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本書の執筆者たちによる「識字の社会言語学」への挑戦をささえる支柱となってい
るのは、日本社会における識字神話にたいする批判である。この神話とは、たとえば、
「日本人の識字率は 99%である」、「江戸時代の識字率は世界一であり、それが日本の近
代化、産業化を準備することになった」、「日本独特の文字文化によって日本社会の均質
性がたもたれた（あるいは均質であるという意識が共有され続けた）」などといった類のお
なじみのものである。
しかし、こうした神話をひきあいに出す者の

関心は、識字率なるものがどのような根拠にも
とづくのか、あるいは「独特の文字文化」はそ
もそもだれによってになわれてきた（になわれて
いる）のかといったことの探求にはない。重要
なのは「優秀な」方向で均質化されていた（さ
れている）日本社会を想像することであり、それ
をもとに日本を論じていくことである。編者の
一人であるかどやひでのりは、「日本社会や日
本近代史への言及がなされるとき、枕ことばの
ように識字率が言及される」（本書 18頁。以下、
ページ数のみしるす）と指摘し、著名な論者の著
作からそうした例をひいているが、「枕ことば」
は「日本社会や日本近代史」を論じるための道
具にすぎないのである。しかしその道具は、執
筆者たちが指摘するように、文字弱者をあたり
まえのように排除して作られている場合がほとんどだろう。「非識字者や日本語学習者
（いわゆる「外国人」や帰国者、さらには日本手話を第一言語とするろう者）、盲人や弱視者、
読字障害をもつひとや知的障害者など」（102）は、歴史的にも今日的にも、日本論の主
体である「われわれ」や「日本人」の一部とはみなされない。ましてや、識字率が単
なる文字の読み書き能力を問題にしているのか、それとも、たとえば新聞を読む、手
紙を書くなどといった何らかの作業をおこなうために必要なレベルの能力を問うてい
るのかといった「識字の二重基準」（88）にまで考えをめぐらせて日本論がかたられる
ことはまずないだろう。しかし、昔の例であろうと今日の例であろうと、「リテラシー
とは『あるか、ないか』と二値的に判断されるものではなく、諸技能からなる連続的
なものとしてとらえられるべき」なのである（175）。
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ただ、今日の日本で消費される日本論にたいして、マイノリティの排除を批判した
り、識字、非識字をいかに判定するのかと問うても、その論者や消費者にひびくものは
あまり大きくないように思う。というのも、もう一人の編者のあべやすしがしめくく
りの章で述べていることばを借用して言うならば、識字率の神話の維持、強化に貢献し
ているのは、「事実ではない」論拠や時代的文脈をはなれて一人あるきしている数字の
みならず、それを抵抗なく受け入れる社会の「理念」や「思想」だからである（364）。
かどやが、識字率神話があらわれる例として引用した内田樹『日本辺境論』は、「ご

存じのように、「日本文化論」は大量に書かれています。世界的に見ても、自国文化論
の類がこれほど大量に書かれ、読まれている国は例外的でしょう」と言う1。「例外的」
なのかどうかをしらべたことはないが、日本論、日本人論、日本文化論などが巷間に
あふれていることはたしかである。そしてこれらを消費する人々の多くは、おそらく
均質的な日本、あるいはたしかな均質性のもとでの「多様な」日本をもとめているの
だろう。
だとすれば、識字率というものは日本論者およびその消費者にとってきわめて魅力

的である。識字率は「国際的な基準がさだめられているわけでもなく、それぞれちがっ
た方法によってうちだ」（91）されるものである。にもかかわらず、論者や消費者は数
字の根拠、識字者／非識字者の判定基準、当該社会で使われている表記の種類など、数
値に決定的な影響をあたえる要因を無視し、都合よく識字率を利用することができる。
また、えられた数値によって外部との比較も可能になる。日本論は、日本以外の社会
とくらべながら「江戸時代の識字率」や今日の「日本人の識字率」を推測し、その優
位性を「識字ナショナリズム」（92）の中心にすえる。
日本論は今後も「大量に書かれ、読まれ」るのだろうが、文字の均質性にたよらな

い日本論が通俗的な魅力をそなえることはありうるのだろうか。もし、文字の均質性
が前提でなければならないのだとすれば、そこに文字弱者にたいするまなざしがそな
わることなど、そもそも期待できないのではないか。

