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本研究は、先年の共同研究、「情報弱者のかかえる諸問題の発見とメディアのユニ
バーサル・デザインのための基礎研究」（科学研究費補助金基盤研究（C）2008–2010年度、
課題番号 20530493）の成果をひきつぐものである 1。この前身たる共同研究と、今回の
研究とは、その論題のとおり、「諸問題の発見」から「ユニバーサル・デザイン具体化」
の模索へと、議論が前進している。

本報告書に収録した文章は、研究代表者および分担者 4名 6論文、連携研究者 2名
2論文、研究協力者 5名 5論文の、計 13本である。以下、各論文の概要を順にしるし
ていく。
巻頭は、代表者ましこによる「日本の 社会言語学は なにを してきたのか。どこへ

いこうと しているのか。—「戦後日本の社会言語学」小史 —」であり、社会言語学の主
要先進地域である欧米とは異質な経緯をたどった戦後日本のあゆみをふりかえり批判
的に検討しつつ、福祉言語学や障害学などとの連携という独自の展開が近年すすんだ
ことを提起した。本報告のなかでは、障害学と社会言語学がいかに情報保障と関連づ

1「社会言語学」刊行会編『社会言語学』別冊Ⅰ（2011）が報告書となる。
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けられるかをとう学史と展望を展開したものである。なお当論文は、本研究、および
前身たる研究の主たるにないてである情報保障研究会と、その主要な媒体である『社
会言語学』（2001年～／現在 15号＋別冊 1）の最新号（2015）の巻頭論文、木村護郎クリ
ストフ「障害学的言語権論の展望と課題」と、ふかい関係がある。
つづく、クァク・ジョンナン「日本のろう教育は手話をどのように位置づけてきた

か — 日本語至上主義の批判的検討 —」は、日本の聾学校で展開されてきた教育が、いか
に日本語習得を至上としてきたか、それによって手話がどのような位置づけをうけて
きたかをあとづけた。同時に、戦前にあっても、手話と書記日本語の共存並立によっ
て教育を実践する指導理念（積極的なバイリンガル教育）が存在していたこともあきら
かにしている。当論文は、結局、口話主義教育による日本語の獲得という原理に固執
して、日本手話をはじめとした聴覚に依存しない言語刺激を排除するにいたった日本
の聾学校教育を歴史的にふりかえったものである。聴者主導で、聴覚障害者への想像
力・配慮が欠落した学校教育が、必然的にもたらした、情報保障上の欠陥、学習権の
侵害の構図がうきぼりにされた。
打浪（古賀）文子「知的障害者の情報保障の実現に向けた課題整理」は、表題どおり、

「ユニバーサル・デザイン具体化」の模索を端的に実行した論考といえる。打浪は、情
報提供における場面での合理的配慮＝「わかりやすさ」の追求として、「日本版 LLセ
ンター」創設 2、「読み書き支援」確立、「知的障害者の情報の受発信の多様化」の 3点
を提言している。軽度・中度の知的障害者のモジ情報活用を促進し情報保障を確保す
るためのものである。視聴覚障害をもつ層の一部獲得してきた成果とかさなるものが
あるが、知的障害者のばあい、ニーズがないかのように放置されてきた経緯をふまえ
ての提言である。
同時に、これだけでは社会的な情報保障の実現には不充分だとして、さらに①重度・

最重度の知的障害者への情報保障、②自己決定・意思決定の支援、③発言しやすさ・
語りやすさの追究が学術的な 3課題だとする。重度・最重度の知的障害者が意思表示
しづらいことでニーズがないことにされてしまう深刻な問題のみならず、軽度障害者
がパッシングとして障害をかくす傾向をかかえるなど、別の意味での不可視性もみの
がせない。現在休刊中の新聞『ステージ』が紙面のユニバーサル・デザインを実現し、
知的障害者に情報保障できていたばかりでなく、当事者が編集委員としてくわわり臆
することなく意見表明できる空間が生成されていたという事例を紹介しているが、そ
れは現状（現在休刊をしいられている状況もふくめて）への痛烈な批判である。くわえて
打浪は、各障害の当事者活動の比較と、障害学的観点からの差別・抑圧に関する考察
とが、知的障害者の実現をとりまく課題の解決のためのつよい推進力になるはずだと
して、両者をむすびつけることを今後の課題としている。そして、「知的障害者」をう
みだしているのは、知的障害という現実（impairment）ではなく、むしろ言語の優位性
を自明視してうたがわない多数者の無自覚にあるとする、構築主義的な批判を展開し
ている。充分な情報保障によって知的障害者を社会的に排除しないことをもとめる打
浪論文は、知的障害者にとどまらない学史的な素描と今後の展望となるはずである。

