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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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－「創刊の辞」より－
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性差別をかたることば
—社会言語学からみた「女性学」—

糸魚川　美樹 †

はじめに

ことばとフェミニズムおよびことばと女性学の関係については、フェミニズム／女
性学のたちばからことばや言語学をとらえるという視点がこれまで一般的であった。
このたちばによるものとしては、なかむら・ももこ1(=中村桃子)による一連の研究が
しられている2 。言語活動を社会的実践ととらえる談話分析研究を紹介しながら、そ
れまでの「客観的・科学的」言語研究もひとつの「イデオロギー」であると批判した
中村の研究は、「言語とジェンダー研究」の方向性を明示し、じゅがく・あきこ (=寿岳
章子:1979)の『日本語と女』とならんで日本におけるこの分野の展開におおきく寄与し
た。最近では「言語とジェンダー研究」や「言語のジェンダー・スタディーズ」(『月
刊言語』2002年 2月号)という名称でよばれ、ことばとジェンダーの関係が活発に議論
されるようになってきている。中村は『ことばとジェンダー』のなかで「言語とジェ
ンダー研究」についてつぎのように述べている。

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 (8)

「言語とジェンダー研究」では、「性差」を対象にするだけでは充分とされず、「ジェ
ンダーの支配関係」を考慮し、「女性解放」の視点に立っていることがその特徴といえ
る。ただし、「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も確認しておこう。「ジェンダーの支配関係」が徹底的に排除さ
れるべきであるというならば、そのほかの差別が温存されてよいはずがないからであ

†いといがわ みき／名古屋大学他非常勤講師
主要論文：「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、“La discriminación lingǘıstica y el feminismo en Japón”, El sexismo en el
lenguaje, CEDMA, 1999（「日本における言語差別とフェミニズム」）, “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.（「教科書の中の女性像・男性像－カスティーリャ語（スペイン
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1人名につかわれる漢字のよみは不規則性がより高いため、本稿では、人名について初出に限りかながき

(ふり漢字) されている。
2『ことばとフェミニズム』(1995) および『ことばとジェンダー』(2001)
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る3。「ジェンダーの支配関係」について問われているのと同様に、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
れるし、そのような言語観を持つ社会において、女性学やジェンダー論にみられる言
語観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 (いといが
わ・みき=糸魚川美樹:2001:37)。フェミニズムや女性学の視点からことばをとらえる際に
みのがされてきたのは、まさにこの点である4。
本稿では、フェミニズムや女性学／ジェンダー論におけることばの分析であるこれ

までの「言語とジェンダー研究」とは逆に、社会言語学的視点から女性学を検討する。
フェミニズムや女性学の発展のなかで、ことばに対してとられてきた態度がどのよう
な意味をもつのか。この問いをとおして、現在の女性学のありようを考え直してみる
ことが本稿の目的である。

1. 女性学とことば

「言語とジェンダー研究」というかたちで、ことばを分析対象としてとりあげるほ
かにも、女性学はことばにこだわってきた。「女の経験をかたることば」「女性学をか
たちづくることば」に対してである。たとえば、女性学専門誌『女性学年報』(日本女
性学研究会)における「『女性学年報』のめざすもの」には、つぎのようにある (以下、
引用における下線は引用者による)。

女性学は、既成の「学問」が女の視点を欠いた、ゆがみをもったものであ
ることを告発する形でおこってきました。また、難解な専門用語で武装し
た素人をよせつけない「学問」が、女たちを支配するための道具と化して
いることに、疑問を投げかけ続けてきました –中略–「女であること」には
プロもアマもなく、女性学の出発点はまさしく、この「女であること」の
意味を厳しく問い直すことにあると考えています。

とくに『女性学年報』は「わかりやすさ」にこだわってきた。「女性学年報 Q&A」
における「コメント制度について」の項においても、「誰にでもわかりやすく、読みや
すい文章であること」とある。同誌第 18号「座談会『女性学年報』って何!?」におい
ては、コメント制度の存在に関して「専門家にしかわからないんじゃなくて、女性学
に関心のある人たちが、幅広く読めるものを目指している (からコメント制度というもの
がある)」(『女性学年報』旧・現編集委員:1997:5)という議論があるなど、かたることばの
「わかりやすさ」が強調されてきた。また、うえの・ちづこ (=上野千鶴子:2001:107)「女
性学の制度化をめぐって」では、女性学についてつぎのように述べられている。

3中村 (1995)では、この点にも言及されてはいる。「言語的性差別を探求することは、ことばと差別、こ
とばと支配的イデオロギーの関係を明らかにすることであり、性差別に限らず、人種差別・部落差別・在日
朝鮮人差別・アイヌ差別など、すべての人間に深い関わりのある問題と密接につながっている」（iii）

4つぎのように差別論のなかである種の「言語の支配関係」が例にあげられていることはある。「近代国
家は一定の領域内において全面的な支配権を確立し、教育権を手中におさめたが、それは同時に、同一領域
内に存在する異言語住民や少数民族に対しても共通言語を強要する結果になった。一見非常に中立的で普遍
主義的な資格要件が、事実上ある種の人々を排除したり差別する結果を生み出すことは、十分可能である」
(江原由美子＝えはら・ゆみこ:2000:110-111)
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女性学のなかでは、制度化に対するねづよい抵抗があった。もともと女性
学がそのインパクトを受けるもとになったウーマン・リブそのものに、根
ぶかい反主知主義があり、男仕立ての言語と理論に対する不信は、そのま
まアカデミックな知そのものに対する不信感となってあらわれた。女性学
は、学知を名のる以上、「女性の経験の言語化と理論化」をめざしたが、第
一に女性の経験のエリートによる領有への不信、第二にアクティビストと
研究者の根深い対立、第三に専門知に対するアマチュアリズムの強調に
よって、従来の学知との差異化が課題となった。具体的には、女性であれば
（女性としての経験を持ってさえいれば）誰でも女性学の担い手になれること、専
門的なジャーゴンや注の使用を避け、だれにでもわかるふつうのことばで
表現すること、プロとアマの距離をできるだけ近づけること等がめざされ
た。(107)

このように、わかりやすさにこだわり、「専門的なジャーゴンや注の使用を避け、だ
れにでもわかるふつうのことばで表現すること」がめざされたのは、ことばが差別化
装置として、抑圧・支配の道具としてはたらくと考えられたからであろう。「女性学を
かたることば」は、非エリートを排除しない、日常のことば、生活語であることが重
要なのだということがわかる。この意味では、女性学の言語に対する姿勢は、たなか・
かつひこ (=田中克彦:1991)のつぎのことばに通じるものがあったといえる。

文語や外国語の知識によってエリートが非エリートに対して特権的地位を
確保しようという野心が、てれることもなく、むしろ誇らしげに宣言され
る社会はやはり好ましい知的状況にあるとは言いがたい。(68)

しかし、かたることばのわかりやすさにこだわる姿勢がみられる一方で、フェミニ
ズム／女性学の難解さはよく指摘されることである。「女性学の制度化」をめぐる議論
のなかで問題となっているように (たとえば、日本女性学会:2001)、現在では「女性学は
初学者にとって学ばなければならない専門知の巨大な集積」となり、「プロとアマの分
離」、「専門用語の習得と自然言語からの乖離5」、「専門知による権威主義と抑圧」を結
果としてまねいた (上野:2001:113-114)ともいわれる。この観察が正しいとすれば、さ
きに引用した「めざされてきたこと」は、女性学の展開のなかで充分実現できていな
いことになる。このことからつぎの疑問がうまれる。女性学の制度化／研究の蓄積に

5ここでいわれている「自然言語」とは、生活語・日常語を意味するものとしてわたしはとらえている。
ことばはすべて人間によってつくられたものであり、人間の外にある何かではない。人工物である。「人間、
また社会が存在しなければ生じるはずのない言語」(田中:1993:43) を、「自然なもの」ととらえかねないよ
うな表現はさけたい。この引用の以外にも、女性学／ジェンダー論関連の文献において、「自然言語」とい
ういいかたで、ことばに言及されている例がある。

やまざき・けいいち (=山崎敬一:1994:20)：問題は、研究者が、そこでの場面の組織化とカ
テゴリーを用いた記述の組織化の結びつきの仕方を適切な仕方で、同じ自然言語を話す他の
人々に示せるかどうかである。
江原 (2001:12)：あたかも当該社会の自然言語を使用できる者の間には「一つの慣習的なや
り方」が共有されているということを前提としているかのようである。

田中 (1991,1993)やきむら・ごろう (=木村護郎:2001)が論じているように、ことばが「自然なもの」とい
うとらえかたは決して少数派ではない。言語を「自然」／「人工」という対立でとらえてきた言語研究者の
「言語の政治性」への無自覚な態度が問題とされなければならないことはいうまでもない。
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より、エリート主義をまねかざるをえなかったとしても、現在ある女性学のエリート
主義的性質は、権威主義をできるだけ排除し、「だれにでもわかるふつうのことばで表
現すること、プロとアマの距離をできるだけ近づけること」を徹底的にめざしてきた
にもかかわらず、生じてしまったものなのだろうか。

2.女性学と言語差別

研究が蓄積されていくことと、「だれにでもわかるふつうのことばで表現すること」
は矛盾しない。女性学がその展開のなかで「専門知による権威主義と抑圧」をまねい
たとすれば、性差別をかたってきたこれまでの女性学のことばがどのような意味をも
つものであるのか、徹底的に問うてこなかったのではないか。この疑問から、糸魚川
(1998, 2001)では、女性学／ジェンダー論のなかでも「言語とジェンダー研究」をとり
あげ、性差別をかたることばの差別性を問題にしてきた。とくにイングランド語のあ
りかたに注目し、「言語とジェンダー研究」ではイングランド語の知識が自明とされ、
イングランド語をしらないものは排除するという言語差別的な態度を指摘している6 。
たとえば、用語のイングランド語依存をとりあげている。フェミニズム／女性学で

は、イングランド語による概念を日本語に導入する際、イングランド語の音をカタカ
ナにしただけの表現が使われてきた。フェミニズム運動やそれを基盤にしてきた女性
学はアメリカ合州国での運動・理論展開を後追いすることが多かったことも理由に考
えられるが、わかりやすさが重視される女性学の理念からすれば、日常語のレベルま
でこなしきることが求められるはずである。イングランド語の音をそのままカタカナ
にしただけの取り入れ方は、「知識人の怠慢」と非難されてもしかたがない。それまで
の、漢語でガチガチの「伝統的な」学術分野とちがって、漢語を多用しないという意
味では、ひとつの変化といえるかもしれない。しかし、イングランド語に依存した記
述は、イングランド語をしらない者にとっては文章理解の大きな妨げとなる。日本語
で読んでいるはずなのに、イングランド語-日本語辞書でしらべるという作業が強いら
れる。そもそもイングランド語は、音と文字のむすびつきの度合いが低く、非常に不
規則なため、カタカナからイングランド語のつづりを復元するにはイングランド語の
知識が必要とされる。結局、イングランド語をしらなければ辞書をひくことはできな

6「言語差別」ということばの問題であるため、糸魚川 (1998, 2001) では「言語とジェンダー研究」を
問題にした。そのなかでもとりわけ中村の著書をとりあげたのは、さきに紹介したように、それが「フェミ
ニズム言語学」「言語とジェンダー研究」のたちばを明確に提示し、高く評価されるからである (たとえば、
江原:2001)。中村の研究では、「ジェンダーの支配関係」や「性差別イデオロギー」がきびしく問われてい
る一方で、イングランド語の知識が当然視されており、言語間に存在する差別、言語エリートと非エリート
のあいだにある不平等に無自覚な議論が多い。しかし、これは中村の研究に特別にみられる現象ではない。
この分野にひろくみられる「イングランド語知識の自明視」という現象が大きくとりあげられてこなかった
ことからすれば、イングランド語圏における研究の影響をうけていない「言語とジェンダー研究」(たとえ
ば、日本語に関する研究) の関係者も、この現象を黙認してきたことにかわりはない (本稿注 13 も参照)。
ただし、フェミニズム／女性学関係者のなかに、イングランド語のありかたをとう視点がなかったわけでは
ない。エスペラント話者であるふくなが・まきこ (=福永牧子:1995) は、「何語で平等を語り合うのか」と
問いかけている。また、1995 年北京女性会議でエスペラント話者がつぎのようにイングランド語でといか
けている。

Let’s Discuss Equality! But In What Language?
(平等についてはなしあおう。しかし何語で？)
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い。わからないから辞書をひこうとしても、わからないからひけないのである。
また、カタカナにすることもなく、イングランド語であることの断りもないまま、イ

ングランド語がそのまま記述されている場合もある。
この点からすれば、女性学も「漢語・外国語でが̇ち̇が̇ち̇にかためた術語お、いかめ

しくふりまわすことによって、アカデミックお、よそおってきたのでわないか？」(ま
しこ・ひでのり:1993:152) 7という批判はまぬがれない。「知識人が、漢語による差別化
戦略お、やめて、英米語および、そのカタカナ語訳・数学・コンピュータ言語えと、差
別化装置お、ずらして」(同上)いるとも考えられるのである8。
用語のイングランド語依存は、「フェミニズムや女性学／ジェンダー論に関心がある

ものは、イングランド語をしっていて当然で、しらないものは排除する」という、研
究者らが構成する言語共同体内部のエリート主義そのものなのである。

3. 多様な女性学？

このようなたちばに対し、「女性学は多様であるから」、「女性学は一枚岩でないか
ら」という理由から、「女性学」全体を俎上にのせることがいったい可能か、意味があ
るのか、という疑問のだされることがある。
イングランド語圏の研究とはかかわりのない研究も多く、前節で例としてあげた用

語のイングランド語の依存が、すべての女性学研究者にみられる現象ではないことは
いうまでもない。しかし、ここで問われるべきは、「女性解放」「性差別の撤廃」をめ
ざすフェミニズム／女性学においてイングランド語の知識が要求されイングランド語
をしらないものは排除されるという言語差別的現象がみのがされてきたことである。
「多様な女性学」であるはずなのに、その「多様な女性学」が社会言語学的にみると共
通の問題をかかえてしまっている点が問われているのである。性差別を問題にする女
性学における言語差別的性質をどう考えるか。これをすべての女性学関係者に問うと
いう意味でも、本稿ではあえて「社会言語学からみた女性学」という大きな枠組みで
議論している。
第二波フェミニズム以降展開されてきたフェミニズム／女性学からの「既成の学問」

への批判は、「既成の学問」が「女の視点を欠いたもの」という点からであった。本稿
の議論も同様に、女性学／ジェンダー論が「社会言語学的視点を欠いたもの」という
点からである。フェミニズム／女性学がおこなってきた「既成の学問」の問い直し運
動とおなじ方法をとっていることがわかるだろう。「既成の学問」の問い直し運動のな

7ここで引用した、ましこ (1993)「差別化装置としてのかきことば」は、「『現代かなづかい』でない、
表音主義かなづかい」であらわされている。したがって、一般的につかわれている助詞の「を」「は」「へ」
には「お」「わ」「え」がつかわれるなど、「かきことば」の自明性が問われている。さらに、ましこ (1994)
「かきことば・お　サベツ・の　シュダン・に　しない　ため・に-かきことば・の　シャカイガク (3)」は、
題目からもわかるとおり、かながき (表音主義かなづかいによる、ひらがな/カタカナまぜがき) されてい
る。現在のかきこばのシステムは「教育社会学/知識社会学的にいえば、文化資本として、排他的な差別化
装置として機能して」(ましこ:1997:125) いる。ましこがめざす「将来たどりつくべき、漢字なしシステム
(表音主義わかちがき)」については、今後女性学でとりあげたい課題として稿をあらためて論じたい。

8ただし、この点についても『女性学年報』は、「論文には、難解な言いまわしや用語を避けたり、外来
語や特殊な専門用語を使わないといった、構成・文体上の工夫を必要」(第 9 号参照) とするとし、明確な
立場を表明している。
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かで、批判の対象である社会学・歴史学・哲学など、これら「既成の学問」がそれぞ
れ一体何なのかをそのつど明確に定義しなければ、批判はなりたたなかっただろうか。
「既成の『学問』が女の視点を欠いた、ゆがみをもったものであることを告発」し、そ
れを検証するだけで充分ではなかったか9。

4. イングランド語の知識は自明か？

本節で検証するようにイングランド語の知識の要求は用語のレベルにとどまらない。
以下では、女性学専門誌におけるイングランド語のありかたを例に、女性学／ジェン
ダー論という文脈においていかにイングランド語の知識が自明視されてきたか、その
ことの何が問題かをみてみることにする。
女性学／ジェンダー論関連の日本語専門誌では、日本語を第一言語とする読者を対

象としているにもかかわらず、イングランド語で表現する知識が要求される。多くの
専門誌において、その誌名・目次のイングランド語訳が掲載されているという現状か
らもわかるだろう。論文の要約がイングランド語と決められている場合や、論文中の
参考文献表に関して、ローマ字 (ラテン・アルファベット)使用言語を基準とした規定が
ある会誌もある。例として、投稿規定が明示されている日本女性学会誌『女性学』の
「投稿原稿募集」「執筆書式」から、本論に関係する箇所を抜粋してみよう (『女性学』
第 9号を参照した)。

投稿原稿募集
2. 応募原稿
・使用言語は日本語で縦書とする。
5. 掲載が決定した場合、以下のものを –中略– 提出する
1©最終稿 2© 英文による表題 3© 論文の場合は、300 words 程度の英文要約
4©執筆社 (ママ)氏名・所属・関心領域を日本語・英語の両方で表記
執筆書式
参考文献目録
(2)著者名は ABC順に並べる (和書、外国語書混合とする)。

使用言語は日本語であるが、「英文による表題」と、論文の場合は 300語程度の「英
文要約」、イングランド語による「氏名・所属・関心領域」が要求されている10。執筆

9イングランド語の知識の要求に代表されるような言語差別的性質について、これが「女性学固有の問題
ではないのに、なぜとりわけ女性学においてこれが問われるのか」という疑問がだされることがある。しか
し、「言語差別的な女性学」を問う文脈で、「なぜ女性学か」という問いが意味をなすのか疑問である。「女
性学に固有の問題ではない」からといって「女性学」にみられる「差別性」が免責されないことは容易に理
解されることであろう。この問題も、フェミニズム／女性学からの「既成の学問」の問いなおし運動と照ら
し合わせて考えるとわかりやすい。「女の視点の欠如」という点からの「既成の学問」批判のなかで、「女の
視点の欠如はわれわれに固有の問題ではない」といった「既成の学問」側の釈明をフェミニズム／女性学側
は許してきただろうか 。ただし、わたしが女性学にこだわるのは、「女性解放」をめざす女性学は、言語差
別に荷担するべきではないと考えているからであり、わたし自身が女性学にかかわる上で言語差別に荷担し
たくないからである。

10「氏名を英語で表記する」とあいまいに表現されていることも、イングランド語中心的なとらえかたの
あらわれでないかと考えてしまう。「氏名をフランス語／ドイツ語で表記する」という表現と比較すればわ
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者・読者が日本語人 (日本語使用者。母語話者に限定していないことに注意。以下そのほかの
言語においても同様)と想定されているのに、イングランド語でこれらのことをあらわ
さなければならないのはなぜだろう。
まず、表題と要約のイングランド語訳について考えてみよう。
要約とは、論文全体を読まなくても、「そのような研究が存在する」ことをしっても
らうためというのが存在理由のひとつと考えられる。本文が読まれず参考にされるこ
とも引用されることもないが、イングランド語の表題・要約により、そのような研究
が存在することを、日本語のよみかき能力がないイングランド語人にわかってもらう
ためということになろう。または、たとえばイングランド語の知識がある日本語読者
がイングランド語で論文を書く場合には便利かもしれない。参考文献としてあげる際
にそれぞれ参照者が題目をイングランド語に訳す必要がなくなるからである。しかし、
イングランド語以外のことばで論文を書く場合には意味がない。
このことから、表題・要約をイングランド語にするということは、「そのような研究
が存在することを、日本語のよみかき能力がないイングランド語人がわかるため」か、
「イングランド語で論文を書く際に便利」という二点が考えられる。しかし、「なぜイ
ングランド語人にしってもらいたいか」「なぜイングランド語による論文だけが想定さ
れるのか」という疑問もあらたにうまれてくる。
では、イングランド語による「氏名・所属・関心領域」が要求されているのはなぜ
だろう。これらの情報により、「どこどこにこういう研究をやっているだれだれという
ひとがいる」ことがわかる。つまり、研究に関心があれば、問い合わせができるとい
うことになる。イングランド語訳がついているということは、日本語の運用能力のな
いイングランド語人がイングランド語による要約を読んで、執筆者に問い合わせるこ
とができるようにするためということになろう。しかし、その場合、イングランド語
で問い合わされることが予想され、論文執筆者はイングランド語による対応をせまら
れることになる。結局、『女性学』への論文投稿者は、自分の興味関心や研究をイング
ランド語であらわせることが前提となっているといえる。「イングランド語の運用能力
があるのは当然、ないものは排除する」という言語差別的な態度がここにもあらわれ
ているのである。
女性学が成立した背景をかんがえると、自分たちがかかえる問題をより多くの人と
共有したいという姿勢は当然であろう。それでも、なぜイングランド語なのか、共有
する相手がイングランド語人なのかが問われてよいはずだ11 。しかし、ほとんどの女

かるだろう。『女性学』の「執筆者一覧」では、ローマ字のヘボン式で執筆者名が表記されていることから、
「ローマ字ヘボン式での表記」を意味するのだろうと考えられるが、「ローマ字表記＝イングランド語」とむ
すびつけてしまっているのではないかと、解釈される可能性もある。

11日本語による要約を、すべてかながき、あるいはローマ字がきで掲載するという選択肢もあるだろう。
現代かなづかい以外の表記法で日本語をあらわすことは、「かきことばとしての日本語」をわたしたち研究
者がいかに領有してきたかを自覚させてくれるとともに、本稿でイングランド語について問うているよう
に、「『現代かなづかい』ははたしてあたりまえか」ということを問うきっかけにもなるだろう。日本語がは
なせても現代かなづかいを修得していない女性たちに女性学の門戸をひらくという態度の表明にもなると考
える。日本社会には「現代かなづかい」を身につけていない女性は事実上存在しないと考えることの差別
性はいうまでもない。たとえば、教育機会を奪われた在日朝鮮人一世などのみならず、日本語がはなせても
「現代かなづかい」を修得する機会をえていない女性が日本社会にはすくなくない。本稿 (注 7)および本号
あべ論文・ましこ論文も参照されたい。
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性学専門誌では、「現代かなづかい」による日本語以外にはイングランド語訳という画
一的な形式があるのみで、それは疑われてこなかったようだ12 。例としてあげている
「従前の専門的な学会組織を模してつくられ」た (上野:2001:108)日本女性学会のみの問
題ではない13。女性学専門誌のなかで「既成の学問を問い直すこと」が存在意義とし
てかかげられていることがあるが、既成の学問の慣習を無自覚に模し、しろうとには
近づきがたい、「権威」ある学術誌の形式に合わせてきたようにみえる。
参考文献表の書式についても考えてみよう。執筆者・読者とも日本語人を対象にし

ていると考えられるが文献の配列は ABC順と規定されている。ABC順とは、おそら
く、ローマ字順ということだろうが、なぜ、ローマ字使用言語を基準にした方式がと
られるのか。たとえば、日本語文献のみを参考にしている論文であれば、五十音順で
もよいだろう。また、非日本語文献が参考にされている場合でも、表音文字であるカ
ナにすることにより、五十音順でならべることもできる。その方が日本語読者にはみ
やすい文献表となるのではないだろうか14 。さらに、糸魚川 (2001:29)で示したとお
り、一般的にみるローマ字使用言語基準の参考文献表には、つぎの点で問題がある。
確認してみよう。

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要求される。
2. 日本語のローマ字表記には、イングランド語の発音表記を基準にしたヘ
ボン式と日本語の音韻体系を基準にした訓令式・日本式などがあるが、ほ
とんどの場合、どちらを使用しているかの断りがなく、混乱をまねく。
3. ヘボン式を採用するという断りがあったとしても、なぜより日本語の音
韻体系に即した訓令式・日本式を排してヘボン式にしたのか政治的たちば

12専門誌だけでなく、女性学関連の書物にも題目がイングランド語訳されているものがある。たとえば、
えはら／かない ヘン (＝江原／金井編:1997)『フェミニズム』(新曜社) では、各論文の題目がイングラン
ド語訳され、日本語の題目のあとに加えられている。著者名については、ローマ字がきがそえてある。ロー
マ字よりは、かながきされてある方が日本語読者には便利であろう (著者名のよみは、巻末の「編者・著者
紹介」にひらがながきされている)。人名につかわれている漢字のよみの不規則性はいうまでもない。「フェ
ミニズムのなかのレイシズム」の執筆者であるチョン・ヨンヘに関しては、漢字からも、ローマ字がきの
「JUNG, Yeong-hae」からも、「チョン　ヨンヘ」という音は、ほとんどの読者は想像できないのではない
か。

13多くの女性学／ジェンダー論専門誌において、目次のイングランド語訳 (裏表紙をふくむ) が定式化し
ている。たとえば、『女性学研究』(勁草書房)、『ジェンダー研究』(旧『お茶の水女子大女性文化研究セン
ター年報』)、『ジェンダー研究』(財団法人東海ジェンダー研究所)、『かりん・かりん　女性学・ジェンダー
研究』(城西国際大学大学院人文科学研究科)、『女性学年報』(日本女性学研究会)である。このなかで、「英
文要約」という形でイングランド語による要約が掲載されている雑誌に、『女性学研究』、『女性学年報』、『か
りん・かりん　女性学・ジェンダー研究』(論文が日本語による場合、イングランド語による要旨) がある。
本論でとりあげてたように、女性学をかたることばにつよいこだわりをもつ『女性学年報』においても、要
約はイングランド語であり、それに対することわりはない。『ことば』(現代日本語研究会。なお、14 号ま
では「女性による研究誌」とあるが 15 号以降「女性による」をとりのぞき、「男性にもドアを開」いてい
る) のように、イングランド語が「慣習」として使用されていない研究誌もある。しかし、その『ことば』
にしても、二十年以上「ことばとジェンダー」の問題を中心にあつかってきたにもかかわらず、そのほかの
女性学関連誌が画一的に「イングランド語偏重」という性質をおびていることに対する問題提起をしてきた
ようすはない。そればかりか、同誌二十号 [記念誌] 以降、あきば・かつえ (=秋葉かつえ) 氏などのイング
ランド語による論文が何のことわりもなくイングランド語のまま掲載されている。「現代日本語研究」であ
るにもかかわらず、イングランド語知識のない日本語読者を排除していることになるといえる。

14雑誌だけでなく、参考文献が巻末に掲載されている書物などで、日本語文献と非日本語文献が、著書名
のローマ字順で混合されている場合、数十ページもある文献表のなかから日本語による文献をさがしだすの
は面倒な作業といえないだろうか。
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も明記されていなければならない。

例としてあげた『女性学』の「執筆書式」には、ヘボン式か訓令式かの指示はない。
しかし、「執筆者名一覧」ではヘボン式が採用されているようだ。会としての方針なの
か、それぞれ執筆者が、ヘボン式を採用しているのかはわからないが、なぜ、イング
ランド語を基準にしたヘボン式が選ばれているのかという疑問がうまれる。
日本式は、五十音順に正確にしたがったものであり、カサタナハマヤラワガザダバ

パにそれぞれ kstnhmyrwgzdbpの子音をあて、それに aiueoの母音を結合した規則的
なかたちであらわされる。それに若干の修正を加えたものが訓令式である。しかし、
ヘボン式はイングランド語の発音を基準にしているため、かなりの不規則性があらわ
れてくる。ヘボン式のサ行、ザ行、タ行、ダ行、ハ行をみてみよう15。

sa shi su se so za ji zu ze zo sha shu sho ja ju jo
ta chi tsu te to da ji zu de do cha chu cho ja ju jo
ha hi fu he ho

たとえば、ヘボン式か訓令式 (日本式)かの断りがないと、「ジュガク　アキコ」(寿岳
章子)の文献をさがす際、z(訓令式:zyugaku akiko)になるのか j(ヘボン式:jugaku akiko)に
なるのか混乱が生じる。「フクナガ　マキコ」(福永牧子)については、hukunaga makiko
なのか、fukunaga makikoなのか不明である。
文字は話しことばを写すための便宜的な約束ごとであり、言語ごとの決まりごとで

ある。したがって、どの音をどの文字であらわすかは、言語ごとに決めればよい。イン
グランド語を基準にしたヘボン式では「チ」を「chi」としたが、「chi」はフランス語
では「シ」、イタリア語では「キ」と発音される。ja ji ju je joに関してはカスティー
リャ語では「ハ行」に似た音をあらわす。ならば日本語では、タ行は「ta ti tu te to」、
サ行は「sa si su se so」、ザ行は「za zi zu ze zo」とあらわすと決めてしまえばよいの
である16 。不規則性が高い表記法は、その修得のための時間や能力のない人たちを排
除することになる。この点からも、より規則的である訓令式・日本式の方が、おぼえ
る時間と労力がはぶけ、差別性がより低い表記といえよう17。
言語差別は「言語の使われ方」においてあらわれる。女性学において広くみられる

言語差別もそこにあらわれてくる。言語は情報伝達媒体であるから無色・中立な存在
であるという考え方は、言語差別を隠蔽するイデオロギーにすぎない。したがって、
言語差別の是正は、何語をもちいるか、いかなる表記をもちいるかなど、必然的に言

15くわしくは、うめさお・ただお (=梅棹忠夫:1992) 「日本語のローマ字表記をめぐって」などを参照。
16「ファ」や「ティ」などの外来音は、国際規格 (ISO3602)においてとりあげられていないが、ローマ字
論者がそれぞれの基準で表記法を提案している。http://www.xembho.u-hip.com/xembho/rb/hyo.html
や http://www.roomazi.org/99sikisum.html などを参照。

17田中 (1989) のつぎのことばは、「かきことば」がはらむ問題をするどくつくものである。
ふつうの道具と比べてみると、書きことばという道具が、いかに特権的に、一部の人間の支
配のもとに、思うがままにされているかがわかる。もし子供がおもちゃを与えられたとして、
そのおもちゃが子供の興味を引かなかったり扱いにくかったりしたら、おもちゃ学者は、そ
れを子供にふさわしいように改良するだろう。しかしことばや文字に関してそんなことは起
こるどころか、どんなに使い勝手が悪くとも、そのめんどうなところがいいのだと言いくる
められてしまうであろう。(70-71)

http://www.xembho.u-hip.com/xembho/rb/hyo.html
http://www.roomazi.org/99sikisum.html
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語の扱い方の是正という形をとることになる。

5. みずからの差別性に無自覚な「女性学」

これまでみてきたように、女性学ではイングランド語の知識が自明のものとされ、
そこにあるエリート主義・差別・不平等が自覚されていないことを指摘できよう。イ
ングランド語への偏重はつぎの点で問題である。

(1) 読者・執筆者にイングランド語の知識があることを前提としており、そ
の能力がないものを排除する点でエリート主義的である。
(2) イングランド語母語話者と非イングランド語母語話者のあいだにある
不平等に荷担する点で言語差別的である。

イングランド語の知識を自明視する態度は、その知識をもたない者を構造的に排除
することにつながる。排除されることに対する不安から、非イングランド語人のイン
グランド語の学習が促進される18 。イングランド語をまなぶ機会・環境をえられなかっ
た者、修得する能力がない者は、排除されつづける。ここに「イングランド語はわかっ
て当然・わからないものは排除するエリート主義」が成立する。
さらに、言語間の不平等の再生産に荷担していることにもなる。非イングランド語

人のイングランド語へのさらなるあゆみよりをうながし、イングランド語母語話者が
イングランド語以外の民族語をしらなくてもすんでいく状況をたえず生み出すからで
ある。このことは、イングランド語母語話者とイングランド語非母語話者とは「初め
からちがう」という差別をうむ。この「初めからちがう」という不平等・差別こそ、
フェミニズム／女性学が問題にしてきたことではなかったか。「初めからちがう」とい
う意味では、ことばに関する差別も「性」に関する差別もおなじである。女性学にお
けるイングランド語知識の自明視は、優位言語を母語としている者とそうでない者の
あいだにある不平等な状況と、研究者による抑圧・エリート主義を再生産し、「初めか
らちがう」という差別に荷担しているといえよう。
このようなイングランド語の「自明視」は日本社会のいたるところにみられる。リ

サ・ゴーとチョン・ヨンヘの対談 (ゴー/チョン:1998/1999) には、つぎのようなことば
がある。

チョン「年金の掛け金を払いなさいというパンフレットは八種類くらいの
言葉で書かれていたり、AIDS について、ゴミの出し方、銭湯の入り方な
どは既にもう多言語主義になっていますが、こちらがサービスを受けるこ

18たとえば、「環境とフェミニズムをおしゃべりする英会話寺子屋」（http://www.asahi-net.or.jp/~zv6m-
ishr/）、「女性のためのエンパワメント英語講座」など。そこに言語差別があることに気づかず、「フェミニ
ズム」「女性学」という「美名」のもとに、自己の加害者性を隠蔽することに成功している。「女は英語でよ
みがえる」の文句にひかれる女性がすくなからずいるとすれば、当然「よみがえらなければならない (=死
んでいる)」状況においやられている女性たちの状況は無視されてはならない。そのうえで、「よみがえる」
ための手段としてイングランド語修得が選ばれる構造、イングランド語を話せることが「フェミニスト」に
なることへの一条件と考えられている状況、フェミニズムと優位言語支配が違和感なくむすびつけられてし
まう事態など、からみあった関係の解明は、「複合差別」(上野:1996/2002)の一現象として今後究明が必要
な課題である。

http://www.asahi-net.or.jp/~zv6m-ishr/
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ととなると、さっぱりですね」リサ「 –前略–フィリピン人ならみな英語が
できると多くの人が誤解しているため、フィリピン語の表示が少なくなっ
てきています。–中略– 今ではもう英語だけになってしまいました。もし英
語が話せたら本当に有利ですね」(33)/(68)

この対談では、外国人が日本で生活する上で負わなければならない義務や、日本人
が外国人と生活する上で外国人に守ってもらわなければ困ることには多言語主義がと
られ、持っている権利・受けられるサービスについては日本語・イングランド語に限定
されているという、日本社会における非日本語人のあいだの不平等がかたられている。
地方自治体の「外国人に対する言語サービス」状況をみるとその実態がよりあきら

