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多文化共生は単一言語？
【書評】大島隆『芝園団地に住んでいます』
2019  年、明石書店

貞包和寛
東海大学非常勤講師／社会言語学・ポーランド語学

はじめに
　この書評では、2019 年 10 月に明石書店から出版された書籍『芝園
団地に住んでいます』（大島隆 著）の内容を紹介し、評者からの疑問
点を提示する。また本書評に対して、著者の大島隆氏（朝日新聞）お
よび弁護士の髙尾栄治氏（総合解決法律事務所）よりコメントを得る
ことができた。書評本文の後、両氏からのコメントを併記したい。
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【書評】
1. 本書の構成および特徴
　昨年 10月、埼玉県川口市の芝園団地を対象に書かれたルポルター
ジュ『芝園団地に住んでいます』が明石書店より出版された。著者の
大島隆は朝日新聞社に所属するジャーナリストであり、本人も芝園団
地に 2017 年より居住している。大島はかねてより、朝日新聞「隣の
外国人」という企画

1

 に携わっており、本書執筆以前から、日本にお
ける外国人集住地域について一定の知識・関心があったものと思われ
る。加えて大島は、ドナルド・トランプが当選した 2016 年のアメリ
カ大統領選の取材のために渡米しており、現地のポピュリズムや排外
主義的主張に直に触れている。こうした経験が、大島が芝園団地への
引っ越しを決めた要因のようだ（本書、14–15 頁）。
　芝園団地とは UR（独立行政法人都市再生機構）の管理下にある集
合住宅である。JR 蕨駅が最寄り、と言えば気づく人もいるかもしれ
ない。蕨市は日本のなかで、外国人住民の比率が最も高い自治体のひ
とつである（2020 年 1 月現在で市の人口の 9.8%）

2

。俗に「ワラビス
タン」とも呼ばれているが、蕨市は特にクルド系住民の多さでも知ら
れている。川口市から蕨市の一帯は、日本の中でも外国人人口が多い
地域ということができるだろう。
　芝園団地は 1978 年に建設された「典型的な郊外の大規模団地の一
つ」（本書、11 頁）であり、都心で働く人々の家庭をターゲットとし
ていた。しかし建設から 40 年、団地でも世代交代が進んだ結果、芝
園団地の様相は変化を遂げつつある。実は、現在の芝園団地は外国人
1　本企画で収集されたアンケートの結果、回答者の意見などは、朝日新聞デジタル
にて公開されている：朝日新聞デジタル「隣の外国人」<https://www.asahi.com/opinion/

forum/019/>［最終アクセス：2020/01/30］
2　蕨市「令和 2 年 各年次別人口統計」<https://www.city.warabi.saitama.jp/shisei/youkoso/

toukei/nenji/1004932.html>［最終アクセス：2020/01/24］
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居住者が住民の半数以上を占めているのである
3

。団地の外国人居住
者の 9 割を占めるのは中国人であり、団地近くの商店街には中国人経
営者の店が立ち並ぶ（本書、26 頁）。UR 管理の住宅は収入の条件さ
え満たせば国籍を問わず入居できるため、このような環境が生まれる
下地があったとも考えられるだろう。いずれにせよ、芝園団地は「日
本人」と「外国人」が生活空間を大規模に共有している事例と言える。
また、日本人住民と外国人住民の交流活動なども一定数行われている。
芝園団地自治会は「住民が相互に参加する多文化共生の好事例」とし
て、2017 年度国際交流基金地球市民賞を受賞した

4

。これに代表され
るように、芝園団地はいわゆる多文化共生を実践するコミュニティと
して、メディアや行政などに肯定的に紹介されることが多い

5

。
　しかし、その実相はさほど単純ではないようだ。大島は芝園団地の
取り組みを評価する顕彰や報道などにはある特定の文脈が存在すると
して、以下のように指摘している（本書、46 頁）。

 　このころの記事やその後に自治会が受賞したいくつかの
賞には、ある共通したナラティブ（物語）が底流にあっ
た。「中国人住民が増えて一時はトラブルが増えた団地だ
が、大学生のボランティア団体や自治会の取り組みによっ
て、交流が広がっている」というものだ。

