の政治経済学的な含意に対し
て充分な歴史的総括ができない小市民たち。筆者らと同世代の移民二世・三世等の相
当数が、先行世代の故国へと還流してきたグローバリゼーションの政治経済学的な含
意に対して鈍感であり、単なる安価な移民労働力としか位置づけしかしない小市民た
ち。筆者の学位論文をはじめとする知的産物がうみだされるにいたった広義の協力者
たちの相当部分は、「善意」ではあっても、あまりに不用意な層というほかない。
学位論文として世界中の日本研究者が参照するかもしれない原本と、広義の移民労
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働者問題にとりくむ次世代の研究者がたくさん参照するだろう本書がせおう社会的責
任はちいさくない。したがって、指導教員はもちろん学位審査にあたった委員、出版社
の編集者等、広義の審査者は、みなその責任をおっている。いや、東シナ海やオホーツ
ク海地域もふくみこむ近代日本という政治経済体制がもたらした固有名詞現象と、そ
れへの政治的・文化的関与について、詳細な助言をうけることが困難だった筆者に、日
本の研究者におとらない水準の知的緊張を維持せよというのは、酷というものだろう。
したがって、本書の限界のおおくは、周囲の大学関係者や出版関係者の無自覚な「共
犯」関係の産物というべきである。しかし、そうはいっても、原本／本書という、知
的産物についての、広義の協力者たちは、おそらく当事者能力をそなえていない。「過
去」の（あえてそうよぼう）「協力者たち」に自己批判的な姿勢を期待することは不毛
だろう。そうかんがえれば、本書を全面的に改訂し、社会的責任をはたす作業は、筆
者と編集者をおいてほかなかろう15。もちろん、周辺の研究者は、本書の意義を正当
に評価していかすだけでなく、その限界を克服する作業に積極的に協力する責務があ
る。本書のかかえる限界は、まさに現代日本の知的水準の産物にほかならず、すくな
くとも間接的には周辺の研究者もその責任をおっているからである。
本書は、以上のように、きわめてたかい意義と致命的ともいえる限界を共存させて

いる16。であるがゆえに、この書評は、作成することが正直実に苦痛であった。しか
し、大学人の自己満足や空疎な業績原理にとどまらない、学術の社会貢献をかんがえ
るとき、本書は、近年の大学院博士課程の指導体制や学術書の出版状況を再検討する
意味でも、みのがせない作品であった。その意味で、評者はあえて、筆者や関係者が
不愉快になるかもしれない論点を、重要な点にかぎってひろいあげてみた。筆者や関
係者に、個人的にふくむところなど、他意は皆無であることはいうまでもない。科学
は、現実直視がかりに苦痛であろうと、それに超然ととりくむべきであるという、い
わばデーモンにつかれた原則的態度に終始したことを、最後にことわっておく。実証
史家たちが歴史修正主義と、自然科学者が疑似科学・ニセ科学と格闘するような知的
緊張は、われわれ人文・社会系研究者にとっても不可欠である（ましこ 2010）。自戒を
こめて、本書の功罪を今後のかてとして共有したい。

15厳密にいえば、英文表記だろう原本についても、事実誤認や方法論上の問題等を改訂した学術書として
刊行すべきだろう。しかし、英文しか参照しないような水準の研究者には、本書の限界の一部は所詮理解不
能だとおもわれる。いじわるないいかたをあえてするなら、困難をおして英文版にそういった詳細な具体的
改訂を反映させようとも、英文しか参照しない研究者には、「ブタに真珠」であろう。
しかし、皮肉でもなんでもなく、こういった文献学的な次元で説明困難な構図こそ、現代日本社会が無自

覚にかかえこんでいる文化的障壁であり、移民児童をふくめて異文化にルーツをもつ層が包囲されている排
外＝同化主義的な文脈なのである。
さきに、おなじく脚注で、「より大問題なのは、現代日本事情をふくめた近現代の日本列島事情を英語文

献中心に収集してことたれりとする研究者が非英語圏にもすくなくないことを、本書も、うらがきしている
らしい構図である。『今日では人種差別的な白人至上主義などと結びついて人々に「自発的隷従」をもたら
しており、その不公正さや強制性が隠蔽される傾向』というウィキペディアの記述は、まさに本書にもみて
とれると」とのべておいた。実は、本書は、非漢字圏出身者が日本列島を研究するとき、基本的に英語文献
に依存するほかないという現実の産物でもある。もし、日本語表記にローマ字が併記されていたら、こう
いった事態は発生していなかったかもしれないのである。

16本書がかかえる功罪両面を簡明に圧縮したものとしては、ハタノ（2005）。この事典の項目執筆は、本
書のもつ意義と限界をそのまま反映している。本書よりも参照される可能性がたかそうな点では、より問題
性がたかいともいえる。
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