かになる。たとえば、愛知県に関する調査 (おかど・ひろこ=岡戸浩子:2000:85)によれば、
「印刷物を中心とした愛知県内外国人に対する言語サービス」におけるイングランド語
以外の言語による情報は非常に限られていることがわかる。「緊急事態の対応・安全の
確保に関する情報」「外国人住民の生活・情報に関する情報」「外国人住民の義務に関
する情報」という分類においては、イングランド語のほかに、「中国語、朝鮮・韓国語、
ポルトガル語、スペイン語」による提供もいくつかある (自動車税に関しては、イングラ
ンド語もなくポルトガル語のみ)が、「外国人の利用の多い施設情報」(愛知観光マップ、愛
知県青少年公園、愛知芸術文化センター施設概要、愛知県美術館施設概要など）は、イングラ
ンド語によってのみ提供されている。ここには、「教養語・文化語＝イングランド語」
「教養人・文化人＝イングランド語人」というとらえかたもみえる19 。
このような状況をチョン・ヨンヘ (1997)は日本のフェミニズムとむすびつけてつぎ

のようにきびしく批判する。

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限られており、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
んど見られない。(96)

女性学専門誌に広くみられる形式、すなわち現代かなづかいとイングランド語だけ
の表記は、「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

19参考までに、1999 年の夏、名古屋市内のあるラブホテルの前をとおりがかったときにみつけたつぎの
ような看板を紹介したい。

No se permite el uso de este hotel para la prostitución.
「売春のためのこのホテルの使用は認められない」
The use of this hotel for prostitution is prohibited.
「売春のためのこのホテルの使用は禁止されている」

上がカスティーリャ語で、下がイングランド語である。カスティーリャ語の文章を訳すか、イングランド語
を訳すかで違いがあるが、「ホテルを売春に使うな」ということになろう。日本で、日本語でなく、さらに
イングランド語よりさきに、カスティーリャ語で表示されている看板はめずらしい。これがある行為を「禁
止」する看板であることにも注目したい。売る側も買う側もカスティーリャ語人／イングランド語人なのだ
ろうか、日本語母語話者はかかわっていないのだろうか。この看板からさまざまことがらがみえてきそうだ
が、ここでは深入りしないでおく。
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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」「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」とチョンが批判する点そのものである20。

6. 「人間＝イングランド語人」観

女性学におけるイングランド語知識の自明視は、イングランド語人と非イングラン
ド語人のあいだにある不平等 (＝優位言語がうみだす不平等)に無自覚という点から、日
本社会・行政がとる言語差別的な態度とさほど違わないといえるだろう。
このようなイングランド語を自明視する態度は、中村 (1995)が『ことばとフェミニ
ズム』のなかでとなえた「人間＝男観」(11)(本来男を表すことばが＜人間＞の意味に用い
られていること)とよく似た構造をもち、これをそのまま「人間＝イングランド語人」
観といいかえても、極論にはならないだろう (糸魚川:1998)。中村 (1995)が、「人間＝
男観」により「意識的に、あるいは、無意識に女を排除することが可能になる」(16)、
「女を排除し、男を人間の代表として表わしてしまう不平等」(24)と述べているのと同
様に、「人間＝イングランド語人」観についても、「意識的に、あるいは、無意識に非
イングランド語人を排除することが可能になる」「非イングランド語人を排除し、イン
グランド語人を人間の代表として表わしてしまう不平等」という説明がなりたつ。
また、「人間＝イングランド語人」観が成立するとすれば、イングランド語圏の価値

観・評価の普遍化につながることも考えられる。女性学専門誌において、本文がよま
れることも引用されることもない論文の題目・要約がイングランド語訳されてきたの
も、「イングランド語圏の研究者にそのような研究があることをわかってもらいたい＝
イングランド語圏の研究者に評価されたい＝イングランド語圏の研究者の評価は普遍
的」という考え方のあらわれととらえることもできる。「イングランド語圏の価値観や
評価の普遍化」の結果として、女性学専門誌において誌名／目次／要約のイングラン
ド語訳が掲載されているのではないかとも推測できるのである。現に、このような態
度は、実際の論考のなかにもうかがえる。二つの例からかんがえてみたい。
中村 (2001)は『ことばとジェンダー』のなかで、日本語の「言語とジェンダー研究」

の「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」と指摘する (8-12)。寿岳章子が 1979年というはやい時期に『日本語と女』のな
かであらわした知見は、その後の研究者が「英語研究」ばかりを参考にしていたため
に、いかされなかったことをふりかえっているのである。しかし、そう指摘する中村
自身も、イングランド語と日本語による文献のみから「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」とし「英語研究」を普遍化している (vi-8)。『日本語
と女』にしめされた知見は、「欧米の研究」の 20年さきをいっているとされるにもか
かわらず (10)、それが日本語による研究であったため「欧米の研究」に影響を与える
ことがなく、日本語研究者も「英語研究」ばかりを参考にしていたためにそれをいか
せなかった。だとすれば、「言語とジェンダー研究」における中村の「英語研究」に対

20本稿注 11 で提示した現代かなづかい以外の表記法で要約や目次を掲載することは、チョンのこの批判
にこたえるという意味でも、言語差別是正のためのひとつの手がかりになるといえるのではないか。
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するこのような評価／普遍化も、イングランド語以外の言語によるすぐれた研究が見
逃されてしまう状況の維持・再生産に荷担することになる。
また、上野 (2001)は「女性学の制度化をめぐって」においてつぎのようにのべる。

わたし自身は女性学の専門教育の目標を次のふたつに置いている。 (1)ジェ
ンダー研究のこれまでの蓄積を踏まえ、英米語圏のジェンダー研究者と比
肩しうる国際競争力のある人材の育成、同時に (2) 専門のディシプリン内
で、他の男性研究者に対して競争力のある人材の育成。(113)

研究の「国際化」やそのなかで「競争」できる人材の育成が制度化に不可欠であっ
たとしても、その方法や形式がもっと問われてよいはずである。本稿でとりあげてき
た「優位言語がうみだす不平等」を不問に付したままの女性学の「専門教育」「制度
化」「国際化」は、既成の学問分野がそうしてきたように、イングランド語の「権威」
をよりいっそう強いものにする。イングランド語母語話者と日本語母語話者のあいだ
では、イングランド語が使われる場合が圧倒的に多く、日本語母語話者のあいだでイ
ングランド語を流ちょうに話すのは限られた人々であるという状況を否定する人はい
ないだろう。使用言語の一方的な偏りとその恒常化、劣位言語共同体内部のエリート
主義に無自覚なまま、英米語圏の研究者に認められなければ「普遍的」ではない、英
米語圏の研究者と肩をならべて競争できなければ「一流」ではないという態度は、「既
成の学問のゆがみ」をそのままひきずってしまっていることのあらわれといえるので
はないか。社会言語学的な観点からすれば、上野の目標は「女性学のよりよい制度化」
をめざすものなどではありえず、上野はたんに「制度化の徹底を」求めているにすぎ
ないのである。

おわりに

ここまで社会言語学的視点から女性学の分析を試みた。とくに「自明」とされている
女性学におけるイングランド語のありかたをとりあげ、その問題点の検討をおこなっ
た。性差別を問題にする女性学では、「エリート主義的性質」をできるだけとりのぞ
き、より差別性が低いことばでかたることがのぞましいと考えられるが、不可避の差
別性／抑圧性どころか、回避可能な差別性／抑圧性までも無自覚なままかかえこんで
しまっているのが、現在の女性学ではないだろうか。ほとんどの学問分野でイングラ
ンド語の知識が自明視されているのは周知のとおりである。しかし、女性学が差別を
あつかい、解放をうたい、既成の学問のゆがみを問うことをめざしているなら、その
言語差別に無自覚なありようは深刻な問題といえるだろう。「男支配」は徹底的に排除
されるべきであるというならば、「優位言語支配」が温存されてよいはずがない。これ
まで疑われなかった、「性差別をかたることば」「女性学をかたちづくることば」を社
会に存在するさまざまな「抑圧」や「差別」と照らし合わせ、「なぜそう表現するのか」
「なぜこう表現しないのか」という問いを投げかけたとき、わたしたち研究者の加害性
がみえてくる。
社会言語学から女性学をとらえることによりみえてくる問題群は、女性学にかかわ
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る上でわたしにとっては切実な問題である。女性学にかかわる多くの方々から、ご意
見・ご批判をいただけたらと切にねがう。
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漢字という障害 ∗

あべ・やすし †

はじめに

いまの日本社会は、「だれでも漢字をよみかきできるはずだ」という前提のもとにな
りたっている。ほとんどのひとは、日本語が「漢字かなまじり文」によってかかれる
のは当然のことであるとかんがえている。「日本語は漢字とかなでできている」のだ
と、かんがえているひともすくなくない。これまで、日本語表記の問題についてさま
ざまな意見がのべられてきた。そうした漢字批判の文脈では、漢字をあつかうことの
能率のわるさや、教育の面で漢字教育がおおきな負担になっていることなどが指摘さ
れてきた。しかし、ワープロが登場し、その性能があがってくるにつれ、漢字の問題
は「過去のこと」としてみなされ、日本語のかながき論やローマ字論はもはや時代お
くれだとかんがえられるようになっている。
しかし、技術的な面にしても、教育の面にしても、まだとりのこされた問題がある

ようにおもえる。その問題は技術の進歩や、漢字のおしえかたをあらためていくこと
だけでは解決できない問題なのではないのか。たとえば、漢字をうまくよみかきでき
ないひとがいるとして、それははたしてそのひと個人の問題なのか。むしろ、漢字の
問題とは、ひとえに「社会的な問題」といえるのではないだろうか。この論文の目的
は、そうしたことをかんがえなおすことにある。
この論文では、一部をのぞいて、ほとんどの内容を「障害者」についてついやしてい

る。例外的にあつかった非識字者や外国人にしても、日本語のよみかきがうまく「で
きない」ひとびとである。その意味では「障害者1」とおなじようなあつかいをうけて
いるひとびとだといえる。以下では障害学的な問題意識にたって、漢字の問題をかん
がえなおすことにしたい2。

∗本論文の電子テキストが必要なかたは筆者あてに連絡をください。
†1980 年うまれ／韓国・テグ大学大学院特殊教育学科修士課程／識字研究・障害学

電子郵便：abeyasusi@yahoo.co.jp
1以下しょうがい者とする。そのわけは、この論文で漢字をつかうこと自体、妥協によるものであり、し

ばしば批判の対象となる「障」の字、とくに「害」の字は、せめてかながきにしたいからである。なお、社
会的な問題としての「障害」はそのまま漢字表記とする。

2障害学については、いしかわ／ながせ（1999）、くらもと／ながせ（2000）を参照のこと。なお、いし
かわ・じゅん（石川准）は、「障害者に感情移入して共感したり、感動したり、激励したり、庇護したり、憐
憫したり、知ったかぶりしたりする健常者に、そのような『余計なこと』をする前に、自己のあり方を相対
化し反省することを迫るような言説を紡ぎだしていくことが障害学には求められている」という（いしか
わ、2000:42）。本論文は、この提言にそったものである。
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1.盲人に対する障害物としての漢字3

漢字がみえない盲人にとって、漢字はあつかいづらい文字である。ろう者にとって
音声言語が適した言語だとはいえないように、盲人にとって漢字は適した文字ではな
い。漢字をつかわない点字こそ、「盲人の文字」として認識されなければならない。し
かし、一般には、日本語とは漢字をまじえてかくものなのだとかんがえられているか
ら、盲人であっても漢字まじりの日本語をよみかきするべきだとかんがえられやすい。
そのようなことをかんがえたことがないひとでも、あたりまえのように漢字をつかっ
ている以上、盲人の文字生活を抑圧している社会の一員なのである。盲人が漢字をお
しつけられ、情報をえる権利をうばわれていることについて、ましこ・ひでのりはな
んども問題提起してきた (ましこ 1993、1994、1997、2001)。
ここでは、盲教育の専門家や、点字の「ための」漢字をつくったふたりの「かたり

くち」を中心にみていくことにする。そして、当事者である盲人の意見を紹介し、な
にが問題なのかかんがえなおしてみたい。

1.1.漢字をつかわない点字は「問題」なのか

日本語には「漢字が不可欠」だとかんがえられている。そのため、点字で漢字をつ
かわないことは、なにかと問題にされやすい。すみ字（点字ではない、めでよむ文字のこ
と）の日本語表記のシステムが問題視されるのはまれで、盲教育にかかわる教員でさ
え、日本語には漢字がかかせないのだとおもいこんでいる。たとえば、盲教育の専門
家であるくろかわ・てつう（黒川哲宇）は、点字が漢字をつかわないことの「問題」を
みっつあげて説明している。くろかわの主張によれば、点字の問題とは、ひとつには
「文節分かち書きのむずかしさ4」であり、もうひとつは、「同音異義語の問題5」、それ
にくわえて、「日本語には漢字が必須であり、漢字の知識がないと十分なコミュニケー
ションができない」ことだという (くろかわ 1984:45)。
このように点字に否定的なかんがえをもった教員がおおければ、めのみえないこど

3日本では、全盲のひとがおよそ 15 万人いるなかで、点字使用者は、およそ 3 万人いるとされる (とく
だ 1991:39)(2002年現在ではない）。すぎの・あきひろ（杉野昭博）は、「『点字毎日』という点字雑誌の発
行部数は 1 万 2000 部である」とし、「つまり、最低でも約 1 万人の点字コミュニティが日本に存在する」
という (すぎの 1997:263-264)。その「点字コミュニティ」でつかわれている点字文のしくみは、つぎのよ
うなものである。それは、漢字をつかわないこと、助詞の「は」と「へ」は、それぞれ、「わ」、「え」とか
き、「がっこう」は「がっこー」とかいて、のばすおとを発音どおりにかくこと、ひらがなとカタカナを区
別しないこと、わかちがきをすることなどである。もうひとつの特徴は、50 音が非常に規則的にあらわさ
れることである。むっつある点のうち、ひだりうえのみっつの点を母音につかい、みぎしたのみっつの点は
子音につかう。例外的なのは「や／ゆ／よ」のみっつと、助詞の「を」（助詞の「を」は、「お」とは区別す
る）だけである。

4「わかちがき」ということばは、それほど定着していないようだ。また、日本語は、わかちがきに適し
ていないのだという意見もみうけられる (かとう 1962:193)。わかちがきを「日本語の文章としておかしい」
ととらえているひともいる (やなせ 1994:71-72)。こういったみかたには、日本語をわかちがきにすること
への反感や違和感がひそんでいるようである。これは、言語と表記とを同一視しているためである。言語研
究者は、わかちがきや、言語と表記のかかわりについて、言語学的知識をひろくひろめていかなくてはなる
まい。

5同音異義語は「日本語の宿命」だという議論がある。しかし、問題の本質は、盲人のことをかんがえず
に、めで漢字をたしかめないとわからないようなことばを乱用している晴眼者の言語生活にある。あいまい
な同音異義語は晴眼者がつくりだした障害なのだととらえることもできよう。
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もにも漢字教育をすべきだ、というかんがえにいきつきやすい。おしえるがわが、す
み字ではなく、「点字が問題なのだ」とかんがえていれば、「よき理解者」であるべき
教員が、めのみえない生徒に漢字をおしつけるがわにまわってしまうことになる。教
員の意識としては「生徒のために」しているのであろうが、それでは盲人と晴眼者と
の不平等な関係を正当化し、さらに強化することになってしまう。

1.2.点字使用者の「ための」漢字表記法

現在、点字によって漢字をあらわすシステムや音声ワープロ6によって、盲人でも漢
字があつかえるようになっている。これは一見このましいことにおもえる。しかし、
盲人がはらわなければならない代償のおおきさをかんがえれば、むしろ負担と圧力が
ふえたのだといえる。なかには、「ワープロの登場によって盲人の社会参加のはばがひ
ろがった」というひとがいるが、それは、盲人は漢字の問題を「克服」しないかぎり、
社会から排除されてもしかたがないのだというふくみをもつ。もちろん、音声ワープ
ロを駆使して漢字まじりの文章をかいている盲人もすくなくない。しかしそれは簡単
なことではないし、そうすることで、ほかの盲人たちがアクセスしづらくなってしま
う。このような社会のしくみの理不尽さに、われわれは気づかなくてはなるまい。

1.2.1.点字による漢字表記
1.2.1.1.はせがわ・さだお（長谷川貞夫）による「六点漢字」

点字のための漢字表記法として、「六点漢字」とよばれるシステムが、はせがわ・さ
だおによってつくられている。はせがわは、はたちのときに失明した中途失明者であ
り、もともと漢字の知識があった人物である。はせがわが六点漢字をつくりあげるきっ
かけとなったのは、1966年に新聞社に見学にいったときにしった「漢字テレタイプ」
である。はせがわは、「漢字テレタイプ」をしって、「『コンピュータを利用すれば、全
盲の人でも漢字を扱うことができるのではないか』と考え」、漢字の音と訓をくみあわ
せた「六点漢字」を 1981年に完成させた (たなか 1991:177-179)。「漢字テレタイプ（漢
テレ）」とは、「幅 2センチほどのテープ」「にあけられた小さな穴の並び具合」が、「漢
字に一対一で対応する『穴のコード』になっており、それを「モノタイプ（自動活字鋳
造機）にかけ、活字にする」というしくみになっていた (同上:7、177-178)。それを、点
字に応用すれば、点字と漢字が対応するコードがつくれるわけである。
はせがわは、六点漢字のしくみをつぎのように説明している。

漢字にはその図形的な性質としての部首、読みとしての音訓および意味が
ある。点字を構成する場合常用漢字についてはその音訓をできるだけ構成
要素とするのがよい。（中略）部首は音訓だけで構成できない場合の方法

6盲人は、めがみえないため漢字変換をしても画面にうちだされた漢字がみえない。それをおぎなうのが
音声ワープロである。「構成」という漢字に変換したければ、「構えるのコウ・成長するのセイ」といってい
るかどうかをみみで確認していくのである。もちろん、漢字の知識なしには「ただしい漢字」をえらぶこと
などできない。
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として用いる (はせがわ 1977:93)7。

はせがわは、六点漢字を漢字の音と訓で構成したわけをつぎのように説明している。

まず第 1は、視覚障害者には、漢字を習得してから失明した中途失明者と、
漢字の形を知らない早期失明者とがあるが、両者とも共通に使いやすい漢
字の構成にする必要がある (同上)。

早期失明者であっても、音と訓の知識はあるから（「たとえば、『うみ』（海）は音で『カ
イ』であり、『みず』（水）は『スイ』であることは知っている」）、これを教育するのは、「墨
字の漢字教育」よりも「想像以上に容易である」というのだ (同上)。

第 2は総合点字体系で漢字を読む場合「新幹線」「東京駅」など、音で読
む場合は各漢字に「シン・カン・セン」「トウ・キョウ・エキ」と読める点
字符号が含まれているのである。
「花が咲き鳥が飛ぶ」など訓で読む場合は、各漢字の訓の一部または全部
である「は・さ・と・と」が含まれている。このように各漢字に読みと一
致または関連する仮名が含まれていることは、狭い指先の触覚で 1マスず
つ追って読む漢字を非常に読みやすくしているのである (同上)。

しかし、この説明はいかにもくるしい。たとえ早期失明者でも、音と訓の対応がど
うなっているのかある程度は想像できるとしても、どんな単語を漢字でかくのか、そ
れにはどんな漢字がつかわれるのかなど、ほとんどわからないはずだ。漢字かなまじ
り文は、わかりやすく、合理的なシステムで構成されているわけではない。漢字をみ
たことがない盲人は、「平等」「社会」「思想」などのような単語が、どのような漢字で
かかれるのかを、音よみから推測することはできないだろう。漢字をみたことがない
ひとにとって、漢字語のなりたちなど、わかるはずがないのである。漢字のかたちを
おぼえなくてもよいのは楽であるにしても、「想像以上に容易」というのはいいすぎで
あろう。また、「非常に読みやすくしている」ともいえない。よんでいくときに、よま
なくてもいい余分な文字がふくまれているのだから、「ゆびでよむ」という点字の特徴
からいっても、よみにくいのにはかわりない。漢字変換にたよらない直接入力の方法
としては「可能性がある (同上:91)」だろうが、それが「可能な人はごく限られている
(ふくい 1996b:50)」。まして、これをよむのには、そうとうの心理的負担がともなうに
ちがいない。

7六点漢字のしくみは、たとえば、「教科書」であれば、（「音の末尾」が「イ」「ウ」「ョウ」のどれかであ
ることをあらわす符号＋キョ（音）＋オ（訓）／「音が 1音節」であるのをあらわす符号＋カ＋ノ／「音の
末尾」が「ャ」「ョ」「ュウ」「ャク」「ョク」のどれかであることをあらわす符号＋ソ＋カ）であらわす（点
字９マス）。ふつうの点字では、（拗音をあらわす符号＋コ／のばすおとをあらわす「ー」／カ／拗音をあら
わす符号＋ソ）となる（点字 6 マス）。
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1.2.1.2.かわかみ・たいいち（川上泰一）による「漢点字」

もうひとり、点字による漢字表記のシステムをつくりあげた人物は、晴眼者である
かわかみ・たいいちである。かわかみは、1949年に盲学校に就職し、「漢字の点字が
ないことに驚愕し」「夢中になって思案をめぐらし」、1970年に公式に漢点字を発表し
たのだという (すえだ 1999:55)。
かわかみは、漢字と漢点字について、つぎのように説明している。

漢字には意味、読み、形の三つの特質がある。（中略）この中で、もっとも
重要な特質は、漢字自体が意味を持っていることである。漢字は世界でも
類例の少ない表意文字である。意味はおもに部首によって示されている。

これは中国三千年の歴史の中で生まれたもので、部首を無視して漢字を作
ることはできない。漢字の音と訓を組み合わせて作ったような文字は、漢
点字ではない。

漢字の形が複雑なので略字が作られているが、漢点字は最終的な略字とい
うことができる (かわかみ 1977:86)8。

かわかみの漢字に対するおもいこみ（おもいいれ）は、はげしいものがある。それま
で「漢字の点字（漢点字）の開発の企み」がなかったのを「日本盲人にとって、おおきな
痛手であった。盲界、盲教育界の怠慢といわざるを得ない」とまで断じて (同上)、「盲
教育界は、漢点字を正式に取り上げ、小学校の 1年生から漢点字教育を行なうべきで
ある」という (同上:90-91)。
かわかみは、つぎのようなことまでかいている。

私は日本人の頭の優秀性は、幼いころからの漢字教育の成果であるまいか
と思っている (かわかみ 1992:76)。

漢点字に対する盲人の悩みは、ひとり我が国だけの問題ではなく、中華人
民共和国を中心とした漢字文化圏諸国の問題でもある。これらの諸国は、
すべて音表文字によって漢字を処理しているが、漢点字はこの不合理を一
挙に解決し、東亜の盲人文化を飛躍的に向上させることが期待できる (か
わかみ 1977:91)9。

まさに、これこそ「非漢字圏と盲人の精神世界を冒涜した暴言 (ましこ 1997:261)」と
いうにふさわしい。このようないいかたには、「盲人文化」とは晴眼者の文化があって

8そのしくみは、たとえば、糸へんを「イ」、方を「ホ」、門がまえを「モ」木へんを「キ」であらわすよ
うになっている。「想」であれば、キ（木）＋「心」であらわす。漢点字であることのしるしとして、ひと
つの漢字に相当する点字のうえがわのりょうはしに、点をうつ。つまり「漢点字」では、点は８点つかう。
わかちがきはしない。

9意外なことに、ほとんど漢字をつかわなくなった韓国で、「漢字点字」の字びきが発表された。7 才の
とき失明した 80 才の盲人（韓国盲人理療研究会会長、キム・ピルリョン）によるもので、漢字の部数、画
数、よみかたをむすびつけたものだという。そのしくみで、ひとつの漢字が 1 字から 4 字であらわされる
のだという（『朝鮮日報』2001.1.13）。15 年もの年月をかけて、1 万 5 千字をこえる字びきをつくったの
は、あんまや、はり・お灸などの「韓医学」の書物にむずかしい漢字語がおおくつかわれているからという
理由である。くわしくは、韓国盲人理療研究会のホームページを参照のこと（http://kobai.com.ne.kr/）。

http://kobai.com.ne.kr/
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こそなりたつもので、盲人文化とはひとえに従属的なものだという、傲慢なかんがえ
かたがあらわれている。これは、証明のしようのない漢字文化の「優秀性」を主張し、
点字を不当におとしめ、みおろしているという点で、きわめて差別的なかたりくちだ
といえる。
六点漢字にしても、漢点字にせよ、「大衆的にはまったく非実用的なシステム」だと

いわなくてはならないだろう (ましこ 1998:13)。

1.2.2.音声ワープロによる漢字表記法

以上のような、点字で漢字をあつかおうというシステムは、なみ大抵の苦労ではみ
につかない。そういったむずかしい点字のシステムをおぼえるよりも、盲人用のワー
プロをつかって漢字まじりの文章をかくほうがずっと便利である。じっさいには、盲
人が漢字をあつかうばあい、ほとんどの盲人はワープロによって漢字まじりの文章を
かいている。
盲人用のワープロの一般的な構成は、パソコンと専用のソフトウェア、音声合成装

置などからなっている。ふくい・てつや（福井哲也、盲人）は、つぎのように説明して
いる。

視覚障害者用ワープロソフトに必ず備わっているのが、音声出力機能であ
る。仮名漢字変換のときには「詳細読み」が使われる。これは、例えば、
「構成」を「構える」のコウ・成長するのセイ」、「校正」を「学校の校・
正しいのセイ」のように、漢字を一字ずつ説明付きで発声する手法のこと
で、画面が見えなくても正しい漢字を選択できる。また、書いた文章を通
して読み返すときには、漢字も音読み・訓読みを的確に読み分け、自然な
イントネーションで発声する「なめらか読み」機能が求められる (ふくい
1996a:48-49)。

このように、「仮名漢字変換の結果を確認しながらの入力となるので、画面を目で見
る晴眼者より音声で聴く視覚障害者のほうが、どうしても遅くなってしまう」のがわ
かる (同上:50)。ふくいは、つぎのようなことも指摘している。

いくらワープロが操作できても、漢字の知識がなければ墨字を正しく書く
ことができない。（中略）詳細読みを聞いて正しい字が選べるように音読み
と訓読みの関係、どの熟語にはどの漢字が使われるか、同音異字の使い分
け、さらにどの言葉を漢字で書き、どの言葉を平仮名にするかといった知
識が必要とされる。ところが、先天盲あるいは小児期に失明した人にとっ
て、漢字の習得はなかなか大変なことなのである (同上:49)。

ワープロの出現で、視覚障害者は自己表現の新たな手段を獲得し、職業自
立の面でも可能性が大きく広がったといえる。だが、視覚障害者のなかで
も、失明の時期や受けてきた教育・訓練により、漢字の知識には大きな差
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がある。ワープロが本格的に普及し、誰もが使えて当然と思われると、か
えって負担を感じる人もいるのである。そして、パソコンの技術がさらに
進歩したとしても、漢字の知識というハンディは解消されないのである (同
上:50)。

そして、漢字の合理性といわれるものについても、つぎのように疑問をなげかけて
いる。

漢字にはそれぞれ意味があり、その組合せで熟語が作られているというが、
「移動図書館」と「人事異動」の「イ」はなぜ違うのか、「太平洋」と「大
西洋」の「タイ」の違いは何か、「共同」と「協同」はどう使い分けるの
か、「違和感」はなぜ「異和感」ではいけないのか、「三洋電機」「松下電
器」「日本電気」は同じ「デンキ」の会社なのに......。晴眼者なら見た感じ
で、「こちらが正しい」「これはちょっと変だ」となんとなく判断できるこ
とも、視覚障害者にとっては一つひとつが苦労の種なのだ (同上:49-50)。

このように、一般のすみ字が漢字かなまじりを前提にしているために、日本の盲人
たちはこうした負担をしいられているのである。

1.2.3.盲人に漢字をおしつけてよいのか

ふくいは、漢字をみたことのない盲人にとって、「漢字はいわば外国語と同じ」なの
だという。それにもかかわらず、「世間では、漢字が書けるのが常識で、漢字を知らな
いのは半人前にみられてしまう」から、「そこが辛い」のだという (ふくい 1996b:49)。
そして「日本から漢字がなくなることは、哀しいかな、絶対に望めないであろう」と
いい、ふくいが主張したのは、「視覚障害者は」「なんでもかんでも漢字で処理しなけ
ればならないという思い込みを捨てること」だった (同上:50)。しかし、はたして「思
い込み」をすてるべきなのは盲人のほうなのか。
ふくいは、「私信ぐらいならよいが、仮名だけの文章を正式の場面で通用させること

はなかなか難しい」という (同上:48)。なぜそれが「なかなか難しい」のか。それは、
「レポートや文書を提出する時に、通常の漢字仮名まじり文である方がよいに決ってい
る (くろかわ 1984:46)」などという意識がマジョリティ（字のよめる晴眼者）のがわにあ
るからである。むしろ絶対に漢字をつかわなくてはならない、という「思い込み」を
すてるべきなのは晴眼者のほうではないのか。
なぜなら点字使用者自身にとって、漢字は必要のないものだからである。六点漢字

をつくったはせがわ・さだおでさえ「視覚障害者が日常に使う点字は、この仮名点字体
系が便利である。それは仮名の場合、触覚でふれる点字をそのままほぼ表音で読める
からである」と、みとめているのである (はせがわ 1977:92)。盲人は、晴眼者の「常識」
という、社会的圧力によって漢字をあつかわされているのだ。晴眼者自身は、盲人文
化にあゆみよろうとも、漢字というバリアをへらそうともせず、ひたすら盲人に負担
をおしつけているのである。漢字をおしつけることによって、晴眼者は盲人の文字生
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活を「植民地化」しているのだとさえいえる。かわかみ・たいいちは、「盲人諸君の間
には、漢字不要論を唱える人もいる。これはカナ点字の世界にあまりに慣れ過ぎ、漢
字の有効性を知らないためである」という (かわかみ 1992:76)。はたして、盲人にとっ
て「漢字の有効性」とはいったいなんだろうか。ここで、漢字をつかうことのプラス
とマイナスとをかんがえるなら、盲人にとってはマイナスにはたらく要素のほうがあ
きらかにおおいはずなのである。
また、かわかみは「日本文化を漢字なしで表現することはできない」ともいってい

る (かわかみ 1992:85)。「漢点字」のためのキーボードを開発したすえだ・おさむ（末田
統）は、「漢字の点字を学習し、使用することによって、盲人も日本文化の中で市民権
を得られるようになってきた。漢点字で書いた懸賞募集で入賞した盲人の小説家も居
る」のだという（すえだ 1999:55）。このようなものいいは、「盲人のがわが、漢字文化
に同化しないかぎり、『日本文化』の一員としてはみとめてやらない」といっているよ
うなものである。これは、ほとんど「おどし」にちかい。「日本文化」という、実際に
はなんの実体もない概念をもちだし、そして「日本文化」と「漢字文化」は、きりは
なすことのできないものだという。だから、盲人も「おなじ日本人」である以上、こ
れに同化すべきだという論理である。しかし、盲人と晴眼者は「おなじ」ではないの
である。
中途失明者で、障害学者としてしられるくらもと・ともあき（倉本智明）は、漢字と

は、「視覚的な認知を前提としてはじめて有効に機能しうる」文字だという。そのため、
盲人にとっては「やっかいな存在」であり、点字文で漢字をつかわないのは、盲人の
「身体的特性と深く関わって」いるのだと説明している (くらもと 2000:109)。このよう
に、盲人のがわから、漢字が「やっかいな存在」だと指摘されている以上、漢字をお
しつけてはならないだろう。
こうした現実をふまえて、漢字かなまじり文を「あたりまえ」だとする常識をあら

ためていかなくてはなるまい。そして、盲人のたちばを尊重し、点字の社会的地位を
たかめていく必要があろう。

1.3.漢字がうみだす情報障害

もし、われわれが盲人にだけ犠牲と負担をおしつけつづけるのなら、情報障害の問
題にしても、「六点漢字」であれ、「漢点字」を盲人におしつけてしまえばよいのであ
る。そうすればわれわれは問題を「解決」できる。六点漢字はすみ字と点字のかきね
をなくすためにつくられたものであるし、漢点字も、点字をすみ字化するためにかん
がえだされたものである。点字がよめないひとや、一般の点字しかよめないひとはき
りすて、「文盲」とおなじようにあつかえばすむではないか。
このようにかけば、過激で暴力的ないいかたにおもえるだろう。しかし、これがい

まの現実であることに気づく必要がある。
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1.3.1.情報障害をおしつけられる盲人
1.3.1.1.電子情報の必要性

日本全国にある点字図書館におかれている点字本は、すみ字のものとくらべて圧倒
的にすくない。さいとう・まさお（斎藤正夫）によれば、「各地の都道府県県立図書館
の蔵書数が 40万～ 130万冊程度であるのに対し、都道府県レベルの点字図書館の蔵
書数は、点字が 5,000～ 2万数千タイトル（中略）録音物が 3,000～ 1万数千タイトル
程度である」という (さいとう 1995:1116)。
なお、ふくい・てつや（福井哲也）によれば、盲人がよみたい本があったばあい、「単

行本の点訳や録音を点字図書館に依頼すると、完成までに三か月から一年かかる」の
だという (ふくい 1996c:49)。
このような情報障害をかなり解決してくれるのが電子情報である。電子情報には、
パソコン通信やインターネット、CD-ROM、それからフロッピーディスクで提供され
る情報もふくまれる。こうした電子情報さえ、てにはいれば情報障害の問題もかなり
軽減される。だから、ふくいは「私たちとしては、すべての印刷物を電子情報でも入
手可能とすることが理想なのだ」という (同上:50)。しかし、現在では「印刷物が作ら
れる過程で電子データが確実に存在する」にもかかわらず、「出版社からテキストデー
タの提供は受けられるケースは非常に稀」だという (同上)。そのため、「一方では（そ
うしたデータの―引用者注）

ママ
入手をかけて、点訳・音訳・拡大などしているのというの

は、資源の有効活用の面でも大きなマイナスといえるのではないか」と批判している
(同上)10。
この現状のなかでは、てにはいる電子情報はかぎられているから、活字をうまく認

識して、音声や点字になおしてくれる機械が必要になる。それが、OCR（光学式文字よ
みとり装置）といわれる機械である。

OCRについて、ふくいは、つぎのように説明している。

OCRは、紙面に書かれた文字を認識する装置で、視覚障害者の読書を助
けるものとして注目されている。だが、日本語は字形が複雑で字種が極端
に多いことから、機械による認識は欧文に比べて難しい。このため、欧文
用の音声読書機は 10年以上前から製品化されていたのに、日本語用が登
場したのはここ 2、3年のことなのである。しかも精度の面でもまだまだ
格差があるのが実情だ (同上)。

しかし、電子情報にしても、おなじ問題がある。漢字のせいで、それを点字や音声
に正確になおすのがむずかしいのだ。

10これは「出版社も著者も出版権や著作権の侵害を心配し、電子メディアでの出版には積極的ではない」
ためである（いしかわ 2002:59）。いしかわ・じゅんは「著作権を尊重しつつ、電子テキストを必要として
いる人に供給する社会的仕組みを構築する必要がある」としている（同上）。
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1.3.1.2.自動点訳／機械よみとりの精度をさげる漢字

