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日本手話は「自然言語」か
佐々木 倫子（ささき みちこ）編
『ろう者からみた「多文化共生」—もうひとつの言語的マイノリティ—』

（ココ出版、2012年）

かどや ひでのり †

はじめに

手話をひとつの言語として、かつ手話使用者
を少数言語使用者としてとらえることは、現在、
すくなくともことばの研究の場では、論証の必
要のない公理のひとつになっている。しかし、
日常生活のなかで、とくにことばへの関心をむ
ける機会もないマジョリティの聴者にとって、
手話についての理解は往々にして旧来のものと
大差なく、無知・誤解にいきあたることはめず
らしくない。本書の編著者らが精力的に本をだ
しつづけるのはそういう現状の認識があっての
ことであろう1。じっさい、日本手話と日本語
対応手話が存在し、両者が別のものであるとい
う、手話使用者にとっては自明であろうことで
さえ、手話にふれる機会のない音声日本語人2が
とくに意識しないまま正確な把握にいたること
はありえない。ろう者を中心とし、絶対少数者でありつづけるであろう日本手話人が、
言語的な権利侵害をうけないためには、まずそうした基本的な知識の共有が不可欠で
あり、そのための啓蒙書はいくらあってもたりない。そうした意味において、本書の
社会的な価値は非常にたかいことを、本評にはいるまえにまず確認したい。
以下、本稿では、本書のスタンス、「マイノリティの視点から出発して、その文化的

出自は問わずに、すべての構成員の基本的人権が守られる社会こそが真の「多文化共
†津山工業高等専門学校／言語差別論／ kadoja@gmail.com
1全国ろう児をもつ親の会編『ぼくたちの言葉を奪わないで！ ～ろう児の人権宣言～』明石書店、2003

年、同『ろう教育と言語権』明石書店、2004 年、同『ろう教育が変わる！』明石書店、2006 年、同『バイ
リンガルでろう児は育つ—日本手話プラス書記日本語で教育を！』生活書院、2008 年、玉田さとみ『小指
のお母さん』ポプラ社、2011 年、木村晴美『日本手話と日本語対応手話（手指日本語）—間にある「深い
谷」』生活書院、2011 年など。また、本書の一部は DVD 化されている。佐々木倫子・岡典栄 編『ろう者
から見た多文化共生 DVD 1 木村晴美・森壮也 手話講演』『ろう者から見た多文化共生 DVD 2 久松三二・
田門浩 手話講演』ココ出版、2013 年。

2音声日本語を第一言語や第一生活言語とするひと。したがって、本稿における「日本手話人」という表
現は、日本手話を第一言語や第一生活言語にするひとや、日本手話にアイデンティティをみいだしているひ
とをさす。
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生社会」だろう」（ささき xxii。以下、著者名と数字だけの注記は本書の各章執筆者名とペー
ジ番号をしめす3）という立場を完全に共有しながら、日本手話をめぐって言語上の権利
侵害をおこさないために、かつ日本手話をめぐる権利擁護運動・解放運動が今後もう
一歩まえへすすむために、かんがえるべき問題について提起したい。
まず、本書の構成は以下のとおりである。

はじめに — 「ろう者」と「手話」と「多文化共生」（
さ さ き み ち こ
佐々木倫子）

第一部　日本手話話者の道のり
　 1章　日本手話を第一言語とするろう者の道のり（

きむらはるみ
木村晴美）

　 2章　ろう親をもつコーダの道のり・手話通訳者の道のり（
みやざわのりこ
宮澤典子）

　 3章　ろう児をもつ親たちの道のり（
たまだ
玉田さとみ）

　 4章　言語権をめぐる道のり（
こじまいさむ
小嶋勇）

第二部　自然言語としての日本手話
　 5章　脳が示す自然言語としての日本手話（

さかいくによし
酒井邦嘉）

　 6章　文法が示す自然言語としての日本手話
　　（

あかほりひとみ
赤堀仁美・

おかのりえ
岡典栄・

まつおかかずみ
松岡和美）

　 7章　世界における自然言語としての手話（
もりそーや
森壮也）

第三部　「多文化共生」を標榜する社会を変えるために
　 8章　ろう教育のこれから（

かやよーこ
榧陽子）

　 9章　ろうコミュニティのこれから（
たもんひろし
田門浩）

　 10章　言語教育政策のこれから（
こいしあつこ
古石篤子）

第四部　〈座談会〉ろう者の歩んできた道のりと今後
　　（

ひさまつみつじ
久松三二・

かわしまきよし
川 島 清・

すえもりあきお
末森明夫・

たなかしんや
田中慎也・

さ さ き み ち こ
佐々木倫子）

この目次から容易にみてとれるように、本書の内容は手話を核としつつも広範囲に
わたる。まず、ろう者の日本手話人の言語経験のかたりからはじまり、ろう教育や関
連する法律、日本手話の言語学的記述にまでおよぶ。以下では、それらを逐一要約す
ることはせずに、本書全体に通底するとおもわれる問題を指摘するかたちで本書の批
評をおこないたい。