2LL はスウェーデン語での「読みやすい」の略語。
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また、かどや ひでのり「情報保障概念の再定義」は、表題のとおり、まさに「情報保
障」概念を根源的に再検討する論考となっている。「情報からの排除がおこっていない
か」をつねに再検証すれば、「情報のかたちをひとにあわせる」「格差/差別をなくす」
「情報の発信を保障する」といった、一見まっとうな「情報保障」概念も不充分である
とする。「情報保障が達成するべき価値、目的はなんなのか」という、情報保障実践者
のイデオロギーをとうことなく、いわば情報保障を脱政治化した状態におこうとして
きた既存の議論の破産を宣告するラディカルな問題提起といえる。
つづく、糸魚川美樹「スペイン語における「女性の可視性」をめぐる議論」は、名

詞に「性別」（ジェンダー）をかかえる欧州言語のひとつ、スペイン語（カスティリャ語）
の女性差別性をめぐる論考である。profesor（教師）は男性名詞であるばかりなく、女
性教員をふくめた男女教員の総称として「無標」であり、女性形 profesora（女性教師）
は「有標」となる。こういった男性名詞をもって総称とする表記感覚を女性差別として
さける運動がつづけられてきたが、2012年 3月に公表されたスペイン王立学士院会員
名による「ボスケ報告書」は、性差別回避行動は無理があるとするものであった。los

profesoresを回避して、los profesores y las profesorasや、el profesorado「教師の職」
といった表現の改善策を冷笑するような議論が権威によってかたられ、非性差別的言
語使用の指針に賛同する層と拒否する層の対立が再燃したのである。結局、自然発生
的な歴史的言語は、その自然性ゆえに放置されるべき（人為的介入を拒否）であるとす
る保守的意識は強固にのこっているが、ネット上で多くの話者が議論に参加したこと
で、さまざまな言語観／ジェンダー観の動向をかいまみることができるとする。カナ
ダにおけるトランスジェンダーへの配慮としての xeといった「ジェンダーに中立的な
新語」の例など、広義の性差別に敏感な空間と、鈍感で保守的な空間の対比は、興味
ぶかい。
小澤かおる「性的少数者関係情報と情報保障」は、上記糸魚川論文と並行して、ま

さに性的少数者をとりまく言語状況をうきぼりにするものである。性的少数者関連の
文献は、公立図書館や学校の図書室などで閲覧するばあい、表題などから内容が推察
できるため、当事者にとっては、かしだしはもちろん、閲覧さえためらわれることが
ある。異性愛至上主義をうたがわない多数者に包囲されているからだ。また、文献を
含めた情報そのものがアクセスできるところに収集・保全されていなければならない。
情報保障概念には社会的情報資源としてのそれも含まれる。そのため、ロールモデル
などアイデンティティー形成やライフプランなど当事者が参照したい情報を提供し権
利保障するためには、専門アーカイブズやコミュニティ・ライブラリなどの整備が急
務だとする。
つづく 3本の論考は、外国にルーツをもつ層にとっての情報保障に関する一群であ

る。まず布尾勝一郎「看護師・介護福祉士候補者受け入れをめぐる国会での議論の分
析 — 日本語教育政の観点から —」は、国会議事録のデータを解析することで、インド
ネシア／フィリピン両国との EPAで来日することがみとめられた看護師・介護福祉
士候補者についての議論の批判的検討である。漢字表記など複雑な障壁となる専門用
語をどう習得させるのかなど、外国人をうけいれ専門人を養成するシステムとは、ま
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さに情報保障の典型例である。しかし、データ解析により、大臣が日本語能力試験の
なんたるかを理解しないまま答弁がなされたり、日本語教育関係者に充分な意見聴取
をおこなわないまま、機械的にうけいれ人数や合格率等をうんぬんしたり、専門的な
知見やデータをふまえることのない不毛な国会論議がかわされている実態が浮上する。
候補者うけいれを所管する外務省／厚生労働省ほか関係大臣／官僚たちが、たてわり
行政の悪弊により連携しないまま相互に一貫性のある分業体制がとれないだけでなく、
浮上した問題に対しても対症療法的で無責任な対応をくりかえしてきたことが鮮明と
なるなど貴重なデータ・分析といえる。
つづく、なかの・まき「だれのための「ビジネス日本語」か— 言語教育教材としての