点字でよみかきしているひとのために、漢字かなまじり文の電子テキストを自動的
に点字に変換する「自動点訳ソフト」が、いくつか開発されている。しかしながら、こ
うした機械をつかえば 100%まちがいなく自動点訳できるのではない。問題になるの
は「漢字の読みや分かち書きの面」だという (ふくい 1996b:46)。ふくいが、1992年に
おこなった実験では、「新聞のコラムを自動点訳したところ、原文 1万字あたり 300個
以上の誤変換があった」という (同上)。つまり、97%にみたない精度なのである。ここ
で、97%でじゅうぶんだと、おもうひとがいるかもしれない。しかし、あやまったわ
かちがきや、漢字のよみまちがいをふくんだ文章をよむのは、精神的な負担がかなり
おおきいようなのだ (とくだ／くろかわ／かでかわ 1984)。この点をふまえてとくだ・か
つみ（徳田克己）は、ほぼ 100%の精度でなければ「実用には耐えられない」とのべて
いる (とくだ 1991:44)。
一方、自動点訳のほかに、音声よみとり機とよばれるものがある。これは点字がよ

めないひとはもちろん、点字をじゅうぶんよめるひとも活用している。パソコンをつ
かっている盲人の大半は、この音声よみとり機をつかって、文章をみみで「きいてい
る」。よみあげのスピードを調節できるから、点字をよむのより、はやくよめるし、検
索もできるので便利だからである。
この音声よみとり機械にしても、「行った（おこなった／いった）」「風（かぜ／ふう）」
のような、文脈でよみかたがきまる漢字はまちがいがおこりやすい。同音異義語につ
いては「詳細よみ」でしらべることができるが、結局は漢字の知識がなければわかり
にくい。また、漢字のよみまちがいについては、とくに「辞書類は難しい熟語や固有
名詞が比較的多いので、内容が伝わらないケースもある」という (ふくい 1996c:49)。そ
もそも、人名や地名の固有名詞の漢字を機械によませるのは、はじめから無理がある。
人間（字がよめる「日本人」）でも、絶対にわからないばあいがすくなくないからだ。そ
のためにソフトの 80%もの能力が固有名詞のよみとりのためにつかわれることになる
のである (ましこ 2001:58)。
おおた・しげる（太田茂）は、「欧米諸国では、数十万円程度の価格で盲人用読書機

が購入できるので、全盲の人でも単独で本が読めるが、我が国には実用的水準に達し
た読書機は存在しない。その最大の原因は、独特の表記法にある」のだという (おおた
1995:1142)。
ふくいは、ワープロですみ字をかく苦労や、「日本の視覚障害機器の状況を欧米と比
較してみると、漢字の存在が大きな足かせとなっていることがよくわかる」といい、
「漢字使用国の悲劇」だとかいている (ふくい 1996a:50)。
はたして、この現実を「しかたがない」ということばでかたづけられるのか。すみ

字には漢字が不可欠なのだといって、正当化できるのか。盲人の読書権について、晴
眼者がかんがえるべきことはすくなくないはずだ。
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2.とくに漢字がにがてなのは、どんなひとか？

いまの日本では、なにがなんでも漢字は「絶対に不可欠」だとおもわれているため
に、「いやだろうとなんだろうと」漢字を 1000字も 2000 字も、おぼえなくてはなら
ない。そのために、漢字教育にながい時間がついやされている。
ふじもと・よしまさ（藤本良公）は、小学校の「漢字教育の現場」のありさまを、つ
ぎのようにうったえている。

現場で、漢字公害という声を聞いて久しい。読解教材などで、あまりにも
新出漢字（読みかえ漢字も含めて）が多く、漢字の抵抗が実に大きい。限ら
れた時間内では、読むことだけが精一杯でとても漢字の指導までできない
場合が多いと、嘆く声がよく出ている (ふじもと 1977:11)。　

このように、こどもにとって漢字教育がおおきな負担になっていることはだれでも
気がついている。しかし、おおくのひとは「のどもとすぎれば、なんとやら」で、こ
どものころ自分がいかに苦労して漢字をおぼえたか、わすれてしまっている。
だが、すくなくないマイノリティにとって、「ふつうのひと」よりも、もっと漢字が

負担になっていることは、ここで強調しておく必要があるだろう。かながきの文章や、
漢字のすくない文章をかんたんにわらってしまえるひとは、そういったひとたちの苦
労や、なやみを無視し、おさえつけているからである。

2.1.識字学級／夜間中学にかようひと

差別やまずしさ、家庭の事情などの理由から学校にかよえなかったひとたちがいる。
そうしたひとびとが、識字学級にかよい、はじめてよみかきをならうばあい、ひらがな
だけの文章をかくのも、ひと苦労で、精神的負担もおおきいようだ。それまでよみか
きできなかったひとにとっては、文字とむきあうだけでも、勇気と根気が必要になる
だろう。そうしたひとにとって、ひらがなだけでなく、カタカナもあり、漢字が 1000
も 2000もつかわれる日本語表記は、あまりにも複雑で、なやみのたねでしかないはず
なのである。まなぶがわにしてみれば、それは、えんえんとつづく階段をしたからみ
あげるようなものだろう。階段を最後までのぼりつめるのは、まず無理だとほぼすべ
てのひとがおもうだろうし、じっさい、ある程度のレベルで満足せざるをえないのだ。
これは夜間中学にかようひとにとっても、おなじことである。
このような現実について、識字運動の関係者（おしえるがわ）は、「やむをえない」こ

とだととらえているようにみえる。この点については、ましこ・ひでのりがきびしい
批判をくわえている (ましこ 1993)。
識字教育の関係者のおおくは、無邪気に、よみかきできることは「いいこと」なの

だと、おもっているようだ。そのようなひとに、漢字批判を期待するのは「すじちが
い」なのかもしれない。しかし、おざわ・ゆうさく（小沢有作）のように、「文字をた
くさん知っている人が得をし、すこししか知らない人は損をする社会 (おざわ 1991:40)」
のしくみに気がついた学者が、なぜ漢字批判にいきつかないのか。おざわのいう「字
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を読めても読めなくても、すべての人を人として敬愛し、社会参加を工夫しあい、豊
かにできるようにすること (同上:41)」とは、漢字に批判をくわえることなしに、なし
とげることができるものなのか。漢字に対して批判をくわえていかないかぎり、識字
運動は暴力的な「漢字のおしつけ」にしかならないのである。

2.2.弱視者

視覚しょうがい者の、約半数が弱視者である。にもかかわらず、視覚しょうがい者
というと、すべて全盲のひとをさすのだと誤解しているひとがいるようだ。また、弱
視者のばあい、たいていのひとは拡大文字をつかっていることも、あまりしられてい
ない。そして、なによりしられていないのは、弱視者が、漢字のよみかきに関して、
問題をかかえていることだろう。それは、ましこ・ひでのり (ましこ 1993、1994、1997)

や、マーシャル・アンガー (アンガー 1992、2001)が、点字使用者への漢字のおしつけ
を批判しながらも、「弱視者にとっての漢字」については、まったくふれていないこと
からもうかがえる。
現実には、「弱視児の漢字習得度には大きな幅があるが、現状としては、多くの弱視

児が漢字に関して「不十分な学習」しかできていない」のだとされる (とくだ 1988:171)。
とくだ・かつみによれば、「大学生あるいは大学院の学生となっている弱視者において
も、漢字の誤りが日常的に頻繁に観察される」のだという。とくだは、「弱視児が正眼
児に比べて漢字学習により多くの問題を持っているのは、漢字が視覚的な文字である
からにほかならない」と説明している (同上:157)。おかだ・あきら（岡田明）の研究で
は、弱視児にとって、わかちがきされた文章のほうがよみやすいこと、画数のすくな
い漢字のほうが学習しやすいこと、漢字のすくない文章のほうがよみやすいことなど
が指摘されている（おかだ 1979）。
とくだ・かつみは弱視教育の専門家として、弱視児に晴眼児とおなじかずの漢字を

教育するのは負担がおおきすぎると指摘している (とくだ 1988、1991）。
とくだは、つぎのようにものべている。

漢字が使われなくなると、「弱視者に漢字をどのように教えていくか」な
どと悩む必要はなくなってくる。弱視者も、苦労して何千字もの漢字を覚
える必要はなくなる。しかしながら、漢字は完全になくなることはない。
漢字には使われてきた長い歴史があり、その長い歴史の上に立って現在の
漢字使用の実態がある。したがって、弱視教育の中での漢字との闘いはま
だまだ続いていくのである (とくだ 1988:172)。

こうした意見をよむと、「漢字は、おおければおおいほどいい」というかんがえが、
弱視者にとっていかに暴力的で抑圧的なものであるかがわかる。弱視教育は、教育目
標を「効率的な漢字教育」ではなく、弱視者の特性にあった文章の教育をめざす必要
があるだろう。弱視者を漢字だらけの社会に「適応」させるのではなく、漢字だらけ
の社会にこそコストをはらわせ、弱視者に適したメディアを提供していくことをめざ
さなくてはなるまい。
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2.3.ディスレクシア（よみかきしょうがい）の特性をもつひと

LD（学習しょうがい）のなかに、ディスレクシア（よみかきしょうがい）とよばれるも
のがある。文字のよみかたをまなぶのに「ふつう」のひとより苦労し、学校の授業に
もおくれをとる生徒がいるのだ。アメリカではふるくから指摘され研究されてきたが、
日本ではながいあいだ日本語の読書しょうがいはほとんどないのだとかんがえられて
きた。「漢字という『表意文字』をつかっているために、日本語のばあい、読書しょう
がいはおきないのだ」というかんがえが一般的だったのだ。それがスティーブンソン
ら (Stevensonほか 1982)の研究によってはじめて否定されたのである11。ただ、それで
もアメリカとくらべたばあい、相対的に日本ではディスレクシアの問題がすくないの
だといわれてきた。
やまだ・ひさお（山田尚勇）は、日本とアメリカではディスレクシアの問題の程度に

ちがいがあると「いわれている」のを、日本語と英語の発音のちがいと、文字のちが
いから推測して説明している。やまだは、「英語のと比べると日本語の発音は子音構造
が単純で、br、kl、pt、stといった、短時間内に知覚しなければならない重子音など
が原則として無い」から、おとをききわける能力におちこみをもっているひとでも日
本語ではたいして問題にならないのではないかという (やまだ 1995b:301)。これは日本
語のばあい、拗音や、つまるおと（促音）でつまづいてしまうこどもがいるといわれて
いる (こぬき 1996:65)から、発音のフクザツさとディスレクシアにはおそらく関係があ
るのだろう。
やまだは、もうひとつ「漢字語の参照特徴は、発音指向のものではなく、筆画の組

み合わさった特有の形など、視覚中心的な要素の加わった表現であろうから、その基
準形のほうもアルファベットのつづりの場合とはまた別に、連合記憶が視覚主導的に
作られやすいものになっていて、単語の認知がしやすいということがあり得よう」と
いう (やまだ 1995b:301)。しかしじっさいには、漢字のかきとりだけではなく、漢字を
よむのにもつまづく生徒がいるようだ (こぬき 1996:63)から、この指摘はあたっていな
い。日本語の漢字のよみかたは、音よみと訓よみがあり、その対応が不規則でフクザ
ツだから、それがむずかしいのだろうとおもわれる。
さらに、「ひらがな・カタカナの習得はそれほどでもなかったのに、漢字の習得から、

極端に『書く』学習に遅れを見せる子ども」もいるし、なかには「漢字はいっさい使
わないという子どもすらい」るのだという (同上)。つまり、日本語の漢字はディスレ
クシアの問題をふせいでいるのではなく、むしろディスレクシアの特性をもつひとへ
負担をさらにふやしているのだといえる。
日本におけるディスレクシアの研究はまだまだ不十分であり、一般の認識や配慮も

まだまだいきとどいていない。これから、ディスレクシアの特性をもつひとに、漢字
ぬきのメディアを提供するなど、さまざまな支援をしていかなくてはならないだろう。

11スティーブンソンらの一連の研究については、アンガー（1990）を参照のこと。
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2.4.日本手話を第一言語とするろう者

うまれつきのろう者や、日本語のはなしことばをみにつけるまえに失聴したひとの
ばあい、みみがきこえる聴者よりも、日本語のよみかきをおぼえるのはむずかしい。日
本手話をみずからの言語として生活しているろう者にとって、日本語は「外国語」に
ひとしいからである。だから、日本語のよみかきをにがてとするろう者もおおい。よ
みかきがじゅうぶんできるろう者のばあいでも、漢字の「よみかた」に関しては正確
な知識をもっていないばあいがあるだろう。そもそも、日本語のはなしことばをきい
てそだっていないのだから、それもふしぎではない。それが誤解につながるかどうか
は、一概にはいえないものの、日本語に正書法がさだまっておらず、ひとつの単語の
かきかたがいくとおりにもあったり、漢字が不規則なかたちでつかわれていることは、
ろう者にとっても負担はおおきいにちがいない。とくに、ワープロで文章をかくには、
漢字のよみかたの知識がなければ漢字をあつかえないのだから、表音文字によって正
書法がさだめられている言語よりも、日本のろう者の負担はおおきいことが予想され
る。たとえば、英語はつづりと発音の対応が不規則であるが、英語圏のろう者は（英語
をはなし、くちびるをよみとることを強制されないかぎり）つづりをおぼえるだけですむ。
しかし漢字のばあい、こうはいかないのだ。
ろう者にとって、音声言語はそぐわないものである。それゆえ、ろう学校で日本手

話と日本語の「よみかき」のバイリンガル教育を実施するよう要求されている12。ろ
う者に音声言語をおしつける「口話主義」は、差別的な同化主義であり、音声言語をろ
う者におしつけるべきではないということである。そして、ろう者の教員を中心にろ
う教育をおしすすめることで、ろう教育の主体をろう者がになうべきだということだ。
これから、ろう教育の現場でバイリンガル教育が実践されるようになったとしても、

よみかきの教育にはおおくの時間と労力が必要となるだろう。その点をいまからみす
えておく必要がある。ろう者にとってどんな文字表記があつかいやすいのか、議論し
ていかなければなるまい。

2.5.日本語を母語としないひと

日本で漢字の知識が前提にされているということは、外国人をはじめとする、日本
語を母語としないひとびとにとってもたいへんおおきな負担である。たとえ、はなし
ことばにはまったく苦労しないひとでも、漢字のよみかきにはたえずくるしめられる
ことになる。
みやじま・たかし（宮島喬）によれば、日常の会話は流暢にこなしている、日本語を

母語としない外国人のこどもが「教科書を読んで、『ほとんど分からない』」というこ
とがあるという (みやじま 1999:148)。

12ろう学校における口話主義を批判し、日本手話による教育をもとめているのは、ろう文化に自覚的なろう
者だけにとどまらない。ろうのこどもをもつ、きこえるおやたちもバイリンガル教育を要求するようになって
きている。かなざわ（2001）、全国ろう児をもつ親の会ホームページなどを参照のこと（http://www.hat.hi-
ho.ne.jp/at home/main.html）。

http://www.hat.hi-ho.ne.jp/at_home/main.html
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いまの日本では「漢字かなまじり文」が前提にされ、漢字をじゅうぶんよみかきで
きるかどうかが、なにをするのにもおおきな「わかれめ」となる。漢字だらけの社会
にひたりきっているおおくの「日本人」は、外国人にも漢字をおしえるのが「あたり
まえ」だとかんがえているようだ。しかし、それはあまりにおしつけがましいかんが
えかただといえよう。「われわれ」は、それがどんなに負担になるかを配慮し、外国人
がローマ字や、ひらがなだけでかいた日本語をうけいれるくらいの余裕をもっていい
はずだ。「漢字まじり文によらない日本語」をうけいれ、外国人でもよめるような本や
メディアをもっとふやしていくことこそ「日本人」の課題なのだといえよう。

3.漢字だらけの社会をどうかえていくか
3.1.漢字をへらしていくために

ここでは、日本語のかきかたをあらためていくためのこころみとして、ふたつ提案
しておこう。

3.1.1.固有名詞は「かながき」に／漢字はカッコのなかに

今回の論文では、日本人のなまえは、まずかなでかき、カッコのなかにその漢字を
表記するという方法をとった（地名もすべてこのように表記したい）。このやりかたは、
ましこ・ひでのりが (ましこ 1993、2001)などでこころみているし、韓国でもよくみら
れるかきかたである。こうすることによって、解消される問題がすくなくないからで
ある。
固有名詞の漢字は自動点訳や機械よみとりだけでなく、点訳／音訳にたずさわるひ

とや、翻訳家などにとっても、おおきな負担になっている。人名や地名の固有名詞に
は、正確なよみかたが判定できないものがかずしれず存在する。固有名詞の漢字には、
日本語漢字の、でたらめで、アクロバット的なよみかたが凝縮されているからである。
このような固有名詞の漢字が機械で正確によみとれないのも、固有名詞の漢字のため
に相当のコストがかけられているのも当然のことだといえる。これまで、こうした原
則的によみようのない漢字に、ふりがなさえめったにふられることがなかった。なぜ
なら字のよめる晴眼者は、正確なよみかたがわからなくても漢字をみて、ただの「ロ
ゴ」として処理してしまえば、すんでしまうからである。しかし、固有名詞の漢字は
外国人にとっても、むずかしいものである。
こうしたことに配慮するならば、「あべ・やすし（阿部泰士）」という表記のしかた

を採用すべきであろう。自分のなまえの漢字にこだわらないひとは、「あべ・やすし」
と、かなだけでかけばよい。もしそうすれば、自動点訳の精度も、かなりあがるし、機
械のねだんもさげられるのである。
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3.1.2.わかちがきの必要性

漢字をへらして文章をかくばあい、わかちがきをしなければひらがなばかりがつづ
き、わかりづらく、よみづらくなることがある。ただ単に漢字をへらしただけでは文
章はやさしくならない。
やまだ・ひさおは、つぎのように提案している。

活字印刷の普及したあと、せいぜいこの 150年ぐらいにわたって固執され
てきた、印刷からいっさい排除するということをやわらげれば、たといか
な書きの割合がましたとしても、小スペースによる分かち書きさえあれば、
日本文はずっと読みやすくでき、日本語の文章の中にやたらに多くの漢字
をちりばめることがやめられる。（中略）したがって、将来の表記法のあ
り方の模索を促進する上では、小スペースが自然に挿入できるということ
がワープロの望ましい機能の一つとなるであろう（やまだ 1995a:92）。

いままで、漢字とかなを「まぜがき」してきたため、日本語にはわかちがきをする
必要性は、さほど感じられないかもしれない。しかし外国人にとっては、わかちがき
をしない文章はどこに意味のきれめがあるのかわからず、むずかしいものである。も
ちろん、わかちがきのシステムをおぼえる必要がないから、その点は楽だとはいえる。
しかし、辞書をひきながら文章を「解読」している外国人にとって、「べたがき」の文
章は混乱と誤解のもとでしかない。漢字まじりの文章にも、部分的であれ、全体的で
あれ、わかちがきは必要であるとかんがえられる。わかちがきを導入し、漢字をへら
していくことで、漢字だらけの社会もおおきくかわるだろうからである。
もしわかちがきをせずに、固有名詞の漢字をひらがなでかいてしまうと、すこしよ

みづらくなることがある。もちろん、それをさけるために「阿部泰士（あべ・やすし）」
というかきかたもできる。しかしそれでは、たんなる「そのばしのぎ」になってしま
う。なまえは漢字でかくのが「正式」なのだという意識をかえていかずに、漢字まじ
り文を正式だとする意識をかえていくことはできないのではないだろうか。

3.2.漢字をつかわない自由を

いまの日本では、漢字をつかって文章をかくのが、「常識」だとされている以上、一
般のひとが、漢字ぬきで文章をかくことなど、ほとんど無理にちかい。たとえ、いち
大学生が大学のレポートを漢字ぬきでかいたとしても、あかペンで、びっしり漢字に
なおされてかえってくるかもしれない。それは教員に、漢字をつかってこそ「ただし
い日本語の文章なのだ」という、つよいおもいこみがあるからである。そうしたなか
で、自己主張するのは、むずかしいことである。
しかし、盲人をはじめとする、漢字にそぐわないひとびとのたちばをこのまま無視

しつづけてはならない。うめさお・ただお（梅棹忠夫）が提案している「漢字を使わな
い自由」をそうしたひとびとにこそみとめていかなくてはなるまい (うめさお／あら／
おおの 1975:85)。本来ならば、「漢字をつかわない自由」とは、みとめられて当然の権
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利であるはずなのだ。これは漢字を障害としてとらえなおせばわかりやすいのではな
いか。つまり、くるまいすで移動する権利があるように、漢字をつかわない権利もあ
るのだということだ。どこかに移動するのに苦労しているひとや、漢字のよみかきに
苦労しているひとがいる。そうしたひとの「問題」とは、どちらも個人の問題ではな
く、ひとえに社会的な問題であるということだ。
日本語の文章は、漢字をまじえてこそ日本語になるのではないし、漢字まじりの文

章はたんに「普通」／「一般的」であるにすぎない。すべてのひとが「普通」になる
必要が、どこにあるだろうか。むしろ、「普通」なる概念こそ、ここでといなおさなけ
ればならない。もちろん、漢字まじり文が最高のものだという主張もある。しかしお
おくの犠牲のうえになりたつ表記法が「最高のもの」だというなら、それは「だれに
とって」最高なのか。それこそといなおす必要がある。
こうした文字の政治学とでもいうべき、漢字をめぐる問題について、社会言語学／

障害学の領域で、もっと議論をふかめていかなくてはなるまい。

最後に、言語をめぐる差別と不平等をなくしていくためにとりくんでいる研究者に
といかけておきたい。おおくのひとが漢字だらけの社会でくるしめられていることに
ついて、われわれはどうかんがえるのか。われわれは、いまなにをしているのか。これ
からどうしていけばよいのか。このような不平等な関係が存在しつづけるかぎり、く
りかえしといつづけていくべき問題である。
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現代日本語における差別化装置としてのかきことば
—漢字表記を中心に—

ましこ・ひでのり †

はじめに

本論考は、９年ほどまえに『解放社会学研究』７号に発表された「差別化装置とし
てのかきことば」の全面改訂版である1。ただし、初出の『解放社会学研究』７号所収
の際にせおっていた「表音主義かながき」という運動論的スタイルを今回さけること
によって、「運動論」を主張する必要がなくなったので、本論部分だけにしぼった。し
かも、全体として原型をとどめていない記述が大半なので、初出論文を翻案した別論
文とかんがえてもらってさしつかえない2。

1. かきことばは、はたして、あたりまえか？

ところで、予備知識ぬきに、表音主義かなづかいや、かながきの論文に遭遇した読
み手は、いらいらして、よむのを放棄してきたのではないか？ 事実ある精力的な社会
学者も、実験的論文［ましこ 1991］を「読む気がおきない」と、正直な感想をうちあ
けた。どうやら、おわりまで目をとおさなかった（とおせなかった）らしい。それどこ
ろか、90年代初頭、いくつかの社会学会誌への投稿に「固有名詞・引用以外、漢字表
記は音よみだけ」というシステムをとっただけで、「よみづらい」「変換まちがいか？」
といったコメントをかえされた3。つまり、現行システムからすこしでもはずれること
は、反逆を意味する、タブーなのである。いいかえれば、違和感でいらついたひとび
と、不安を感じたりサディスティックな気持ちをおさえられないひとびとは、タブー

†中京大学教養部／社会学／ msk@myad.jp
1本論考と密接にかかわる論考として、『和光大学人文学部紀要』に連載したかながき論文「カンジ　の

　ギャク・キノー」「『カンジ・フカケツ・ロン』の　しくみ」（第 28 号／第 29 号）があり、それは『解放
社会学研究』８号所収論文につらなる、「かきことば・の　シャカイガク」の副題をもつ連作 (1)(2)(3)であ
る［ましこ 1993b，1994ab］。両者は漢字まじり表記で『イデオロギーとしての「日本」』（三元社）に主要
部分がおさめられており（2 章 7 節 8 節）、『増補版』でも変更はないので、参照されたい［ましこ 1997a，
2001c］。
また、このほかに『情報処理学会研究報告』（vol.97,No.89）所収論文、「これまでの表記法＝コストをせ

おいつづけるのか」が密接な関連性をもつ論考［ましこ 1997b］だが、『イデオロギーとしての「日本」』お
よび『増補版』に論点の大半が収録されていない。これについては以下を参照。
http://www.ipsj.or.jp/members/auth/SIGNotes/33/1997/032/article001.pdf
正書法と規範について、本論でのべることはしないが、序説的なものとしては、本誌前号の論考参照［ま

しこ 2001b］。
2運動論的な観点、あるいは著者の表記実践の変遷などをたしかめたい読者が万一いるばあいは、『解放

社会学研究』７号（日本解放社会学会 1993 年）に直接あたっていただきたい。『解放社会学研究』７号は、
2002年現在、埼玉大学教養学部福岡研究室（〒 338-8570埼玉県さいたま市下大久保 255）からえられる。
また初出時にふれたこまかな論点のおおくは、紙幅の関係上割愛してある。いかすことができなかった論点
のうち、重要なものは、いずれ別稿で再論したい。

3［ましこ 1991］は、［ましこ 1993a］同様、漢字まじりの表音主義かなづかい表記であった。すでにあ
げた［ましこ 1993b，1994ab］は、引用／例示部分以外、全文かながき、［ましこ 1997a，2001c］も補論
は同様である。現段階での、筆者のかながきの実践水準は、［ましこ 2001a］参照。ちなみに、漢字やかな
づかい上、現状に妥協してかいてきた論文の大半は、「固有名詞・引用以外、漢字表記は音よみだけ」とい
うシステムに準拠するか、できるかぎりまもろうと努力したもので、本論文も同様である。

http://www.ipsj.or.jp/members/auth/SIGNotes/33/1997/032/article001.pdf
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のにないてなのだ。そしてそれは、15年まえの筆者自身でもある。
しかし 60年ほどまえなら、『解放社会学研究』７号論文冒頭を現行かなづかいにした

まず、本論文では、いわゆる「現代仮名遣い」でない、表音主義仮名遣い
を用いることをお許しいただきたい。［ましこ 1993b：137］

といった表記どころか、

まず、本論文では、所謂「現代仮名遣ひ」でない、表音主義仮名遣ひを用
ひる事をお許し戴きたい。

と表記しないと、きもちがわるいと感じるひとがおおかったのである。たとえば、いわ
ゆる戦中派は、どちらのシステムのなかもとおりぬけた。そして、そのおおくは、は
じめは新しいシステムをきみわるがっていたのに、だんだんなれてしまったのである。

もし、かりに、かながき日本語が一般化すれば、

まず、ほん-ろんぶん-でわ、いわゆる「げんだい-かなづかい」でない、ひょー
おん-しゅぎ-かなづかいお、もちいることお、おゆるしいただきたい。

とかくことに拒絶反応をしめしていたひとびとの大半も、そのうちなれてしまうとお
もわれる。現在、おおくのひとびとが、「仮名遣ひ」「用ひる」に、ふるい／おかしい
といった違和感をもつように、「本論文では」とか「表音主義仮名遣いを」といった表
記にも違和感をもつようになるだろう。だとしたら、それは単にナレの問題である。
たとえば山田尚勇は、認知心理学や大脳生理学などの知見をもとに、「今では、一つ

の文字体系を自由自在に駆使する技能を習得するのには、少なくとも数千時間はそれ
とつきあわなければならないことが分かってきている」とし、「そうした体験を持たな
い文字体系について述べた主張は、個人の経歴を反映しているのであり、文字体系と
人間との関わりの本質を反映しているもの」ではないし、「漢字かな交り文はローマ字
書きされた日本文よりも速く読めると思っているわれわれの常識は、まったく科学的
根拠」がないと批判した［やまだ 1987：44］。
また山口光も「戦後のローマ字実験学校の小学生たちのローマ字の一目よみ能力に

は、たいていのローマ字論者が太刀打ちできなかった」ことをあげて、「母語がもっと
もやさしい言語であるのと同じく、最初におぼえた文字はやさしい」と論じた4。そし
て、「読書心理の実験的研究での漢字有利のデータがでやすいのも当然」として、漢字
はなくてはならないという「常識」を合理化＝正当化しようとする「科学的根拠」を
きってすてた［やまぐち 1987：86］。つまり「本質的にめんどうであり、かなりの精神
的」負担を「伴う作業でも、長いあいだの習慣となっていれば」きづかないだけなの
だ［やまだ 1987：43］。
逆に、「カナモジ文やローマ字文は面倒臭くて読む気にならないという一般人の拒否

反応」［やまぐち 1987：86］とは、「日常やりつけていないことをやらされ」て感じる

4これは、動物行動学にならって、かきことばの「すりこみ」と、よぶことができよう。
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「ぎこちなさ」［やまだ 1987：43］でもって、本質的に面倒なことを合理化しているこ
とにきづかない神経症的倒錯にすぎない。
たしかに、これまで蓄積されてきた「漢字有利のデータ」とか「われわれの常識」

は社会的事実（fait social；socia fakto）にはちがいない。だから「これが現実だ」とひ
らきなおるむきもあろう。しかし「ナレの問題」としてのかきことばという「社会的
事実」が実在するとともに、それを普遍的に合理化＝正当化できる「科学的根拠」が
ないこともたしかなのだ。本論文は、「漢字有利のデータ」とか「われわれの常識」と
いった社会的事実を非合理としてきってすてることをねらいとしていない。その存立
基盤（しくみ／はたらき／みなもと）を批判的にうつしだすことをめざしている。漢字や
現行かなづかいに、なぜこんなにも、つよくしがみつくのか（フェティシズム）、より
合理的な表記法になぜいらつくのか（アレルギー）の分析をとおして、「言葉の煙幕を
くぐり抜けて行為の隠された……しばしば不愉快ですらある主要動因」へとせまるこ
ころみである［バーガー　日本語訳 1989：63］。

2. 「ことばの階級闘争」（田中克彦）をたたきだいに

田中克彦はかつて、「いわゆる『国語・国字問題』と呼ばれる、我が国固有の言語論
争」について、「すでに一世紀をこえる歴史をもっており、耳に聞いてうんざり、口に
するのもてれくさいほど、すり切れた話題になってしまった。それは、守るも攻める
も打つ手が決まっていて、論理よりは力ずくの議論」になりがちであり、「パワー・ポ
リティックスの対象ではあっても、もはや科学の居られる場所ではない」となげいた。
それでもあえてむしかえす「ねうちのあること」があるとしたら、それは、これまで
「明言されないことがら」のなかにひそむ「階級闘争とでも呼ぶべき性格の論点」だ
という。そして、それがなにをめぐってのあらそいかを「ただ一点において要約せよ
と言われれば」、「ためらわず、それは漢字への依存をこれ以上深めていいのかという
問題に帰する」ときりこむ。「漢字使用国以外には見られない」、この「大きな射程を
もった問題」をまえにすれば、かなづかいをはじめとして、そのほか「多数の細部に
枝分かれした問題群」など、ちっぽけな論点にすぎないというのだ。たしかに、「文字
の問題が、言語全体にこれほど広く及んで行く」のは、そこに漢字がからんでくるに
ほかならない［たなか 1989：67-8］。
田中は「『国語・国字問題』が、決して冷静で客観的な技術の問題として論じられ

ているのではない」とし、それは結局、いまあるシステムによって「有利なたちばを
占める人と、そのことによって不利を味わっている人との間にくりひろげられる権力
闘争」なのだといいきる。それまでちからをにぎっていた集団をおいおとすには、そ
のことばをつかえなくするだけでよく、それが劇的にあらわれるのが革命なり侵略だ
という。たとえば漢字をつかわなくするだけで、それをみにつけるために「ばく大な
時間を消費した知識人にとって」は、まるで「一夜あけたら、ため込んでおいたお札
がすべて紙くずになってしまったのと同じような効果がある」。つまり、あからさまな
利害関係にかかわるわけだから、「冷静で客観的な技術の問題として論じられ」ないの
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も当然なのだ［同上：71］5。「漢字への依存」が「ことばの階級闘争」がからむ「大き
な射程をもった問題」だからこそ、「明言されないことがら」として、本質論がさけら
れ、あたかも「客観的な技術の問題として論じられている」ような演出／誤解／自己
欺瞞がくりかえされてきたのであろう。
田中によれば、近代日本においては「社会の枢軸を握った書生」（柳田国男）が漢字

をつかえなくするかたちで旧勢力をおいつめることはせず、むしろ「漢語の権威を一
層高め、それを利用することで自らの利益を守ることになった」という。そして「系
譜的に言うと、戦後の言語的保守主義者、復古主義者は、すべてこの『書生』つまり、
なりあがり教育層の精神的後継者」にあたるとされる。それは、戦中派世代が、時代
状況のなかで「ゆとりのある教育の機会を得そこなったため」「古典的教養への焼けつ
くような飢餓感を抱いている」からだという［同上：72-3］。これは田中らの世代的実
感にねざした発言なのだろう。
とすれば、いずれ「なりあがり教育層の精神的後継者」がたえるはずである。しか

し「漢語の権威を一層高め、それを利用することで自らの利益を守る」「なりあがり教
育層の精神的後継者」が、いまだあとをたたないようにみえるのは、なぜだろう（医
学・法学用語などをみよ）。戦後派は「ゆとりのある教育の機会を得そこなった」わけで
はないため、「古典的教養への焼けつくような飢餓感を抱い」たりはしないのに。「古
典的教養」は、そのありがたみをすでにうしなっている。それにもかかわらず、「漢語
の権威」はなくなっていない。これは、田中の世代論の論理展開に、なにかがかけて
いることをにおわせる6。

3. 大衆社会における「ことばの階級闘争」

田中克彦は「漢字への依存をこれ以上深めていいのか」とといかけるならば、「長年
の慣れ」で「読みやすいから」、かきてとしては「漢字を使いたくなくとも使わざるを
得ない」とし、「よくないとは知りながら添加物のある公害食品を拒むことができない
のと」にているとする。また、漢語を「便利ではあるが、ことばの力を弱める麻薬」と
も、たとえている［たなか 1989：73-4］。田中は、さきにひいた山田尚勇の指摘とおな
じ、「習慣は、それがどんなに悪習であれ、それに従っているかぎりは、人に安らぎを
与え、こころよくさせる面」があり、それが「変わることには常に不安があって、変わ
ること自体が、悪である」という秩序意識＝保守主義を指摘する。そして「いまの政
権担当政党が一番安心だと思う心理とも似ているところがあるというのだ［同上：73，

5媒体をにぎるものは文化をにぎれるので、媒体の主導権あらそいはヘゲモニー闘争となるほかない。学
問語のばあいなら、どれが世界共通語になるかのあらそいが、国民国家においてはどれが国家語／国語にな
るのかをめぐって「民族語」同士で争奪戦が生じることはもちろん、「おなじ民族語」のなかでさえ、地域
ごと、階級・階層ごとの媒体選択のせりあいがある。