1. 「日本手話は自然言語である」

先にのべたように、本書の第一の力点は、手話にまつわる言語的事実の啓蒙にある。
それは、「手話がれっきとした言語であること」（ささき viii）「ここでは日本手話が自然
言語であることを、丁寧に、異なる角度からの記述を積み上げて、検証していく」（さ
さき xx）「日本語も日本手話もともに自然言語というまぎれもない事実」（ささき xxi）
といった、つよいことばによくあらわれている。手話が、「身ぶりに近く、ことばでは
ない」「方言みたいなもので、日常会話にしか役立たない」「単語はあるが文法はない」
「教育のことばとして不十分」（ささき viii）といった表現で、不十分な言語未満のコミュ

3漢字著者名は初出時に提示し、あとはかながきでしめす。日本語表記のユニバーサルデザイン化がその
意図である。本書編著者らの漢字氏名からもあきらかなように、漢字でかかれた固有名詞は、常用漢字で
あってもよめないものがおおい。
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ニケーション手段であるとされてきたことによって、その使用者たる日本手話人らの
基本的権利が侵害されている現状を批判・変革するために、まず日本手話が「日本語
などと並置されうる自然言語」であることを完璧にしめす必要がある、というのが編
者らのスタンス、解放運動の指針である。この「自然言語であることを論証する」と
いう指針にしたがうと、つぎに、そもそも自然言語とはいったいなんなのか、なにを
もって自然言語といいうるのか、自然言語であることの要件はなにか、という問いを
かんがえることになる。本書から、それに対する編者らの見解をいくつかひろってみ
よう（以下、下線による引用中の強調はすべて評者による）。

「『自然言語』とは、文法性を備えた人間の言語であり、乳幼児が獲得で
きる」（さかい 94）

「（1）手話には音声言語と同様に語順があり、文法構造を持つ（2）手話
は、乳幼児が母語として獲得できる（3）左脳の損傷で、音声言語と同様
に手話失語が起こる（4）手話にともなう脳活動は、基本的に音声言語と同
様である」（さかい 103–4）

「日本手話は日本のろう者の間で使われてきた、日本語とは異なる自然言語
である」（あかほり ほか 118）

「『自然言語とは、人間が特別な教育や訓練なしに、“自然に”獲得するもの
である」（かや 183、引用文）

「教師や親が一生懸命教えなれば身につかないような言語は、自然言語で
はない」（かや 183）

「…ろう者の手話（日本手話やアメリカ手話（ASL）等）は音声日本語と同様
に、十全な体系を整えた自然言語であるということも最初に確認しておき
たい」（こいし 255）

「…『自然に』獲得できる言語というのは『自然言語』しかありえない」
（こいし 270）

このように、日本手話は「自然言語」であること、その要件をみたすひとつ言語で
あることが本書のあちこちでくりかえされる。とくに独立した文法の存在が強調され
る（第 2部の各章のタイトルがすべて「自然言語」をふくんでいることを参照されたい）。

「…一般に言語とは、『人間が音声または文字を用いて思想・感情・意志な
どを伝達したり、理解したりするために用いる記号体系』と定義されてい
ることに鑑みた場合、体系としての文法構造の存在は重要な点であると考
えられる。この点、日本手話は、語彙に関しては（音声）日本語の影響を
受けているが、日本語とは別個独立の文法構造を有している。これまで、
日本手話に文法構造があることは十分に理解されてこなかったが、その理
由の一つは、日本手話を正確に読み取ることのできる言語学者やろう教育
関係者が必ずしも存在しなかったことによることが大きい」（こじま 87）
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「日本手話は音声日本語とは異なる文法構造を有する独立した言語であ
る」（こじま 87）

つまり、日本手話については、 1©独立した十全な文法構造が観察・記述可能なこと、
2©それが乳幼児によって獲得されること、という二点が、「自然言語」であることの論
拠として列挙され、それを念おしするかのように、「自然だから自然なのだ」という同
語反復的な主張がつけくわえられる。
この「日本手話は自然言語である」論は、ささきによる導入でふれられている「日

本手話は完全な言語ではない」論に対する対抗言説として布置されている。本書では、
「自然（言語）である」とはなにを意味するのか、その要件はなにかという上述の問題
が、これ以上追究されることはない。しかし、「日本手話は自然言語である」という主
張が手話差別への対抗言説としてもつ学術的な有効性をかんがえたとき、評者はおお
きな疑問をいだかざるをえない。
「自然言語である」という主張については、

き む ら ご ろ ー

木村護郎クリストフによるまとまった
先行研究があるが4、これだけ「自然言語である」とくりかえされているにもかかわら
ず、編著者らはだれひとりとしてこの研究を参照していない。この点には困惑させら
れる。
きむら（2007）の整理と分析によれば、「自然」「人工」「自然言語」「人工言語」とい