3　芝園団地は川口市芝園町の大部分を占めている。芝園町の人口は 2020 年 1 月現在、日
本人が 2177 人、外国人が 2881 人である。データは以下を参照：川口市「統計 かわぐち
の人口」<https://www.city.kawaguchi.lg.jp/material/files/group/7/tkjr0201.pdf>［最終アクセス：
2020/01/30］。大島が芝園団地に引っ越した 2017 年の統計では、日本人が 2448 人、外国人
が 2491 人だった（本書、37 頁）。芝園町における外国人の比率はさらに上がっている。
4　国際交流基金「2017 年度国際交流基金地球市民賞 受賞団体」<https://www.jpf.go.jp/j/

about/citizen/winner/2017/chiiki17.html>［最終アクセス：2020/01/24］
5　例えばニューズウィーク日本語版の以下の記事なども参照：印南敦史「団地は最前
線、団地こそが移民の受け皿として機能する？」<https://www.newsweekjapan.jp/stories/

world/2019/05/post-12203_1.php>［最終アクセス：2020/01/30］
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　記事に書かれていることは間違いなく事実だ。
 　だが、一人の住民として、「取材される側」に身を置い
てみると、こうした記事だけでは、必ずしも団地の等身大
の姿を伝えきれないのでは、という思いが強くなってきた。

　この記述を見る限り、芝園団地における多文化共生は必ずしも肯定
的な面ばかりではないようである。大島はこの引用の直後に、団地内
で交流イベントを積極的に行ってきた古参住民の戸惑いの声を紹介し
ている。日本人住民と外国人住民との間の摩擦、意見の齟齬は現在で
も見られるものであり、それもまた現実であることは間違いない。そ
れにも拘わらず部外者が陰陽の「陽」の部分だけを取り上げて盛り上
がっている（ように見える）のであれば、当事者の心境は複雑だろう。
ともすれば、よそ者が勝手に餅の絵を描くようなことにもなりかねな
い。本書において大島は、「陰」の部分も避けることなく丁寧な目配
せを行っている。以下に簡単ではあるが、本書の概要を章ごとに示す。

　第一章：一つの団地、二つの世界（21–48 頁）
　第二章：ふるさと祭り（49–90 頁）
　第三章：「もやもや感」の構造（91–116 頁）
　第四章：中国人住民の実像（117–145 頁）
　第五章：共生への模索（147–182 頁）
　第六章：芝園団地から見る日本と世界（183–218 頁）

　第一章では、大島が芝園団地に引っ越し、「芝園団地の実像とは、
どのようなものなのか」（本書、48 頁）という疑問を持つに至る経緯
を描く。本書全体の問題提起に当たる部分と言えよう。その問題に取
り組むのが、続く第二章から第四章である。芝園団地で毎年 8 月に行
われる「ふるさと祭り」を端緒に、日本人住民と外国人住民の意識の
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ズレを明確化し（第二章）、少なからぬ日本人住民が抱く「もやもや感」
を当事者への聞き取りから明らかにする（第三章）。この第三章に対
置させて、外国人住民（主に中国人住民）の日本人住民へのまなざし
が記述されている（第四章）。続く第五章は、第二章から第四章で描
き出された問題を取りまとめ、単に生活空間を共にするだけの「共存」
ではなく、相互協力を軸とした「共生」という解決案を模索していく。
最終の第六章では、国家の方針として多文化主義 (multiculturalism) を
打ち出す、いわば「多文化共生の先進国」とも言えるカナダを事例と
して取り上げる。その中で、ケベック出身の社会学者・歴史学者であ
るジェラール・ブシャールに大島みずからがインタビューを行い、芝
園団地、ひいては今後の日本に対する展望が示される。
　上記の引用からも分かるように、本書は多文化共生という「ナラティ
ブ」に対し一定の疑念を投げかける側面もある。しかし一読すれば分
かるように、著者は外国人住民との住み分けを主張するわけではなく、
まして排外的な主張などは断固として退ける。すなわち、大島の根底
にある考えはあくまでバックグラウンドの異なる人々の「共生」であ
る。しかし、そこで理想論的な多文化共生に終始することないバラン
ス感覚こそ、本書最大の長所と言えるだろう。