6もちろん、文化エリートそのものが、差別化装置を漢語でなく外国語へとずらす戦略をとることによっ
て、漢語へのしがみつきがうすれ、「漢語の権威」および漢字力の低下がすこしずつすすむことががかんが
えられる（みえにくくても）。たとえば、工学・経済学では、大学での講義でも術語のみならず、使用言語
自体の英米語化がひろまりつつある。これをみても、合州国の学界を準拠集団とする研究者は「漢語コンプ
レクス」からときはなたれつつあるのではないか？ 「世界」で通用しない漢字など「ふるくさい」媒体に
よってたつ文献学関係者が、「普遍的」な英米語・数学・コンピュータ言語などをつかいこなせないでいる
ことを、さげすみあわれんでいるとさえかんがえられる。
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69］。では、そうした秩序意識＝保守主義のもちぬしは、だれなのか？
かきことばが、有利／不利をあらそう「階級闘争」空間であり、「ふつうの道具と比

べてみると、書きことばという道具が、いかに特権的に、一部の人間の支配のもとに、
思うがままにされているか」、「ことばは万人が使うにもかかわらず、実際には、文字
を使ってくらしをたてている人が、そのおおよその使用規則を決定する」と、田中は文
化資本としてのエリート論を展開する。選挙では、みな「同じ一票を行使するが、文
字の議論にのぞむと……もはや同等の権利を与えられていない」とのべる［同上：70］。
しかし、政権政党が地域支配をとおして過半数の議席を確保し国政をも支配してき

たとおり、形式的な一票の平等性は、政治的平等を保証しない。政権政党とは、ある
意味、選挙民の利害を代表しているかのようによそおうこと、いいかえれば、自分た
ちの政治的意志が一票をとおして反映しているかのように誤解させることに成功した
政治勢力なのであり、また、膨大な死票＝少数派の政治的意志を当然のように抑圧す
ることで成立する正統性にほかならない。要は、支持者がかりに過半数でなくとも、
決定権をにぎるだけの多数派工作に成功しさえすれば、全体の動向を支配できるのだ。
人口の過半数など、日常的にはなしていないはずの標準語が、日本列島を制圧してい
る状況も同様である。かきことばの「使用規則」をめぐるヘゲモニー＝政治的動態も基
本はおなじとかんがえられる。大衆の大半は、「文字を使ってくらしをたてている人」
が「決定」した「使用規則」どおりのモジ生活をおくってはいないが、支配的な「使用
規則」の正統性を擁護する多数派を形成するのだ。つまり、「いまの政権担当政党が一
番安心だと思う心理とも似ている」「変わること自体が、悪である」という秩序意識＝
保守主義の大衆化こそ、「ことばの階級闘争」が不可視化した根本的構造であろう。
要は、中等教育がマス化し高等教育も形式的にひらかれた現代社会では、「ため込ん

でおいたお札がすべて紙くずになって」しまってはこまる大衆が形成されたのだ。い
いかえれば、万人の「書生」化時代到来であり、大衆自身「なりあがり教育層の精神
的後継者」として、「漢語の権威を一層高め、それを利用することで自らの利益を守る
ことになった」と。その意味では、田中の提起する「ことばの階級闘争」という規定
が、巨大な番付空間としての大衆社会の住人に理解されることは期待できない。所詮
は使用者たちに搾取され、労働市場のきまぐれにもみくちゃにされることがおおい労
働者が、自己欺瞞にもとづいて、「一流企業の社員」といった自己意識にまどろむよう
に7。

7漢字を「拒むことができない」「添加物」「公害食品」になぞらえる田中の議論が、本来とどけられるべ
き層につたわらない構造は、環境社会学の「受益圏／受苦圏」モデルや、階級／階層にもとづく環境被害格
差モデルを援用することによって、より具体的に理解することが可能である。戸田清らがのべるとおり、階
級／階層がちがうことで、有害物質などからの被害の可能性が統計的に有意な差がもたらされ、結局は平均
余命にもつらなる生活機会の格差が世代的にも再生産される［とだ 1991］。環境社会学的にいえば、階級／
階層差は、経済格差に応じた居住地域のすみわけとしてあらわれ、生活環境が居住者の生活機会を直接／間
接に規定することとなる。さまざまな「迷惑施設」からの居住空間の距離は、受益圏／受苦圏という理不尽
な不平等をもたらすだろうが、それと階級／階層差は対応するであろう。習得するのにさまざまな困難をと
もなう記号体系、維持するためにさまざまな代償がもとめられる記号体系がもたらす「逆機能」について
も、受益圏／受苦圏に相当する受益層／受苦層が生ずることは容易に予想できよう。
漢字についていえば、受益層／中間層／受苦層が想定できる。なかでも完全な受益層は、「ばく大な時間

を消費」することが可能な層であって、「ため込んでおいたお札がすべて紙くずになってしまったの」では
こまる集団なのだから、みずから「添加物」「公害食品」といった規定をうけいれて、既得権を放棄するこ
とは、まずかんがえられない。そして、中間層は、局面によって利益をうけるときも、不利益をこうむると
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4. 媒体をめぐる、フェティシズム／サディズム=マゾヒズム

第一言語やこども時代からなれしたしんだ第二言語以外の媒体は、程度の差こそあ
れ、習得／駆使に負担がある。しかし習得過程での労苦は、「のどもとすぎれば、あつ
さわすれる」、ないしは「すぎてみれば、いいおもいで」といった心理的合理化によっ
て過小評価され、認識されづらい。習得後の日常的な気苦労も、収入／上昇移動の期
待感／みせびらかし、などの「みかえり」がともない、また自己目的化／依存症など
もともなうアイデンティティ維持機能もあるなど、主観的には対費用効果が負になっ
ていないように当人たちには感じられていよう（自己欺瞞なのかどうかは、個人差がおお
きいだろう）。過去せっかくみにつけたもの、現在依存しているものは自我体制の不可
欠の一部であり、「やくたたず」であるとの冷静な判断は停止しがちだからである。
漢字への執着も、新フロイト派心理学の術語にならって、フェティシズムになぞら

えるのが適当な現象であり、あるいは一種の依存症として理解することが有効である
とおもわれる。情報伝達のためには、到底重要とはおもえないこまかなことに対して、
ひとびとがこだわりをかくさないのは、そのあらわれといえよう。すでに分析したよ
うな、習得にともなう既得権といった次元だけでは、理解しづらい現象があまりにも
おおいからである。
そして、媒体をみにつけ、つかいつづけること自体に負担がともなうということは、

マゾヒズム、いいかえれば自分自身へのサディズムがからまっていることを意味する。
なぜなら、十分な自覚があるかどうかにかかわらず、未来の利得のために負担をおし
て現在を犠牲にすることこそ、媒体習得過程であり、それは、未来＝理想の自己像に
てらして、現在の無力な自己をせめさいなむことを意味するからだ。その際、未来＝
理想の自己像のよりどころとは、先人（過去）、先頭集団（未来）、優位集団（現在）の
いずれかである。そして、現状の自己との格差を自覚する当人がマゾヒスティックに
自身をおいこむか、準拠集団の構成員からの蔑視に反応する、あるいは劣等感から想
像上の蔑視を被害妄想的にくみとって、心理的においつめられたりすることが、「向上
心」「克己心」の動因となるわけだ。媒体を「みにつけきれない」「つかいこなせない」
「わすれてしまう」といった、「おちこぼれ」になることを、マゾヒストたちはつねに
不安としてかかえていくだろう。現実に具体的なサディストが準拠集団にいるかどう
かは問題でなくなり、「ついていけない」という事態によって、「さげすまれる」「おい
ていかれる」「のけものにされる」といった恐怖感がおそうからだ。ということは、準
拠集団たる優位な媒体使用者たちは、みずからが積極的な差別者であるかどうかは、
加害者性の次元において無関係だということになる。存在自体がサディスティックな
機能をはたしてしまうからだ。
そして、こういったサディズム／マゾヒズムのいきぐるしい空間は、以上のような

きもある、ある意味矛盾した存在であるが、大衆社会では多数派にあたるであろう。かれら／かのじょらこ
そ、特権的な受益層のなかまいりをめざす、「なりあがり教育層の精神的後継者」であり、そういったせの
びが、社会学でいう社会的上昇移動につながるのであれば、「蜘蛛の糸」のカンダタよろしく、競争の敗者
のことなど、かまっていられないのである［いしだ 2000，ましこ 2000］。



ましこ「現代日本語における差別化装置としてのかきことば」 63

暴力的な心理機構を微視的次元で再生産していく悪循環構造をもっている。被差別者
であるなど、相対的劣位にある当事者が、より劣位にある存在に対して、残酷な差別
者としてふるまうサディズムの「伝染」がひきおこされがちだからだ。さまざまな負
担に必死にたえて現在の位置をかちとった当事者ほど、相対的劣位にある存在に冷淡
になる。全体状況の不当さを問題化しようといった発想はきえうせ、既存の「土俵」
のなかでの相対的地位だけが関心事になるのである。「おちこぼれ」の境遇に共感を
しめすゆとりなどなく、単なる自己保身にはしり、ときにエリートたちよりも過激な
規範主義者として、差別抑圧の「実行部隊」と化すことになる（注７参照）。そうなれ
ば、文化エリートたちは、みずから差別抑圧構造を維持するための心理的負担から解
放されることになろう。あせりを感じている中間層以下が主体的にサディズムを行使
し、「抑圧移譲の原理」（丸山真男）を実践してくれるからだ8。
こういった差別・抑圧装置は、もちろん上下関係によるものにとどまらない。「ひと

なみ」幻想がはびこるようになれば、「あせり」による不安が、媒体使用者が同水準同
士で監視しあうようになる。いわば無数のテレスクリーンにみつめられているかのよ
うに従順な心身をもった主体＝臣民（sujet）が誕生するわけだ（オーウェル『1984年』）。
「ひとなみ」幻想は、規範から「逸脱」した行為者を、「こどもっぽい」「異常」「ふざ
けている」といった反感でもって包囲し、非難／排除する言動を正当化するであろう。
そこには、「教師役」「権威筋」にあたる人物をかならずしも必要としない。ときには、
言語学的／文献学的にまちがった見解でさえ、多数派を形成して「逸脱者」＝少数派
をせめたてることさえ生じる。
むろん、文化エリートたちが、常時貴公子然と座したままであるわけではない。「た
め込んでおいたお札がすべて紙くずになって」しまうような変革がおこらないように
策動することはもちろん、「インフレ」がおきて文化資本が価値下落しないように、差
別化戦略をおこたるわけにはいかないのだ。そのために、野心をもつ社会層をきらさ
ないように、せのび（上昇志向）をそそのかさねばならない。そのためには、公教育や
受験競争を利用して「ただしさ」への執着を再生産する必要があるし、文学などの芸
術分野で「うつくしさ」「上品さ」「知性」といった優越性／威信を率先して構築する
ことになる9。もともと、「ばく大な時間を消費した知識人」とは、幸運にめぐまれた

8「最大の抑圧者は、自身のてはよごさない」「支配者はみずからの土俵に被支配者をあがらせる」とい
うのは、普遍的な行動原理といえよう［ましこ 2000］。ちなみに、『解放社会学研究』７号所収の初出論文
では、数百年以上の家系を維持しているような文化エリートを、抑圧とか不安とは無縁な存在として最上層
におき、本論考でいう「文化エリート」を、実は不安をかかえる「擬似エリート」と分類しておいた。こう
いった分類は、いまだ無効ではないとおもうが、前者の大半が不可視な少数者である以上、その影響力など
を知識社会学的に分析する益はすくないと判断した。
ちなみに、被差別者自身が相対的劣位にある存在に対して暴力的な差別者となりえる悲劇としては、青森

から「付き添い婦」として「出稼ぎ」にきた女性が同僚の日系ブラジル人女性にむかって「ブラジル、この
字読めっか」といじめた、といった実例が報告されている（『朝日新聞』1994 年 6 月 11 日）。むくわれる
ことのすくない非常勤労働者にして、この差別意識は、微細な上昇感覚が文化資本によってみたされたこと
で生じている。知識社会学的な意義については［ましこ 2001c：131］。

9文化エリートは公教育をバカにしており、意識的に先導しようといった姿勢をもたないとかんがえるむ
きもあろう。しかし、高等教育は「ただしさ」の総本山にあたり、「うつくしさ」「上品さ」「知性」といった
優越性／威信を構築する装置にほかならない点で、これらの価値意識は連続している。文学者の大半が高学
歴者であり、しばしば作家が「レッスンプロ」として大学に収入の根拠をおいていることは、「知の大学本
位制」（関曠野）の具体的あらわれといえよう［せき 1985］。言語学とは無縁な「ただしさ」「うつくしさ」
をもちこむ一部の国語学者たちによる教科書記述は、そういった構造のもっとも醜悪な部分ではないか。
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「書生」タイプ以外は、「有閑階級」出身であるということの、「みせびらかしの消費」
（ヴェブレン）の体現なのであった。もともと「有閑階級」とは、物質的な消費財の購
買能力を誇示するだけではなくて、文化財を消費・鑑賞するだけの文化資本をそなえ
ていなければ、威信がたもてない。文化資本の誇示とは、その「しこみ」のために消
費された時間を暗示し、それがまわりまわって、結局は富貴であるという証明作業に
なるのだ。また「有閑階級」は、「インフレ」が生じない範囲で「なりあがり」志向の
「書生」タイプの参入をみとめねばならない。身分社会が形式的に崩壊した近代社会
は、「機会の平等」という擬制のうえになりたっているのであり、「あたらしい血」の導
入を視覚化しておく必要がある。それをおこたると、「機会の平等」をみとめない排他
的＝差別的な秩序であると非難をうけ、しかも、自分たちの正統性が、正当な競争に
よるものでなく、秘密保持による世襲原理だと露見してしまうからだ。文化エリート
が学歴主義を利用するのは、みずからの卓越化の手段としてだけでなく、競争が「で
きレース」ではないのだという正統性確保のための不可欠の装置だからにほかならな
い。文化エリートの卓越性は、あらたに参入を熱望する「書生」たちの激烈な競争が
あってこそ威信がたかまる、という構造もかかえている10。
田中克彦は、こういった「言語エリートの陰謀」をつぎのようにえがいた［たなか

1989：53］。

知識人や言語エリートは……言語的下層者にむかって、たえ間なくおいで
おいでの手まねきを……しておいて、下から言語的にはいのぼって来て、
自分の足もとにたどりつきそうになると、今度はまねかたがうまくないと
か、趣味がよくないとかと、けなしやっつける。つまり言語的エリートが
そうでない者たちから自分を区別しておくには、両者のあいだに、決して
ちぢめることができない距離を、いつでも適度に保っておく必要があるわ
けだ。［同上：60］

「決してちぢめることができない距離を、いつでも適度に保っておく」装置が、古
来／外来の知識であり、その主軸が、翻訳語もふくめた漢字語と欧米言語起源のカタ
カナ語による術語（専門用語）であることはいうまでもない11。こうした「言語エリー
トの陰謀」に、中等教育が義務／準義務化し、高等教育もマス化した現代、第三次産
業化した都市生活者が抵抗することは困難だろう。それは、物質的な生産労働の現場
が局限化し、労働の大半が政治労働と情報労働に移行することで、文書主義が普遍化
するからだ。労働者の大半は、オーウェルのえがいた『1984年』の内局職員同様、巨
大な官僚制の歯車と化していて、支配的な媒体に依存するほかない。官僚制のなかで

10もちろん、すべてが一方へとなだれをうって、競争にまきこまれるわけではない。上昇移動を、なかま
への「うらぎり」ととらえて、いさぎよしとせず、所属集団にこだわる層がのこるからだ。とりわけ、こと
ばのばあい「アイデンティティの主張にかかわりを持つ」からだ［たなか 1989：60］。ただし、長期的に
は、こういった層は少数派に転落していく傾向がつよい。

11欧米言語起源のカタカナ語が差別化装置として機能する構造が、公教育による英米語教育の大衆化に起
源をもつという皮肉な分析は、［ましこ 1995］。もちろん、最近では、長期滞在による英米語の会話能力と
か、コンピュータ操作能力が「現代人（国際人）の常識」といった喧伝がなされている。そこには、かなら
ずしも経済的優位が有利にはたらかない側面もみられるが、貧困層／低学歴層が「かやのそと」であるとい
う再生産構造には変化がなく、能力や努力のたまものとする意識はねづよい。
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昇進するためには、学歴を媒介にみずからを包囲している媒体にともかく適応するこ
とが前提となるからだ。

5. 媒体環境の民主化－変革とはなにか、それをはばむ集団／構造とはなにか

このような現代社会にあっては、たとえば夜間中学など識字学級にかよう、いわば
モジ文化からもっとも疎外されたひとびとでさえも、具体的な生活上の必要性からだ
け、モジをみにつけたいとおもっているかどうか、あやしい。多数派である識字層の
くらしぶりを「ひとなみ」ととらえた、「せのび」の側面は否定できない（注８参照）。
パウロ=フレイレらの識字運動や「生活綴り方」運動をふりかえっても、識字力が

生活機会をひろげ、日常生活を対象化する、きっかけ／てだてをあたえることは、い
うまでもない。また現状の媒体が機能している以上は、それに最低の適応はしないと
致命的な損失をこうむるという、さしせまった問題もある12。
ところが現代日本語のばあい、構成原理のことなるモジ体系が混在するだけでなく、

日本語漢字が本質的に恣意的であり、解読するがわにとっては無限・無原則にうつる13。
たとえば日本語を日常的に十分ききとりはなせる外国人が漢字まじり表記にはねかえ
されるのは当然だ。しかし、既存の識字運動の大半は、既存の媒体体制をすこしも批
判することなく、媒体から疎外された層の適応を援助するにとどまってきた。わるぎ
などないにしても、被差別者を差別者がわにひきよせる同化主義の一種にほかならな
い［ましこ 2001c：271-2］。それは、言語エリートが、戦略上、媒体の駆使能力の差別
化を維持しようという悪意をもっているのとは本質的にことなるものの、大衆自身が
多数派として「たえ間なくおいでおいでの手まねき」をくりかえし、結果として、少
数者の「まねかたがうまくないとか、趣味がよくないとかと、けなしやっつける」こ
とへの加担となる。なぜなら、「識字学級」という補償教育が特別にあてがわれている
こと自体が、文化的な不適応、「欠如」を意味するわけだし、既存の媒体の非合理性に
まったくてをつけない多数派は、「けなしやっつける」といったあからさまな精神的暴
力をふるわないまでも、冷笑したり、差別感をともなった、やすっぽい同情をかける
にとどまるはずだからだ。「漢字はおぼえてしまえば便利だ」という身体的実感をかか
えている人物が、あついかべとしての日本語漢字の非合理を実感することは不可能だ
し、差別／排除の実践をみずからがおこなっているという自覚をもつほうが異常であ

12実は、おおくの民族集団は、日本語媒体に依存しないモジ生活をおくることで、致命的情報欠如におち
いることをさけている。民族ネットワークと、英米語やポルトガル語などによる新聞や放送をとおしてであ
る。しかし、たとえば災害時などは、こういった情報源は不十分な機能しかはたせないのは、いうまでもな
い。そして、こういった事態は、日本在住の民族的少数派だけでなく、視覚しょうがい者、ろう者／難聴者
などでも深刻な課題となっている。公教育をふくめた人権の保障として、情報のバリアフリー、ひいては、
ユニバーサル・デザインが必要とされるのである。それが不十分な日本は、人権後進国といって、さしつか
えない。第 6 節参照。

13民族語独自のモジと漢字が混在するのは、韓国のばあいも同様だが、よみかた／おくりがななどの恣意
性はかかえこんでいない。漢字はもともと、造字によって限界が突破されるという宿命をもっているが、日
本語漢字のばあいは、固有名詞を中心に膨大な特殊用法が蓄積・放置されたままになっている（もちろん、
現代日本語表記よりも、前近代のほうが、より恣意性がたかかったが）。「埼玉」「岐阜」といった地域名に
しかほとんどもちいない「埼」「阜」といった漢字がぜいたくに容認されたり、「長谷」「五十嵐」といった
究極の慣用よみが放置されることで、使用者は日常的に「教養」「注意力」の多少をためされるという、サ
ディスティックな空間がかたちづくられてきた。第 6 節参照。



66 社会言語学 II (2002年 9月)

る14。
識字学級などの「生徒」たち（＝大半は中高年）が、存命中に日本語漢字を駆使した

「立派な文章」をかくことはほぼありえない。山田尚勇がのべるとおり、「一つの文字
体系を自由自在に駆使する技能を習得するのには、少なくとも数千時間はそれとつき
あわなければならない」以上、当然の結果だ。能力ではなく機会であり、識字学級な
どの「生徒」たちは、モジ習得につごうのよい十代をとりもどせないのだから。もち
ろん、非識字者でありつづけるよりは、情報格差をちぢめることができて、生活機会
はひろがるのだが、「こどもっぽい」モジ生活をつづけるほかない、かのじょら／かれ
らが被差別者であることから解放されることは、実はないのである。
実は、識字学級をふくめた補償教育の関係者の大半は、多数派日本人が日常的に駆

使している媒体を「素養」と信じてうたがっていないのだ。要は、「欠如」はうめきれ
ないが、できるだけのことはしよう、といった、「つみほろぼし」感覚が共有されてい
るとかんがえられる。資本主義や福祉制度の不備が教育機会をうばったのだから、そ
の「あなうめ」を道義心から、かってでているということだ。これは、多数派社会の
差別的処遇、侮蔑的態度に道義的いかりはおぼえても、実は「能力」概念を多数派と
共有している「特殊教育」関係者のおおくと通底した自己矛盾といえよう。十分な教
育機会をあたえられない現状の社会に問題を感じても、「獲得すべき素養」には問題
を感じないひとびととしてである。こういった関係者がおこなっていることの本質は、
社会の変革にはまったくかかわらず、つまり、社会の本質をそのまま温存したままで、
最下層のひとびとを、また最下層にとどめることといえよう。「欠如の量がへって、す
こししあわせになったのだから、そのてだすけをした関係者は崇高だ」という、関係
者の自己確認作業の素材として利用されたという酷評も不可能ではなかろう。
「のこされた時間／能力のなかで、可能な機会は最大限にあげたい」という教育理

念はうつくしい。その善意はうたがいようもない。しかし、そういった「おちこぼれ」
を構造的にうみだしてきた社会の本質、媒体の機能不全はとわなくてよいのか、既存
の媒体に適応することで相対的にえられる機会がひろがれば、それでめでたし、めで
たしで、すむのかである。媒体の「ユニバーサル・デザイン」が達成されることで、不
利益をこうむる層が極小化され、同時に多数派社会の構成員の差別意識根絶がともな
うのでなければ、問題は解決しないはずだ。
では、なぜ関係者は、既存の媒体／社会を変革する必要性を痛感せずにきたのだろ

う。それは「教育機会の平等／補償」をうたう勢力の大半が、文化資本上、上位にあ

14こういった身体性のグロテスクな自己矛盾の実例は、かつての新左翼の媒体戦略にみてとれる。かれら
は、ひやとい労働者と連帯し、ときに救済するためと称して、ふりがなつきのチラシを発行する一方で、機
関紙では、おどろおどろしいばかりに漢字が多用された文体をくりかえした。かれらが、真のプロレタリ
アートとしてのひやとい労働者をイメージする一方で、先端の、あるいは公式の政治主張は、漢字に過剰に
依存した文体でないと表現しえないと信じていたことは、うたがいえない。かれらは、社会の最底辺の労働
者を理念的に英雄視しながら、文化的に欠如した存在として蔑視するという、自己矛盾に無自覚であった。
もっとも、かれらからすれば、革命のあかつきには、最底辺におしとどめられた労働者も解放されて、十分
な教育機会をあたえられ、一方、「資本の走狗」を批判する難解な論文をかく必要もない社会が到来すると
いうことなのだろうが。ちなみに漢字にふりがなをふる『聖教新聞』、ですます調で終始する『しんぶん赤
旗』は、義務教育修了程度の読解力を前提にした紙面づくりに徹していて、新左翼党派よりは首尾一貫して
いるといえよう。機関紙にして日刊紙であり、最大限の多数派工作をこころみる戦術上、当然の選択ともい
えるが。
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り、それゆえに肉体労働現場から距離をおける社会的地位を確保してきたからである。
たとえば、最底辺の労働者の解放をうたう政治勢力の機関紙に巻頭論文をよせる編集
委員などは、（かりに日常は労働者であろうと）まぎれもない知識階級なのであって、解
放されるべき労働者とは生活様式も文化資本も異質な存在なのだ（注 14参照）。つま
り、無自覚ながら（いや、無自覚でなければ、たえられなかっただろうが）、自分たちの社
会的地位が、既存の媒体の本質にささえられたものであり、そこに本格的な変動があっ
たばあい、それこそ「一夜あけたら、ため込んでおいたお札がすべて紙くずになって」
しまい、過去についやした「ばく大な時間」が無意味化するという根源的な不安をか
かえているとかんがえられる。序列構造のなかでの相対的優位が実は既存の媒体だの
みだ、と無意識な状況判断がある以上、「慈善事業」のなかに現状の変革がもりこまれ
ないのも当然だろう15。

6. 漢字の逆機能

かきことばは、思考の外化の一種であり、視覚的固定化ないしは触覚的固定化によ
る記録装置である。それが機能障害をおこしたり、それを差別化装置として悪用する
層が出現／再生産されるのは、媒体自体に本質がはらまれていることが普通である。
いいかえれば、思考の視覚化ないしは触覚化による外化＝記録装置としての恣意性な
どが、機能不全をくりかえし、エリート支配をささえたり、疎外される層を再生産す
るのである。
すでにのべたとおり、日本語のひずみの主要因は漢字表記である。おおくの研究者

がくりかえしのべてきたとおり、日本語が「外国人」にとって世界でもまなびづらい言
語となってしまっている原因は、表記、とりわけ恣意的な漢字使用の実態である。そ
のため、はなしことば日本語に十分適応しながら、かきことば日本語の空間から疎外
されている層は「外国人」、視覚しょうがい者などにすくなくない。日本にくらして数
十年をへた在日朝鮮人女性（いわゆる在日一世）が、しばしばバスの行き先表示＝漢字
表記がよめないために利用できずにいたというのは、関係者のあいだでは有名なはな
しである16。

15こうした知識人の存在被拘束性は、その駆使する媒体が、存在の基盤だけでなく存在意義の根幹をなし
ているのだから、ある意味必然的な産物である。しかも、媒体が記録伝達する内容の有用性というよりも、
媒体自体の威圧性が知識人の権威＝後光を形成しているのだから、なおさらだ。支配秩序維持のために、媒
体の威圧性の神秘化をはかり、みずからの権威化をめざすのは、存在様式上、当然の戦略なのだから。注 11
でのべたとおり、日本の知識人のばあい、漢字表記がその重要な装置となるのである。
ちなみに、「慈善事業」でなどなく、まさにおしえることを「メシのタネ」にしている教育者たちは、こ

ういった不安を抑圧する必要性さえないのだろう。「常識の欠如態」としての生徒・学生を、「市民（成人／
真人間／教養人……）」へと育成するという「聖職」だと信じてうたがっていないようだから。関曠野が、
教師／生徒関係を、サディズム／マゾヒズム関係として理解し、教師とは、みずからをもっとも「生徒化」
に成功した存在であり、教師／生徒関係とは、犠牲者が犠牲者を再生産していく「ドラキュラ物語的な悪循
環」なのだと指摘したモデルは、公教育の本質をよくとらえているとおもわれる［せき 1985：186］。
さらに、R．ジラール=作田啓一流に、近代社会の個人主義的人間関係の微視的機構が、「欲望のコピー」

なのだとすれば、「生徒化」するとは、教師が体現する媒体への偏愛＝フェティシズムを内面化することな
のであり、いじわるな指導にたえた生徒ほど、後年、こだわりがつよく、いじわるな知識層にそだつだろう
ことは、十分予想がつく［さくた 1981］。

16中高年になって識字学級にかよう、おもに女性たちは、モジ習得が容易な時期をのがしてしまったとい
う障害をのりこえた、ある意味人生の再出発だといった「美談」を消費する層がいるが、かの女たちの現状
（民族／性別という二次元での複合差別の産物だが）には漢字表記の恣意性がふかくかかわっているという
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漢字表記の恣意性にもとづく機能不全の具体例については、これまで［やなぎた
1935=1990］［やまだ 1987］［のむら 1988］［うめさお 1990］［ましこ 1993b，1996，
1997a，1999，2001c］など蓄積があるので、以下素描にとどめる。

(1)モジ体系の構成要素が質／量ともに過大で、無意味な冗長性がおおい。
・字種数がアルファベート系より２けたおおい（最低数千種）。
・しかも、造字／てがきという経緯による異字体の発生などで原理的に限界がない。
・したがって、継承文化の尊重という姿勢を維持すると、電子処理不能の領域がかな
らず発生する（外字あつかいで作字する作業が膨大になり、モジばけも続出）。
・画数がおおく複雑で、アルファベート系の２倍以上のドット数を必要とする。視覚
情報として処理しようとする弱視者に負担と混乱をもたらす（本号あべ論文参照）。
・冗長性となるはずの字形の複雑性は、識別しやすさにつながらず、住所など定型が
おおい空間以外では、てがきを機械よみとりすることは不可能にちかいし、活字さえ
よみとりミスが生じる（電子情報以外は盲人用読字機が成立しない）。
・当然、コンピュータの漢字辞書に膨大な負荷がかかり、字種を特定するコード表自
体が政治的闘争の舞台となる。制限をどこにひくか、どの字種を採用するか、など。
・部首などに語源／語義などがおりこまれており、音もしめされているというが、実
際には恣意的で混乱をひきおこす字形がおおく、たえずてがきしていないと、どんど
んわすれる（教育現場で残存する「一点一画入魂」主義など、サディズム／マゾヒズム）。
・「外国人」を中心に、字種数／画数／恣意性におそれをなして、識字を放棄する層が
構造的にうまれる。あるいは、当座必要な字形だけ暗記してすます層が潜在する。
・漢和辞典／漢字辞典／漢語辞典といった、日本語漢字の辞典類も、以上のような質
／量の複雑性と恣意性をかかえこむため、辞典類で検索すること自体が大量の文化資
本を必要とする。
・紙上にしろ電子媒体上にしろ、記号要素の対立関係維持のために、膨大な人員／時
間が投入されるという「費用」問題がついてまわる（うちこみ、識別、ほか）。機械処理
するためのソフト作成の費用自体が、かくれた社会的負担として、諸資源を消費する。

(2)よみ／語義があまりに恣意的で、通常の学習環境では体系的理解が困難である。
・音／訓が複数あり、しかも慣用という以外、説明不能の表記が無数にある。
・とりわけ、地名／人名をはじめとする固有名詞は、恣意性のかたまりであり、「外国
人」／しょうがい者／新参者の理解を拒絶した「迷路」をなしている。
・文脈によって、よみわけが必要なもの、語義がまったくことなってしまうものさえ
ある。当然、しこみに時間のかかる分、文化資本＝「教養」として歴然とした格差が
露呈する。専門家／しろうとの識別も容易になる。
・外国人労働力を導入しようにも、「文化的海禁体制」が機能して、日本語情報の仕様
／流通が、国内限定になるほかない。英米語論文しか参照／執筆しない日本史研究者
が少数派ではないといった、冗談のような現象が学界でもくりかえされる。

意味で、美談は多数派日本人の自明視する体制の矛盾の産物にほかならない。
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・よみ／語義の恣意性は、膨大な字形数と同様、ベテランにも過重な負担をしいてお
り、類似／連続した記号との対立関係をわすれないよう、つねにつかいつづけ、ある
いは典範を参照して記憶維持をおこたらないようにしないといけないという強迫観念
をもたらす（使用者の大半に不安をいだかせ、逸脱者への攻撃性も維持される）。
・視覚しょうがい者や機械が情報処理しようとしたとき、以上のような恣意性は致命
的な機能障害をもたらす。
・当然、コンピュータの日本語ソフトのなかで、以上のような恣意性に対応するため
の膨大な情報量が必要とされる。一説では、固有名詞用の漢字情報処理のために８わ
りの入力がなされているともいわれる。
・「つづり字発音」ならぬ「あて推量」発音が横行し、たとえば在来の固有名詞の発音
を変質させる［ましこ 1996，1997a，2001c］。
・よみあやまりの回避や慣用よみの徹底のためには、ふりがな、（よみがな）などが必
要となるが、ふりがなのばあい、テキスト・ファイルにのらない。
・また、ふりがなのフォントがちいさくなるため、しばしば「ゃ／ゅ／ょ」「っ」「ぁ
／ぃ／ぅ／ぇ／ぉ」などの大小の対立が不鮮明だったり、識別不可能になる。
・(1)同様、恣意的で複雑な「よみ」が、膨大な人員／時間が投入されるという「費用」
問題をもたらす。

(3)漢語原音の音素対立やアクセントが音よみ化する際に摩滅し、同音語が発生。
・同音異義語＝文脈ぬきにきいたらわからない漢字語が大量発生。
・漢字＝語源ぬきには、識別不能かのような錯覚が発生（マッチ-ポンプ現象）。
・ろう者など以外は、よみをインデックスにしているため、同音異義語による変換ミ
スが多発し、校正でもみおとされる（無意識な文脈把握）。
・同音異義語を利用した、ことばあそび（ダジャレ、かけことば）が異常発達し、とき
に冗談／単純ミスなどかどうかの識別が不可能になる。

(4)漢字が表意モジ／表語モジのように感じられるために17わかちがきが発達しない。
・わかちがきの未発達が、漢字ぬきにはモジ列の分節が不可能のような錯覚が発生。
・アルファベート圏や点字空間での常識にひどく鈍感になる。
・漢字語のとばしよみによる速読が可能という神話が横行する。

(5)漢字が表意モジないし表語モジのように感じられるために、略語が横行する。
・京浜／阪神／阪大といった固有名詞を軸に、「とびいし」式に漢字語を圧縮した略語
が際限なくつくられ、しかも、当初は地域／業界内だけの、「うちわ」のものだったは
ずの略語が、だらしなく外部にもれでて、常識であるかのように、はびこる。
・その副作用として、カタカナ語にまで４音節に圧縮された略語がはびこり（「ワープ
ロ」「パソコン」「エアコン」……）、これも当初の業界用語の流出がひきおこされる18。
・これらの現象は、一般に定着するまでに、流行語の諸段階をふむので、社会層によっ

17日本語漢字は大半の語源が忘却された体系なのに、象形モジで漢字を象徴させる俗説が支配的。
18英米語教育の大衆化と差別化装置としてのカタカナ語の関連については注 11、［ましこ 1995］参照。
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て、まったく対応できない部分がかならず再生産される。