「ビジネス日本語マナー教材」にみられる同化主義 —」は、会社内でのやりとりなどを題材
に外国人むけの指南書として発達した「ビジネス日本語」教材を分析した論考である。
「ビジネス日本語」教材は既存の日本語教育教材とは異質であり、日本企業で自明視さ
れてきたマナー（「みだしなみ」etc.）など、言語にとどまらない企業人としての行動規
範をカバーしたものである。それは、日本語文化という土俵にあがらされるだけでな
く、日本人社員に包囲されるという二重に劣位にある外国人社員に課せられた同化主
義的規範である。外国人が企業文化に適応するための便法とうたわれながらも、実際
には「日本人社員上司・取引先をおこらせないコミュニケーション能力」をもとめる
ものだ。日本人上司が二重に不利な構図にある外国人社員に配慮するのではなく、支
配的な日本の企業文化にあわせよという指南なのである。したがって、たとえば法的
トラブルにまきこまれた外国人社員が雇用されている企業という組織をあいてどって
訴訟をおこすなど、専門家のサポートをどう確保するのかといった方向での自衛策は
教材化されないことになる。雇用企業に服従すべき社員が、企業にたてつくすべ（た
とえば労働組合での団体交渉等）をわざわざ提供するはずもないということであろう。戦
力として動員する社員が外国人であれば、その日本語能力の充実は雇用企業の責任で
コスト負担するのが当然であるが、「ビジネス日本語」教材は外国人社員が当然の権利
追求に益する情報提供はのぞめないことになる。つまり、それは外国人社員のためを
おもって作成された指南書というおもてむきのよそおいとはことなり、肝心な情報保
障はせず、むしろ日本人社員同様に献身的な姿勢を同化主義的に維持せよという方向
性だけが一方的に強調されることになるわけだ。
あだち・ゆーこ「移民対象の日本語教育の内容について — ドイツの移民向けの教科書

からの考察 —」も、なかの論文と同様、日本に在住する外国人への日本語学習サポー
トをとりあげているが、企業社会への適応ではなく、地域住民としてどう適応するか
が課題となる。日本語教育機関の大半は、留学生や企業人むけのサービスとして構築
されてきたが、地域での生活のニーズにこたえる日本語学習サポート体制は異質であ
る。それは、留学生や企業人以外の地域の定住外国人に対する非公式な日本語教育の
場として週 1回 90～ 120分程度の「日本語教室」として展開されてきた。しかもその
大半は専門的な研修を充分うけたとはいえない一般市民がボランティアで指導者とし
て運営されているのが現状である（「地域日本語教育」）。日本語を第一言語としない定住
者が生活上必要とする、情報獲得のための最低限必要な日本語の習得支援を目的とす
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る「地域日本語教育」は、留学生・企業人むけの日本語教育実践の蓄積がそのまま援用
できない領域である。つまり定住外国人の生活情報に直結する第二言語教育の問題な
のに、既存の日本語教育のわくぐみが通用しないだけでなく、専門性を維持すること
がそもそも困難なまま放置されてきたことになる。あだち論文は、1.国民の大半が自
国を単一民族・単一言語社会であると信じる傾向がつよい点、2. 戦後外国人労働者が
ニューカマーとして増加した点、3.自国民が経済的理由等で還流してきている点、4.

長期間移民を容認しなかった点、などで類似した事情をかかえるドイツに着目し、両
国の学習教材の比較対照をおこなっている。その結果、日本語教育は学習者の日常生
活についてほとんど考慮せず、「基礎から応用へ」という従来の文法積み上げ式で教材
がつくられつづけている点が浮上した。具体的な日常生活への配慮が欠落しているた
めか、就職活動や職場でのやりとり、社会活動に関する項目が「教材例集」にみられ
ないといった事態もみえてくる。あだちは、日本語教育関係者が自明視してきた言語
観が抽象的な記号の体系とみなすソシュール流の言語観に起因するのではないかとし
て、そこからの脱却を提案している。留学生・企業人とことなり、生活条件を直撃す
る情報保障という意味で、重要な視角といえるだろう。
つづく、あべ・やすし「金融機関の窓口における代読・代筆について — 公共性とユ