2. 多文化共生と言語の問題
　評者は言語政策論を専門とし、これまでポーランド共和国の言語政
策を観察してきた。ポーランドをはじめとするヨーロッパ諸国の言語
政策はマイノリティ政策とも強い連動性があり、同時に、欧州連合や
欧州評議会といった超国家的機関が提唱する多文化主義の影響も受け
る。よって、本書で描かれている事象は必ずしも評者の専門ではない
ものの、言語政策論の観点から興味深く思われる点もあった。という
のも、実は多文化共生を語る文脈において言語問題は重要な意味を持
つからである。そこで以下の本書評では、本書『芝園団地に住んでい



168　多文化共生は単一言語？ 【書評】大島隆『芝園団地に住んでいます』

ます』をヒントとしつつ、多文化共生をめぐる言語の問題について考
えていきたい。

　昨今、エスニシティやナショナリティの問題に限らず、多様性（ダ
イバーシティ）という言葉がよく聞かれるようになった。多様性と言
えば、いわゆる生物多様性 (Biodiversity) を思い浮かべる人も多いだ
ろう。地球上の生物間のバランスは多様であるからこそ保たれる。こ
の考え方は確かに、人間社会に適用したくなるような魅力に富んでい
る。しかし生物多様性と人間社会の多様性とは根本的に異なる。前者
はいわば「自然の摂理」によって成立する多様性であり、それを人間
がどのように保持するか（= 破壊しないか）が重要な問題となってく
る。これに対して後者は、人為的に構築される社会という共同体に
おいて実現されるもので、「自然」に任せて形成されるものではない。
何らかの形で人間による調整が常に必要である。多文化共生とはその
調整の手段として捉えることができるだろう。
　この言葉はすでに、日本語のなかでかなりの程度定着しているよう
に見える。試みに、国立情報学研究所のデータベース CiNii で「多文
化共生」という語を検索すると、実に 2928 件の論文、解説、コラム
などがヒットする

6

。CiNii に登録されている限りでは、「多文化共生」
という言葉は 1990 年代の後半から頻繁に用いられるようになってお
り、特に教育に関連するテーマが多いようだ。2020 年代に入った現
在では、「多文化共生」は学術・教育の分野に限られる言葉でもなくなっ
ている。2006 年 3 月に「地域における多文化共生推進プラン」

7

 が総
務省より地方自治体に通知されたが、今では多くの自治体が「多文化
共生」やそれに類する名を持つ何らかの活動を行っており、芝園団地

6　2020 年 1 月 23 日現在。なお、検索条件としては CiNii の「論文検索」を使用した。
7　 総 務 省 (2017)「 多 文 化 共 生 事 例 集 2017」<https://www.soumu.go.jp/main_

content/000474104.pdf>［最終アクセス：2020/01/23］
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自治会と川口市の活動も上記の「地域における多文化共生推進プラン」
にて紹介されている

8

。
　このような状況の背景には、日本における外国人人口の増加がある
ことはほぼ間違いない。法務省の統計に拠ると、2019 年 6 月現在の
在留外国人数は 282 万 9416 人となり、過去最高の数値となった

9

。現
在、在留外国人の数は日本の総人口の 2% を超えている。コンビニエ
ンスストアや飲食店などにおいて外国人（留学生含む）と思しき店員
の姿を見ることも今では珍しいことではなく、それどころか外国人を
一定の労働力と見込んでいる企業も相当数ある

10

。その見込みの是非
はともかく、「外国人」の存在が 2000 年代以降から急激に身近なもの
になったという点は指摘できるであろう。
　このような変化は行政のレベルのみに留まるものではないように
見える。2019 年 10 月から 12 月にかけて、人気 TVアニメシリーズ
『PSYCHO-PASS』

11

 の第 3 期が放映された。この第 3 期において、実
際の日本社会における移民（作品内では「入国者」と呼ばれる）をモチー
フにしたと思われる設定が見受けられる。また、本作品の脚本を担当
した吉上亮の小説作品『泥の銃弾』