(6)かながきか漢字かの判断は文脈と表記者の判断次第であり、基本的に恣意的。
・とりわけ漢字語でないものは、かながきと複数の同訓異字が並立する。
・漢字変換の基準は、使用実態の平均値がとりあえずの標準になるにしろ、判断基準
は表記者のこのみなど恣意にまかされる。
・したがって、ときに同一表記者の同一文脈での表記のユレさえでるなど、単語検索
ほか、情報処理上のおおきな負荷となる。
・もともと、辞書ぬきには自信をもってかききれない漢字表記なので、ワープロソフト
の辞書機能に依存しきったかたちとなりがちで、しかも自動漢字変換にまかせること
で、てがきのときよりもずっと漢字のしめるわりあいが増加する19。つまり、自力の
漢字駆使能力とは異質な「せのび」が横行する（同音異義語の識別解説については、ワー
プロソフトの辞書機能に限界があるため、「せのび」意識に応じて、辞書依存が際限なく、つよ
まりかねない）。
・漢字のしめるわりあいがおおきいほど、非日常的に重厚なふんいきが演出できると
いう倒錯的思考がはびこっているので、特殊な漢字変換まで登録するまでもなく辞書
に入力ずみのものほど有能なソフトだといった錯覚が横行する。
・てがきのばあい、辞書に依存せずに漢字を駆使できる質／量は、学歴など文化資本
の重要な軸をなしているので、逆にいえば、漢字がすくない文章は、こども／「外国
人」／知的しょうがい者／低学歴層などによるものか、ふざけているか、など、特殊
なばあいだといった判断＝排除／差別意識が横行する。

おわりに

以上分析してきたとおり、漢字表記維持にまつわる対費用効果は客観的にみたとき、
諸個人にせよ、日本社会全体にせよ、わりがあっているとはおもえない。しかし、い
わゆる「漢字不可欠論」というのは、くめどもつきぬいずみのように、わきあがって
くる。その論理構造の知識社会学的背景については、くりかえすことはしない［ましこ
1994a，1997a，2001c］。くりかえし強調すべきことは、日本語漢字という、およそ日
本社会以外ではほとんど使用者のない、普遍性をもたない文化資本を「独自文化」「既
得権」だと信じる層に、「自主的放棄」をせまっても無意味なこと、「書生」たちの後
継者は大衆社会の最下層にまでもいきわたるほどになった現代において、「エリート支
配だ」という批判が絶対にうけとめられないだろうことである。しかも、「漢字の逆機
能」＝機能不全／自己矛盾をいかにていねいに解説したところで、みみをかさない層
がほとんどである。

19たとえば、「ヒンシュクをかう」といった表現をはなしことばにつかうひとでも、「顰蹙」といった漢字
をまちがえずにかくのは負担感がおおきいので、かながきするか、「いやがられる」とか「はなつまみもの
だ」、「みながまゆをひそめる」といった表現をえらんでいたのに、ワープロソフトの進歩によって、虚勢を
はることが可能となったのである。注 14 で指摘した新左翼の機関紙の文体／表記も、体制との力関係の圧
倒的劣位を隠蔽するための虚勢、と理解することも可能だろう。もちろん、真のプロレタリア革命をうたう
党派としての自己矛盾はおおうべくもない。
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鈴木孝夫らナショナリストによる、西欧言語学の限界としての漢字分析能力という
指摘は、まったくまとはずれではない。表記法が、日常的なはなしことばの速記に類
するもの、二次的な言語現象といった規定は、あきらかに文化現象の過小評価だから
である。そして、こういった、西欧言語学による日本語分析への違和感の噴出として
は、時枝誠記らがさきがけだろうが、鈴木孝夫らによる運動も相当の賛同者をえたと
かんがえられる。しかし、西欧言語学の方法論確立の軸となった、音声現象の把握第
一主義は正当だったし、その際に、表記法がかたちづくってきたさまざま幻影をとり
はらう意識的作業は不可欠の要件だったのである。そのことは、日本語漢字表記にと
らわれることによって、地域語はもちろん、標準日本語の現実さえみそこなうような
共同幻想を破砕するためにも、意義ぶかい方法論的移植だったといえよう。その意味
で、鈴木らの反応の大衆化は功罪あいなかばするものであって、すでに知的反動の様
相さえしめしはじめている［ましこ 1997a，2001c］。
田中克彦は「漢字は文字として、より複雑であるからより高級であり、それを受容

することができたのは有能の証拠である」といった論理を、「複雑なものを単純になし
得ない」以上、「無能の証拠」だと、きってすてた［たなか 1992：31-2］。これはあらゆ
る知的表現にあてはまることで、最初複雑な表現形式をとってしかしめせない次元の
ものも、いずれ簡明な表現へとたどりつく過渡的な段階のはずであった。それが達成
されないのは無能か怠慢なわけで、日本の知識人については、そのいずれもがあては
まるのだろう20。研究者や官僚層がこぞって、くろぐろとした字づらをもって、みず
からの権威をたかめられると信じてきたのだから、媒体利用がもたらす結果の意義で
はなく、マゾヒズム＝非能率な媒体にヤセがまんできる心身のひけらかしあいを「有
能」と勘ちがいしているだけなのだ。
また大衆も、日常語からかけはなれた言語表記ほど、支配される正統性を証明して

くれているような、ありがたがりかたをし、あるいは無力感による面従腹背をくりか
えすというかたちで、あるいは支配のがわにみずから参入するかたちで、「共犯者」＝
多数派として統合されてきた。支配層／被支配層こぞって、「複雑なものを単純になし
得ない」「無能の証拠」からめをそらしつつ。
もちろん、英米語／コンピュータなどの諸知識へと、媒体上の差別化装置の重点は

うつりつつある。しかし、そういった「黒船」がいかに強力であろうとも、「すりこみ」
による「ナレ」を基盤とした「和魂洋才」式の発想が共有されるかぎり、かくれた自
己矛盾や差別を意識化においた合理化がくりかえされていくであろう。なにしろ、天
皇制とならんで、日本語漢字こそ、日本特殊文化論の機軸なのだから21。したがって、
「無能の証拠」をつぎつぎとつきつけ、エリートの差別化装置を解体していく以外にな
いだろう。いずれ自己矛盾にみちた文化項目は、趣味人だけの継承文化へと縮小して
いくだろうが、それまでにうしなわれるだろう、おおくの人材／時間をふくめた諸資
源を、「うみのくるしみ」と合理化してはならないからだ。

20明治期の翻訳漢字語が名訳であり、日本の近代化のみならず、東アジアの漢字文化圏の圧縮された西欧
化の基盤だったという、てまえみその議論が、無数にくりかえされてきたことは、いうまでもない。漢字を
つかわない欧米がなぜ一級の文明国／学術組織をなりたたせることができたかについての根本的検討をさけ
た東アジア＝漢字文化圏特殊論は、オリエンタリズムの反動的受容といえよう。

21かなをふくめた、日本におけるモジとナショナリズムとの関係性についての試論として、［ましこ 2001a］。
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それと同時に実践されねばならないのは、漢字依存症＝記号フェティシズムから自
覚的知識人をさきがけに解放されていくこと。具体的には、(1)漢字の使用率・字種数
をへらしていくこと、とりわけ画数がおおくマレにしかつかわれない漢字への依存を
やめていくこと。(2)かな／ローマ字がきできる領域を積極的に開発実践していくこ
と。そのための、在来の、きいてわかりやすいことばを、盲人の点字実践などから、謙
虚にまなぶこと。(3)また、ふりがな依存もさけること（あべ論文参照）。(4)しかし、
英米語やカタカナ語への逃避といった、あらたな依存ににげこまないこと、(5) 公的
空間での表示には、「外国人」などのために、かながき／ローマ字がきをそえがきする
こと、(6)視覚しょうがい者の情報権を保障するために電子情報をつねに用意するよう
制度化していくこと、などがあげられよう22。こういった実践論をかたる本論考自体
が、多数の漢字とカタカナ語に依存している点で、自己矛盾にみちみちた過渡的な存
在なのだが。
要は、実質のある情報を提示できる専門人以外が権威をもちえないよう、媒体によ

る権威主義をすべて解体すべく、めざめた専門人から実践がはじめられねばならない。
しかもその際、もっとも不利益をこうむりそうな層をつねに想定した改善案がこうじ
られるべきである。しょうがい者／外国人にとってつかいやすい情報環境は、いきつ
くさきは、すでにのべたとおり、媒体の「ユニバーサル・デザイン」といえよう。そ
れは、程度の差こそあれ、しょうがいをかかえている高齢者や、媒体への対応が不十
分にしかできない学童／幼児にも障害となりづらい媒体の出現／定着を意味するので
ある。
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言語論と通貨論の新たな接点
—地域通貨の視点から—

木村護郎クリストフ †

1. 本稿の課題

言語と貨幣は、人間社会において果たす機能の類似性が指摘されることがある。そ
の類似する複合的な機能は、言語と貨幣を関連させるさまざまな考察を誘発してきた。
しかし言語論、とりわけ「言語の経済学」とでもいうべき領域においては、通貨論は
大言語の拡大を説明し合理化する機能を果たすために持ち出されるのが定番となって
いる観がある。それに対して本稿では、貨幣の基本的機能を従来の法定通貨とは異な
る形で再編成するものとして登場している地域通貨に注目し、通貨論を言語論に新た
な形で接続することを試みたい。とりわけ少数・地域言語（以下、少数言語）の意義に
関する創造的な比喩として、また少数言語との現実的な連携可能性をもった通貨形態
として地域通貨をとりあげることによって、従来とは逆に言語的多様性を評価するた
めに通貨論を援用する新たな可能性を提示するのが本稿の課題である1。
はじめに言語と貨幣の基本的な機能的類似性を確認した後、通貨論を言語論に援用

する従来の論考をとりあげ、その傾向性を検証する。次に、地域通貨が生み出される
背景や基本的な特徴を整理する。その上で、地域通貨の通貨論を言語に関する考察に
つなげていくことになる。

2. 言語と貨幣 ― その機能的類似性

言語と貨幣が人間社会において果たす機能には興味深い類似性が存在する。
まず、言語も貨幣も交換を媒介する機能をもっている。言語コミュニケーションに

よって、物の提示や身振りに頼ることなくメッセージの交換が飛躍的に幅広く可能に
なり、貨幣経済によって、物々交換のような即物性・即時性という制限がなくなり商
品の交換の可能性が広がる。このように言語と貨幣は、使用者の共通了解にもとづい
て使用される媒体によって交換の可能性が飛躍的に増大するという点において類似す

†きむら　ごろう／名古屋生まれ／慶應義塾大学講師／専攻:言語社会学、異言語教育学、ソルブ学／主
要著書・論文『ことばへの権利』（共編、三元社、1999）、「差異の継承と発展－カトリック・ソルブの祈
祷・聖歌集「ヴォサドニク」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 6
月）、Intentionale Eingriffe in den Sprachgebrauch - Perspektiven und Probleme einer umfassenden
Theoriebildung[言語使用への意図的な介入 － 包括的な理論形成の展望と課題], in: Fiedler, Sabine / Liu
Haitao (Hg.): Studien zur Interlinguistik, Praha: KAVA-PECH 2001, S. 19-29 など。
電便:goro@sfc.keio.ac.jp

1比喩というものは取り上げる事象のある一面にのみ当てはまるのが一般的であり、比喩の使用について
は慎重でなければならないのは言うまでもない。しかし比喩は思考を創造的に広げる、あるいは深める契
機ともなる。Mühlhäusler 1995はピジン・クレオール研究を例にとって、言語学が多くの比喩（暗喩）に
よって発展してきたことを示すとともに自らも独自の暗喩を提唱することによって、言語論における暗喩の
意義を批判的に、しかし積極的にとらえようとしている。その点、本稿は、Mühlhäusler とは異なり、新
たな比喩を導入しようとするものではなく、むしろこれまで取り上げられてきた比喩法に新たな視点を付け
加えようとするものである。言語論における比喩の重要な働きについては平賀 1994 も参照。
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る特徴を持っている。その際、媒体それ自体の実体的価値は本質的ではない。言語学
が繰り返し指摘してきたように言語記号とその指示対象の関係が恣意的であって言語
共同体の約束事としてはじめて伝達がなりたつのと同じく（「イ・ヌ」という音はわんわ
んと吠える動物と本来なんの関係もない）、現代の貨幣もそれ自体で価値を持つものでは
なく、みながその貨幣を一定の価値を持つとして受け取るから特定の価値を持つのだ
（一万円札は信用を失えばただの紙切れであり、それ自体では同様の大きさの折り紙などよりも
価値を持つものではない）。しかしあたかもそれ自体で価値を内蔵するかのように扱わ
れるという点についても言語と貨幣は類似する。言語記号はしばしばその指示対象と
同一視され、貨幣はあたかもそれ自体が特別な価値を持つかのように重宝される2。
しかし言語と貨幣の機能の類似性はこれにとどまらない。その媒体を信用する人々

によって交換に使われることによって、言語や貨幣は人間と人間の間の関係性を取り
持つ機能を持っている。ある社会学者の表現を借りれば、「貨幣は交換の結晶化され
た形としてみなしうるが、その意味はそのような経済的媒体としてのきわめて限定さ
れた役割を超えている。交換はあらゆる相互行為の原型であるのみならず、人間を他
人に結びつけ、交換の場所および枠組み、あるいは交換者の総体としての社会をつく
り、個人を社会化する3」。言語も個人を社会化する重要な要素であるのは論をまたな
い。また言語はアイデンティティと関連すると言われるが、言語生態学に貨幣の比喩
を用いて論じるカルヴェが注目するように、「通貨もまた記号論的ステータスをもち、
アイデンティティのしるしとして機能する」点で言語に比されうるのだ4。
以上のように言語と貨幣には機能の類似点が見出され、しかもその類似点は言語や

貨幣の社会的意味を考える上できわめて本質的な点に関わっているようだ。言語と貨
幣がしばしば比較して論じられるのはこのような比較可能事項の中心性によると考え
られる。ただし、実際の言語と貨幣には、具体的な存在形態や交換・貯蔵のされ方な
どさまざまな顕著な違いがあることは強調しておかなければならない。本稿でとりあ
げる言語と貨幣の類似性は、実際の言語や貨幣の全体ではなく、あくまでもその代表
的な機能に関する側面についてであることを確認しておきたい。

3. 従来の言語論における貨幣論の応用
3.1. 応用例 (1) 松本道弘「英語通貨論」

本章では、言語の経済学に関する貨幣論の代表的な応用パターンをとりあげよう。
通貨論を言語論に援用する例として、まず、英語教育者の松本道弘が自らの（言語）哲
学としてあげている「英語通貨論」をとりあげよう。松本は、「英語帝国主義」などと
いう問題は存在しないということを示すために英語を通貨と比較する論を提出してい
る5。以下の四点がその議論の柱としてあげられている。

2以上のような言語と貨幣の類似性に関しては大澤 1993 も参照。
3Rammstedt 1997
4カルヴェ, 32。
5松本 1996, 27。英語の地球規模での使用の拡大の問題点に目を向ける「英語帝国主義」論については

Philipson1992、津田 1990、1993など参照。言語帝国主義一般については糟谷/三浦編 2000において多角
的に論じられている。
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a. 言語も通貨も原則的に人間のコミュニケーションの道具である
b. 言語も通貨も現実的に機能している
c. 言語も通貨も、情熱的に人間に identify(同一化)し、愛憎併存 (ambiva-

lence)を生む
d. 言語も通貨も、平等に低きに流れる

a,bでは英語がドル同様、もっとも多くの国で使われている有用な道具であることが
あげられ、cでは多くの貨幣を持つ者と同様に外国語に優れた人も羨望と嫉妬の対象
となることが述べられ、dでは、貨幣と同様、言語も「社会的地位、階級的身分、貧
富の差といった境界にとらわれずに伝播する」とされる。これらの４点の当否はここ
では本稿の論旨からそれるためあえて問わないが、英語について通貨論を持ち出す際
の基本的な発想は、通貨同様、言語も通用範囲が広い方がいいということである。貨
幣の比喩が松本の論において果たすことが期待されている役割は、国際語としての英
語の拡大を合理化し賞揚することだといえよう。

3.2. 応用例 (2) フロリアン・クルマス「ことばの経済学」

松本の英語通貨論は、言語や貨幣を便利な道具としてのみとらえて比較する単純さ
においてきわだっているが、特定言語の拡大を説明する文脈で通貨の比喩を持ち出す
ことは言語の経済学について論じる他の論者にもみられる。たとえば井上史雄は言語
の市場価値について次のように述べている。

「言語市場価値の基本原理は通貨としての言語である。広く流通し、価値
変動のない（または価値増大の見込まれる）通貨ほど、喜ばれる。両替のとき
にはドルが世界で通用するのと、ほぼ対応している6」

また言語の経済性を多角的に考察しているクルマス 1993においても通貨論は共通
語の広がりという文脈で登場する7。社会発展の要因として言語と貨幣は似かよった振
る舞いをすることがあげられ、「貨幣によって直接の商品交換から解放され、より大き
く、より非個人的に、より抽象的になった市場」と「社会全体を包括する共通語」の
発展が対応的に論じられる8。クルマスは次のように述べる。

「両者、すなわち貨幣経済と共通語は、質的な社会発展の一歩をあらわす。
両者が個人を新たなやり方で相互に関連づけ、経済・社会・文化生活への
参加の新しい可能性を開いたからである9」

しかしクルマスは、単に共通語と貨幣の発展を比較するのではなく、「経済の拡大が
諸言語の標準化と平行して進んでいるのは偶然ではない10」として言語と貨幣経済の
現実の関連性にも注目し、言語もそれ自体として経済的な要因の一つであることに注

6井上 2000, 33。
7クルマス, 28-。
8同, 32。
9同, 32。

10同, 32。
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意を喚起する。さらに、言語や貨幣が中立な道具ではなく権力や支配ともつながると
いう側面も考察に含まれる11。
このようにクルマスの言語経済学における通貨論は松本の論に比べて複雑になって

おり、また国際共通語よりは国家語の発達に関して用いられている。しかし、言語論
に対して通貨論が果たす役割の根幹は松本の場合と類似している。すなわち貨幣 (経
済)の発展と言語の通用範囲の拡大の対応関係が、比喩、または現実的な関連性によっ
て示される。通貨論はここでも事実上、特定言語の拡大を説明し合理化する役割を果
たしているといえよう。こうして共通語の拡大が近代における言語経済学的な必然と
して提示されると、共通語になれなかった少数言語は不可避的に敗者として描かれる
ことになる12。本書の末尾でクルマスは次のように、現代社会における少数言語の展
望について否定的な見解を述べている。

「経済関係が地球規模で広がっていく過程で、遠隔の地に住む少数民族も、
ますます大規模な経済とコミュニケーション共同体のなかに組み込まれ、
適応を迫られている。しかし彼らの言語は、現代のコミュニケーション機
能という点からすると欠陥だらけであり、それ相応に現代生活にかかわり
たいと思う個々人にはまるで役に立たない。こうした理由から、多くの小
言語は急激に使われなくなり、なかには遠からず彼らの共同体のコミュニ
ケーション・レパートリーから姿を消すものも出てこよう13」

4. 地域通貨の背景と特徴
4.1. 地域通貨の背景としてのグローバリゼーション

以上、現在の法貨を前提とする通貨論が言語論といかに接続されてきたかについて、
いくつかの例をみてきた。次に、地域通貨の視点から新しい接続の形を探っていこう。
地域通貨という現象が近年注目を集めるようになった背景としては、グローバル化

の進展があげられることが多い。地域通貨の推進論者が地域通貨興隆の背景をどのよ
うにとらえているかを、グローバル化との関連で地域通貨の意義を考察している西部
忠の論を中心にみていこう14。西部は、グローバリゼーションの本質として、「市場の
外延的拡大」と「市場の内包的深化 (「純化」)」をあげている15。前者は、市場経済領
域の世界的な拡大を指し、後者は、すべての財やサービスが利益を生む収益機会（資
本）として捉えられるようになることを指す。こうして、グローバル化の究極の姿と
して「労働力を含むあらゆる商品が利潤のために生産され、人々が自分自身を含めた
あらゆる収益機会に投資する「自由投資資本主義」16」が提示される。西部は、そこで

11たとえば、（旧）植民地における宗主国家語の弊害が、外貨が国民経済にとって危険性をはらむのと比
較して論じられている (40-)。

12本書は慎重な筆致で経済決定論を否定しながら (200, 「経済原理による還元主義は私の意図するところ
ではない」(394))、事実上、経済論によって言語現象を説明しようとする (「今日、世界の言語地図を塗り
替えるのは、ひとえに言語の経済性である」(396)) 側面を持っている。

13同, 396。
14西部 2000 イ、ロ、ハ、ニは本稿で扱う論点に関して記述の疎密が相補的であるため、合わせてとりあ
げる。

15西部 2000 ハ。
16西部 2000 ハ, 336。
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開かれる自由とは投資の自由でしかないと論じ、「グローバリゼーションとは、われわ
れの生そのものを投資行為にせよ、収益獲得のための手段にせよと迫る、資本主義に
内在する本質的な傾向17」であるとする。このように市場経済の拡大・深化として捉
えられるグローバリゼーションの問題点として西部は次の諸点をあげている18。まず、
経済の不安定化である。貨幣はもともとは価値の尺度、交換の媒体であったのが、貨
幣の商品化の進展によって、投機による貨幣の自己増殖がおこる。現在、外国為替市
場で取り引きされる貨幣の 98%が実体経済 (財やサービス)の取り引きと関係していな
いという19。実体経済と対応しない投機はバブルにつながり、金融危機をひきおこす
可能性が高いとされる20。第二に、市場の暴走による公害や自然破壊、生活の画一化
があげられる21。第三に、コミュニケーションの希薄化があげられている。市場の論
理がコミュニティに浸透することによるコミュニティの崩壊は、「市場における貨幣を
媒介にした一元化された経済的コミュニケーション」の肥大化のかげで、「複雑な文脈
と多様な背景知識を前提として成立する言語的コミュニケーション」が衰退すること
と関連づけられる22。 西部によると、グローバル化の進展に伴う「財・サービスの普
遍的な商品化は、商品の売買や貨幣の増殖という形式以外の、人間の行為やコミュニ
ケーションの自由を根本的に閉ざしてしまう23」。その例として、家族内における商品
化の進展があげられる24。

4.2. 地域通貨の特徴と意義

このようにグローバル化の問題点を捉えた場合、その原因の一端が実は通貨システ
ムにあるという発想から生まれたのが地域通貨といえよう25。紙面の関係上、地域通
貨に関する詳しい議論は文献一覧にあげた諸文献にゆずるとして、ここでは基本的な
特徴を確認するにとどめる。西部は、グローバル化を支え促す現行の通貨システムと
異なる特徴を有する地域通貨の共通する目的を次のようにまとめている 26。

１ 信頼を基盤とした互酬的な交換
２ 地域内の経済循環
３ 無利子 (もしくは負の利子)

17同, 337。
18区分は西部 2000 ロ, 144-による。同様に論じている西部の他論文も加味した。
19リエター, 25-。
20西部 2000 ロ, 144-。
21画一化に関して、西部は全ての財やサービスの商品化の進展を、与えられた「メニュー」の中の選択し
かできなくなる状況として言い表している (西部 2000 ロ, 130)。

22西部 2000 ハ, 330-。
23西部 2000 ロ, 136。
24西部 2000 ロ, 130-。
25地域通貨を推進する論を展開するリエターは、上にあげたグローバル化の三つの問題点に関連して、そ
れぞれ次のように述べている。「私たちは、近代社会において経済が際限なく成長することを運命づけられ
ていると信じ込んでいるが、それが利子やマネーシステムそのものと関連しているなどとはこれまでは思い
もしなかったのである」（リエター, 70）。「普通は貨幣の専門家も環境保護論者も、持続可能性にはマネーシ
ステムが関係しているとは思わない」(リエター, 243)。「地域コミュニティの衰退は、現代世界の至るとこ
ろで見られる現象となっている。そして普通このことが実はお金と関係しているとは思われないのだが、実
はこの問題の原因も解決方法もともにマネーシステムの中に見出すことができるのである」(リエター, 199)

26西部 2000 ロ, 152-。くわしくは西部 2000 イ参照。加藤 1998、2001 も類似する諸点をあげている。
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４ 非市場的サービスの活性化
５ NGO、NPOの横の連携
６ 人々に「安心」を与えるのではなく「信頼」を築く

地域通貨がどのように構想されているか、代表例として西部が紹介する LETSを例に
とってみてみよう。西部は LETSの可能性と意義として次の６つの点をあげている27。

１ 限定的な流通圏。ただし単一の帰属を迫る閉じた共同体ではなく、自発
的に参加する「開かれたコミュニティ」。
２ 利子なし。通貨の保有ではなく使用が促進される。
３ 参加者によって自発的に発行される。
４ 集権的に管理されない自立分散型ネットワークである。
５ 現行の「信用貨幣」と異なり、参加者相互の信頼による「信頼貨幣」。
６ 一元的な市場価値ではない多元的な価値を運び、文化メディアとしての
性格をも持つ。

これらの基本的な特徴をまとめるならば、実体経済と関連せずに世界を駆け巡って
増殖し、地域的な共同体を薄めていくとされる現行通貨に対して、地域内の実際の多
様な財やサービスの交換に対応する通貨システムを自発的につくることによって、地
域経済の振興ないし非市場的なつながり（共同性）の再構成を図ろうとしているといえ
よう。グローバル化によって推進される「市場社会」において、かつてポランニーが
指摘したように「社会関係の中に埋め込まれていた経済システムにかわって、今度は
社会関係が経済システムの中に埋め込まれてしま28」うとすると、地域貨幣は、経済
をふたたび社会の中に埋め込もうとする試みとしてとらえることができるだろう。金
子は地域通貨を市場経済の暴走に対する安全網の一つとして評価している29。

5. 言語経済学への地域通貨の示唆

地域通貨自体の意義や可能性について論評することは筆者の能力の及ぶところでは
ないが、以上のような特徴を持つとされる地域通貨は、言語の経済学にとって、これ
まで通貨論の援用が果たしていたような大言語拡大の合理化ではない新しい視点を提
供するのではないだろうか。以下では、地域通貨論の言語論への接続を試みる。本稿
では、今後の考察の出発点として、示唆に富むと考えられる点をいくつかあげたい。

5.1. 自発的変革可能性

伝達媒体と人間の関係について地域通貨が提起することとして、まず、通貨システ
ムを自分たちで変革（ないし創造）していくという発想があげられるだろう。貨幣は通
常、一般市民が自由に変えることができないと考えられているが、地域通貨は、有志

27西部ロ 159-。
28ポランニー, 49。
29金子 1999。
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が「勝手に」作って流通させるのである。現在では世界の千以上の地域に広がってい
るという LETSも、もともとはカナダのバンクーバー島のマイケル・リントンらわず
か６人からはじまったのである。貨幣の変革可能性に関する地域通貨のメッセージは
次のようなミヒャエル・エンデの発言に集約されるといえよう。

「人々はお金を変えられないと考えていますが、そうではありません。お
金は変えられます。人間がつくったのですから30。」

これまで、通貨論の言語論への応用は、特定言語の拡大という言語現象の推移を運
命論的に受け入れることを促す効果をもっていたが、地域通貨の視点は、使用者の合
意（信用）以外に根拠をもたない現代貨幣の恣意性が、実は１人１人による変革可能性
を秘めていることに注意を喚起する。これは、同じく恣意的な根拠と慣性的な運用に
もとづく媒体としての言語についても示唆に富むのではないだろうか31。
ただし、重要なことは、エンデの述べる貨幣の変革可能性がただ地域通貨のみを念

頭においているのではないということだ。自ら通貨をつくることができるという地域
通貨の発想の根本的な意義は、国家的・国際的な通貨体制も永久不変で不可触の制度
ではないことを改めて意識させるということだ。そもそも国家による貨幣の独占的な
発行は多くの国で 20世紀になってから実現した比較的新しい現象である。また国際的
な通貨体制も「自然発生」的に成立しているのではなく、「人為」の産物としての側面
を持っている。ヨーロッパ連合各国の協定によって成立したユーロが最近の顕著な例
だが、国際通貨体制の根本にかかわる例として、第二次世界大戦後の国際通貨体制が
1945年の国際通貨基金協定を基礎にして出発した際、ドルを基軸通貨として位置づけ
るホワイト案が採用され、ドル依存を避けようとしたケインズ案が退けられた経緯を
あげることもできる。言語については、「国家語」や「国際語」（の使用形態）もひた
すら受け入れるべき所与のものではなく、問題点を改善していく可能性をもっている
ことが示唆される。

5.2. イデオロギー性

そして、上述 (4.2)のように地域通貨は明確な理念をもって行われている。このこと
は、翻って、現行の国家通貨も特定のイデオロギーを隠し持っていることを明るみに
出している。たとえば利子という制度も決して貨幣の本質的な属性ではなく、金融手
段を提供した者はそのただ今の行使を節欲したのだから報酬を受けるべきという一つ
の思想に基づいて採用されているといえる32。地域通貨論者はまた、貨幣制度がその
貨幣制度の中を生きる者に暗黙のうちに一定の世界観を植え付ける側面をもっている

30ミヒャエル・エンデ; 河邑他, 222 による引用。
31誰でも自分たちではじめることができる社会変革の方法としての言語変革の可能性と意義については木
村 1999 で述べた。ただしそこでは偽造を例にとって、変革可能性に関する言語と貨幣の違いを強調した。
この点は今では若干修正したいところだ。また同稿では単語・表現レベルの変革を中心に論じたが、言語選
択レベルでも本質的な差はないと考える。言語を自発的に社会的存在として構築する可能性と困難について
は、一旦話し手を失った後に復興が試みられているイギリスのケルノウ（コーンウォール）語の事例が興味
深い（原／木村 1999, 木村 2001 イ）。

32森野, 40。
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と指摘する33。つきつめると、地域通貨にせよ国家通貨にせよ、「無色透明」な交換手
段としての貨幣というのはありえず、その使用のされ方には常に何らかの思想的前提
を含まざるをえないと考えられる。
このように貨幣による媒介の在り方になんらかの思想ないしイデオロギーが必然的

に内在するという視点は、言語の経済学についても一考に価するだろう。従来の通貨
論の言語論への応用は、あたかも言語現象の推移が合理的な経済性に則っているかの
ように提示されていたが、言語使用のあり方に介在するイデオロギーを看過して「経
済性」を語ることは言語現象の説明として表面的にすぎる（というより誤っている）の
ではないだろうか。言語拡大の「経済性」、「合理性」とされる現象がどのような価値
観やイデオロギーに基づいて推移しているのかを併せて問う必要があろう34。

5.3. 限定性の評価

実際の使用に関して、従来の通貨に対して地域通貨がとりわけ興味深いのはその通
用範囲の限定性が評価される点である。広く交換できるのが理想とされてきた現代法
貨の場合、通用範囲の限定性は経済的観点からは消極的位置づけになりがちであった。
これに対して地域通貨は制限性が前提であり、通用範囲の限定性が積極的な価値を持
つとしてとらえられている。グレコが言うように、「国の公式通貨は使いでと柔軟性と
いう点で、これ以上望むべくもない便利さを兼ね備えて」いる反面、「それは、地方の
自立や経済の自律という観点からすると、最悪の不便でもある」35。地域通貨がめざ
す「信頼貨幣」が成立するのは規模があまり大きくなって参加者の匿名性が強まると
困難だ。ただし、上述のように（「開かれた制限性」）地域通貨は閉鎖的な共同体を前提
とするわけではない。「地域」通貨といっても必ずしも地理的な空間としての地域では
なく、なんらかの意見・関心・興味を共有する人々の間に成立する「近傍」という概
念から発生する「地域」とした方が正確である36。
このように従来の法貨と異なり、地域通貨は通用範囲の限定性が肯定されるわけだ

が、言語については、これまで限定性の役割が看過されてきたわけではない。井上は、
市場によって決定される「知的価値」を補完する「情的価値」について述べ37、クル
マスも「経済的な諸力」に逆らいうる情緒的な力について述べている38。しかし、こ

33リエターは、現行の通貨制度が創り出す世界観を「金融近眼」と表現している（リエター, 243-252）。
34言語使用に必然的に伴うメタ言語活動としての言語イデオロギーについては Schieffelin et.al. 1998、
木村 2001ロ参照。筆者は、ドイツ語のほかに少数言語ソルブ語が使用されるドイツ東部のザクセン州の二
言語地域における現地滞在調査にもとづいて、ドイツ語話者とソルブ語話者の接触場面で必ずドイツ語が使
用されるということが単に意思疎通上の要請による実用的な「合理的」選択ではなく、ドイツ語への順応を
正当化する諸概念を備えた強力な言語イデオロギーに伴われていることを示した（木村 2002）。

35グレコ, 85- 。佐野は地域通貨の制限性の高さが、「“カウンターパワー”としての機能を高める」とし
ている (佐野 2000, 48)。

36西部 2000, 146-。西部の論で NPO や NGO があげられていたことを想起せよ。加藤は地域通貨の母
体となる共同体形成の契機として、従来の地域共同体における「地縁」のほか、趣味・サークルなどの「好
縁」、市民活動やボランティアによる「事縁」、ネットワーク上の知り合いによる「情縁」をあげている（加
藤 1998、23）。このような側面を考慮すると、「地域通貨」よりも「市民通貨」という名称がふさわしいか
もしれない。

37井上 1993, 2000。情的価値は知的価値に反比例するとされる。
38クルマス, 109。
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のような側面は言語のいわば不経済的な側面として理解されているようだ。言語運動
の成否はもっぱらその言語の使用者の数の多さによって評価されるのが常だ。これに
対して、限定性を本質的な長所としてとらえる地域通貨の考え方を踏まえると、少数
言語の通用範囲の限定性についてもより積極的な意義付けができるだろう39。少数言
語の場合、誰でも参加できる地域通貨と異なり、閉鎖的な側面が強くなると思われる
かもしれないが、言語運動によって支えられる少数言語などにおいては自発的な参加
によるネットワークとしての側面が強くなっており、「開かれた制限性」は少数言語の
将来像についてもきわめて示唆に富む考え方である。

5.4. 存在様式の個性

また地域通貨は、貨幣の存在形態が多様でありうることを示している。思想、目的
や社会的条件の違いによって、地域通貨には実にさまざまな形態が生まれている。西
部は、通貨の発行形態に関しては集中的発行方式と分散的発行方式 40、また地域通貨
の流通形態としては個人主義的色彩が濃い都市型と共同体主義的な傾向が強い共同体
型を区別している41。いずれの形態がもっとも優れているということはできず、状況、
用途に応じて地域通貨の存在形態も異なっているのが当然とされる。
従来の言語経済学では、国家内については（望ましくは国家語である）共通語、そして

国家間ではなるべく広範囲で通用する「国際語」が評価され、少数言語は経済的には
敗者とされたが、目的に応じて異なる通貨形態を構想する地域通貨の発想は、言語に
ついても、現在なお多くの少数言語が目標とみなしているような国家語の縮小コピー
的なあり方をこえて多様な言語のあり方を評価することをうながす42。

5.5. 複数性

こうして、通用範囲の限定性や存在様式の個性を評価するとなると、一元的な通貨
体制では不十分だということになる。これまでは、一国につき通貨が一つあるのが望
ましいとされ、複数のシステムの併存は非効率的だと批判されてきた。しかし地域通
貨論は、一元的な通貨システムこそが不合理であることを主張し、いわば「多通貨主
義」を主張するのである。たとえばリエターは四段ギアのマネーシステムを提唱して
いる43。それによると、新たに設定されるグローバル基準通貨が三大多国籍通貨とと
もに存在し、国家通貨と地域レベルの補完通貨が共存することになる。
このような発想を言語に援用すると、通貨論の比喩が果たす役割は言語拡大の追認