ニバーサルサービスの視点から」は、冒頭で「情報保障と識字研究の視点から」と目的
を明示しているとおり、公共空間としての金融機関での言語権の確保問題がテーマと
なっている。私的財産の管理に関する以上、代読・代筆サービスは、プライバシーと
専門性の両面から技術と倫理をかねそなえた人材以外になえない性格をもつ。あべ論
文は、金融機関や監督官庁がどのようなサービス提供をこころみてきたかを紹介しつ
つ、認知されてこなかった非識字者のニーズを指摘している。学校教育をほとんどう
けられなかった層など非識字層について、銀行関係者は無知・無理解であると、あべ
は批判し、代読・代筆サービスを金融機関にかぎらず、すべての公共機関のまどぐち
がどう変化すべきかをとう。さらに、きこえない／きこえづらい／発話に障害がある
層を想定した公共機関を紹介することで、これらを想定していない金融機関を批判し
ている。このように、あべ論文は公共空間の情報保障に具体的な視座をあたえている。
さて、仲潔は、「五輪招致スピーチから再考する言語観教育の必要性 —〈コミュニケー

ション能力の育成〉のために —」「続〈コミュニケーション能力の育成〉の前提を問う —

「キラキラ」できない学習者と英語教師たち —」と、シリーズでコミュニケーション能力
育成問題を提起した。
前者は、いまだ記憶にあたらしい「五輪招致スピーチ」を再検討している。仲は、一

部の例外をのぞけば日本がわのスピーチがことごとく英語であったこと（トルコのよう
に自国の言語を選択した発表者もいたし、安倍首相も質疑応答などでは日本語にきりかえたの
に）、会場だったアルゼンチンという空間を配慮したスペイン語という選択肢や、非英
語圏からの来場者への配慮などは、ないとする。さらには、「招致スピーチ」のみなら
ず、有名な「おもてなし」の精神の表出も英語によることを自明視する風潮を指摘し、
非英語圏からの来日者への配慮として粗雑だろうと批判もくわえる。当然、学校教育
のなかに大量流入してきた英語指導を批判の対象となる。小学校教育への強引な導入
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ももちろんだが、高校の英語科での「オールイングリッシュ」の強調などの非科学性・
非現実性がきびしく指弾される。そのうえで、パウロ・フレイレらが批判した情報蓄
積型（預金型／銀行型）教育の対象として英語体系が注入される方向性をやめることを
提言する。共同／協働性を重視し、ことば／コミュニケーションとは一体なんなのか
をかんがえさせることで言語文化観を根底からゆさぶる教育こそもとめられるという
のである。
後者では、前掲論文をうけて、実際の英語教育現場として、岐阜県の小中学校の実

態が批判的に検討される。いわく、英語教員と生徒は、空疎な「キラキラ」「イキイ
キ」を演じることをしいられるようになったとする。「英語学習に嫌悪感を抱いている
学習者たちも、講義形式などで高度な内容を教授されるよりも楽だから、という理由
で、「キラキラ」「イキイキ」を演じている可能性もある」との推定は、現場の本質の
グロテスクさを象徴している。既存の社会構造を自明視したうえで、夢をもて（実現は
自己責任／努力でつかみとれと）とさとされたりもする。同時に「日本人としてのアイデ
ンティティ」も維持しろとされる。グローバル化のなかで日本人らしさを喪失しては
ならないとされるのだ。日本文化のにないてとして自立しつつ、あわせて英米圏の言
語規範にあわせた道具としての英語を駆使するバイリンガル／バイカルチャーが理想
（「グローバル人材」）のようだ。そこでは、定住外国人など日本語文化にかならずしも適
応しきれていない層も存在していることなどへの配慮も欠落している。結局、多忙化
のなかで、「キラキラ」「イキイキ」を無理して演じるほかない教員たちによって、言
語文化観をとう教育とは正反対の教育実践がくりかえされることになるのである。こ
れらが、生徒たちの言語権を充分保障する空間となりえていないし、言語観をといな
おすための素材・機会も提供できない（日本人らしさの本質主義的な強調と英米圏への拝跪
という、既存のひずんだナショナリズムを悪化させるだけ）など、情報保障としても問題が
あることは、あきらかだろう。
最後の寺沢拓敬「戦後 20年の英語教育とナショナリズム —「大衆の善導」と「民族