12

 は、難民の全面的受入を開始した 

2020 年の日本を舞台に描かれるポリティカル・フィクションである。
移民と難民は様々な点で異なる点には留意する必要があるが、これま
での日本社会がほぼ経験したことがないであろう「他者の集団」の存
在は、エンターテインメント作品に反映されるほどに近いトピックに
8　総務省 (2017) 上掲資料、125–126 頁。
9　ここで言う「在留外国人」とは、中長期在留者数（251 万 1567 人）と特別永住者数（31 

万 7849 人）とを併せたもの。以下を参照：法務省「令和元年 6 月末現在における在留外国
人数について（速報値）<http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.

html>［最終アクセス：2020/01/23］
10　総務省 (2017) 上掲資料、5 頁。
11　2019 年 10 月 24 日から 12 月 13 日にフジテレビで放映された『PSYCHO-PASS サイコ
パス 3』（2019 年、塩谷直義監督）を指す。
12　吉上亮 (2019)『泥の銃弾』（上・下）、新潮文庫
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なったということであろう。

　しかしこのような変化に伴って、日本社会における外国人をめぐる
問題、特に技能実習生の受け入れや、出入国在留管理庁

13

 の収容者の
扱いに関する歪な現状も明らかになってきた。入管法改正案の強行採
決（2018 年 11 月 27 日）に関する平沢勝栄衆議院議員の「この問題
は議論すればきりがない」

14

 という発言には驚かれた方も多いかもしれ
ない（議論を避けたいなら議員を辞職された方がよいと思うが）。問
題の根幹は、日本が国家として明確な移民政策の方針を持っていない
にも拘わらず、労働力確保を名目になし崩し的な受け入れに走ってし
まったという点にある。しかし、「ヒトはモノではない」というごく
単純な事実に立ち返るべきであろう。人の受け入れは輸入とはわけが
違う。いわゆる「外国人出稼ぎ労働」を評者は一概に否定するつもり
はないが、「労働力にはなってほしいが人格は認めたくない」という
勝手この上ないあり方は、早晩破綻するに決まっている。
　いずれにせよ、今後の日本においては様々な形で「外国人」の存在
感が増してくることは間違いない。それは好き嫌いではなく事実の問
題である。本書で描かれた芝園団地と似た光景はすぐに日本中で馴染
みあるものとなるだろう。そこで、個人レベルではなく社会レベル
で「他者」を受け入れていくための方針が必要であり、その方針とし
て多文化共生や多様性（ダイバーシティ）という言葉が頻出する。し
かし具体的に何が多文化共生や多様性なのかというと、判然としない
部分も多い。これらの言葉にそれとなく伴う肯定的なイメージ（寛容、
13　出入国在留管理庁とは、出入国管理や在留管理を担当する法務省の外局である。入管
法の改正により、かつての法務省入国管理局から改編された。以上は髙尾栄治氏からの指
摘による。
14　東洋経済オンラインの以下の記事を参照：安積明子 (2018)「本質は ｢移民法｣､ 参院
では真正面から議論を ― ｢出入国管理法改正案｣､ 空疎な衆院の議論」<https://toyokeizai.

net/articles/-/252179?page=2>［最終アクセス：2020/03/05］
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思いやり、相互理解など）だけでは、何の解決にもならないと言って
もよいだろう。それどころか、こういったイメージは差別の裏返しに
すらなりうる

15

。多文化共生には個人の思想・信条だけではなく、社
会レベルでのコンセンサス（合意）が必要となってくる。このような
コンセンサスを得る中で特に重要（かつ困難）な問題が、言語の選択
である。言語がなければコンセンサスすら構築できないが、バックグ
ラウンドの異なる集団と何語で意思疎通をするべきなのだろうか。多
文化共生や多様性を語る文脈において、言語の問題は不可避なのであ
る。
　「相互に干渉しない」というあり方もひとつの選択肢ではあるだろ
う。むしろ平時にはその方が便利かもしれない。言語には「必要の産物」
という側面があるからだ。日常生活において少々の不便はあろうとも、
切実な必要性を感じられないときに言語を習得しようとすることは概
して難しい。そして、言語の「切実な必要性」は病気や災害などといっ
た緊急性を帯びる局面を通じてしか感じられないことも多い。本書で
描かれる芝園団地一帯は周辺に中国人経営の店も多く、近所付き合い
も含め、日常生活のほとんどが中国語で完結している場合もあるよう
だ（本書、134–135頁）