39少数言語の話者が既に通じる大言語を共有している場合にあえて少数言語を使用する意義については木
村 2001 ハも参照。

40西部 2000 ロ, 153; 2000 ハ, 339
41西部イ, 110-、ロ, 158。森野／あべ／泉 2000、丸山／森野 2001 に世界および日本の地域通貨の諸形
態が紹介されている。商品券なども含めた大分類についてはグレコ 212-も参照。

42筆者は、ヨーロッパの少数言語の調査に基づいて、言語ごとに異なる存在形態を把握する方法論を模索
しているところである（木村 2002）。言語の特定のあり方を暗黙の基準にするのではなく、それぞれの存在
形態が当該地域や使用目的において持つ意味について個別に検討すべきだろう。

43リエター, 282-。
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から言語的多様性の擁護へと大きく転換する。「共通語は富である44」という、多分に
単一言語主義的な傾向を持ちやすい言語の経済学からさまざまな言語の価値を評価す
る多言語主義的な言語の経済学へ向かう可能性も考えられる45。少数言語の維持・復
興は、共通語がなかった近代以前の時代への逆戻りを志向しているのではない。共通
語に加えて、付加的な言語を持とうとしているのである。このような動きは、択一的
な発想しかない言語の経済学では理解できないだろう。

6. 実際の連関可能性および今後の課題

以上は貨幣と言語の社会的機能の類似性に注目した比喩レベルの論であるが、最後
に、地域通貨と言語の現実的な連関の可能性についても考えてみよう。ここで特に視
野に入ってくるのは少数言語運動だろう。地域通貨と少数言語運動は、運動体として
の存在形態のみならず、地域的共同性の新たな形での再生という実際的な目的も似て
いる面がある。標準語と国家通貨が国民国家の形成に関して連動したように、地域通
貨と地域言語も共通の目的のために連動しうるのだろうか。
言語と地域通貨の連動は萌芽的には既にみられる。たとえば千葉県の地域通貨「ピー

ナッツ」で使われる「アミーゴ」という合い言葉46のように独自のあいさつや身振り
を取り入れることによって連帯感を高める例があげられる。地域通貨によって培われ
た人間関係が独自の用語や言いまわしなどとして蓄積されるならば、地域の言語文化
を豊かにしていくことも考えられる。地域通貨と少数言語の本格的な連携は未見だが、
現在、多くの少数言語が地域社会でのつながりという従来の存在基盤を失いつつある
ことをふまえると、少数言語話者にとっての地域通貨の意義は自ずと浮かび上がって
くる。言語共同体と地域通貨を連関させれば、地域通貨は、いわば使用の必然性を失っ
た少数言語話者のネットワークのつながりを強める役割を果たしうる。他方、独自の
言語は地域通貨がめざすコミュニティの連帯を強める働きをしうるだろう。
また、地域通貨の試みも少数言語運動も、試行錯誤の段階にあり、必ずしも成功す

るとは限らない困難な営みである。交換の停滞や分裂など、かかえる問題にも類似す
るものがあるようだ。相互に、失敗事例の原因を分析して「他山の石」にすることも
考えられよう。
このように地域通貨運動と少数言語運動が相互に資する可能性を、小規模な運動の

脆弱さや形成されようとする共同体の閉鎖性などの諸問題を考慮に含めつつ考え進め
ることは有意義だろう。
以上のように、地域通貨の観点を言語の経済学にとりいれ、かつ実際的な連携可能

性を探っていくことは、特定言語の拡大や単一言語化を不可避とし受容させるものと
は異なる言語の経済学、いうなれば、世界の多言語使用の実態、とりわけ現在世界中

44クルマス, 20。
45ただし、ここでいう多言語主義的な言語の経済学とは、大言語拡大の現実に目をつぶって多言語共存の
理念を掲げる理想主義的な観点ではない。現実を客観的に分析するようにみえて実は特定の動きを不可避と
して受け入れさせる言語の経済学に対して、言語的にきわめて多様な世界の現実をより深く理解し説明しよ
うとする観点とならなければ意味がない。

46丸山／森野 2001, 21-32。



木村「言語論と通貨論の新たな接点」 85

でみられる少数言語復興・再活性化の動きを反映し正当に評価して場合によっては支
援する言語の経済学を構想するために有効と思われる。本稿で素描的に示した論点の
考察を発展させていくことが今後の課題である47。
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台湾総督府国勢調査による言語調査
—近代的センサスとしての国勢調査の性格からみた内容とその変化—

冨田　哲 †

はじめに

日本時代の台湾では、台湾総督府が計 7回、国勢調査を実施している1。ある領域に
おける人口の全数調査である国勢調査が植民地において実施される場合、その準備か
ら結果表の作成までの過程は、調査する側すなわち統治者が、みずからの支配する領
域をどのように想像しているのかを反映しているだろうし、また逆にそうした想像の
仕方を形成する契機にもなりえよう2。日本時代の台湾での国勢調査もまた、統治者が
台湾という空間に何を見ようとしていたのか、またそこに存在する人々を何者として
認識していたのか/認識しようとしていたのかを示すものであると言える。
こうした側面は、植民地における国勢調査を本国におけるそれと対照するすること

によっても浮かび上がらせることができようが、両者の間にできるだけ整合性を持た
せようという意図が働くことは十分に考えられるし、調査の立案者がある事項を加え
ようとしたとしても、経費上の制約などで実施が困難だと判断されれば、調査から排
除されることもあるだろう。したがって、本国政府と植民地政府の間のやりとりや、調
査をめぐる双方の関係者たちの論述なども、植民地での国勢調査を考えるうえで重要
な材料となる。
ベネディクト・アンダーソンは、『想像の共同体』の改訂版に新たにつけくわえた一

章で、地図、博物館とともに全数調査としての人口調査を、植民地国家がその領土を
いかなる形で想像しているのかを示す道具として位置づけている3。本稿もそうした角
度から台湾での調査を眺めようとするものだが、とくに言語に関する調査、具体的に
は使用言語とかなの読み書きについて論じる。これらは台湾を「内地」とは異質の空

†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・台湾史
電子郵便：lihotomita@hotmail.com
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』第 99号 (東京: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: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』第 3 号
(東京:皓星社、2000 年)

1本稿では「内地」に先立って台湾独自におこなわれた 2 回の「臨時台湾戸口調査」も含めて国勢調査
と称する。1回目 (1905年)と 2回目 (1915年)も、3回目以降の調査と同様、ある調査時点における人口
の全数調査であった。

2Anderson, Benedict. Imagined Communities. Rev. ed. London and New York: Verso. 1991.
pp.163-164.日本語版:白石さや、白石隆訳『増補 想像の共同体－ナショナリズムの起源と流行－』東京:NTT
出版、1997 年、274-275 頁。

3同上、163-185 頁 (日本語版:273-310 頁)。同様の視点を有する研究として、たとえば Hirschman,
Charles(1987)‘ The Meaning and Measurement of Ethnicity in Malaysia: An Analysis of Census
Classifications．’The Journal of Asian Studies．46:3(August 1987)．Ann Arbor: The Association
for Asian Studies. pp.555-582．大橋厚子 (2001)「農業開発地の人口調査にみる中央と地方の妥協－「組
み込みの時代」におけるオランダ植民地ジャワ島の事例－」『国際開発研究フォーラム』第 18 号、名古屋:
名古屋大学大学院国際開発研究科、139-156頁、がある。なお、佐藤正広 (2002)『国勢調査と日本近代』東
京:岩波書店、69-81 頁、は「補論」として臨時台湾戸口調査を取り上げているが、おもに調査後の刊行物
を用いた概略的な記述にとどまっている。
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間として理解することによって実施され、1920年から始まった「内地」での国勢調査
では取り上げられなかったものである。
台湾では、1905年、1915年、1920年、1925年、1930年、1935年、1940年に国勢

調査が実施されたが4、1925年と 1935年は本調査の間に実施された「簡易調査」であ
り、これらには言語の調査はない。また、1940年の調査には、「本島人」（「台湾人」）
への「国語普及ノ程度」を探るための項目があったが5、戦時体制下で整理作業が大幅
に遅れ、結果表は刊行されなかった6。そのため、言語に関して準備から結果表作成ま
での過程を追えるのは、1905年、1915年、1920年、1930年の 4回である。

1.「用語」－使用言語の調査

日本での国勢調査実施までの道のりをたどる時に、全数的な人口静態調査を志向し
た最初のものとして位置づけられるのが、1879年に 12月 31日午後 12時を調査時点と
して山梨県下でおこなわれた「甲斐国現在人別調」である。この調査の顛末は、1905
年調査直前にも『台湾統計協会雑誌』に紹介され、当事者たちの参考に供されている7。
甲斐国現在人別調で調査された項目は、1872年の第八回国際統計会議で採択された調
査事項との類似性が指摘されているが8、そこであげられていた使用言語や識字能力が
甲斐国現在人別調で問われることはなかった。
その後、1885年に国際統計協会が設立され、1895年 8月にスイスのベルンで開かれ

た国際統計協会会議では、1900年に世界各国が同時にセンサスを実施しようという決
議がおこなわれた。日本に対してもこれに加わるように勧誘があったが9、日本の国勢
調査のための準備は 1900年には間に合わず、1902年の「国勢調査ニ関スル法律」の
成立、公布を経て 1905年に第一回目の国勢調査がおこなわれることになった。この
国勢調査の当初の政府案には「教育」という項があり、記入例には「読ミ得ル者ハ読
ムト記入シ読ミ書キ得ル者ハ読ミ書クト記入スヘシ」と記されている。識字調査の重
要性が、立案にあたった各省担当者の間で共有されていたことが分かる10。もっとも、
調査実施に向けてのその後の政府の動きは鈍く、また日露戦争の影響もあって、結局
「内地」において国勢調査が初めておこなわれたのは 1920年のことであった。
みずからの領土に住む人々をすべて数え上げようとする国勢調査が、「内地」とは異

4ただし、「蕃地」に住む先住民族が調査対象に加えられたのは 1930 年からである。
5『台湾総督府府報』第 3943 号、1940 年 7 月 20 日。
6後に台湾省政府がデータを整理し、1953 年に結果表を刊行している (台湾省政府主計処 (1953)『台湾

第七次人口普査結果表』:復刻版、『外地国勢調査報告 第五輯: 台湾総督府国勢調査報告 第六十五冊』、東京:
文生書院、2000 年)。

7高橋二郎 (1905)「明治十二年末甲斐国現在人別調顛末」『台湾統計協会雑誌』第 10号、台北:台湾統計
協会、33-53。台湾統計協会は 1903年に設立された団体で、事務局は総督府官房文書課内に置かれていた。
発会式で、協会の名誉会員だった民政長官の後藤新平は、「眼前ニ横ハル所ノ国勢調査ニシテ政府愈此大事
業ヲ実行セントスルノ暁ハ本会員ノ力ニシテ能ク其効ヲ収ムルコト能ハザランカ本会ハ到底存立ノ価値ナキ
モノ也」と述べている (後藤新平 (1903)「台湾統計協会発会式ニ於ケル演説」『台湾統計協会雑誌』第 1号、
24 頁)。

8薮内武司 (1995)『日本統計発達史研究』京都:法律文化社、175 頁。
9同上、200-201 頁。

10（件名）「内閣書記官長覆申国勢調査法案ニ関スル各庁委員会同ノ経過及審査結果ノ件」1902 年 8 月
（『公文類聚』第 26 編巻 2 所収）。
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質の空間であるとされた「新領土」台湾に関心を向けるのは自然なことだったと言え
よう。すでに 1901年には、当時政府統計機関と密接な関係を持つ中央統計団体とし
て発展を遂げていた東京統計協会の機関誌『統計集誌』に、憲兵隊の一員として 1896
年に台湾の「戸口調査」に従事した窪田貞二という人物が、「内地」に先立つ台湾での
国勢調査実施を主張する一文を寄せている。ここで窪田は、「台湾は複雑したる人類を
有す則ち内地人台湾人生蕃人清人外国人等是等が増減消長は将来に台湾施政の上に大
なる影響あるは勿論附して知るべきは内地人と琉球人を区別して見るの必要あり斯の
如く人類の複雑は内地に比して大に径庭する処あり之を甲斐の一国四方山嶽の便より
して国勢調査を施行し試みたるよりも遥かに勝れるあるや万々ならん」と述べ、台湾
には「内地人」や「琉球人」を含むさまざまな「人類」が混在しているという認識に
拠って調査の重要性を説いている11。

1905年調査後に刊行された『明治三十八年 臨時台湾戸口調査顛末』によると、上述
「国勢調査ニ関スル法律」の成立後、1902年 10月に内閣書記官長より総督府民政長官
の後藤新平にあてて、台湾においては「内地」と同様の調査は難しいであろうから、調
査の方法や程度について意見を聞きたいという照会があり、総督府は協議の末に翌月、
「内地」にはないいくつかの調査をおこないたいと回答している。その一つが、「用語
土人ニシテ国語ヲ話シ得ルモノハ話シ得ト記入スヘシ」という事項であった12。この
照会から方針決定までの過程など国勢調査に関する記事が、『台湾日日新報』紙上でも
数回報道されている13。
さて、総督府の調査へ向けての準備が進むなか、1904年 8月には桃仔園庁で試行調
査がおこなわれている。上記の通り、当初総督府は「本島人」の日本語能力のみを調
査する意向だったが、この試行では「本島人」「内地人」（「日本人」）「外国人」を問
わず、「常用語」と「其他ノ語」が調査された。調査員が各所帯などに赴き、そこで所
帯票に記入された内容は、その後一人一人について作成される単名票に転写されたが、
これにはあらかじめ「内・ショー・泉・福・広・蕃・不詳」と印字されている14。

1905年 5月 29日には、国勢調査業務にあたる機関として総督府に臨時台湾戸口調
査部が設置され、6月には臨時台湾戸口調査規則などの関連法規が制定された。このう
ち「所帯票記入心得」では、「常用語」「常用以外ノ語」を「内地語」「福建語」「広東
語」「蕃語」「英語 (又ハ独逸語等)」に分けて記入することになっている。「常用語」と
いうのは家庭で使用する言語で、「発音時期ニ達セサル年少者ハ母ノ常用語ヲ記入ス」
ることになった15。
ところで、1905年調査は 1905年 10月 1日午前 0時の事実を調査することになって

11窪田貞二「台湾に国勢調査の施行を望む」『統計集誌』第 247 号、東京:東京統計協会、470-473 頁。
12台湾総督府官房統計課 (1908)『明治三十八年 臨時台湾戸口調査顛末』3-4 頁。
13『台湾日日新報』1902 年 11 月 2 日、14 日、15 日、20 日、26 日:影印本 14、1994 年、台北:五南図
書出版。

14福田真鷹 (1904)「桃仔園庁ニ於テ施行セラレタル試験的国勢調査ニ就キテ」『台湾統計協会雑誌』第 6
号、72-74頁、「桃園街ニ於ケル試験的国勢調査ノ結果」『台湾統計協会雑誌』第 8号、付録 1-17頁。なお、
単名票の略称は、それぞれ「内地語」「ショーシュー語」（原文は漢字表記で、「ショー」はさんずいに章、
「シュー」は州。以下同様）「泉州語」「福州語」「広東語」「蕃語」を表している。

15台湾総督府官房統計課前掲書、49-50 頁。なお、「常用語」と「常用語以外ノ語」の認定の仕方につい
ての地方庁からの問い合わせに、臨時戸口調査部は「兎ニ角通弁人ヲ介セスシテ談話ヲ為シ所用ヲ弁シ得ル
者」であればよいと回答している (『台湾統計協会雑誌』第 12 号、付録 105 頁、110 頁)。
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いたが、調査員が当日一斉に一から調べ上げたのではなかった。警察の管理下にあっ
た戸口調査簿の記載内容が正しいか否かを警官があらかじめ調べたうえで、その整理
済の調査簿を係員に引き渡し、調査員が 10月 1日以降にそれらと実際の状況をつき
合わせながら、場合によっては修正を加えるという方式で調査が実施されたのである。
もっとも、警察の戸口調査簿が調査事項をすべて網羅していたわけではなく、各人の
使用言語も記録されてはいなかった。そこで臨時台湾戸口調査規則制定を受けて、「常
用語」「常用以外の語」を至急戸口調査簿に記入するように指示する民政長官名の通達
が各庁長にあてて出されている16。
さて、ここで注目したいのは、言語に関しては、「本島人」の日本語にとどまらず、

「本島人」「内地人」「外国人」の使用言語がすべて調べられたこと、そして「内地語」
が一つのものとして認識される一方で、「本島人」の言語は単一ではないと理解されて
いることである。

1905年 3月に統計事務の視察のために内閣統計局長の花房直三郎が台湾を訪れた。
この渡台の直前、将来の「内地」における調査のために調査や整理の方針をできるだ
け統一しておきたい、またこの調査がこれまで統計局が蓄積してきた技術を応用する
好機である、という理由で花房を台湾へ派遣したい旨が内務大臣芳川顕正から内閣総
理大臣桂太郎に対して伝えられ、承認されている17。花房は台北で次のように述べて
いる。

言語ハ欧羅巴各国ニ於テハ調ベテ居ル日本ノ内地ニ於テハ一種ノ言語ヲ以
テ話サレテ居ルカラ之ヲ調ベル必要ハナイガ台湾ニ於テハ多分必要ナ調査
デアラウト考ヘラレル第一ニ蕃人ノ言語ガアル又本島人ニ使用サレテ居ル
言語ニモ広東福建ショーシューアタリヨリ来タ者ガ各其言語ヲ異ニシテ居
ル夫カラ又内地人ガ這入テ来テ益々言語ノ種類ガ多クナッタノデアリマス…
今此台湾ノ人民ハ国法上固ヨリ一ツノ日本国民デアルガ言語デ見ルト恰モ
数国ヲ成シテ居ルカノ様ナモノデアル併シ此言語ガ何ウ変化シ得ルカ追々
内地ノ言語ヲ使フヤウニ成ルカ或ハ本島ノ或ル一種ノ言葉ヲ主ニ用イルヤ
ウニナッテ行クカ或ハ又一種独立シタ言語ヲ用イテ行クカ惟フニ言語ノ広
ガル範囲ガ即チ其言語ヲ使フ民族ノ習慣風俗並ニ文化ノ範囲ガ広ガルノデ
アル此変化ハ将来ニ向ツテ面白イデアラウ色々施政ノ標準ト成ルコトデア
ラウ18

「内地」とは異なり台湾では言語の調査が必要であるという論拠は、台湾での国勢
調査でやはり調査された「種族」という事項の存在理由とも呼応している。1903年に
統計学の専門家として総督府に赴任し、1905年調査の実務上の責任者だった水科七
三郎が「本島ノ社会組織ハ之ヲ帝国ニ於ケル他ノ地方ニ比スレバ大ニ其趣ヲ異ニスル
モノアリ故ニ統計上ニ於テモ亦頗ル趣味アル問題トス何トナレバ人口約三百万中少許

16『台湾統計協会雑誌』第 11 号、付録 39 頁。
17（件名）「花房統計局長ヲシテ台湾戸口調査ニ関シ当務省ヨリ協議アルトキハ之ニ応シ相当助勢セシム」

1905 年 2 月（『公文類聚』第 29 編巻 1 所収）。
18花房直三郎 (1905)「国勢調査に就て」『台湾統計協会雑誌』第 10 号、20-21 頁。
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ノ内地人アリ稍々多キ生蕃人アリ最多数ヲ占ムル本島人アリ而シテ本島人中亦泉州、
ショーシュー、広東地方ノ移住者及其子孫並ニ一種熟蕃人ト称スルモノアリテ社会組
織上ニ幾多ノ分子アリ」と述べ19、また 1905年調査を前にして台湾統計協会が調査委
員に対して発した一文に「由来台湾ノ民衆三百万ト称ス之ヲ本邦ノ大ニ比スレバ素ヨ
リ一小部分ニ過キズト雖之ヲ欧米ノ一独立国タル瑞西智利等ニ比スレバ伯仲ノ間ニ在
リ而カモ異種殊俗ノ人類棲息スルコト母国ニ視ル能ハザル所ナリ」と記されているこ
とからも分かるように20、「内地」に比べて台湾にはより複雑な「社会組織」が存在し
ており、ある程度「内地」とは異なった形で調査がおこなわれる必要があるというの
が関係者の間の一致した見方だった。「欧羅巴各国」のセンサスにも目を通していたか
れらから、そうした「社会組織」における言語状況を知ろうという欲求が発せられた
のは自然な成り行きだったと言えよう。
ちなみにこの時期、言語学者で学務課に勤務していた小川尚義が中心となって編纂

を進めていた日本語とミンナン語の対訳辞書『日台大辞典』が完成を目前に控えてい
たが21、1907年に総督府から刊行されたこの辞書の緒言で小川は、「現今台湾ニ行ハ
ルル所ノ言語ハ、通例之ヲ大別シテショーシュー語、泉州語、客人語 (又ハ広東語)及ビ
蕃語ノ四種トス…蕃語ハ便宜上、又之ヲ熟蕃語、生蕃語ノ二種ニ区別スルコトヲ得ベ
シ、此外又、上記以外ノ支那語、及ヒ日本語ノ行ハルル範囲亦少シトセズ」と台湾の
言語状況を記述している22。もっとも、『日台大辞典』では「ショーシュー語」「泉州
語」とも「南部福建語」(ミンナン語)の小区分とされているのだが、両者を「客人語」
や「蕃語」と並列していることに注意したい。こうした差異の認識は、上述の予備調
査の基準、すなわち「ショー・泉・福」という区分の仕方とも類似しており、「南部福
建語」に複数性を見る視線は決して特殊なものではなかったと思われる23。しかし、本
調査では「ショー・泉・福」を「福建語」という単一のカテゴリーのもとで一括して
調査、集計することになっており、こうした方針には被調査者の側からとまどいの声
が上がったとも報道されている24。
いずれにしても、台湾という空間に日本語を含めた多言語状況が形成されていると

いう考え方は一般的なものになっていた。しかし、そうした認識にしたがって言語話者
を数え上げるという作業は、実は当事者たちの間ではそれほど重要視されていなかっ
たように見受けられる。上に紹介した花房の論も、台湾における言語調査の意義を積
極的に評価しているようには思えない。その後、6月に東京統計協会でおこなわれた
講演でも花房は、調査データにもとづいて作成される統計表のうち「用語に関する表」

19水科七三郎 (1904)「社会物理学」『台湾統計協会雑誌』第 2 号、30 頁。水科は第一回臨時台湾戸口調
査部の調査主事を務め、またこの時、台湾統計協会幹事長の職にもあった。

20「臨時戸口調査委員諸君ニ望ム」『台湾統計協会雑誌』第 11 号、1 頁。
21「ミンナン語」の「ミン」は門がまえの中に虫、「ナン」は南。以下同様。
22台湾総督府民政部総務局学務課 (1907)『日台大辞典』、緒言 1 頁。
231905 年 7 月に、塩水港臨時台湾戸口調査委員長から総督あてに出された調査期間の延長を求める具申
書中にも、「若シ此御詮議不相叶候ハハ右標準以上ノ戸数ヲ有スル調査区ノ為メ助手トシテ可成泉、ショー
シュー語ニ通スル者百五十人ヲ御派遣相成度此段及具申候也」という記述が見える。（件名）「臨時戸口調査
期日延長ノ儀塩水港庁委員長具申実行シ難キ調査区ニ限リ具申スヘキ旨通牒ノ件」1905年 7月 20日（『台
湾総督府公文類纂』永久保存第 74 巻所収）。

24『漢文台湾日日新報』1905 年 7 月 20 日:影印本 203、1994 年、台北:五南図書出版。この記事や予備
調査にある「福」(福州語) が何を指しているのかはっきりしないが、おそらく福州周辺出身者が使用して
いた言語のことではないだろうか。
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「教育程度に関する表」(読み書き能力)は「体性」(性別)「年齢」「縁字身分（婚姻状況な
ど）」「職業」などの表に比べれば必要性が低く、またそれらを加えるのは初めての国
勢調査としては負担が重いという気がしないでもないとしつつ、「責任者にして之を製
するを得べしとするの見込みあるに於ては之に対して強て異議を唱ふるの要を見ざる
のみならず寧ろ第一回の国勢調査の結果を一層完備せしむるものとして其の成功を祈
らざるべからず」と述べるなど、消極的態度をとっている25。また、水科も調査直前
の 9月に、台北の調査関係者を前にして次のように語っている。

今度ノ用語ノ調査ハ結局内地人ニシテ土語ヲ解スル者本島人ニシテ内地語
ヲ解スル者ガ何ウ云フ有様デアルカ又何ウイフヤウニ増加シツツアルカト
斯ウ云フ事ヲ見タイ結局斯ウイフ事ヲ見レバ足ルノデアルガ序ニ外ノ事ヲ
見テ往ケバ変遷ガ能ク解ツテ往キマス故ニ之ヲ広ク取ルノデアリマスソコ
デ常用以外ノ言語ガ一ツアレバ一ツ丈ケ見二ツアレバ二ツ三ツアレバ三ツ
ヲ見ルノデアルガ其三ツノ中デ内地人ガ土語ヲ話スカ本島人ガ内地語ヲ話
スカドウカト云フ事ヲ見タイ其割合ヲ見テ働キノ大体ヲ見ルト云フノガ主
意デアリマス夫故所帯票ノ常用以外ノ語ハ幾何デモアル丈ケ記入スル次第
デアル26

調査の主眼は、「内地人」がどれだけ「土語」を、そして「本島人」がどれだけ「内
地語」を解するのかということであり、「本島人」の「土語」などの様相はあくまで
「序ニ」調べられるに過ぎない。もちろんついでであるとは言っても、「常用語」一つ
と「常用以外ノ語」をあるだけ調べ上げ、統計表を作成しようというのはかなり手間
がかかることであり、ゆえなくここに加えられたというわけではないだろう。しかし、
それは「変遷ガ能ク解ツテ往」くというように、長期的な調査の継続によって何らか
の結果を得られればという程度のものであり、たとえば 1905年調査以降も台湾での調
査項目となった「種族」と対比してみると27、その位置づけの軽さがはっきりする。
水科は上記講演で、調査の目的は「人口」「構造」「発達」の三つの側面を観察する

ことにあり、「人口ノ組立」を意味する「構造」はさらに「天然上」と「社会上」の二
つの要素に分けられると言う。そして、「種族」は性別や年齢とともに前者に、「用語」
は「縁事」や「職業」とともに後者に分類され、「人ガ幾人ト云フ事ヲ表ハス場合ニハ
男ガ幾人女ガ幾人ト内訳ヲシ其種族ハ何ウイフ種族デアルカ斯ウイフ事ヲ見ル此男女
種族ト云フハ天然上ノ区別デ凡テノ事柄ニ関係ヲ有テ居ル故是ハ何ウシテモ分ケナケ
レバナリマセン」と述べるのだが、それは、犯罪、纏足などさまざまな社会事象につ
いて分析するうえで「種族」が重要な情報を提供するからという理由である28。実際、
1905年調査に合わせて新たに人口動態調査が実施されることになったが、そのために
施行された「人口異動ニ関スル届出規則」では、「生産届」「死産届」「死亡届」などの

25花房直三郎 (1905)「台湾戸口調査に就て」『統計集誌』第 291 号、東京:東京統計協会、262-263 頁。
26水科七三郎 (1905)「臨時台湾戸口調査ニ就テ」『台湾統計協会雑誌』第 13 号、26 頁。
271905 年調査では、所帯票の「種族」の欄に、「内地人」「福建人」「広東人」「其ノ他ノ漢人」「熟蕃人

(化蕃ヲ含ム)」「生蕃人」「外国人 (清国人ヲ含ム)」の別を記入することになっていた (台湾総督府官房統計
課前掲書、44-45 頁)。

28水科前掲書、18 頁。
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各種届に「内地人」「本島人」(「福建人」「広東人」「其ノ他ノ漢人」「熟蕃人」「生蕃人」)

「外国人」の別を記入することになり29、各年毎に編纂された『台湾人口動態統計』に
も「種族」によって区分された各種統計表が並んでいる。
他方、言語については、他事項と関連づけられた国勢調査の結果表が作成されたわ

けでもなければ、それが動態統計の一角に位置を占めることもなかった。さらに、水
科が言うように「本島人」「内地人」の「常用語」は、少なくとも政策上の必然性とい
うことで言えば、「本島人」の「内地語」や「内地人」の「土語」に比べて価値の低い
データだった。この点は、次々節で述べる 1920年調査での方針転換に如実に反映され
ることになる。なお、参考までに言えば 1905年調査では、総数 3035674人のうち「常
用語」が「内地語」である者が 57626人 (1.90%)、「土語」が 2973017人 (97.94%：う
ち「福建語」2564920人、「広東語」364692人、「其他漢語」160人、「蕃語」43245人)、「外
国語」5008人 (0.16%：うち「清語」4889人、「英語」67人など)、「不詳」23人と報告さ
れている30。

2.「教育」－かなの読み書き能力の調査

1905年および 1915年調査では「教育」という調査項目が立てられているが、教育
の程度を測定する基準は、ひらがなとかたかなの読み書きができるか否かということ
であった。これも言語の場合と同様、「本国」との異質性を意識して設定されたという
色合いが強い。中止となった 1905年の国勢調査の準備段階では、「内地」でも読み書
き調査の計画があったことは上述のとおりだが、やはり実施が見送られた 1915年の調
査に向けて開催された国勢調査準備委員会では、ある委員から読み書き調査の提案が
ありながらも委員会の閣令案には盛りこまれなかった31。また 1920年の第一回国勢調
査の内容を審議した国勢調査評議会の総会でも、教育に関する調査を学歴や言語と結
びつけた質疑や応答が一部に見られるのみで、内閣総理大臣への答申や実際の調査に
かなの読み書きが盛り込まれることはなかった32。
「普通教育ガ何レ程普及シテ居ルカ文盲者ガ少イカ教育アルモノガ少イカ何ウデア

ルカ」を知るために設定されたこの項目は33、「本島人」と「内地人」双方を対象とし
たが、そこで問題となったのがいかなる書記体系をもって調査をおこなうのかという
ことである。「普通教育」は、清朝時代の台湾社会を「非近代」と位置づけることに
よってその正当性を主張し、漢文という体系に「近代」性を与えようとはしなかった
が、「非近代」に住まう「知識階層」、あるいはレベルの差こそあれ漢文を読み書きし
えた者を、かなの知識がないという理由で「文盲者」や「教育ナキモノ」とすること
に抵抗感を感じる「内地人」も少なくなかったであろう。1905年 9月に上のように述
べている水科も、前年 10月の第二回台湾総督府統計講習会では、「内地人」と「本島

29『台湾総督府府報』第 1831 号、1905 年 9 月 19 日。
30臨時台湾戸口調査部 (1908)『明治三十八年 臨時台湾戸口調査結果表』、304 頁。
31国勢調査準備委員会『自第一回至第五回国勢調査準備委員会議事速記録』(刊行年不明、早稲田大学中
央図書館所蔵、花房文庫、イ 13-33)。

32『国勢調査評議会』(編者名・刊行年不明、同上、イ 13-37)。
33水科前掲書、27 頁。
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人」の間に共通の基準を設けることの困難を言い、「教育」を調査項目には入れていな
い34。また、それより先の予備調査にもこの項目はない。
読み書きが加えられたのは 1905年 6月の臨時台湾戸口調査部規則制定直前のこと

だったようである35。「読ミ書キノ程度ハ仮名ヲ標準トシ」て、「仮名ヲ読ミ且書キ得
ル者」「仮名ヲ読ムコトノミヲ為シ得ル者」「仮名ヲ書クコトノミヲ為シ得ル者」の三
つに区分して所帯票に記入されることになったが36、事前の打ち合わせに出席した地
方庁の担当者などからは、臨時台湾戸口調査部に対する問い合わせが相次いでいる。

＜各庁総務課長会議での南投庁出席者の質問＞
問

過般召集セラレタル講習生ヨリ聞クニ仮名ノミニ重キヲ置キ漢語ヲ読ムト
否トハ亳モ関係ナシト果シテ然ルヤ
答

講習生ノ言フ所正当ナリ本調査ハ仮名ニ限リ読ミ書キスル者ヲ調査スルコ
トトセシ所以ハ第一本島人ト内地人ヲ問ハス一定ノ標準ヲ置クノ必要ナル
コト第二領台以来新教育ノ普及ヲ観ルノ必要アルコト第三、泰西各国ノ国
勢調査ニ「あるはべつと」ヲ標準トシ読書ヲ調査スルニ則リ之ニ相当セル
本邦ノ仮名ヲ以テ其読書ノ程度トシタルコトノ三理由ニ基ケリ故ニ調査ノ
目的ハ仮名以外ニアラス

＜恒春庁戸口調査委員長からの照会＞
問

読ミ書キノ程度ニ於テ仮名ヲ読ムコトヲ得ルモノハ実際仮名ヲ書キ得ルモ
ノタルヘシト雖現ニ街庄長書記其ノ他本島人ニシテ漢学ノ素養アル者ハ仮
名ヲ読ムコト能ハスシテ之ヲ書クコトヲナシ得ル者甚タ多シ此レ等ハ仮名
ヲ書クコトノミナシ得ル者トシテ調査スヘキモノナリヤ
答

御質問ノ要旨分明ナラサルモ読ミ書キノ程度ハ読ミ書キトモ為シ得ル者ト
読ムコトノミ為シ得ル者書クコトノミ為シ得ル者トノ三種アリ故ニ前段仮
名ヲ読ムコトヲ得ル者ハ実際仮名ヲ書キ得ルモノタルヘシトハ謬見ナリ従
テ後段ノ如キハ適当ニ発音シ得スト雖書キ得ルノ意ナレハ御見解ノ通37

この調査では、ひらがな・かたかなとも読める、もしくは書けることによって「教
育」の程度が測られるのだが、文の意味の理解までは求めていない38。「本島人」と
「内地人」、そして少数ではあったが「外国人」が対象となり、またそれぞれの内部に
存在するさまざまな階層を前にして、調査立案者たちが統治政策上の要求や「泰西各

34水科七三郎 (1904)『国勢調査法』(前掲花房文庫、イ 13-40)、18-90頁。この書は水科が担当した「国
勢調査法」の講義本である (「雑報」『台湾統計協会雑誌』第 8 号、87 頁)。