本書は、上述の二人の編者をふくむ 5人の執筆者の論考からなっている。標題に「識
字の社会言語学」とあるが、これは言語がたんなる知識やコミュニケーションの道具
にはとどまらないことをあきらかにしてきた社会言語学の方法が、識字の問題を論じ
るうえでも有効であるという考えにもとづくものである（「『文字のよみかきができるかど
うか』ということは、たんに『文字』をしっているかどうかという、知識の有無以上の意味を
もっている」（15））。たしかに執筆者の熱の入った論述は、権力性、政治性にまみれた識
字という概念を読者の前に説得的に提示することに成功している。
かどやによる「はじめに—『識字の社会言語学』の課題」につづき、同じくかどやの第

1章「日本の識字運動再考」では、部落解放運動の一環としておこなわれてきた識字
運動の混乱が分析される。識字者と非識字者のあいだの対等ではない関係のもとです
すめられてきた運動は、非識字者の文字社会への同化を一方的に要求し、また運動を

1内田樹『日本辺境論』新潮社、2009 年、22 頁。
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すすめる識字者が考えるあるべき非識字者像をかれらに投影することになってしまっ
ている。さらに「被差別部落の識字運動にとって重要であることと、識字運動一般に
とって重要であることの区別」（65）がなされておらず、何のための運動なのか、何を
している運動なのかがわからなくなってしまっている。そこでかどやは、「言語権、コ
ミュニケーション権を侵害することのない能力主義のありかた（言語権充足的な能力主
義）」（68）を模索すべきであるとする。多様な文字弱者の言語権やコミュニケーショ
ン権を保障するため、第 8章で詳述されるコミュニケーションのユニバーサルデザイ
ン化により、これらの権利を行使できなくなってしまう人々をかぎりなくすくなくし
ていくことが識字運動の課題であると主張する。
第 2章「均質な文字社会という神話—識字率から読書権へ」（あべやすし）は、日本には

「均質な文字社会」が古くから存在し、その均質性をささえてきたものの一つが、漢字
かなまじり文という三種の文字を使った日本独特の文字文化であったとする網野善彦
の見方を批判する。また、網野もそうだが、「均質な文字社会」であることを言う論者
がしばしば使う識字率という、普遍的な尺度とするにはきわめてあやしい数値の問題
性を指摘する。「均質な文字社会」、「高い識字率」によって日本を語ろうとすると、歴
史的にはもちろん、「均質幻想に支配された現代の日本社会」（95）で認知されにくく
なってしまっている弱視者や読字障害などの文字弱者もきりすてられてしまうのであ
る。「文字社会は必然的に『文字弱者』をうみだす」以上、「障害にみちた日本語表記
のありようを改善する」（104）とともに、文字弱者が現実にある文字社会にアクセスで
きるよう読書権を保障していくことが重要である。「文字は、われわれのものになる、
なりうると想定した時点で、その『われわれ』は文字弱者を排除しているのである」
（105）というあべのむすびの文には、おおいにうなずかされる。
やはりあべによる第 3章「てがき文字へのまなざし—文字とからだの多様性をめぐっ

て」でキーワードになるのは、副題にある「からだの多様性」である。筆跡診断、左
手で書くことにたいする抑圧、「不器用さ」、軽度発達障害、筆順など、からだをつか
い文字を書くという行為にまつわる話題のかずかずがここで論じられる。かつて雑誌
の裏表紙でよく見かけたペン習字通信講座の広告の漫画ではないが、これだけパソコ
ンが普及した今日でも、われわれは文字を「きれいに」書くことが高く評価される社
会、「きれいに」書けないことが負の評価をともなう社会に生きている。文字を書く技
術という点においてのみの評価ならまだしも、それが性格や生き方にまでおよんでし
まうのだから始末が悪い。しかし、「文字の規範」に頭を悩ませているにもかかわら
ず、「文字の規範から自由にな」（147）ろうと声高にさけぶ人はそれほど多くない。ま
た、ここまで材料がそろえば、「からだの多様性」は十分に社会言語学の対象になりそ
うなものだが、あべが指摘するように、社会言語学が関心をよせてきたのはあくまで
「ふつうのからだ」だった。
第 4、5章は、神話の論拠となっているようにみえる事例、時代にきりこんだ実証