16

。しかし不干渉を突き詰めれば、最終的には
大島が指摘するように、「日本人社会との隔絶」（本書、136 頁）とい
う結果しか残らないものと考えられる。内部分裂はそれ自体が社会不
15　アメリカ映画『クラッシュ』（2005 年、ポール・ハギス監督）では、若手警官のトム（ラ
イアン・フィリップ）というキャラクターを通じて、寛容が差別に裏返る瞬間を巧みに描
いている。トムは人種差別的な言動を隠しもしない相棒のライアン（マット・ディロン）
を常に苦々しく思っており、自分はそういった差別的な感情から距離を置いていると考え
ている。しかし物語が進むにつれて、実は「人種」のステレオタイプにより強く囚われて
いたのはトムであることが明らかになっていくのである。
16　もっとも、このような光景はなにも日本の外国人コミュニティに限るものではなく、
国外の日本人コミュニティにも広く見られるものではある。例えば、評者は 2013 年から 

2015 年にかけてポーランド共和国に滞在していたが、現地の日本人でポーランド語を学習
している者はほとんどいなかった。
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安の要因であり、ともすれば差別やヘイトスピーチの温床ともなりう
る。言語の第一の機能は意思疎通であるが、「意思疎通ができる集団」
を仮定して構築することで、社会的統合を保つ機能もある。逆に言え
ば、「意思疎通ができない集団」を仮定することで、特定の集団を社
会から疎外することもできるのである。
　いずれにせよ、多文化共生を志向する社会で公共性を担保するに
は、遅かれ早かれ、言語をめぐる政治レベルでの利害調整が必要であ
る。例えば多文化共生社会の事例としてしばしば参照されるカナダや
オーストラリアは、政策という形で言語に関する方針を明確化してい
る。地域的なコミュニティである芝園団地とは比較できるものではな
いが、参考までに、これらの国家の例を概観してみたい。

　カナダとオーストラリアは移民国家であると同時に多数の先住民
集団を抱えており、多文化主義を国家の方針として打ち出してい
る。言語政策が対象とすべき言語の数も多く、少数言語のための教
育プログラムも豊富である。例えばカナダのオンタリオ州では、100 

を超える移民言語や先住民言語を対象とする「国際言語プログラム 

International Languages Program」が 1993 年にスタートした。カナダ
は 2 言語（英語・フランス語）を連邦レベルでの公用語としているが、
非公用語をめぐる議論の歴史自体は 1971 年の「非公用語学術委員会 

Non-Official Languages Study Commission」に端を発するもので、かな
り古い

17

。
　一方でオーストラリアは、1960 年代にいわゆる白豪主義からの転
換を図り始めた。そのなかで、1978 年に発表された「ガルバリー・

17　Ontario Ministry of Education (2012) Resource Guide. International Languages Elementary 

(ILE) Program, p. 3 <http://www.edugains.ca/resourcesILE/ResourceGuide/MergedResource

Guide.pdf>［最終アクセス：2020/01/27］
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レポート」
18

 において多文化主義が提唱され、英語以外の言語の学習プ
ログラムが充実する契機となった。オーストラリアにおける英語以外
の言語は、Languages Other Than English の頭文字を取って LOTE（ロー
ト）とも呼ばれている