35花房前掲書、262 頁。
36台湾総督府官房統計課前掲書、50 頁。
37『台湾統計協会雑誌』第 12 号付録 29-30 頁、65-66 頁。
38『台湾統計協会雑誌』第 12 号付録 30 頁 (各庁総務課長会議での深坑庁出席者の質問)。
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国」の例を勘案しながら最大公約数的に設定しうる基準には、たしかにあまり選択の
余地がなかったであろう。その結果、本人の意識に大いに反して「教育ナキモノ」と
判定され得る者が「本島人」に多数現れることになった。8、9歳の公学校生徒が読み
書き能力ありとされる一方で、五十音を解さないために読み書きができないと判断さ
れた秀才の不満の声や39、多くの「読書人」があわててかなの学習にいそしむ姿など
が新聞でも報道されている40。「本邦ノ仮名」という基準は、日本時代以前の知のヒエ
ラルキーに身を置いていた人々からの反発はもちろんのこと、それがまさに「知」の
有無を容赦なく断じてしまうものであったため、新基準へみずからの身を適合させよ
うとする「努力」をも喚起することになった。
たしかに「種族」とは異なり、読み書きのデータが 1905年調査の結果表で「教育」

の章以外に用いられることはなかった。しかしこの「教育」は、抗日運動に関わり総
督府の統治政策をきびしく批判した蔡培火のことばを借りれば、「旧時代に養成され
た人物」が「糞土の如くに顧られず、その雄飛を抑制され」る時代の到来を告げるの
に十分に象徴的なできごとであっただろうし41、また上記報告に見られるように、か
な学習の動機づけという実質的な意味を持つこともあったと思われる。後藤新平は後
年、台湾を引き合いに出しながら「植民地的文字の均一を図るに非ざれば母国として
植民地に臨む力がない、威信が少ない」と語っている42。ここで彼が例にあげている
のは「母国人」教員のかなづかいの不統一だが、統治者の威信を維持、強化するため
には、「旧時代に養成された人物」が駆使する書記体系もまた排除されなければならな
かった。
「読ミ書キ得ル者」が「内地人」44912人 (78.33%)・「本島人」27202人 (0.91%)、「読
ミ書キ得ザル者」が同じく 12223人 (21.32%)・2942478人 (98.97%)などと報告された
この調査の実施後43、『台湾統計協会雑誌』には次のような歌が掲載されている。

読書人無筆と書かれ夜寒哉 大清光諸三十一年44

3. 第一回国勢調査－「用語」「教育」の変容

1915年調査は、「用語」「教育」に関して大枠では 1905年調査を踏襲する形になっ
ているのだが、「内地」と同時に実施された 1920年調査では大きな違いが生じている。
まず、1915年調査までは「種族」の別に関わりなく同一形式の質問であったのが、

1920年調査では「土語」に関しては「内地人」のみを、そして「国語」に関しては「本
島人」と「支那人」のみを調査することになっている。また、かなの読み書きについ
ても、やはり「本島人」「支那人」のみの調査ということになった。つまり、「常用語」

39秀才とは、科挙制度の最初の試験に合格した者のこと。秀才には郷試と呼ばれる試験の受験が許され、
これに合格した者を挙人と称した。

40『漢文日日新報』1905 年 7 月 20 日、『台湾日日新報』同 9 月 5 日:影印本:23。
41蔡培火 (1928)『日本々国民に与ふ』東京:台湾問題研究会、58 頁。
42後藤新平 (1921)『日本植民政策一斑』東京:拓殖新報社、18 頁。
43臨時台湾戸口調査部前掲書、336 頁。
44「雑報」『台湾統計協会雑誌』第 14 号、51 頁。
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と「常用以外ノ語」という区分がなくなり、「本島人」が使用する「土語」、そして「内
地人」の「国語」とかなの読み書きは数え上げの対象から除外されたのである。「本島
人」と「内地人」別個にデータが集められることになったため、結果の提示の仕方も
根本的に変わることになり、1920年調査の記述報文（結果の解説）と結果表では、「用
語」に代わり「内地人ノ土語」「本島人及支那人ノ国語」という章が、そして「教育」
に代わり「本島人及支那人ノ仮名ノ智識」という章が登場している45。
調査直前に『台湾日日新報』に掲載された記事には、次のような一般向けの説明が

ある。

前の臨時戸口調査では各人に就て、総ての言葉を調べましたから極めて詳
しい調査が出来ましたけれども、言葉の調査は何分正確に行かない計りで
はなく、矢張り其の時の調査でも内地人と本島人との言語共通の状態を知
るのが眼目であったから、今回の調査では総ての人に就て総ての言葉を調
査することを止めて、内台人の言語共通の状態のみを調査することとなり
ました…仮名文字は平仮名と片仮名と双方必要で一方丈け知ったのでは可
けませぬ、仮名は日本固有の文字ですから、改隷以来此の文字がどの位本
島人の間に普及したかを調ぶるのが主な目的です、それ故本島人の秀才と
か挙人とかで漢文学の素養が如何に深い人であっても、仮名文字を知らな
い以上は読み書きの出来ない人と為ります。之れは調査の趣旨であるから
已むを得ませぬ46。

センサスが、ある領域における住民をすべて数え上げ、それを分類することを特徴
とするものであるならば、「種族」を問わず同一の土俵の上で使用言語やかなの読み書
きが調べられて結果表に分類された 1905年調査、1915年調査の方が、よりセンサス
的であったと言える。花房直三郎が述べたように、各言語人口の推移やある「語族」の
伸長もしくは衰退を追っていくのは、当初調査に携わった統計学の専門家たちにとっ
て、おそらく「将来ニ向ツテ面白イ」ことであると考えられたであろうし、「教育」に
しても、アルファベットに対置したかなを基準にして、「種族」を問わずより普遍的に
その程度を測ろうとしたのであろう。
しかし、それらが 1920年調査であまり重要性を持つことはなかった。「内地」では

言語や読み書き能力はさして注目されず、また一方で、「内地」とそれ以外の地域の調
査の間にはできるだけ懸隔が生じないようにしておきたいという意識も働いた。上述
国勢調査評議会の第一回会議で国勢調査施行令諮問案の説明に立った臨時国勢調査局
長官の児玉秀雄は、朝鮮・台湾・樺太では内閣総理大臣の承認を得て独自の調査項目
を設けることができるとした条項について、「元々国勢調査は全版図を通じて統一的の
結果を得たいのでございます故に、之を各総督の自由に委せましては或は不統一を来
すと云ふ虞れがございますから殊に内閣総理大臣の承認を得て別に其手続を定む、斯
う云ふ事柄に致したのであります」と述べ47、実際に施行された国勢調査施行令でも

45台湾総督官房臨時国勢調査部 (1924)『大正九年十月一日 第一回台湾国勢調査 (第三次臨時台湾戸口調
査) 記述報文 附結果表』。

46『台湾日日新報』1920 年 9 月 28 日:影印本 77。
47『国勢調査評議会』23-24 頁。
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その旨が規定された。総督府としては、もともと前二回の調査を踏襲する方針だった
が、監督官庁である拓殖局が「各植民地間の調査事項を統一するの必要あり」として
調査事項の「大削減」を要求し、協議の結果、言語・読み書き調査に変更が加えられ
たという48。臨時台湾戸口調査の言語調査は、そもそも「言語共通の状態を知る」こ
とに主眼があったために、他地域との整合性を説く議論の前に強固な存在意義を主張
できず、「本島人」の日本語および「内地人」の台湾諸語といった、対象がより特化さ
れた形の調査に変わらざるをえなかったのだろう。そして、1930年調査では後者すら
も消えてしまう。
一方かなの読み書きは、「種族」を越えた「教育」の指標から、日本語普及の一側面

を語るものへと姿を変えていった。ここでも言語の場合と同様、センサス的な性格が
変質しているさまが見てとれる。さらに 1930年調査では、かなは独立した項目として
ではなく日本語能力の一部となった。すなわち、かなの読み・書きの能力が、日本語
を話す (聴解能力も含む)能力とともに日本語能力の一部として調査されたのである49。
1930年国勢調査の際、朝鮮ではかなとハングルの双方を基準として、「内地人」と朝
鮮人に対する包括的な「読み書きの程度」の調査が実施されているが50、このとき台
湾の「内地人」は、「内地」で調査を受けた人々同様、読み書きを問われることはなく
なっていたのである。
なお、1905年調査から 1930年調査までの結果表を並べてみると、言語とかなの項
目でそれぞれ異なる年齢区分が採用されていることが分かる。1905年調査と 1915年
調査では、「内地人」「本島人」とも同一の区分になっているのに対し51、1920年の調
査では両者それぞれに異なった年齢別カテゴリーがあてがわれている。「本島人」の日
本語は、「5歳以下」「6-10歳」(さらに 1歳ごとの下位区分)「11-15歳」「16-20歳」「21
歳以上」というように、若年層とくに一般的に初等教育を受ける年齢に焦点を当てた
ものになっている。他方、内地人の「土語」は、「10歳以下」「11-20歳」「21-30歳」
「31-40歳」「41-50歳」「51-60歳」「61歳以上」となっており、比較的単純な 10歳区
切りの区分を採用している52。さらに 1920年調査の記述報文には、「市街庄区別国語
を解する本島人」という表があり、市、街、庄、区ごとの男女別の「国語」解者数が
詳細に記されているが53、「内地人」の「土語」についてはこうした統計は作成されて
いない。言語とかな書きについて言えば、1920年調査が、「蕃地」を除く台湾全土を
範囲とする「言語センサス」から「国語」普及の度合いを追う調査へと大きく舵をき
るものであったことが、これらの点からもうかがえる。

48台湾総督官房臨時国勢調査部前掲書、6-8 頁、27 頁。
49台湾総督府 (1934)『昭和五年 国勢調査結果表 全島編』126-133 頁、510-517 頁。
50朝鮮総督府 (1935)『昭和五年 朝鮮国勢調査報告 全鮮編第二巻 記述報文』:復刻版、『外地国勢調査報
告 第四輯: 朝鮮総督府国勢調査報告 第四冊』、東京:文生書院、2000 年、273-332 頁。1920 年の第一回国
勢調査は、当初朝鮮でも実施が準備されていたが (その後中止)、計画では朝鮮人に限定して読み書きと日
本語理解の程度を調査することになっていた。板垣竜太 (1999)「植民地朝鮮における識字調査」『アジア・
アフリカ言語文化研究』第 58 号、東京:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、284 頁。

51ただし、1915 年調査には「内地人学齢者 (七歳乃至十五歳) 者 (ママ) ノ仮名ヲ知ル者」および「本島
人学齢者 (八歳乃至二十歳) ノ仮名ヲ知ル者」という表がある (台湾総督官房臨時戸口調査部 (1918)『大正
四年第二次臨時台湾戸口調査結果表』264-265 頁。

52台湾総督官房臨時国勢調査部、前掲書、結果表。
53同上、記述報文 358-366 頁。
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おわりに

たしかに、いずれの調査においても「内地人」たちは、「内地」とは様相を異にする
言語状況を台湾に見ていた。台湾単独で実施された 1905年、1915年の調査について
はとくにそれが言えるが、その視線が調査された項目すべてに一様に注がれていたわ
けではない。「本島人」(そして「内地人」「外国人」も)の「常用語」「常用以外ノ語」を
あるだけ数え上げようなどという方針は、統治者である「内地人」が「本島人」社会
の言語状況を明らかにし、そうした「知」をみずからのうちに蓄積していこうとする
意思の現れのようにも見えるのだが、かりにそうした意思が一部の当事者たちの間に
あったとしても、それが統計家としての関心の範囲を超えて共有されることはなかっ
た。花房が「将来ニ向ツテ面白イデアラウ」と語った「本島人」の言語社会の変化も、
1920年に調査が「内地」と一体化するとその存在意義は失われ、さらに 1930年調査
は、もはや言語調査というよりも、「国語」普及という特定の政策目標の到達度合を測
る項目として機能するに至ったのである。漢文を排除するという強引な方法をとりな
がらも、超「種族」的な「教育」程度の指標を標榜した読み書き調査も、1920年には
「本島人」の読み書き能力調査へと変化し、そして 1930年には「国語」普及の調査に
収斂されていった。

追記：本稿は、2002年 6月 8日に名古屋国際会議場でおこなわれた日本台湾学会
第 4回学術大会での発表にあたって提出した報告者論文に加筆したものである。



言語民主主義から言語帝国主義へ
—少数言語からみたバングラデシュの言語問題— ∗

藤原　敬介 †

はじめに

2002年 2月 21日は、日本ではあまりしられていないとおもわれるが、バングラデ
シュ1 にとっては特別な意味をもつバングラ語2運動から 50年目の記念日であった。こ
の機会にバングラデシュの言語問題を、バングラ語運動にちなんで制定された「国際

母語記念日」と近年注目をあつめている「危機言語」とのかかわりのなかで論じたい。

1では、バングラ語運動とはどういうものであるのかを紹介し、バングラデシュ独立
後のバングラ語の状況について簡単にのべる。2では、1999年にバングラ語運動にちな
んでユネスコが制定した「国際母語記念日」(International Mother Language Day)3につ

いて紹介する。3では、バングラ語運動のかげでほとんどまったくかえりみられていな
いバングラデシュの少数言語について、いわゆる「危機言語」(Endangered Languages)

に焦点をあてながら紹介し、なぜバングラデシュでは危機言語をはじめとする少数言

語に対する関心がきわめてひくいのかを考察する。附録としてバングラデシュの少数

民族一覧表をつけた。

1 バングラ語運動とはなにか

バングラ語運動4とは、白井 (1990: 43)によれば「パキスタン建国以来のウルドゥー

語単一国語化と 1948年末から打ち出されたベンガル語のアラビア文字表記化という中
∗主要語句: バングラ語運動、国際母語記念日、危機言語、チッタゴン丘陵問題
†ふじわら・けいすけ／京都大学大学院／言語学
1「バングラデシュ」(bAMlAedS)は日本語ではしばしば「バングラディッシュ」あるいは「バングラデッ

シュ」、「バングラディシュ」などと表記される。しかし、それらはバングラ語 (この呼称については次注を
参照) での実際の発音を正確には反映していない。実際の発音にちかい「バングラデシュ」ないし「バング
ラデーシュ」という表記が可能であり、バングラデシュを専門とする研究者はみなそのいずれかで表記して
いる。本稿では「バングラデシュ」と表記することにしておく。

2「バングラ語」という名称についてひとことのべておきたい。日本語では「ベンガル語」あるいは「ベ
ンガリー語」という表記がなされているが、それはイングランド語の Bengal あるいは Bengali という語
に影響されているものとおもわれる。
しかし、本稿でいうところの「バングラ語」とは、この言語では「バングラ」(bAMlA/Bangla) という。

バングラ人 (これも日本では普通は「ベンガル人」とよばれている。バングラ語でのいいかたを尊重すれ
ば「バンガリー」となる。しかし本稿ではバングラ語母語話者であることを強調して「バングラ人」とよ
ぶことにする) のバングラ語研究者はたとえ執筆言語がイングランド語であっても、Bengali とはかかずに
Banglaとかくひとがおおい (その代表はインドではハイデラバード大学のプロバル=ダシュグプタ (Probal
Dasgupta) 教授、バングラデシュではチッタゴン大学のモニルジャマン (Maniruzzaman) 教授)。日本語
をしっているバングラ人は「ベンガル語」とはいわず、「バングラ語」というのが普通であることをみても、
「ベンガル語」ではなく「バングラ語」というほうが、母語話者たちのいいかたを尊重できるようにおもわ
れる。そこで本稿では「ベンガル語」という表記は、参考資料等からの引用以外ではおこなわず、「バング
ラ語」と表記する。

3筆者の目にはいった範囲では「世界母語デー」(旅行人編集部 2001: 54)、「国際母国語デー」(三上 2002:
294) という訳語がすでに存在している。しかしこの日がバングラ語運動にとって特別な意味をもつ日であ
ることを考慮して、本稿では「国際母語記念日」と訳す。

4本稿でいうところの「バングラ語運動」は、単に「言語運動」(Bhās.ā āndolan/vAFA �AeÅAln/Language
Movement) とよばれることのほうがおおい。しかし「言語運動」というだけでは抽象的であるので、本稿
では「バングラ語運動」とよぶことにする。
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央政府の二つの言語政策に対し、東パキスタンの人々が起こした反対運動であり、同

時にベンガル語にも国語としての地位を与えよという要求運動」である。

バングラ語運動の内容については日本語ででも白井 (1990)ですでに詳細にのべられ

ており、奈良 (1993)にも簡単な記述がみられる。バングラ語では多数の文献があるが、

なかでも Umar(1970)が有名な文献であり、Umar(1984)は主要な文書がおさめられ

た資料集となっている。最近になってパキスタンからも Dil / Dil(2000)という研究

書が出版されている。そこで本章ではバングラ語運動そのものについて詳細にはたち

いらず、Umar(1970, 1984)、白井 (1990)、奈良 (1993)、Islam(1994)、Dil / Dil(2000)

および新聞記事を参照しながら、バングラ語運動のあらましについてのべる。なお煩

雑をさけるために、この章では事実の記述に対して特にことわらないかぎりは出典を

しめさない。

1.1 バングラ語運動のあらまし

1947年 8月 14日に独立した当初のパキスタンではウルドゥー語が国家語5とさだめ

られ、行政言語としてイングランド語も公用語とみとめられた。しかし当時のパキス

タン総人口の約 54%をしめていたバングラ人の母語であるバングラ語は公用語にはく
わえられなかった6。

母語話者数という観点からは総人口の約 7%をしめるにすぎなかったウルドゥー語
が国家語とさだめられたのは、ウルドゥー語がインド亜大陸一億人のイスラム教徒の

間で共通語 (lingua franca)7として機能しており、「イスラム民族」を代表する言語で

あったことによる8。しかし当時の西パキスタンでは総人口の 97%以上がイスラム教
徒であったのに対し、東ベンガル9ではイスラム教徒は 75%程度であり、のこりはヒン
ドゥー教徒 (22%)や仏教徒を中心とする少数民族 (1%)であった。

ウルドゥー語を国家語とする理由はインド亜大陸のイスラム教徒の連帯をたもつた

めであったが、そのような理由で東ベンガルの非イスラム教徒が納得するはずがなかっ

た。一方バングラ人のイスラム教徒のがわも、総人口の過半数をしめるバングラ語が

公用語とみとめられないことに不満をもっていた。ここにヒンドゥー教徒とイスラム

5ここでいう「国家語」とはバングラ語でいうところの rAò� vAFA(rās.t.ra bhās.ā/州言語)のことをさす。
白井 (1990)はこれを「国語」と訳し、奈良 (1993)は「公用語」と訳している。しかし白井 (1990: 76, 注
3) が指摘するように、“rās.t.ra bhās.ā” をあらわす用語はほかにもいくつかあり、それらの用語のつかいわ
けはかならずしも厳密なものではない。そこで本稿では法律上国家の言語とさだめられているものを「国家
語」とよぶ。「国家語」ではないが、司法・行政・立法・教育などの公的な場で事実上使用されている言語
を「公用語」とよぶ。それとは別に、州での使用がみとめられているものについては「州公用語」とよぶ。

6したがって当時流通していた通貨や切手にはウルドゥー語とイングランド語による表記しかみられな
かった。

7はなしことばの次元では「ウルドゥー語」も「ヒンディー語」もほとんどおなじものであるから、この
言語はけっして「イスラム教徒」だけの「共通語」というわけではない。しかし、のちにバングラ語運動で
も問題となるように、言語がどの文字でかかれるかということは、特に南アジアではきわめて重要な意味を
もっている。「ウルドゥー語」の「ウルドゥー語」たるゆえんはアラビア文字でかかれるところにあり、ア
ラビア文字でかかれるゆえに「イスラム教徒」の「共通語」と認識されるのである。
このことは、インドの国家語が「デーワナーガリー文字でかかれたヒンディー語」と規定されていること

と、表裏一体の関係にある。
8さらに麻田 (1987: 138) は「ウルドゥー語がパキスタンのいかなる地域にも属していないことも、各

民族間の対立を和らげる上で有効だったといえる」と指摘している。
91956 年の憲法制定まではイギリス植民地時代のまま「東ベンガル」(East Bengal) とよばれていた。
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教徒が宗教のちがいをこえて、バングラ語母語話者であるという点で協力し、バング

ラ語をパキスタンの公用語とするようもとめる運動がはじまることになる。

その後、パキスタン制憲議会におけるバングラ語公用語化案の否決 (1948年 2月 25日)、

バングラ語公用語化をもとめる東ベンガル全土のゼネスト (同年 3月 11日)、パキスタン

総督・ジンナーによるダッカでの「ウルドゥー語国家語論」演説 (同年 3月 21, 24日)10、

東ベンガル州議会でのバングラ語公用語化決議 (同年 4月 8日)といった経過をたどり、

東ベンガル州での公用語にはバングラ語がくわえられるようになった。

しかし 1952年にはいり、中央政府首相であったナジムッディン (Nazimuddin)はパ

キスタンの国家語はウルドゥー語以外にはありえないと強調 (1952 年 1 月 27 日)。バ

ングラ語をパキスタンの国家語とするようにもとめる運動がもりあがり、同年 2 月
21 日、ついにデモ隊と警官隊との衝突で死者がでる。以後 2 月 21 日は「殉難者の
日」(śahid dibas/Sihd idbs)として記憶され、最初の殉難者のでた場所には「殉難者塔」
(śahid minār/Sihd imnAr)がたてられ、この日とこの場所がバングラ語運動、ひいては
バングラデシュ独立運動を象徴するものになっていった。

その後、州首相官邸 (Burdwan House)がバングラ語・バングラ文学を研究するため

のバングラ・アカデミーとなり (1953年 12月 3日)、パキスタン憲法でバングラ語がパ

キスタンの国家語のひとつとみとめられ (1956年 2月 29日)、バングラ語運動は当初の

目的をたっした11。

1.2 バングラデシュ独立以後のバングラ語

1971年 3月 26日に独立を宣言し、同年 12月 16日にパキスタンに勝利して名実と
もに独立国家となったバングラデシュでは、1972年 11月 4日に採択された憲法でバ
ングラ語がバングラデシュの国家語とさだめられた12。

10バングラ語運動をかえってもりあげる結果となったジンナー演説の一節を拙訳とともにしめす。出典は
いずれも Dil / Dil(2000: Appendix 19) である。

「しかしこれだけははっきりさせておきたい。パキスタンの国語 (the State Language) は
ウルドゥー語であり、他のいかなる言語にもならない。諸君をまちがった方向へみちびこう
とするものは誰であれパキスタンの敵である。国語がただひとつにさだめられて、国民は一
致団結してはたらくことができるのである。他のくにぐにの歴史をみたまえ。こと国語に関
するかぎり、パキスタンの国語はウルドゥー語でなくてはならないのである」
(1948 年 3 月 21 日　ダッカ競馬場での演説)

「しかしながら、共通語はただひとつでしかありえない。共通語とはパキスタンの各地域と
のあいだの相互伝達の役目をはたすものであり、その言語はウルドゥー語以外の何語でもあ
りえない。したがって、国語 (the State language)はウルドゥー語でなくてはならないので
ある。ウルドゥー語はインド亜大陸一億人のムスリムにはぐくまれた言語であり、パキスタ
ンのどこへいっても十分に理解される言語であり、そしてなによりも重要なことに、パキス
タン国内の他のいかなる地域言語よりも、イスラム文化とムスリムの伝統をもっともよく内
包している言語なのであって、他のイスラム諸国で使用される言語にもっともちかいのであ
る。(中略) この国の諸州が一体となって前進してゆくとするならば国語はただひとつでしか
ありえず、そしてその言語とは、わたしのかんがえでは、ウルドゥー語でしかありえない」
(1948 年 3 月 24 日　ダッカ大学での演説)

11その後のバングラデシュ独立戦争へといたる経緯については、たとえば加賀谷・浜口 (1977) を参照。
12バングラデシュ人民共和国憲法第 3 条に「(バングラデシュ人民) 共和国の国語はバングラ語である」

(“The state language of the Republic is Bangla”) と明記されている。
ちなみに第 1 条は国名を「バングラデシュ人民共和国」とする規定であり、第 2 条はバングラデシュの

領土をさだめる規定になっている。1988年の憲法改正により、第 2条 A項としてイスラム教を国教とする
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しかし白井 (1990: 75)がのべるように、「独立後 20年に近い歳月が流れているにも
かかわらず、その使用範囲からみても、術語の整備や正書法の基準確立といった技術

的な面からみても、ベンガル語が真の意味で国語として機能しているとは言い難いの

が実状であろう」という状態は、独立後 30年をへた現在でもかわっていない。
とはいうものの、筆者の見聞の範囲では、バングラデシュでの日常生活はどこでも

ほとんどバングラ語のみによってなされており13、学校教育の言語もバングラ語のみ

である14。イングランド語の必要性を強調する論調は新聞などでよくみられるが、そ

こではバングラデシュ人15のイングランド語能力のひくさばかりがくりかえし強調さ

れる。このことは、うらをかえせば、バングラデシュで生活するかぎりはイングラン

ド語の必要は一切なく、バングラ語だけで用がたりることをしめしているといえる16。

専門用語の不整備や正書法の混乱という問題はあるにせよ、バングラ語を使用する

権利をこわだかに主張しなければならないような状況はバングラデシュには存在せず、

バングラ人の言語問題に対する関心は一般にひくい。

2 国際母語記念日とはなにか

本章ではバングラ語運動の記念日にちなんで制定された「国際母語記念日」につい

て、Hannan(2000)やM. S. Ali(2002)、S. M. Ali(2002)の記述、およびインター

ネットを利用してえられる資料17によりながら紹介する。なおここでも煩雑をさける

ため、個々の事実の記述に対して特にことわらないかぎりは出典をしめさない。

2.1 「国際母語記念日」制定へのみち

「国際母語記念日」をつくろうとかんがえたのは、カナダ在住のバングラ人・ロフィ

クル=イスラム (Rafiqul Islam)だった18。ロフィクルは現在世界中で母語をはなす権利

をうばわれているひとびとがいる現状と、母語をはなす権利のためにたたかわれたバ

ングラ語運動のことをのべ、2月 21日を「国際母語記念日」とするようにすすめる手

規定がくわえられた。国名、領土、宗教につづいて言語の規定があるところからみても、いかにバングラ語
が重要視されているかがわかる。
ところで、憲法にはいかなる規定もないが、イギリス植民地時代、パキスタン時代の習慣を踏襲して、イ

ングランド語も行政言語としてつかわれている。実際、バングラデシュ憲法自体がバングラ語とイングラン
ド語の二言語でかかれている。

13たとえば、ダッカ市内ではイングランド語によるものもふえてきたとはいえ、国内にみられる看板はほ
とんどすべてバングラ文字によってのみかかれている。バスのゆきさきや系統番号もすべてバングラ文字表
記である。このことは、バングラ語が州公用語とされているインド・西ベンガル州では公共の空間での看板
や標識のおおくがイングランド語やヒンディー語でもかかれていることと対照的である。

14ダッカ医科大学などの一部の超エリート校ではイングランド語のみで授業がおこなわれているが、それ
は例外的なものである。

15本稿ではバングラデシュ国籍をもつ人を「バングラデシュ人」とよぶ。バングラ人であれ、少数民族で
あれ、バングラデシュにすむかぎりはバングラデシュ人ということである。
これに対して「バングラ人」というばあいは、バングラ語母語話者をさすこととする。本稿ではたいてい

のばあい、特にバングラデシュのバングラ人である。
16ちなみに 1991 年の統計による BBS(2002: 352) によると、7 歳以上のバングラデシュ人の識字率は

32.4%である。ただしここでいう「識字率」とは「バングラ文字で名前をかける」という程度のものでしか
なく、実用的によみかきができるひとの比率はもっとひくいものとおもわれる。

17参照した頁の URL は本稿末に参考資料とともにあげる。
18バングラデシュにすむバングラ人からこのような発想がうまれなかったのは、けっして偶然ではないよ
うにおもわれる。
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紙を当時の国連事務総長コフィ=アナン (Kofi Annan)にあててかいた。1998年 1月 9
日のことである。同年 1月 20日、国連事務局のハサン=フェルダウス (Hasan Ferdous)

は、国の代表をつうじてはたらきかけるよう、ロフィクルに助言。ロフィクルはただ

ちに「世界母語愛好者の会」(Mother Language Lover of the World)を組織し19、同年 3
月 29日づけで国連カナダ大使のデイビッド=フォーラー (David Fowler)をつうじてア

ナン事務総長に手紙をおくった20。

1999年のなかば、フェルダウスはかねてから言語問題にとりくんでいるユネスコ21に

「国際母語記念日」制定をよびかけてはどうかとロフィクルに助言し、ユネスコ言語部

門局長 (Director of Language Division of UNESCO)であるジョセフ=ポト (Joseph Poth)

を紹介。ポトは言語計画専門家のアンナ=マリア (Anna Maria)を紹介した。ユネスコ

は個人的な団体からのいかなる提案もうけつけていないという理由で、ロフィクルの

提案を公式にはうけつけなかった。しかしマリアはユネスコ加盟国の代表をつうじて

「国際母語記念日」制定をよびかけるように助言。

ロフィクルはユネスコの加盟国委員会 (National Commission)を形成する諸国の担当

者と連絡をとり、「国際母語記念日」実現への協力をよびかけた。そして同年 6月 23日
づけの手紙で、ユネスコでバングラデシュ代表をつとめるカジ=ロキブッディン (Kazi

Rakibuddin) に「国際母語記念日」をユネスコに提案するように依頼した。ロキブッ

ディンはバングラデシュ教育相・サデク (A.S.H.K. Sadek)に提案を報告。サデク教育

相から当時の首相・シェイク=ハシナ (Sheikh Hasina)に提案はつたえられた。ハシナ

は「国際母語記念日」の提案に非常に興味をしめし、関係諸官にすみやかに「国際母

語記念日」制定にむけて必要なてつづきを開始するように指示した。

ユネスコ本部への提案提出期限である 1999年 9月 10日の一日前、1999年 9月 9日、
バングラデシュ代表により、「国際母語記念日」制定をもとめる提案が提出された。提

案は、バングラデシュ代表団の事前交渉と、いくつかの修正をへて、1999年 11月 17
日の第 30回ユネスコ大会で満場一致で採択された22。

2000年 2月 21日、松浦晃一郎・ユネスコ事務局長によってはじめて「国際母語記
念日」が公式に宣言された23。

2.2 「国際母語記念日」の意義

「国際母語記念日」制定にいたる経過はうえにのべたとおりである。それでは「国

際母語記念日」は具体的にはいかなる目的のもとに制定されたのであろうか。
19ちなみに「世界母語愛好者の会」のなかでバングラ語母語話者であるのはロフィクル=イスラムとアブ
ドゥス=サラム (Abdus Salam) であるが、1952 年 2 月 21 日の殉難者の中にも「ロフィクル」、「サラム」
という名前のひとがいた。奇妙な偶然である。

20この手紙は Hannan(2000: 115-117) でよむことができる。
21ユネスコは 1986 年以来、多言語教育の推進と言語的多様性の尊重を目的としたリングワパクス
計画 (LINGUAPAX Project) というものを実行している。1997 年には MOST クリアリングハウス
(MOST(Management of Social Transformation) Clearing House) に言語権をあつかう部門を設置し
ている。また東京大学大学院人文社会系研究科附属文化交流研究施設東洋諸民族言語文化研究部門は、ユ
ネスコの要請をうけて設立された国際危機言語クリアリングハウス (International Clearing House for
Endangered Languages) でもある。

22かつてはウルドゥー語を強制しバングラ語を抑圧したパキスタンも、「国際母語記念日」制定には積極
的に賛同した。

23この宣言文は Hannan(2000: 161) でよむことができる。
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公式には第 30 回ユネスコ大会決議文の第 IV 章 12 項「多言語主義にもとづく世
界への言語政策の実行」(Implementation of a language policy for the world based on

multilingualism)に多言語・多文化主義の重要性をうったえる決議がみられ、同大会議

事録におけるバングラデシュ教育相・サデクの発言 (165-169頁)には、なぜ 2月 21日
を「国際母語記念日」と宣言するように提案するのかの説明がみられる24。

それらの資料にみられる説明をまとめればつぎのようになる。

• 母語のためにたたかい 4人のバングラ語母語話者がいのちをおとした 1952年 2
月 21日にちなんで、2月 21日を「国際母語記念日」と宣言する。

• 人類の言語的・文化的遺産をまもることの重要性を認識し、その遺産を形成する
それぞれの言語や文化を大切にすること。

• 地球規模でのコミュニケーションの発達にともなってただひとつの言語だけがつ
かわれる傾向があり、そのために言語の多様性がおびやかされつつある。なかに

は消滅の危機にさらされている言語もあることをこころにとめること。

• 特にわかい世代に対して二言語教育をほどこすことにより、相互理解の精神を涵
養すること。

このように、「国際母語記念日」がめざすところは言語的・文化的多様性の尊重と相

互理解であり、同時に、特定の言語がちからをもちすぎることによりほかの言語が消

滅の危機に瀕していることに警鐘をならしているという点にも注意したい。

しかしながら、「国際母語記念日」はバングラ語運動にちなんで制定されたものであ

るとはいえ、バングラデシュでは「国際母語記念日」の精神がほとんどまったく尊重

されていない状態にあるといわざるをえない。この点については次章でくわしくのべ

ることにする。

3 バングラデシュの言語問題

ここまで、バングラデシュにおいてバングラ語とバングラ語運動の記念日である 2
月 21日がいかに重要であるかを紹介してきた。しかしバングラ語の権利のためにた
たかい、国際母語記念日制定にわきたったバングラ人たちも、バングラ語以外の言語、

とりわけバングラデシュ国内に散在する少数言語25のこととなると、いかなる興味も

関心もないようである26。

24ユネスコのWeb頁からこれらの資料を閲覧することができる。URLは本稿末の参考資料からUNESDOC
を参照。サデク教育相の発言については Hannan(2000: 126-143) でもよむことができる。

25ここで「少数言語」というのは、いわゆる少数民族の言語のことをさすものとする。母語話者数という
観点からはイングランド語や日本語、ヒンディー語などもバングラデシュでは少数言語であることにはちが
いないが、本稿でいう「少数言語」にはふくまない。

26この傾向はバングラデシュ独立以後のことにかぎらない。たとえば東パキスタン時代に「東パキスタン
の言語問題」と題する論文がかかれたが (Chowdhury 1966)、そこであつかわれているのはバングラ語の
方言差であって、東パキスタン内部の少数言語のことにはまったくふれられていない。
ただしバングラ語運動にかかわったバングラ人は誰もが少数言語には関心がなかったというわけではけっ

してない。東パキスタンを代表する言語学者であり、バングラ語運動にも重要な役割をはたしたムハンマド
=ショヒドゥッラー (Muhammad Shahidullah) の発言を Amin / Ahmed(2002: 12) から拙訳でしめす。
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バングラ語運動について論じた本や論文などでも、少数民族の言語問題まで論じた

ものは皆無といってよい27。

一方で少数民族について論じた文献では、特にチッタゴン丘陵問題とからめて人権

の観点から論じたものがおおく、言語を視野にいれて論じたものはMaloney(1984)、

Islam(1984)、Maniruzzaman(1991)と真実 (1998)のほかにはない。

そこで本章ではバングラデシュの少数言語について簡単に紹介し、なぜバングラデ

シュのバングラ人は少数言語に関心をもたないのかを考察する。

3.1 バングラデシュにはどれだけの言語があるのか

バングラデシュは、その名前をバングラ語で解釈すれば「バングラ語の (バングラ/bAMlA)
国 (デシュ/edS)」となるところにも端的にしめされているように、住民の約 99% がバ
ングラ語母語話者であるような国である28。しかし人口比にすれば 1% 程度にすぎな
いが、バングラデシュにはバングラ人以外もすんでおり、たいていはバングラ語以外