の独立」—」は、仲論文と同様、英語科教育がかかえこんだ、みえづらいナショナリズ
ムの批判的検討である。現代の国際化論的な英語教育論は、ナショナリズムの産物で
ありながら、国益概念などを前面にださない形態をとっているがために、本質が潜行
していてみえづらい。寺沢論文は、戦後の英語教育をナショナリズムとの関連で論じ
た研究蓄積を社会心理学的研究／政策研究／歴史的研究の 3領域に分類し、そのうち
現在も再検討するにあたいするのは、歴史的研究だと結論づけた。さらに戦後初期と
1960年代にみられたナショナリズムが、現在は完全にわすれさられ研究蓄積もないこ
とに着目する。そこで戦後の 20年間のふたつの時期に焦点をあてることにより、当時
の英語教育論とにないてから浮上するナショナリズムの動向を再検討している。
その結果、戦後直後期には、戦前からつづいていた教養主義の一貫としての英語教

育イメージがみとめられること。英文学者を主軸とするエリート主義的議論（「善導」
主義）に終始していたこと。敗戦後の新日本建設という国家目的と（英国中産階級を準
拠集団としているらしい）米国文化への忌避感情とがあいまって、国際補助語として世
界中で広範にまなばれている言語をまなびつつ米国の影響からは距離をおこうという
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ナショナリズムがあったことなどが指摘される。1952年の独立の回復と戦後復興の進
行があいまって、この趨勢は 50年代になると急速に衰微していく。つづく 60年代に
は、新制中学での外国語科教育の導入によって、英語教育の大衆化が一挙にすすむこ
とで、議論は一転する。にないては日教組など左派系教員によるアメリカ帝国主義か
らの独立志向（「真の独立」論）が前面に浮上したからだ。しかも、左派的な思潮を背景
としていたため、選抜手段として機能する英語教育の「差別」性までが指弾されるこ
ととなった。戦後直後の親英派エリート主導の英語教育論も国際補助語をまなびつつ
米国の影響からは距離をおこうというナショナリズムとなっていたが、左派系教員ら
による英語教育はアメリカ帝国主義と対峙し、実質的な独立とインターナショナリズ
ムをかちとるための国際補助語学習という思潮となったのである。これら 2時期の思
潮は、80年代の（「国益」論を背景とした）国際化論や、90年代の英語帝国主義論、散
発的に発生してきた「日本文化に対する脅威」論とは、あきらかに異質である。
これら時代区分による、英語教育関係者と周辺による議論の変遷を再検討すること

は、情報保障の公的装置としての公教育をといなおすうえで、非常に貴重な基礎研究
といえる。なぜなら、（「日本文化に対する脅威」論を例外として）英語学習を正当化して
きた関係者が、学習者の権利保障を充分かんがえていたのかという、歴史的検証とな
るからだ。特に 60年代英語教育を推進するがわにあった日教組関係者が、「なぜ英語
を学ぶのか」という根源的なといを提出していたということ、それが現在はほとんど
とわれないという現実と対照したときに、その意義がみえてくるだろう。
なお、本論文は、おなじ寺沢による『「日本人と英語」の社会学 — なぜ英語教育論は

誤解だらけなのか』『「なんで英語やるの？」の戦後史 —《国民教育》としての英語、その
伝統の成立過程』の 2点をあわせてよむことによって、一層意義がふかまるであろう。

さて、このような論考をおさめた本報告書だが、本研究の主題である「ユニバーサ
ル・デザイン具体化」の模索は成功したであろうか。
結論的には、その目的は、なかば達成され、しかし、いまだ不充分な段階にとどまっ

ているといえよう。トピックをしぼりこんだ打浪論文・あべ論文・小澤論文などは、
「具体化」への具体的一歩といえるが、ましこ論文・寺沢論文のような歴史的概観、か
どや論文のように根源的な問題を提起した論考もふくめ、「具体化」のための具体的一
歩としては、みちなかばというところであろう。二歩前進のための一歩後退というか、
前回の共同研究の際にはたせなかった「宿題」をこなすことで、「具体化」のための準
備にようやくはいったことを確認して、この稿をおえることとする。