19

。
　このような事実を見ると、両国は少数言語や移民言語に関して極め
て寛容な立場を保持しているように見える。また事実として、非公用
語に対する保護は手厚い。しかし公用語に関して言うならば、カナダ
もオーストラリアも限定的な立場を採っていることに注目したい。カ
ナダでは英語とフランス語、オーストラリアでは英語のみが公用語で
ある。英語という言語は両国の歴史上、政治的・経済的な権力と密接
に結びついてきた。言いかえれば、何らかの形で非英語話者の住民に
英語を押し付けてきた（同化させてきた）歴史がカナダにもオースト
ラリアにも存在している。多文化主義という考え方はむしろそのよう
な歴史を批判的に検証するなかで生まれてきた考えなのであるが、「多
文化」に伴う肯定的なイメージは、ともすればこうした歴史を覆い隠
してしまう。
　とはいえ、あらゆる言語を公用語とする（例えば、法律文書などを
すべての言語で用意する）ことは不可能である。経済的・物理的なコ
スト以前の問題として、意思疎通ができないために、社会の構成員が
そのような言語状況に適応できないからである。カナダやオースト
ラリアと同じように、文化や言語の多様性を肯定的に捉える政治体と
して挙げられる欧州連合ですら例外ではない。欧州連合は加盟国全て
の言語を公用語とする「公用語平等主義」を掲げているが、実務的に
使用される言語は英語、フランス語、ドイツ語などに限定されている
18　Galbally, Francis (1978) Migrant Services and programs: Report of the review of post-arrival 

programs and services for migrants. Canberra: A.G.P.S.

19　このような多文化主義の方針は、新自由主義を標榜するジョン・ハワード政権期（1996 

年から 2007 年）において下火となっていたが、基本的には現在でもオーストラリアの基
本的な国家方針のひとつである。
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のが実際である
20

。もっとも欧州連合の場合は、加盟各国の内部で優
越的な地位を持つ言語（各国の公用語）があることを前提としており、
言語的公共性の担保はそれら各言語に任されているという側面もある。
「公用語平等主義」とは、実質的というより象徴的意味合いの方が強
いのである。
　いずれにせよ、公共性が保持されていない社会において多様性を守
ることはできない。確かに、言語的少数者に対するカナダやオースト
ラリア、ヨーロッパの取り組みが手厚いことは事実である。しかし、
多文化共生のモデルケースと目される社会においても、言語的には単
一性を志向する場合が多いことに注目したい（カナダやオーストラリ
アの場合は英語、欧州連合の場合は各国の公用語）。先に評者は、「多
文化」に伴う肯定的なイメージが抑圧などの歴史を覆い隠してしまう
可能性があると指摘したが、同様のことが言語についても言える。「文
化的多様性」が称揚される背後で、「言語的均質性」が暗黙の前提となっ
ている場合もあるのだ。

　こうした「言語的均質性」は、公共性を保つため必要な措置ではあ
るのだが、それがあまりに露骨である場合、言語を理由とした差別や
疎外を生むことになる。したがって、多文化共生を目指す社会におい
て言語のバランス調整は必須の課題なのである。そして、本書に対し
てあえて無い物ねだりをするならばこの点にあるだろう。評者（貞包）
の関心が言語にあることを差し引いても、言語問題に関する記述がや
や物足りないように感じた。もちろん、「上に挙げた例（カナダ、オー
ストラリア、欧州連合）と芝園団地内での取り組みを比較してほしい」
ということではない。集団の規模や性質の違いが大きすぎるため、そ
もそも比較は不可能である。しかし以下 2 点の理由から、評者は本書

20　例えば、欧州中央銀行の実務言語は英語のみ、欧州司法裁判所はフランス語のみを公
用語とする。
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において言語問題がさらに語られても良かったと考える。

（１）本書が広く日本社会全体を射程に入れていること
　大島は本書において、日本社会全体の多文化共生を念頭に置いてい
ると思われる。本書第六章締め括りなどからもそのことがうかがえる
（本書、217 頁）。

 日本でも外国人が増えていく中で、程度の差はあっても日
本人と外国人が共に暮らすコミュニティが増えていくのは
間違いない。
　芝園団地は世界のいまであり、日本の近未来でもある。

　この記述から、本書は単に「芝園団地」という地域的な事例のみを
扱うものではなく、さらに広い問題を念頭に置いていることが分かる
だろう。同時に、本書において「共存」と「共生」は明確に区別され
ており、著者の大島は単なる「共存」を超えた「共生」を目指すべき
という立場をとる（本書、166 頁）。先述の通り、社会と多文化共生
のつながりを論じる上で言語問題は不可避のトピックであるため、本
書でも一定の展望が示される余地がある。