の言語を母語としている29。

バングラデシュでいったいどれだけの言語がはなされているのかを正確にのべるの

はむずかしい。しかしはなしを少数言語に限定するならば30、およそ 20の少数言語が
あるとかんがえてよさそうである31。それらの少数言語を母語とする民族のうち一般

のバングラ人でも名前をしっているのはチャクマ、マルマ、トリプラ、ガロ、サンタ

ルといった話者数が 10万人をこえるか、それにちかいような民族にかぎられる。話者
数が 1万人をきるような民族にいたっては、少数民族のあいだでさえしらないひとは
おおい。

「しかしこれだけはわすれてはなりません。わたし自身の言語 (バングラ語/訳注) がわたし
にとって大切なものであるように、パシュトゥー人にとってパシュトゥー語はかけがえのな
いものであり、それはシンド人にはシンド語が、バルーチー人にはバルーチー語が、グジャ
ラート人にはグジャラート語がかけがえのないものであるのとおなじことなのです」

(この引用部は原典である Shahidullah(1947) には実はみられない。しかしバングラ語以外の言語のこ
とも視野にいれていた人物がいる、すくなくともそうおもわれるような引用をされるかずすくない例とし
て、ショヒドゥッラーがいったとされる発言をひいておいた)

27白井 (1990: 75) は「少数民族の言語問題にどのように対処していくかという課題はあるにせよ」との
べ、少数民族の言語問題をしらないわけではないようだが、その実態についてはのべていない。

281991年の人口統計によると、バングラデシュ全人口は 106315000人 (BBS 2002: 95)。このうちバン
グラ人以外の人口は 1205978 人 (BBS 2002: 143)。

29ただし母語がバングラ語ではなくても、たいていの少数言語母語話者はそれぞれの地域ではなされるバ
ングラ語を流暢にあやつるのが普通である。

30バングラ語は方言差のはげしい言語であり、それぞれの方言はそれぞれに独立した言語といえるほどに
ことなっている。しかし本稿ではバングラ語の方言をめぐる問題はあつかわない。バングラ語の方言について
日本語で論じた文献はない。イングランド語でならばGrierson(1903)に主要方言についての記述と言語資
料があるが、その後まとまった研究はあまりない。バングラ語でかかれたものではManiruzzaman(1994)
がほとんど唯一の研究である。

31BBS(2002: 143-144)にみられる統計によるとバングラデシュには 31 の少数民族がいることになって
いる。しかしそれらの民族のなかには実際にはほぼ同じ民族の異称や下位支族がまじっていたり、ヒンドゥー
のカーストに由来する民族では実際にはバングラ語をはなしていたりするところから、言語数としては 20
程度であるとかんがえられる。詳細は附録を参照。
統計にはあらわれない少数民族として「ビハーリー」とよばれるひとびとがいる。「ビハーリー」とはイ

ンド・ビハール州出身のイスラム教徒の呼称で、そのおおくはウルドゥー語を母語としている。インド独立
時にはインドからおわれ、バングラデシュ独立時にはバングラデシュからおわれることになった。しかしか
えるべき国もなく難民となっているひとびとが多数あり、佐藤 (1993: 166) によるとそのかずは 20-25 万
人程度であるという。
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3.1.1 バングラデシュの危機言語

本稿ではバングラデシュ国内の少数言語すべてについて論ずることはできないが、

ここでは特に母語話者数が 1万人をきるような危機言語についてのべておく32。

附録にしめしたように、バングラデシュにはその存在が確認されている民族は約 30
ある。このうち人口が 1万人をきるものは 10程度ある。ただしバングラデシュに散在
する少数民族のおおくはインドやビルマにも居住しており、インド・アーリア系の言

語をはなす少数民族は実際にはバングラ語の方言をはなしていることがおおい。

バングラデシュで存在が確認されており、なおかつ緊急の調査を要するようないわ

ゆる「危機言語」はチャック語、ムロ語、クミ語、キャン語、ボーン語、パンクー語と

いうことになる33。これらの言語はいずれもチッタゴン丘陵の奥地ではなされており、

後述するチッタゴン丘陵問題の影響で、実際に現地におもむいて調査をするのは困難

である。

3.1.2 特にチャック語について

うえにのべたバングラデシュの危機言語のうち、筆者が実際にかかわって作業をし

つつあるチャック語について、状況を簡単に紹介しておく。

チャック人は BBS(2002: 143)によると人口 2000人である34。チャック人は名前と外

見がにていることから少数民族のあいだでさえしばしばチャクマ人とまちがわれ、バ

ングラ人でその存在をしるひとは一部の研究者をのぞいてまずいない。

チャック語については Bernot(1967: 227-255)に音声目録と 400語程度の基礎語彙
が掲載されており、研究がまったくないというわけではない。しかしチャック語にか

ぎったことではないが、危機言語のばあいはそもそも研究のかずがすくないために、

先行研究が何十年とむかしのものしかないということはめずらしくなく、実地での調

査で先行研究と結果がまったく一致するなどということはまずありえない。

バングラデシュの危機言語のばあい、後述するような政治的問題からチッタゴン丘

陵にでむいて調査をするということは非常に困難であるので、実際にはダッカあたり

で話者をさがし、作業に協力してもらうことになる。

チャック語話者はバングラデシュのすべての少数民族と同様、ほぼ全員がバングラ

語35との二言語使用者である。さらにかなりおおくのひとがビルマ語アラカン方言と

ちかいマルマ語も解する。チャックのひとびとだけがすむむらでは、いまでも基本的

32長田 (1999: 117) が指摘する「危機言語プロジェクトでは、話者人口僅少の言語が話題の中心となり
がちである。しかし、インドではいずれの言語についても、その実態が知られていないという意味において
「危機的な状況」なのである」という状況はバングラデシュでもかわりはない。本稿では母語話者数がすく
ない言語についてのみのべることにするが、その他の言語もふくめたバングラデシュの少数言語全体の使用
状況、研究状況については別稿に論じたい。

33これらの言語についてどのような研究があるのかは、たとえばMatisoff(1996) を参照。
34現地のひとびとのはなしによるとバングラデシュ全体で 5000 人程度はいるらしい。チャック人はビル
マでは「サック」、「テック」あるいは「テッ」とよばれ、Bradley(1997: 25) によると 7000 人の話者が
いる。いずれにしても、話者数はどんなにおおくみつもっても 1 万人かわずかにそれををこえる程度であ
ることにはまちがいなく、調査は緊急を要する。

35ただしここでいうバングラ語とは、バングラ語チッタゴン方言のことである。教育をうけたひとは標準
的なバングラ語も解する。
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にチャック語だけがつかわれているようである。しかしむらをでて都市にくらすよう

なひとびとのあいだでは、しだいに語彙がマルマ語やバングラ語といれかわっていく

傾向にあるようである。チャック語母語話者のなかには、基礎語彙である数詞をチャッ

ク語ではいえず、すべてマルマ語でいってしまうひともいる。

チャック人はチャック人どうしで結婚することがおおいものの、マルマ人やボルアと

よばれるバングラ人仏教徒と結婚することもある。そのような家庭では、チャック語

がつかわれる機会がすくなく、こどもたちはマルマ語やバングラ語を母語とするよう

になる。

学校教育は、チャック人しかすんでいないようなむらでさえ、チャック人の先生が

チャック人の生徒にバングラ語のみで授業をするという状態がつづいている。バング

ラ語をおしえるのがこどもたちのためであるという。

チャック語は「消滅に瀕した (moribund)」言語というわけではないが、峰岸 (1999:

123)の表現をかりれば「緩慢な死」をむかえつつある言語であるにはちがいない。

3.2 なぜバングラデシュでは少数言語に対する関心がひくいのか

バングラデシュではなぜ少数言語に対する関心がほとんどまったくないのだろうか。

長田 (1999: 111-113)はインドでの事情をつぎのようにのべている。

インドはごぞんじのようにカースト社会である。したがって、一部の言語

学者をのぞいて、一般的には高カーストに属する人々は低カーストに属す

る人々の言語に関心がない。カースト社会においては、ほかのカーストに

対する関心はカースト・ランキングの位置づけ以外ではほとんどなく、まし

てほかのカーストの言語を学ぼうという姿勢はうまれにくい。唯一、カー

ストの高いものに対する関心は高く、高カーストの社会慣習をまねること

はサンスクリット化という社会学用語でよく知られている。

バングラデシュはカースト社会というわけではないが、長田のいいかたにならえば

「バングラ人以外のほかの言語を学ぼうという姿勢はうまれにくい」ところであり、高

カーストにあたるものはさしずめイングランド語であろう。

すでにのべたように、バングラデシュで少数言語を母語とするひとびとは、その母

語のいかんをとわず、バングラ語をしっている。したがって、バングラ人のがわから

あえて少数言語をまなぼうということはまずない。バングラ語運動をつうじて独立し、

近年は国際母語記念日制定に努力したような国で、バングラ語以外の言語、特に少数

民族の言語の存在がほとんどまったくかえりみられていないのは残念なことである36。

この節ではバングラデシュのバングラ人、とりわけイスラム教徒に特有の理由を、

宗教・経済・政治の観点からかんがえる37。
36たとえば国際母語記念日がいわわれるようになって以来、毎年 2月中旬になるとダッカの国立博物館で
は世界の諸言語についての展示がおこなわれるようになった。その展示内容はお世辞にも立派なものとはい
えないが、世界のいろいろな言語について紹介しようという趣旨は理解できる。しかし残念なことに、バン
グラデシュ国内にどのような言語があるのかについては、これまでに 3 回おこなわれた展示でただの 1 度
も紹介されたことがなかった。バングラ語についてはバングラ・アカデミーの出版物がただならべてあるだ
けというありさまであった。

37筆者は言語学を専門としており、バングラデシュ社会の研究を専門とするものではない。以下の考察は
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3.2.1 宗教的要因

1972年に憲法が制定された当時のバングラデシュは政治的には非宗教 (secular)38で

あった。このことは、バングラ語運動の展開にあたってイスラム教徒もヒンドゥー教

徒も「バングラ人」であるという点で協力し、ともに独立をかちとったことと無関係

ではない。しかし独立後の政治的混乱のなかで、1988年にはイスラム教が国教とさだ
められるにいたった。独立に際しては宗教のちがいをこえて協力したとされるイスラ

ム教徒とヒンドゥー教徒の関係は、けっして良好なものではないとおもわれる。

佐藤 (1990: 115-116)によれば、バングラデシュはインドにくらべれば宗教的暴動が

すくないといわれている。しかしそのことはバングラデシュ社会がイスラム教徒以外

のひとびとに寛容であるということを意味しない。たとえばバングラデシュ独立後は

総人口の 22%程度をしめていたヒンドゥー教徒も、BBS(2002: 410)にみられるイスラ

ム教徒の数字 (87%)から推定すると現在では 12%程度とみられる。独立後 30年の間
にイスラム教徒の人口が 5000万人以上ふえた一方で、ヒンドゥー教徒の人口は数百万
人減少しているということである。このことは、ヒンドゥー教徒にとってバングラデ

シュはけっしてすみやすい国ではないということをしめしている39。

事情は仏教やキリスト教を信仰する少数民族でもおなじである。附録にしめしたよ

うに、バングラデシュ国内の少数民族にはイスラム教徒はおらず40、その大半は仏教

徒かキリスト教徒である。バングラデシュにおいて少数民族は人口の面でも宗教の面

でも少数者としていきていかざるをえない状況にある。

バングラデシュの圧倒的多数がイスラム教徒のバングラ人であり、人口比にして 1%程
度の非イスラム教徒で文化的背景のまったくことなるチベット・ビルマ系民族を中心

とする少数民族が言語的にも少数者であるということが、一般のバングラ人が少数言

語に関心をもたない原因のひとつであろう。

3.2.2 経済的要因

バングラデシュは後発開発途上国 (Least Developing Country)にかぞえられる、世界

でもっともまずしいとされる国のひとつである。天然資源がなく、人的資源しかない

この国でも、いまや世界各地で見聞されるように「グローバル化」と「インターネッ

ト」の大合唱のもと、イングランド語教育を推進するうごきがさかんである。

イングランド語ができればそれだけで本当に仕事があり経済的にゆたかになれるか

どうかはさておき、第二言語を学習したいとかんがえるようなバングラデシュ人の大
あくまでも言語のたちばからみた宗教・経済・政治の側面であることを強調しておきたい。バングラデシュ
社会一般の案内書として日本語でもよめるものには佐藤編 (1990)や臼田・佐藤・谷口編 (1993)があり、そ
こでそれぞれの専門家によってバングラデシュの諸相が論じられている。

38“secular” という語は一般的には「政教分離」をさしてつかわれる。しかしイスラム教が国教となった
後も、新聞などでは「バングラデシュは穏健なムスリム国家であり、“secular” な国家である」という論調
がしばしばみられる。そこでいわれる “secular” とは、実体はともかく、たてまえとしては「政治的非宗
教」を意味しているものとおもわれる。

39このことは、独立後イスラム教徒の人口がふえつづけているインドとは対照的である。
さらに 2001年 10月の第 3回総選挙で BNP(Bangladesh Nationalist Party)とイスラム原理主義政党

との連立政権が誕生して以来、バングラデシュ国内のヒンドゥー教徒への迫害がかつてない規模でおこなわ
れているという報道が The Daily Star 紙などの新聞でなされている。

40実際にはまったくいないというわけではないのであるが、すくなくとも統計上はでてこない。
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多数はイングランド語をまなぶことしか眼中にないのはたしかである。おかねにむす

びつかないバングラデシュ国内の少数言語に関心をもつひとはまずいない41。

このようなバングラデシュの経済状況にもとずくイングランド語への過剰な期待も、

少数言語への関心をとおざける一因であるとおもわれる42。

3.2.3 政治的要因

バングラデシュにおいて少数言語への関心をさまたげている政治的な原因として、

チッタゴン丘陵問題がある。バングラデシュの少数民族の過半数はチッタゴン丘陵に居

住している。この地域の政情不安が少数言語への無関心に拍車をかけているといえる。

3.2.3.1 チッタゴン丘陵問題

本稿ではチッタゴン丘陵問題そのものについて詳細にはたちいらないが、つぎにご

く簡単にチッタゴン丘陵問題についてのべる。ここでも煩雑をさけるため、個々の事

実の記述に対して特にことわらないかぎりは出典をしめさない43。

チッタゴン丘陵問題はおおきくふたつの段階にわけることができる。ひとつは 1950
年代後半から当時のパキスタン政府によっておこなわれたカプタイ・ダムの建設であ

り、もうひとつはバングラデシュ独立後、1970年代後半から計画的におこなわれるよ
うになった低地バングラ人のチッタゴン丘陵への入植問題である。

カプタイ・ダムは 1957年に建設が開始され、それにともなって 10万人をこえる現
地のチャクマ人がうまれ故郷のたちのきを余儀なくされた。政府からの保証はもとよ

り十分なものではなく、おおくの難民が近隣のインド・トリプラ州やミゾラム州にな

がれこんだ。さらに難民のおおくは新天地をもとめてインドはアルナーチャル・プラ

デーシュ州に移住した44。
41バングラデシュの総人口の半分ちかくはいわゆる貧困の中で生活しており、そのようなひとびとはそも
そも外国語を学習するという必要とは無縁の生活をおくっている。日々の生活にも苦労しているひとびとに
「外国語をまなべ」とか「少数言語のことをかんがえろ」などど主張する気は筆者には毛頭ない。
一方で、バングラデシュで経済的にゆたかな家庭では子弟をイングランド語で教育がおこなわれる学校に

かよわせ、大学はアメリカやイギリスに留学させるのが普通であることをみても、バングラ語の地位はひく
く、イングランド語の地位がたかいことがうかがわれる。
筆者の疑問は、バングラ語をほこりとし、第二外国語をまなぶだけの経済的・時間的余裕のあるようなひ

とびとが、なぜバングラデシュ国内の少数言語問題にかくも無関心なのかというところにある。
42バングラデシュのひとびとにとってはイングランド語が世界のさまざまな情報の窓口になっており、イ
ングランド語をつうじてえられた情報によって、ひとびとの視野がひろがっている、すくなくともひろがる
可能性がある、という点は筆者も否定しない。
しかしながらバングラデシュ国内の少数言語に対する無関心度のねはふかいようである。たとえば 2001

年 12 月 7 日の The Daily Star 紙、同年 12 月 14 日の The Independent 紙の読者投稿欄には、同一人
物によって “Human languages endangered”と題する投書が掲載され、世界中でおおくの言語が消滅の危
機にあることがうったえられている。しかしバングラデシュ国内にも危機言語があることにはまったくふれ
られていない。この投書はWeb 頁でもよむことができる。URL は本稿末の参考資料を参照。

43チッタゴン丘陵問題について日本語でもよめる文献としてはティム (1993)、真実 (1998) などがある。
Web 頁では「ジュマ協力基金」、「バングラデシュ情報」などがくわしい。イングランド語でならば Van
Schendel(eds.)(2000)、Barua(2001)、Rafi / Chowdhury(eds.)(2001)などがチッタゴン丘陵の少数
民族をあつかった最新の研究成果である。

44トリプラ州、ミゾラム州、アルナーチャル・プラデーシュ州は、当時はインド・大アッサム州の一部で
独立した州ではなかったが、ここでは便宜上、アッサム州から分離したあとの名称で言及した。
「ジュマ協力基金」の頁によると、チッタゴン丘陵からアルナーチャル・プラデーシュ州に移住したチャ

クマ人は 3 万人規模におよぶ。移住から三十年以上たったいま、チャクマ人はアルナーチャル・プラデー
シュ州第二の人口を擁する民族となり、現地の少数民族との確執があらたな社会問題となっているという。
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バングラデシュ独立戦争に際して、チャクマ人の王族がパキスタン政府を支持する

がわにまわったことが、バングラデシュ独立後のチャクマ人を中心とする少数民族の

たちばをさらにわるくしたことは想像にかたくない45。

1979年以降、土地をもたない低地バングラ人のチッタゴン丘陵へ計画的かつ大規模
な植民が開始された。チッタゴン丘陵ではすでにシャントゥ=ラルマ (Shantu Larma)

を首領とするシャンティ・バヒニ (Shanti Bahini/SAiÀ bAihnI/バングラ語で「平和の軍隊」
の意)が組織されており、バングラデシュ政府との武力闘争が開始された。ちみどろの

ゲリラ闘争がおこなわれ、その間におおくの少数民族 (主としてチャクマ人、トリプラ人)

が政府軍によって虐殺され、あらたな難民がインド・トリプラ州、ミゾラム州になが

れこんだ46。

1997年 12月 2日、シャンティ・バヒニとアワミ連盟政権のあいだで 20年にわたる
武力闘争に終止符がうたれ、和平協定がむすばれた47。

3.2.3.2 少数民族研究の不足

うえにのべたようなチッタゴン丘陵問題の影響で、一般にバングラ人と少数民族と

の人間関係はきわめてわるい。研究目的のためにバングラ人が少数民族のなかにはいっ

ていくことはほとんど不可能であり、外国人による研究も東パキスタン時代にヨーロッ

パの研究者によっておこなわれて以来、めぼしいものはほとんどない。

バングラデシュでは政治的理由により少数民族を対象にした研究がやりにくいこと

が少数民族についての情報不足につながり、ひいては一般市民の無関心を助長してい

るようにもおもわれる。

3.3 バングラデシュの少数言語の将来

ここまでバングラデシュでは少数言語への関心がきわめてひくいことを指摘してき

た。この節ではバングラデシュの少数言語について最近の動向をのべることにする。
45バングラデシュ独立の父であり初代首相をつとめたシェイク=ムジブル=ラフマン (Sheikh Mujibur

Rahman)は、バングラ人からは熱狂的な支持をあつめた反面、少数民族に対してはあまり理解がなかった
ことでしられる。佐藤 (1993: 159-160)によると、バングラデシュ独立直後、チッタゴン丘陵での自治権を
もとめる少数民族の代表たちに対し「われわれは皆バングラ人だ。一国に二つの政府をもつわけにはいかぬ。
自分の出身を忘れバングラ人になりたまえ」とかたったとつたえられている (The Bangladesh Observer
紙・1973 年 2 月 17 日の記事には、同年 2 月 16 日・チッタゴン丘陵の首邑ランガマティをおとずれたラ
フマンはあつまった丘陵地帯にすむひとびとに対して「『よきバングラ人』(good Bangalis) としていきる
ようきもに銘じるべきであると助言した」とかかれている)。
ラフマンのこの発言は少数民族への無理解を露呈したものとして、真実 (1998: 69)、藤井 (2000: 53)

にも引用されている。一方でManiruzzaman(1991: 103)はラフマン発言を擁護してつぎのようにのべて
いる。

「シェイク=ムジブル=ラフマンは部族民 (tribals) に対してバングラ人 (Bengalee) となる
ように助言した。もちろん、これは民族としてのちがいを放棄するということを意味するの
ではなく、(中略)バングラデシュ国民 (citizens of Bangladesh)というおおきな政治的まと
まりに属するということを意味していたのである」

46チッタゴン丘陵での虐殺や少数民族の人権をあつかった文献は、ヨーロッパの人権団体や研究者を中心
にかずおおく発表されている。日本語でもよめるものにはティム (1993) がある。

47本稿執筆時点で和平協定から 4 年の歳月がながれたことになるが、最近は和平協定賛成派と反対派に
よるあらそいが徐々にはげしくなっていることにくわえ、和平協定が締結されても内容が実行されないこと
への不満が賛成派のあいだでもたかまっており、チッタゴン丘陵の状況は予断をゆるさない。チッタゴン丘
陵和平協定について詳細は「バングラデシュ情報」の頁を参照。
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3.3.1 少数民族のとりくみ

近年、少数民族のがわから自分たちの言語や文化を振興しようとするうごきがでは

じめている。たとえばランガマティ(Rangamati)やバンドルバン (Bandarban)の少数民

族研究所 (Tribal Cultural Institute)からはチッタゴン丘陵の少数民族の言語や文化に関

する書籍がおおく出版されるようになってきているほか、JAC(Jum Aesthetics Council)

に代表される少数民族の知識人を中心とした文化活動もさかんになってきている。

チャクマのばあいは、ひさしくつかわれていなかったチャクマ文字を復活させよう

とするうごきがではじめており48、ムルでは独自の文字を普及させようとする活動が

はじまっている49。

3.3.2 海外の機関のとりくみ

国際母語記念日の制定後、ユネスコの機関としてダッカに「国際母語研究所」(Inter-

national Mother Language Institute)が設置されることがきまり、すでに研究所の建設

がはじまっている。

さらに 2002年 4月になって夏季言語研究所 (Summer Institute of Linsuitics/以下 SIL

と略す)の事務所がダッカにも開設された。SILはすでに世界 70ヶ国で少数言語の調
査・研究をおこなっている実績があり、バングラデシュにおいても少数言語の調査・研

究がすすむことが期待される。

おわりに

以上、本稿ではバングラ語運動と国際母語記念日についてのべ、バングラデシュの

危機言語について現状の一端を紹介した。

バングラ語運動は母語をつかう権利のためにたたかわれ、最終的にはバングラデシュ

独立の原動力のひとつとなった。しかしバングラ語運動のかげで、少数言語の権利が

尊重されることはなかった。東パキスタン時代の「バングラ語民主主義」をもとめる

運動は、バングラデシュ独立後は「バングラ語帝国主義」へと展開していったのであ

る50。

国際母語記念日の制定でバングラデシュ国内の少数言語への注目がたかまるかとも

おもわれたが、一部で少数言語の研究をすすめようとするうごきはあるものの、一般

にバングラ人のあいだではむしろバングラ語運動の重要性がいっそう喧伝されるよう
48延末 (1999) にはチャクマ文字が危機にあるような記述がみられるが、現在ではチャクマ文字のフォン
トも開発され、それをもちいて出版物まで印刷されるようになっている。

49チャクマ文字、ムル文字の文字見本は Rafi / Chowdhury(eds.)(2001: 14-19) にごくわずかだがみ
ることができる。これらの文字の現状については別稿で紹介したい。

50藤井 (2000: 53)はバングラデシュの状況を「南アジアにおいて、支配であれ、そこよりの解放であれ、
単一言語が排他性をもって追求された結果がいかなるものとなるのか」の例として認識しているようである
が、同様の問題は日本においてもみられるのではないだろうか。たとえば『英語支配の構造』をあらわし
「英語帝国主義」を批判する主張を展開しながら、のちに『侵略する英語・反撃する日本語』で「美しい日
本語」をとなえはじめた津田幸男氏のような例がある (塚原信行氏の教示による)。「言語帝国主義」を打破
する運動が、結局はまた別の「言語帝国主義」をうみだしかねない点に十分に注意する必要がある。「バン
グラ語帝国主義」はヤマダ (1996) がいうところの「破廉恥」な「言語帝国主義論」につうじるものがある
であろう。
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になっている。一方で少数民族のがわでは、自分たちの言語の権利をうったえる運動

がはじまりつつある。

はたして「少数言語の民主主義」が「バングラ語帝国主義」にくさびをうちこむこ

とができるのか。今後のバングラデシュの言語状況に注目される。

附録

BBS(2002: 143-144)とGrimes(2002)を基本とし、Dalton(1872)、Risley(1891)、

Maloney(1984)、Chakma(1985)、Hosen(1999)、Rafi / Chowdhury(eds.)(2001)、

Barua(2001)、Singha(2001)なども参考にし、バングラデシュに確認されている少数

民族・少数言語について表にしてしめす。この種の資料はなかなか存在せず、あって

も正確にはとおいことがおおい。本稿の資料も完全なものとはいえないが、バングラ

デシュの少数民族に関心あるひとびとの参考になればさいわいである。

作表にあたっての注意および略号はつぎのとおりである。
1. Grimes(2002)からバングラ語とその方言を除外した。具体的には Bengali、Chittagonian(チッタ
ゴン方言)、Sylhetti(シレット方言)。

2. Grimes(2002)に名前があがっていても話者数がしめされていないようなものも除外した。具体的に
はAssamese(IA)、Bishnupriya(IA)、Falam(TB/KC)、Haka(TB/KC)、Ho(AA)、Kurux(AA)、
Megam(TB/KC)。

3. 民族名のみだしは BBS(2002: 143-144)での表記を基本とした。複数の表記がみられるばあいには、
字さげせずに並列した。BBS(2002: 143-144) と Grimes(2002) で表記がことなるばあいは、前者
の表記をみだしとしてあげたあと、一段字さげして後者の表記をしめした51。

4. 日本語名には、綾部 (2000)での表記と亀井・河野・千野 (1988-93)での表記を基準とした。両者で
表記がことなるばあいや複数の表記があるばあいには、筆者の判断でひとつを選択した。日本語で
の呼称が定着していないものについては、筆者の判断により、バングラ語の発音にちかいカナ表記
をあたえた52。

5. 言語系統の分類は、あきらかにあやまりとみられるものをのぞき、原則として Grierson(1927) に
よっている。ただしチベット・ビルマ語派での下位区分については、Matisoff(1996)を参考にした。

6. 文字では、当該言語でかかれた出版物につかわれている文字をしめした。出版物は少数民族研究所
からでているものか、聖書が中心である。聖書のおおくはラテン文字にアクセント記号をつけたも
のであるが、ここでは単にラテン文字としてしめした。デーワナーガリ文字、メイテイ文字、オル
チキ文字のように実際にはインドでしかつかわれない文字もあるが、参考までにしめしておいた。

7. 言語系統や居住地域を考慮して配列した。

8. BBS では BBS(2002: 143-144) にみられる人口をしめした。

9. Grimesでは Grimes(2002)にみられる人口をしめした。ただし Grimes(2002)にしめされた人口
は、民族によって数字の根拠とした資料がことなるために、統一がとれていない。また、実際には
おなじ民族をさすとおもわれるものに対して別にみだしをたてている例も散見される。そのような
例のうち Kok Borok と Tippera については別々に項目をたてて話者数もしめしたが、それぞれの
話者数はおそらくかなりのわりあいでかさなっている。MroとMru、Ashoと Shenduは実際には
ほぼおなじ民族に属するとみてよいが、話者数においてはかさなっていないものとおもわれる。
Grimes(2002) にあがっていながら話者数がのっていないものは原則として除外したが、対応する
民族が BBS(2002: 143-144) にみられるばあいには除外せず、話者数は!でしめした。

10. 言語系統の略号：AA(オーストロ・アジア/Austro-Asiatic)、BG(ボド・ガロ/Bodo-Garo)、D(ドラ
ビダ/Dravidian)、IA(インド・アーリア/Indo-Aryan)、KC(クキ・チン/Kuki-Chin)、LB(ロロ・
ビルマ/Lolo-Burmese)、Lui(ルイ/Lui)、M(メイテイ/Meithei)、TB(チベット・ビルマ/Tibeto-
Burman)

51BBS(2002: 143-144)による表記はバングラ語での呼称に準じたものになっている。Grimes(2002)で
はおなじ民族に対して複数の呼称があるばあいはそれも併記されている点が便利ではあるが、本稿では煩雑
をさけるためにしめしていない。

52当該言語による自称をしめしたいところではあるが、これらの少数民族については情報が不足してお
り、すべての民族について自称をしめすのは困難であることから、今回は一般に通用しているバングラ語名
をしめした。
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11. 宗教の略号：A(アニミズム)、B(仏教)53、C(キリスト教) 54、H(ヒンドゥー教)、?(不明)

12. 文字の略号：B(バングラ文字)、Br.(ビルマ文字)、C(チャクマ文字)、D(デーワナーガリ文字)、L(ラ
テン文字)、M(メイテイ文字)、Mr.(ムル文字)、O(オルチキ文字)、?(不明)

13. 備考：おなじ民族が近隣のビルマやインドにも確認されるばあい、「ビルマ」「インド」とかいた。た
だし名称がことなるばあいには (...) で現地名をいれた。

バングラデシュの少数民族一覧

民族名 日本語名 言語系統 宗教 文字 BBS Grimes 備考

Marma マルマ TB(LB) B B, Br. 154216 — ビルマ
　 Burmese TB(LB) B — 235000 ビルマ
Rakhain ラカイン TB(LB) B B, Br. 16932 — ビルマ
　 Arakanese TB(LB) B — 185000 ビルマ

Chak チャック TB(Lui) B なし 2000 909 ビルマ (Sak)

Khomoi クミ TB(KC) C? L 1241 —
　 Khumi TB(KC) C? — 1188

Khyang キャン TB(KC) C L 2345 — ビルマ
　 Asho TB(KC) C — 1422 ビルマ?
　 Shendu TB(KC) C — 1000 ビルマ?

Murang55 ムルン TB(KC) A, C L, Mr.56 22178 — ビルマ
Muro ムル57 TB(KC) A, C L, Mr. 3211 — ビルマ
　 Mro TB(KC) A, C — ! ビルマ
　 Mru TB(KC) A, C — 20000 ビルマ

Bawm ボーン TB(KC) C L 6978 5773 ビルマ
Pankhoo パンクー TB(KC) C L 3227 —
　 Pankhue TB(KC) C — 2278
Lushai ルシャイ TB(KC) C L 662 1042 インド (Mizo)

Tripura トリプラ TB(BG) H B, L 79772 — インド
　 Kok Borok コクボロック TB(BG) H — 78000 インド
　 Tippera TB(BG) H — 105000 インド
Tipra TB(BG) H B, L 1242 — インド
　 Riang リャン TB(BG) H — 1011 インド
Usui58 ウスイ TB(BG) C B, L — 4000 インド?

Darlong59 ダロン TB(KC) C, H L — 9000 インド

Chakma チャクマ IA B B, C 252986 260577 インド
Tangchangya トンチュンガ IA B B, C 21057 17695

Monipuri60 モニプリ TB(M)/IA H61 B, L, M 24902 — インド
　 Meitei メイテイ TB(M) H — 92800 インド

Garo ガロ TB(BG) C L 68210 102000 インド

53バングラデシュの仏教は小乗仏教である。
54バングラデシュの少数民族にはカトリックもプロテスタントも存在する。しかし民族ごとにその比率は
ことなり、資料も存在しないので、ちがいを区別してしめすことはできない。

55Barua(2001: 45) によると、この統計におけるムルンはムルと事実上おなじものである。しかしトリ
プラの下位支族にもムルンとよばれるひとびとがおり、Maloney(1984)や Barua(2001)ではムルとは別
の民族としてあつかわれている。このような混乱がおきるのは、トリプラをさすマルマ語での他称がムルン
である一方で、ムルをさすバングラ語での他称もまたムルンということによる。

56キリスト教徒はラテン文字をつかう一方で、クラマ (Krama)とよばれるムルに伝統的なアニミズムか
ら派生した宗教を信奉するひとびとのなかにはムル文字をつかうひとたちもいる。

57Muro をローマ字よみすると「ムロ」となる。しかし本稿では自称を尊重して「ムル」とよぶ。
58Rafi / Chowdhury(eds.)(2001: 17) によると、Ushoi/Ushai/Uchai とよばれるトリプラの下位支
族があり、キリスト教徒である。Usui もその支族をさしているものとおもわれる。

59Grimes(2002)によるとインド・トリプラ州にも居住し、言語的にはチン系である。しかしこの民族名
は BBS(2002: 143-144) にはあがっておらず、筆者もきいたことがない。

60言語的には TB系のManipuriとは別に、Bishnupriya Manipuriとよばれる IA系の言語をはなす集
団も Manipuri のなかにいることがしられている。しかし統計上はその区別がでていない。

61Hosen(1999: 19) によると Manipuri のなかには Paon とよばれるイスラム教徒の集団もいる。
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Coach コチ IA H なし 12631 — インド
　 Koch IA H — ! インド
Rajbangsi ラジボンシ IA H62 なし 5444 ! インド
Bangsi ボンシ IA H なし 2112 —

Harijang ハリジョン IA H なし 63 — インド

Hajong ハジョン IA H なし 11477 ! インド

Khasia カシ AA C L 13412 — インド
　 Khasi AA C — 85088 インド

Munda ムンダ AA C B, D, L 2112 — インド
　 Mundari AA C — ! インド
Saontal サンタル AA C B, D, L, O 202744 — インド
　 Santali AA C — 157000 インド

Urang オラオン D C L? 11296 84000 インド (Oraong)
Uruo D C L? 2481 —
Buna63 ブナ D C なし 13914 — インド
Mahat マハトー D64 C なし 3534 — インド

Pahari65 パハリー D C L? 1853 — インド
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Ueda Kôzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

sêsabetu o kataru kotoba

Itoigawa Miki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

kanzito yû syôgai
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taiwan sôtokuhu kokusê tyôsa ni yoru gengo tyôsa
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