うことばは、相当な恣意性をもってつかわれており、論者によって定義はまったくこ
となっている。きむらは、名古屋弁、日本語の標準語、ラテン語、エスペラントを例
として、基準のとりかたによって「自然言語」とそれに対置される「人工言語」とい
うカテゴリーがまったくさだまらないことをしめしている。

基準 名古屋弁 標準語 ラテン語 エスペラント
1©曖昧性の除去 自然言語
2©明確な出発点 自然言語 人工言語
3©母語話者なし 自然言語 人工言語 自然言語
4©言語計画による標準化 自然言語 人工言語 自然言語
5©文字化 自然言語 人工言語
6©差異化 人工言語

自然言語の 6つの基準によるカテゴリーの変化（きむら 2007:130）

1©は、人間の言語でないもの（プログラミング言語など）／人間の言語として、人工言
語／自然言語をとらえる。人間の生活上のコミュニケーション手段として機能しうる
かどうかという点がその境をなす5。 2©は、言語の発生の経緯を現在の言語の評価に結
びつけようとするものである。ここでは、現代ヘブライ語やエスペラントが人工言語

4木村護郎クリストフ（きむらごろーくりすとふ）「言語における「人為」と「自然」　説明用語から分
析対象へ」『ことばと社会』10号、三元社、2007年、pp.120–135。ほかに、『言語にとって「人為性」とは
なにか—言語構築と言語イデオロギー：ケルノウ語・ソルブ語を事例として』三元社、2005年。「言語は自
然現象か—言語権の根拠を問う—」『社会言語学』創刊号、2001 年、pp.39–55 も重要である。

5名古屋弁やラテン語、エスペラントは人間の日常生活のコミュニケーション手段となりえない、とかん
がえるひとは、言語的事実に無知なだけである。
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ということになる。 3©は、言語習得のあり方が基準となり、現代ヘブライ語やエスペ
ラントは自然言語カテゴリーへと移動する。 4©では、言語計画による人の手がはいっ
ているかいなかが、人為性の有無、すなわち自然言語であるかないかの基準とされる。
5©では、文字化という人為性がみられるかどうかを基準としており、「自然言語でない
こと」を正の価値として位置づけている。 6©は、すべての人間の言語には、人間の意
志による介入がみられるという見方である。この介入には個人レベルによるものから
共同体レベルまで、瞬間の言語行動にとどまるものから、半永続的なものまで、さま
ざま水準があるが、すべての人間の言語には人の手がはいっているという意味で、「自
然言語」は存在しないことになる。
この先駆的研究からあきらかなのは、「自然言語」という概念が学術用語としての使

用にはたえないものであり、「説明用語から分析対象への転換」（きむら 2007:133）が必
要な段階にきているということである。「自然言語」という概念をもちいて、言語につ
いて論じ、なにかを論じた気になってしまうというその現象（たとえば本書）そのもの
の追究は依然重要であるが、そうした言説自体に意味はないということである。うえ
にあげられている 6つの基準のうち、どれかを選択し、それを根拠になにかを論じた
としても強度の恣意性からのがれることはできず、そうした議論そのものが砂上の楼
閣にすぎない6。
本書の文脈でいえば、日本手話をめぐる議論において、「あえて「

・

自
・

然言語」であるこ
とが強調される」理由のひとつには「「自然発生」を評価する言語観」（きむら 2007:127）
があり、上記の「 2©明確な出発点」がおそらくは無意識のうちに選択されている。本
書は、日本語などの音声言語とおなじように「言語の発生起源が明確ではない」とい
うことを特別にとりあげ、日本手話には日本語などと同等のあつかいが社会的になさ
れるべきだ、という主張をうらづけようとしているのである。
しかし、人為性が確認されないこと、自然であることを恣意的に「観察」し、「…は

自然な現象である」ということを根拠に、なにかを主張する本質主義は、日本手話解
放運動にとっても無関係ではないはずの反差別運動の歴史において、完膚なきまでに
批判されてきた思考様式である7。たとえば、本書で「自然さ」の根拠としてあげられ
ている「乳幼児による獲得」（表の 3©）をとってみても「周囲のおとなからのたえざる
言語的なはたらきかけがあって成立する、きわめて人為的なものであり、ゆえに日本
手話もふくむあらゆる言語は、自然であるとはいえない」という議論も成立する（手
話による言語コミュニケーションから隔離された乳幼児が手話を獲得できないことは、いうま
でもない）。しかし、こうした恣意的主張をぶつけあったところで、えられるものはす
くない8。

6「…人工的なもの（あるいは文化的なもの）と自然なものの概念的な区別が言語の場合にも維持できる
かどうかは、大変に疑わしい」（酒井直樹「言語」『現代社会学事典』弘文堂、2012年、p.358）。また、これ
は言語以外の現象について論じる際にもいえることである。「…自然と人間、自然と文化という二項対立は原
理的にまちがっている」のであり、「…われわれが自然と呼び、環境と呼びならわしているものは、実際には
自然と人工との混合体でしかありえない」（西村清和『プラスチックの木で何が悪いのか 環境美学入門』勁
草書房、2011年、p.12）。「混合体」を恣意的に分割し、それを前提になにかを論じたところで無益である。