（２）本書でケベックの事例を取り上げていること
　著者は参考意見を求めて、カナダやアメリカの研究者に独自の取材
も行っている（本書、187–207 頁）。特に、カナダのケベック大学に
所属する社会学者・歴史学者ジェラール・ブシャールへのインタビュー
は興味深いものであるが、このインタビューを行った際にブシャール
の言語観を掘り下げてほしかったと思う。というのも、カナダにおけ
るフランス語は、連邦公用語でありながら英語に対してはマイノリ
ティ言語という、極めて難しい位置に置かれているからである。法律
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的には、あらゆる公的な指示・掲示は 2 言語併記でなくてはならな
いが、実際にはそうなっていない部分も多いようだ。例えば 2016 年、
エア・カナダ機内のフランス語表記が不十分だとして、乗客 2 名が
エア・カナダを提訴している。2019 年 9 月、カナダ最高裁は公用語
法

21

 違反としてエア・カナダに罰金の支払いを命じている
22

。また、こ
れは言語問題の範疇を超えるものであるが、歴史的にもケベック州の
分離独立の主張には根強いものがある

23

。このような背景があるため、
ケベックの知識人層に属し、かつ多文化主義の論者であれば、言語問
題に関して独自の意見を持っていることが多い。

　先述のように、本書の射程は日本全体における多文化共生を含んで
いる。したがって、上記 2点を踏まえた上で「日本語は今後の日本社
会においてどのように位置づけられるか」という展望が示されればな
お良かったのではないだろうか。

3. 書評のまとめ
　多文化共生という概念は、人の流動性が著しく高まった、つまりグ
ローバル化した世界において、極めて魅力的なようにも見える。しか
し大島が指摘するように、「グローバル化によって国境が低くなれば
なるほど、「国民」という帰属意識は刺激され、高まる」（本書、216 頁）
21　公用語法 (Official Languages Act) とは、1969 年にカナダで成立した言語法。英語とフ
ランス語に公用語のステータスを与えている。
22　BBC (2019)「「機内のフランス語が不十分」 エア・カナダに 160万円賠償命令」
<https://www.bbc.com/japanese/49560281?fbclid=IwAR2lGSS3sEdgHbKsv4uLeLb1k2rmgYNqjL

nUHLzXg0ZK2-Q6IihEmD07vI0>［最終アクセス：2020/01/29］
23　例えば 1970 年には、強硬派のケベック解放戦線 (Front de Libération du Québec) がイギ
リス貿易省上級委員ジェームズ・クロスを誘拐、ケベック州労働大臣ピエール・ラポルト
を殺害するという事件が起こり、「十月危機 (October Crisis)」と呼ばれた（クロスは 2 ヶ月
の監禁の後解放された）。当時の首相であったピエール・トルドーは、自身もケベックの
出身であったものの、強硬策で事態を収拾した。
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という皮肉な現実がある。現に、グローバル化が一定の進展を迎えた
と思われた途端に、世界中で排外主義的主張が噴出した。他者の存在
を意識するとき、はじめて自分の立ち位置が分かる。排外主義にも様々
なものがあるが、概して言えば「他者」への嫌悪（憎悪？）にもとづ
く、感情に訴えかけるような主張が目立つことは確かである。こうし
た主張の中では、「日本文化」や「日本語」といった名詞が、集団の
アイデンティティやルーツの象徴として頻繁に扱われる。排外主義が
ときに「伝統」を強調するのは決して偶然のことではない。
　しかし難しいのは、文化や言語は、「多文化共生」にとっても重要
な要素であるということだ。その意味で、多文化共生と排外主義は表
裏の関係にあるとも言えるだろう。前者は他者の存在を肯定的に、後
者は否定的に捉えているのである。排外主義は「他者」に対するアレ
ルギーのようなものかもしれない。しかしそれを「自分たちの意見」
と捉え共感する者もいる以上、一概に「浅薄な感情論」と片付けてし
まうと新たな排外主義を生みかねない。
　本書『芝園団地に住んでいます』の最大の特色は、団地の古参住民
が外国人住民に抱く違和感を単に「感情論」と決めつけることなく、「な
ぜそのような感情を持つに至ったか」を掘り下げている点にある。そ
のための聞き取りを丁寧に行ったことで、本書は非常に説得力のある
ものとなった。上記「2. 多文化共生と言語の問題」の末尾で評者が指
摘した点は、問題点というより評者の要望と言うべきものである。日
本という文脈において多文化共生を目指すときに言語をどのように位
置づけるのか、それは本書の範疇のみで収まる問題ではない。社会言
語学や日本語教育学においてさらなる議論が待たれる。
　いずれにせよ、今後の日本社会において芝園団地のような共同体は
決して特殊例ではなくなっていくだろう。その意味で本書は、専門の
論者にも一般の読者にも意義のある事例を提供している。一読を強く
勧めたい。
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4. 本書評へのコメント
　本書評に対して、著者の大島隆氏に加え、弁護士の髙尾栄治氏より
コメントを頂戴した。髙尾氏は外務省の平和構築人材育成事業にて
スーダンに滞在された経験があり、現在も在留外国人からの法律相談
などを手掛けられている。以下、両氏のコメントを順に掲載したい。