的分析である。第 4章「識字率の神話—『日本人の読み書き能力調査』（1948）の再検証」
（角知行）は、「日本人の識字率＝ 99%」説の出所になっていると思われる「日本で唯一
の国家規模でのリテラシー調査『日本人の読み書き能力調査』」（159）の検証である。
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GHQ民間情報教育部から文部省へのはたらきかけによっておこなわれ、15歳から 64
歳までの日本人 16820人が対象となったというこの調査の報告書は、「凡ゆる日本人が
新聞に普通に出て来る記事を読み、書き、理解する能力を持っていた」（173頁、重引）
といった「高識字率解釈」と、新聞の内容があまり理解できない者がかなりの割合に
のぼっていたといった「低識字率解釈」（172）の二とおりの解釈が可能である。これ
は、同調査がリテラシーの定義としてかかげた「社会生活を正常に営むのにどうして
も必要な度合、および型の文字言語を使う能力」（165、重引）が調査の設問に反映され
ているとは言いがたいことによるが、角は「低識字率解釈」にかたむいており、「新聞
をよむことについて、けっしてリテレイトとはいえない層が当時の日本人のなかにか
なりいた」（186）と結論づけている。
第 5章「近世後期における読み書き能力の効用—手習塾分析を通して」（鈴木理恵）が

とりあげる手習塾（寺子屋）は、日本の識字神話や教育水準の高さを言うためにはか
かせないものである。しかし鈴木がそこからみいだすのは、均質的な読み書き能力で
はなく、当時の人々が有していた読み書き能力の多様性である。江戸時代の後期には
「全国全階層に共通して必要とされた読み書き能力」などはなく、「地域、身分階層、職
業、性別、年齢によって違った世界」（225）に生きる人々が、それぞれにことなったレ
ベルの読み書きを求められていたのであり、手習塾の教育内容もそれに対応するもの
だった。207頁にかかげられている手習塾のようすをえがいた絵から、ひとりひとり
の子どもの属性や文字学習のレベルの相違を推測していく作業は楽しい。そこでは後
の近代学校で展開される一斉教授とはまったくことなる「個人学習法」（205）が前提と
なっていた。よく見かけるこの絵の子どもたちを神話を欲望しながらながめれば、そ
こには世界一の識字率を達成していた江戸時代後期の日本が見えてしまうのかもしれ
ない。しかし実はこの絵は、そうした見方によってはおおいかくされてしまう多様な
文字使用の様相をわれわれに提示しているのである。
第 6章は「識字は個人の責任か？ —識字運動でかたられてきたこと、かたられてこなかっ

たこと」（ふくむらしょうへい）である。ここでいう「識字運動でかたられてきた」のは、
非識字者として生きることは不便、不幸なことであり、それを克服して生きる意味を
みずからにとりもどすためには努力が必要であるということ、一方で「かたられてこ
なかった」のは、非識字者として生きることを不便、不幸にしている社会、また非識
字者を一律に不便、不幸な存在だときめつけてしまっている社会に問題はないのかと
いう問いである。しかし、非識字を個人が克服すべき問題としてではなく、障害のひ
とつとしてとらえることにより、それをもたらしつづけている社会が何をすべきかと
いう視点をえられることになる。「われわれ」識字者が非識字者をみちびくのではな
く、また非識字者が「われわれ」識字者においつくのをたすけるのでもない。識字教
室は、そこに集まる人々のさまざまな思いを識字者が指導的に解釈、加工する場では
なく、「場のもつちから」（254）がそれぞれの自己信頼の回復をもたらすような空間で
なければならない。
第 7章「識字問題の障害学—識字活動と公共図書館をむすぶ」（あべやすし）は、第 6章

と同様、文字の読み書きが困難あるいはできないことを、「障害者が無力化される要因
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を当該社会の法、制度、価値、慣習に見出そうとする」（279、重引）障害学がとりくむ
べき課題として位置づける。「文字がよみかきできなくても、本をよめるようにするに
は、どうすればよいのか。手紙や書類がかけるようになるには、どうすればよいのか。
こたえは単純である。たすけあえばよい」（257）のである。そしてそうしたサービス
を提供する機関として公共図書館に注目する。公共図書館の貸し出し業務を過度に強
調することを「貸出至上主義」（279）として批判する議論を私ははじめて知ったが、公
共図書館は本の貸し出しや閲覧のみならず、さらには図書館にやってきた障害者にた
いするサービスにとどまらず、「図書館利用に障害のある人々へのサービス」（259）に
もとりくんでいかなければならないとあべは論じる（もちろん「図書館利用に障害のある
人々」は非識字者や視覚障害者に限定されるものではない）。すなわち社会の「識字活動と
図書館をつなぐ」「識字サービス」（274）である。点字資料や録音図書の提供、対面朗
読、代筆、ふりがなの付加、かながきへのかきかえなど、非識字者の多様な要求にお
うじた実践が、今後公共図書館を中心として広がっていくことを期待させる。
すでに何度もふれたように、文字弱者の読書権、文字弱者が日々の生活で必要とす