7たとえば、女性解放運動の歴史は、こうした本質主義とのたたかいであり、いまもありつづけている。
「女性は育児に専念するのが自然である。なぜなら出産し、授乳する性であるから」という言説の恣意性と
比較されたい。注 17 の文献を参照。

8したがって、つぎのような自己愛撫的記述はなんら意味をなさない。
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それでは、いったい日本手話は自然言語なのか、自然言語ではないのか。これは擬
似問題、つまり問題として成立していない問題、こたえることに意味がない問題なので
ある。言語が自然であるかないかは、上の表から明確なように、恣意的な基準をもっ
てきてかたることしかできず、それゆえ本書のような議論も意味をもたない。表の 1©
～ 6©のうちの特定のひとつを「自然さ」の基準として選択するにしても、なぜそれを
選択するのかを、ひろく了解可能なかたちで説明することはできないのである。
「自然言語」論は、たとえば「自分は 100キロ以上をおもいと定義する。ゆえに、90
キロはかるい」といった議論ににている。おもさは「自然性」同様、さまざまに定義
可能な観念であり、「おもいこと」を根拠になんらかの議論を展開するのは、すくなく
とも学術的には無理である。恣意的な定義を共有する相手にとっては意味があるだろ
うが、恣意性を出発点において構築された社会運動は、万人にうけいれられる論理的
基礎と万人がうけいれるべき倫理的基礎をかく以上、普遍性をともなわなければなら
ない反差別運動にとっては有害ですらある、というほかない。恣意的な定義を共有す
る相手がそれなりにおおいから、いまのところはそれでよい、という場あたり的態度
は、すくなくとも研究者がとるべきものではないし、社会運動としても長期的にはい
きづまりの原因となろう。

2. 権利擁護運動としての日本手話解放運動

本書でつよくうちだされている第二の論点・特徴は、「権利の問題」のとらえかたに
ある。日本手話が言語であることを否定されたり、コミュニケーション上の機能が十
分ではないというレッテルをはられることによって、それを生活言語とするひとびと
の権利充足がさまたげられる。その侵害の範囲は、被教育権や生存権といった基本的
権利から、まだ明示的に法制化はされていないものの、その重要性にうたがいはない
コミュニケーション権にまでおよんでいる。したがって、徹底してなされるべきはそ
うした権利侵害がおこるメカニズムを、理路をたどって記述することである。ところ
が、本書では奇妙な方向に議論がむかっている。

「ろう者・コーダ・聴者の三グループを対象として、文章理解における
脳活動を fMRI により測定し比較することによって、日本手話の場合も
日本語と同様に左脳の言語野が活動することが明らかになった。つまり、
手話にともなう脳活動は基本的に音声言語と同様なのである」（さかい 109）

「本研究において、日本手話は音声言語と同等な神経基盤を持つことが初め
て科学的に証明された」（さかい 115）

「この結果により、…ろう者が手話を母語として獲得することの必要性を
科学的に裏付けたことになる」（さかい 115）

「多くの誤解に基づいて、言語の科学的事実が揺るがされている。もしかすると私も裁判に
かけられるかもしれない。そのときはきっとこうつぶやくことだろう。『それでも手話は自然
言語である』と」（さかい 104）
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ここでは日本手話の使用者の脳をしらべて、「音声言語と同等な神経基盤」があるこ
と、そのはたらきが日本語人とおなじである、という主張がなされている。つまり、

・日本手話は音声言語と同等であること

・その同等さは脳という物質的基盤をもつ機能的同等性によって「科学的
に」証明されること

がいわれている。評者が不思議でならないのは、なぜこの研究が本書にふくまれてい
るのか、ということである。日本手話をあつかっているという一点ではたしかに関連
するが、それだけである。日本手話人がおかれている被差別状態を解消することとは、
なんの関係もない。なぜ「同等であること」を「神経基盤」にもとづいて証明しなけ
ればならないのか。もし、脳をしらべた結果、同等でなければ、どうするのだろうか。
同等でないのだから、被差別状態におかれてもよい、という結論をみちびきだすのか。
「同等であるかないか」も、反差別運動の歴史のなかで、ひとつの論点となってき

たのはたしかである。「同等でないこと」は、つねに差別（権利侵害）を合理化するため
に差別者がもちだすロジックだからである。しかも、さかいが強調する「科学的」か
どうかという視点も、以下でみるように、差別の正当化に動員されてきたことは周知
のとおりである。
差別者は、差別されたくなかったら同等であることをしめせ、と被差別者に強要す

る。しかも、おおくの場合、たくさんの社会的あしかせをつけ、みうごきがとれない
ようにしたまま、そうした要求をつきつける。被差別者が「同等性の証明」をこころ
み、それに失敗するなら、そらみたことかと差別の正当性を再度宣言する。こういう
差別現象の構造をみれば、「同等性の証明」にむかうことのおろかさがみえよう9。ち
なみに、たとえ「同等性」が「科学的」に証明できたとしても、差別者は別の非同等
性をもちだすであろう（日本手話に関してなら、神経基盤は同等でも、音声と手という差違
はあるから、やはり同等にあつかえない、など）。人間を恣意的にカテゴライズすれば、差
違を事後的に創出することは容易である。このことも差別の歴史がおしえてくれる。
このように、「日本手話は日本語などとはちがう」ことを根拠にする言語差別に対し

て、いかに両者がおなじかを証明しようするのは、解放運動の指針としては適切では
ない。差別者が恣意的に設定したアリーナ上で挙証責任をひきうけさせられてしまう
ことになるからである。なすべきは、同等性の問題にしてしまおうとする差別者のふ
るまいそのものを批判の対象とし、その構造を暴露することである。女性解放運動の
なかでうみだされた「わかってもらおうと思うは乞食のこころ10」という田中美津の
ことばが想起される。
さらに、「脳のはたらき」にこだわっているスタンスにも問題がある。なぜ「脳」な

のか。脳のはたらきがなければ、言語行為は不可能だからか。脳は人間という存在の

9残念ながら、歴史的に鍛錬されているはずの部落解放運動においても、「おなじなのになぜ差別するの
か」という対抗言説がいまもみられ、同等性への訴求というくびきからのがれるのは容易ではないことがう
かがわれる。「おなじであるから差別するな」という反論は、「おなじでないならどうするのか」をかんがえ
ておらず、「おなじである自分」だけが当面の差別からのがれるために、差別者の側のカテゴリーへ移動す
ることを無意識のうちに意図している。

10田中美津『いのちの女たちへ とり乱しウーマン・リブ論』現代書館、2001 年、p.83。
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中心にあって、さらには脳の動きによって社会のありかたは決定されるとでもいうの
だろうか。日本手話人が被差別状態におかれていること、すなわち権利侵害が現実に
あることと、脳のはたらきのあいだには、なんの関係もない11。
ある言語を第一言語とする／生活言語としてもちいている／自身のアイデンティティ

の重要な核としている、ということがあるときに12、その使用者はその言語にかかわ
る権利をもつ、というのが言語権概念のかんがえかたである13。この思想が、それま
で社会生活上の不利益をしいられ、尊厳を否定されてきた言語マイノリティの権利回
復にとってもった史的意義は、それまで当該マイノリティが社会的に徒手空拳であっ
たことをかんがえれば、はかりしれないだろう。それに対し、その言語の存在や機能
を否定して別言語を強制したり、他者のアイデンティティとして尊重しないふるまい
があるとき、言語権侵害＝言語差別がおこる。どんなマイノリティ言語使用者であっ
ても、その言語がほかの優勢言語と「同等な神経基盤」をもつことを、脳をしらべて
「科学的に」証明する必要などない。基本的な人権の保障に証明はいらない。それが言
語権をふくむ権利の思想であり、達成なのである。さらにいえば、脳のはたらきをも
ちだして、同等性を「科学的」に証明をすることに意味がある、とかんがえるひとが
おり、それがすこしでも被差別集団に対する心理的・社会的圧力になるならば、「科学
的」証明を欠いている被差別集団に対するさらなる権利侵害となる。人権の問題に実
験科学や神経基盤をもちだすことの筋ちがいと、それがもつ差別的性質に、本書の編
著者らはきづくべきではなかったか。
これも、差別の歴史と反差別運動のみちすじをふりかえれば、容易にわかることで

ある。人「種」差別がつくりあげられるに際し、「科学者」たちは「ヨーロッパ人」と
それ以外のひとびとのあいだに同等性がないことをしめそうとした14。そのはてにあ
らわれたのが皮膚の色の非同等性の「発見」と悪用である。これに対し、「皮膚の同等
性」をもちだして、「科学的」に証明することが必要だろうか。日本の部落差別におい
ては、たとえば「血がよごれている」といった荒唐無稽な言説が流布され、差別の正
当化につかわれてきた。このとき、被差別部落住民の血液を検査をすることで「血の
同等性」を「科学的」に証明することが必要だろうか。ほかにも、たとえば性差別に
おいては、いまだに「身体のつくりがちがう」ことが女性の社会的排除の根拠とされ
る。性染色体や内性器・外性器・性ホルモンなど、「男性」と「女性」間の物質的な非
同等性は「科学的に」あきらかである。ならば、「科学的に同等性が証明された」日本
手話人の社会的排除は不当であって、「科学的に同等性が証明されていない」女性の排
除は正当なのか。

11脳の研究の意味がほかにあることを否定しているわけではない。評者は、脳の研究については、一般書
の末端読者程度にしか知らない素人であるから、おおきな意義をもつものなのだろうという想像はしている
が、それをこえて評価までできる位置にはない。