るものは非常に多様であり、それに対応するためには、「字がよめなくとも文字情報に
アクセスできる体制をととのえ、また意見や情報を発信する権利を保障すること」を
可能にする「社会設計」（284）、すなわち「識字のユニバーサルデザイン」が必要とな
る。あべによる第 8章「識字のユニバーサルデザイン」は、こうした視点からの先行
研究や実践例の整理である。ここでは、「日本で生活する『すべてのひと』を対象にす
る」「情報とコミュニケーションの『配慮の平等』を目標とし」（330）たユニバーサル
デザイン、またそうしたハード面を補完するソフト面としてのユニバーサルサービス
をめぐる問題、事項が多岐にわたって紹介されている。ユニバーサルデザイン／サー
ビスもそうだが、他にもバリアフリー、モダリティといった識字のみならずさまざま
な話題でもちいられる用語による整理は、「共生」があいことばのように発せられる社
会においては、識字の問題が意識化されてしかるべきものであることをあらためて気
づかせてくれる。電子書籍、ユニバーサルデザインフォント、わかりやすい表記・表
現のための配慮、マルチメディア・デイジー、LLブック、ユニバーサルサイン、公共
図書館の文字情報サービス、自治体の言語サービス、やさしい日本語、郵便局のひま
わりサービス…。ユニバーサルを標榜する以上、おそらく「きりがない」のであろう。
しかし、「きりがない」ことはユニバーサルデザイン／サービスの意義を何ら低めるも
のではない。「きりがない」からこそ、各自が「それぞれの活動の場で『可能な限り最
大限に』をめざすこと」（329、重引）が重要なのである。
第 9章は「識字の社会言語学をよむ—あとがきにかえて」（あべやすし）である。本書が

しめしたように、「識字の社会言語学」は社会言語学、障害学、識字学、図書館学、歴
史学、教育学、メディア学、いやそれ以上のさまざまな研究領域に必然的にかかわっ
ていくことになるが、その意味でこの章は行きとどいた先行研究の紹介になっている。

第 6章でふくむらは、「われわれ識字者」の「あなたがた非識字者」にたいする態度
について、次のように説明している。
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　「文字のよみかきができないことは不幸なことですよ」「不便なことです
よ」とされる。文字のよみかきができないことをそんなふうにしか想定す
ることができないかもしれないけれど、もうすこし学習者自身の声に耳を
かたむけなくてもいいのだろうか？
　これは「あなたがたが真にうったえなければならないのは、文字のよみ
かきをうばわれて苦労してきたということですよ」「あなたがたがいわなけ
ればならないのは、文字のよみかき能力がないということは不便で不幸で
つらいということですよ」というパターナリズムである。ここでパターナ
リズムであるというのは、あたかもわれわれ識字者はあなたがた非識字者
の声をきいていますよという態度をみせながら、その実非識字者の本当の
声にあたる部分（これが構成されたものであることはまちがいないとしても）に
識字者であるわれわれの声を代入する、という態度のことである。（247）

「われわれ識字者」が「あなたがた非識字者」にたいしてあたかも保護者であるか
のようにふるまえるのは、「われわれ」は「あなたがた」がどうなることがしあわせな
のかを知っているという確信があるからである。「あなたがた」にとっての目標は「わ
れわれ」や「われわれの社会」なのであり、そこに到達する以外にしあわせになる道
はないと「われわれ」は考える。
かつて私は『社会言語学』VIII（2008年）で、日本統治期台湾での台湾人民族運動指

導者による台湾総督府批判を参照しつつ、ハーラン・レイン『善意の仮面　聴能主義と
ろう文化の闘い』の書評をおこなったことがある。レインは、聴能主義、すなわち聞こ
えることを正常な状態、ろうであることを正常な機能が欠如した状態であるとする考
え方と、統治者に被統治者にたいする絶対的優位性をあたえる植民地主義が共通の思
想にねざしたものであることをあきらかにし、そこに「聴者のパターナリズム」と「植
民地主義のパターナリズム」の存在をみているが2、ふくむらが言う識字者のパターナ
リズムもまさに同様のものであろう。そして、レインが言うように、保護者としてふ
るまう者は、理解可能な形で保護されるべき側をステレオタイプ化しようとする。か
れらは「不自由で不便で不幸」（251）であると。なぜなら、それがみずからの優位性、
依存関係の維持のためにはきわめて好都合だからである3。
ところで、私が勤務する大学の日本語学科には、盲、弱視をふくめ視覚障害をもつ