12これらのことを確認するために「自然言語」をもちだす必要はない。
13言語権については、ましこ・ひでのり編著『ことば／権力／差別　言語権からみた情報弱者の解放 新
装版』三元社、2012 年、木村護郎クリストフ「「言語権」からみた日本の言語問題」砂野幸稔編『多言語主
義再考 多言語状況の比較研究』三元社、2012 年、pp.687–709 など。

14人「種」の関連研究は、近年おおくでており参考になる。竹沢泰子編『人種概念の普遍性を問う—西洋
的パラダイムを超えて』人文書院、2005 年、川島浩平『人種とスポーツ—黒人は本当に「速く」「強い」の
か』中公新書、2012 年、ましこひでのり『幻想としての人種／民族／国民—「日本人という自画像」の知
的水脈』三元社、2008 年など。
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ここまでの議論をふまえれば自明なことではあるけれども、つけくわえておくなら、
ほんらい手話解放運動は、権利保障のために日本手話が言語であることを「証明する」
必要もないのではないか15。先にみたような、独立した文法があることの「証明」に
ついても同様である。文法が記述され、だれかのしめした「言語の基準」（記述言語学
をどれだけ動員したとしても、これも恣意的でしかありえない）をみたしたものしか「言語」
ではないとすることによって、それを根拠とする基本的な権利の侵害が放置されると
いうことはあってはならないからである16。
日本手話の文法がどうなっているのか、日本手話はどのように記述されるのかとい

う問題は、評者にとっても興味ぶかいテーマであるし、日本手話人にとってはなおさ
らであろう。しかし、日本手話が「自然言語」であることをしめすために言語学的記
述の成果がもちだされるのであれば、それは批判される必要がある。かりに言語権の
権利主体であることの主張に当該言語の文法記述が必要または有効なのであれば、文
法が記述されていない少数言語話者は、権利主体でありにくくなってしまうだろう。

3. 日本手話とエスペラント

ここまで三点、反差別運動の歴史や差別構造の社会学的知見をたよりに、疑問を提
示した17。それは、簡単にいうなら、日本手話の問題、日本手話人がおかれている被
差別状況を、「基本的な人権が侵害されている、おおくのひとびとの一部である日本手
話人」の問題としてではなく、日本手話（人）の問題としてしかみようとしていないた
めに、被差別状況がうまく把握できず、そこからの解放のためのうごき（たとえば本書
の内容）がおかしなものとなっているということである。それついて、さらにもう一点
指摘したい。
本書を通読してすぐにきづく奇妙さのひとつが、手話についての本である本書でエ

スペラントとそれを含意する人工言語が、以下のように言及されていることである。

「一方、人工的に考案されたプログラミング言語やエスペラント語は『人
工言語』であり、自然言語とは厳密に区別される」（さかい 94）

「人間の言語に似てはいても、勝手に作ってしまったものは、人工言語な
のである。なぜなら、そのような言語は乳幼児が獲得できないからであ

15手話に関心をもつひとがそれを記述する必要はない／するべきではない、という意味ではない。記述者
がなにを目的として言語を記述するのか、記述されたものがどういう文脈で提示・利用されるのかが問題な
のである。あらゆる研究とおなじく、言語の記述は価値自由な「客観的」営為ではありえず、ひとつの社会
的行為であるが、それは手話言語学にもあてはまる。

16記述による「言語」であることの証明へと、被差別者をかりたててしまうかもしれないという点におい
て、言語権という概念はミスリーディングでもあり、言語権はコミュニケーション権として、ひろくとらえ
なおしたほうがよい。拙稿「言語権からコミュニケーション権へ」『人権 21 調査と研究』第 183 号、2006
年、pp.78–83。

17反差別運動の具体的な歴史をたどりやすい一例は性差別に関してであろう。井上輝子（いのうえてる
こ）ほか編『新編 日本のフェミニズム』全 12巻、岩波書店、2009–2011年など、文献は豊富である。ほか
にも参考となる研究をあげるなら、好井裕明（よしーひろあき）『差別原論—“わたし”のなかの権力とつき
あう』平凡社新書、2007 年、佐藤裕（さとーゆたか）『差別論 偏見理論批判』明石書店、2005 年、野村浩
也（のむらこーや）『無意識の植民地主義—日本人の米軍基地と沖縄人』御茶ノ水書房、2005年、三浦耕吉
郎（みうらこーきちろー）編『構造的差別のソシオグラフィ—社会を書く／差別を解く』世界思想社、2006
年などが有用である。それぞれにおいて参考文献も豊富にしめされている。
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る。典型的なプログラミング言語であるC言語だけを使って子育てをする
ことなど、やってみなくても不可能だとすぐ分かるだろう」（さかい 94）

「人工言語は、人間が自然言語の法則を完全に理解することなく、しかも
言語の自然獲得の時期（おそらく思春期頃まで）を過ぎた大人が作ったため
に「人工的」なのである」（さかい 95）

「日本手話は コンピュータ言語やエスペラントのような人工言語 ではな
い（いつか、どこかで、誰かが作ったわけではない）。ろう者の集団ができ、お互
いに意思疎通をする必要性が生じた段階で自然に発生した言語である…」
（あかほり ほか 118）

言語に関する議論において、主題とはなっていないにもかかわらず、エスペラントが
言及されることはめずらしくない。長年にわたりコミュニケーション媒体として、ひ
ろく機能している計画言語としては唯一のものであり、それが特別な注意をひくため
であろう。さらに、エスペラントが言及されているときには、それが読者にとって有
益な情報源となっていることがおおい。「エスペラントは言語観のリトマス紙」といわ
れるゆえんである18。本書に関して、このリトマス紙はどのような反応をしめしてい
るのだろうか。
本書では、日本手話が「自然言語」であることをしめすために、エスペラントがもち

だされ、日本手話とのちがいが強調される。日本手話が「自然言語」である証拠とさ
れること（起源・発生の不明性、乳幼児による「自然」獲得）がエスペラントにはない、と
編者らはおもっているようである。それを根拠に、エスペラントは「自然言語」では
ないと分類され、そこから「自然言語ではないもの」＝「人工言語」＝「プログラミング
言語とおなじ」とされる。「自然言語」論が無意味なことはすでにしめした。問題は、
なぜエスペラントがわざわざもちだされるのかということ、つまり本書の著者らがし
めしている言語観にある。
まず、言語的事実として、エスペラントは乳幼児による言語獲得がなされる。「うま

れつきの（デナスカ denaska）エスペラント話者」とよばれる、エスペラントを生活言
語とする家庭で成長したひとびとの存在は以前からひろくしられている19。また、音
声と文字によるコミュニケーション手段として機能してきた 1世紀間以上の歴史があ
る。これも否定できない事実である。
したがって、編者らは「言語の開始点が明確である」という一点によって、エスペ

ラントを日本手話とはちがう「人工言語」であるとし、日本手話はその同類ではなく、
日本語などと同類の「自然言語」なのだ、という主張をおこなっていることになる。た
しかに、プログラミング言語とエスペラントは「開始点が明確」という点で共通する
が、それなら日本国憲法とも、スーパーにならんだ豆腐とも、誕生日をもつ個々の人

18木村護郎クリストフ・渡辺克義（わたなべ かつよし）編『媒介言語論を学ぶ人のために』世界思想社、
2009 年、p.16。

19評者が 2012年 8月に直接確認した例では、スウェーデン語人とセルビア語人の両親のあいだにうまれ
た 5 才児がエスペラントをふくめた 3 言語を完全につかいわけていた。ただし、こうしたエスペラントを
第一言語とするひとびとの出現にたいした意味はない。エスペラント運動が志向する言語的平等性という基
礎には無関係だからである。拙稿「「言語権的価値」からみたエスペラントとエスペラント運動—言語学習
観と言語規範意識を中心に—」『エスペラント研究』第 3 号、2008 年、pp.109–126 を参照。
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間ともおなじである。つまり、この編者らによるカテゴライズは、まったくのナンセ
ンスである。
そもそも、日本手話に関する本書で、エスペラントに言及する必然性はない。しか

し、エスペラントに関する言語的事実の確認すらおこなわないままエスペラントをひ
きあいにだし、結果として無意味なカテゴライズをおこない、プログラミング言語と並
列する。ささいな点であるようにおもわれるかもしれないが、あえてここで指摘する
のは、本書でのエスペラントのとらえかたが、編者のささきが本書冒頭で確認してい
るような、日本手話に対しておこなわれてきた誤認と中傷、すなわち言語差別行為そ
のものだからである。背景には「まともな言語であるはずがない」という無根拠なお
もいこみだけがある。本書の編者らは、言語としてのエスペラントやエスペラントの
運用実態について無知であるとおもわれるし、またエスペラントのコミュニケーショ
ン上の機能について「とうていしんじられない」のかもしれない。しかし、日本手話
に対する差別者のありようをおもいおこせば、「無知であり」「しんじれらないとおも
う」こと、ましてやそれを言語化することの差別性はあきらかであろう。
じつは、エスペラントと（日本）手話のあいだには、つよい類似性がみられる。ひと

つは、言語学（者）によって研究対象たりうるものとして、長期にわたってあつかわれ
てこず、誹謗中傷にさらされつづけてきたということである。この被迫害言語である
ということにくわえて、もうひとつ「話者の散在性」という、ほかの言語にはみられ
ない特徴が両者にある。一般的に、どんな少数言語もそれを維持する生活共同体（最
小の場合は同居者 2名）をもっている。しかし、通常、第一言語獲得後に学習されるエ
スペラントにはそれがなく、エスペラント話者のほとんどは孤立して存在する。「常に
交流の「場」を作り出しているという意味で地域をもたない言語共同体を形成してい
る20」のである。ろうのこどもの親の 9割は聴者であるという状况や、絶対的マイノ
リティである日本手話人の成人後の生活も同様の散在性をつくりだしているのではな
いだろうか。こうした類似点への注目と相互の社会言語学的比較や「被差別言語」と
しての共闘を模索するほうがよほど有意義であろう。
このような方向にはむかわず、言語差別の不当性をうったえるためのはずの本書が、