学生が数人いる。学期開始時、各授業の担当教員には、担当する授業を履修する盲や
弱視の学生の名前が知らされ4、適切な配慮が要請される。たとえば教科書の点字訳、
学期に 2度ある定期試験問題の点字訳や拡大印刷、あるいは試験中の点字での解答や
時間の延長などといったことを大学は制度的におこなっているが、教員も当該学生と
相談のうえ、各自相応の対応をしているはずである。学内の担当部署と連携しながら、

2冨田哲「植民地主義批判としてのろう文化のたたかい　ハーラン・レイン『善意の仮面　聴能主義とろ
う文化の闘い』（長瀬修訳、現代書館、2007 年）」『社会言語学』VIII、2008 年、133–144 頁。

3ふくむらが強調しているように、こうした主張は、非識字者がこうむっている不自由や不便、不平等に
対する無関心を意味するものではけっしてないし、そうした状況の改善をもとめることとも矛盾しない。

4ただし、「視覚障害の学生」として通知されるのみであり、すくなくともこの情報だけでは盲なのか弱
視なのかはわからない。なお、この通知の対象には、視覚障害の学生だけではなく、他の障害をもつ学生も
ふくまれる。
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課外でかれらの学習の支援や日常のカウンセリングにあたっている同僚もいる。
第二言語を教える学科という性格上、視覚障害の有無をとわず、学生と教員のあい

だにパターナリスティックな関係が成立しがちであることは、もちろん真剣な検討を
必要とする問題だが、ここではそれはさておき、視覚障害をもつ学生が日本語を第二
言語としてまなぶ際に接する教員が、どのような日本語を身につけた者なのかを考え
てみたい。教員には日本語の非母語話者もいれば私のような母語話者もいるが、その
すべてがいわゆる「読む、書く、話す、聞く」の四技能にひいでた者である。前二つ
の技能について言えば、何の疑問もなく日々読み書きしているのは、「普通の」大きさ
の文字、漢字かなまじり文による日本語である。もちろん教員にとって、クラスに視
覚障害の学生がいることは日常的な光景の一つであり、かれらにたいする配慮は当然
のことと考えられている。しかしその配慮はあくまで、「目が見えない」あるいは「視
力が弱い」ことは日本語の読み書き能力の欠如を意味するという前提でなされている
ように思われる。つまり、「われわれ」がなれしたしんでいる日本語の読み書きの世界
はゆるぎないのであり、「われわれ」は、視覚障害の学生が「できる範囲で」その世界
に近づくことを「保護者」としてうながしているにすぎないのではないか。
以前、映像作品の制作にとりくむ授業の学生が、ある盲の学生をドキュメントした

作品をつくったことがある。その盲の学生は、私が担当する大教室での授業を履修し
ており、作品の冒頭には教室後方から撮影した授業風景がおかれていたのであるが、
そこにうつしだされた私のホワイトボードを使っての説明や教科書の該当部分の指示
などに、盲の学生にたいする配慮がまったくかけているのを見てがくぜんとしたこと
がある。もちろん、私なりにその学生にたいする「配慮」はしていたつもりであった
が、私と同様に文字を読み書きできる多数の学生を前に話をしているうちに、私は盲
の学生がみえなくなり、教室内に「均質な文字社会」がひろがっているかのようなふ
るまいをはじめてしまっていたのである。あたかも、「日本語の読み書きとは、『普通
の』大きさの文字による漢字かなまじり文を読んだり書いたりすること」なのだ、そ
れができない者にたいする配慮は私の管轄外だ」と声高に宣言するかのように。
なお日本語学科には、すくなくとも私が勤務しているここ 10年ほどのあいだ、ろう

の学生が在籍したことはないようだが、かりにろうの学生が在籍することになった場
合、「われわれ」はどのようにふるまうのだろうか。「話す、聞く」をともなわない日本
語教育／学習を想像する力を「われわれ」はもっているだろうか。ろうの学生が、授業
や学習内容にかんする何らかの情報にアクセスできないことをうったえた場合、ろう
ではない学生が「配慮されている」（291、重引）ことによりあたりまえのように享受し
ている権利が、はたしてろうの学生にも同等に保障されているのかという観点を、「わ
れわれ」はもちえるだろうか。