言語差別的言辞をあらたに生産してしまっているのはなぜなのか。これは、編者らの
不勉強にくわえて、日本手話解放運動が理論的に不十分なまま、せまい視野でおこな
われてきていること、そこに有用な知見を提供できるはずの関連研究者らが十分な貢
献をしてこなかったことの反映である21。

20山本真弓（やまもとまゆみ）編著、臼井裕之（うすいひろゆき）・木村護郎クリストフ著『言語的近代
を越えて 〈多言語状况〉を生きるために』明石書店、2004 年、p.206。

21本稿では詳論しないが、本書にはつぎのような記述もある。
「…日本語には何千年も昔から引き継がれてきた日本の文化、日本人の心が込められている。
日本語を奪われるということは、日本人の心も奪われるということと同等である。ろう者に
とっての日本手話も同じである。日本手話にはろう者の文化、ろう者の心が込められている。
どんなに日本手話が大切であるかということを知ってほしいと思う」（かや 205）

「何千年も昔から引き継がれてきた日本の文化、日本人の心」とはなにか。この引用部分はカルト的記述に
堕してしまっている。中世史家の網野善彦によれば、「日本」という国号だけにかぎってみても、さだまっ
たのは 7 世紀にはいってからである（網野善彦『「日本」とは何か 日本の歴史第 00 巻』2000 年、講談社、
pp.20–22、p.88f.）。たしかに、同様の「日本」言説は現在でもめずらしくない。しかし、そのことと、職
業研究者らを主体として編まれた本書のような場に、こうした記述がなんらチェックをうけることなく素通
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反差別運動の初期においては、往々にして同様の現象がみられる。被差別状態から
脱したいばかりに、手ごろな他者（おおくは近接するマイノリティ）をあらたに被差別集
団としてきりはなすことで差別者のがわにまわろうとする。人「種」差別に反対する
過程で「名誉白人」をめざしたり、女性解放の文脈で、セックスワーカーが差別され
たりという現象がそれにあたる。また、未熟な反差別運動は、つかえそうなものには
なんでもとびついて包摂・利用しようとする傾向をもつ。これも成果をあせるあまり
のことである（本書では脳の研究の部分などがそれに該当する）。しかし、日本手話解放運
動がそうした反差別運動の失敗をくりかえしてよいわけではない。後発の運動である
ということは、歴史的におおくをまなべる有利な位置にあることを意味する。それを
せずに、現在の日本手話解放運動のありかたを正当化するのは無理であるし、ながい
目でみれば、権利保障をとおざけ、解放運動の先ゆきをくらいものにすることにしか
ならないのではないか。

おわりに

日本手話をめぐる反差別運動が成果をえ、解放が達成されるためにはなにが必要で
あり、その運動はどのようにあるべきかという観点にたって、ここまで本書について
コメントしてきた。もちろん、解放運動の方法や戦略はさまざまにかんがえることが
できる。たとえば、編者が冒頭であげているような偏見—手話はジェスチャーにすぎない
など—を日常生活で素朴にもらすひとに対して、「日本手話は日本語と並置される別個
の独立した言語なんですよ」などと「同等性の証明」に依存して短時間で啓蒙するこ
とは相応に有効であろうし、相手との社会関係や物理的制限をかんがえると、それ以
外の邪道でない方法はとりにくいのが一般的である。しかし、そうしたいわば臨時の
その場しのぎ的手段、すなわち邪道が解放運動の指針にすえられ、展開されるとなる
と、はなしはちがってくる。たとえば、本書のように十分な準備をへてつくることが
可能なものであるなら、手話解放運動の本筋、つまりなにが問題でなにがなされなけ
ればならないか、をまず主題とするべきではなかろうか。本稿で指摘したように、お
おもとの差別の構造が看過・放置されたり、べつの言語差別への加担がなされてしま
うのは、邪道を本道とみあやまり、本筋の追究をおこたったすえの弊害といえる。
もちろん、こうした運動に必要な研究と理論的準備は相当な労力を要するものであ

り、当事者だけが中心となっておこなうのは困難だろう。本書の一部の編著者らのよ
うに、ことばやコミュニケーション、差別現象の探究をなりわいとする言語学・社会
学周辺の研究者らが、当事者との協働関係をとりむすびつつ、とりくむべき課題でも
ある。その欠如が本書の背景にあることは、最後に再度確認しておきたい。
日本手話解放運動における言説生産の重要なにない手である編者らにとって、本評

がひとつのてがかりになればさいわいである。

りして掲載されてしまうこととは別である。本書の出版は解放運動の一部としてとらえられようが、こうし
た内容をふくむことは解放運動にとっては逆効果である。