【著者コメント】大島隆（朝日新聞）
貞包和寛氏の書評に応えて
　最初に、拙著『芝園団地に住んでいます』を丁寧に読み解いたうえ
で、言語という観点からの論考を寄せていただいた貞包和寛氏に、深
く御礼を申し上げたい。ありがとうございました。いただいた書評を
踏まえて、芝園団地を舞台に言語について考えたことを、いくつか記
していきたい。

芝園団地における「言葉の壁」の低さ
　芝園団地での取り組みの多くは、もともとは多文化共生といった理
念よりは、日々の生活上で起きる課題を出発点としてきた。言語とい
う観点で近年の大きな取り組みの一つは、団地を運営する UR 都市機
構や芝園団地自治会が、住民向けの各種案内文や注意書きの掲示を、
日本語と中国語の併記とするようになったことだ（一部はこれに英語
を加えて３種類にしている）。
　これは、ごみ出しなどをめぐって、日本人住民が「外国人住民はルー
ルを守らない」と不満を募らせていた段階から、「そもそもルールが
伝わっていないのではないか」という「気づき」を経たことによる前
進といえる。
　複数言語での掲示は、「日本に来たのだから日本語を理解しろ」と
いう考え方と比べれば、より外国人住民にとっても親切であることは
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間違いない。ただ芝園団地の場合、日中二か国語の表記という選択は、
あくまでも目の前の切実な課題を解決するためであって、言語的な多
様性を尊重するといった、多文化主義的な観点から議論されたわけで
はなさそうだというのが、日本人住民と話している限りでの印象だ。
　もう一つ、言語をめぐる芝園団地の特徴がある。これは中国語併記
とは逆説的に聞こえるかもしれないが、芝園団地では「言葉が通じず
意思疎通ができない」という問題が、ほかの似たような状況に置かれ
た団地と比べると、それほど深刻になっていないという点だ。
　筆者は 2000 年代の前半、日系ブラジル人らが多く住む愛知県内の
団地を何度か取材したことがあった。こうした団地では、言葉が通じ
ないことが、コミュニティの分断を招く大きな要因となっていた。
　一方、筆者が芝園団地の自治会活動に参加して気づいたのは、自治
会役員を務められるほど日本語を自由に操れる中国人住民が、一定数
いることだった。中国人住民の中でも突出して多い IT 技術者は、あ
る程度の意思疎通は日本語でできる人が大半だ。日本語が話せないの
は、孫の面倒を見るために短期的に滞在している中国人高齢者や来
日したばかりの配偶者と子どもだが、少なくとも家族のうち日本語を
話せる人間が一人もいないという世帯は少ないというのが、これまで
中国人住民と接してきた上での実感だ。また、日本人と中国人ともに、
漢字で書かれている限りお互いの言葉をある程度理解できることも、
中国人住民が多い芝園団地の特徴と言える。
　「言葉の壁」が相対的に低いことは、芝園団地にとっては大きな優
位となっている。本書の中で言語という問題に焦点を当てなかったの
は、一つは単純に筆者の力不足だが、相対的な「課題の大きさ」とい
う点でテーマを取捨選択した結果という面もある。
　芝園団地の日本人住民と中国住民の間で起きる様々な軋轢や葛藤は、
掘り下げていくと文化や価値観の違いや、ある種の帰属意識に行き着
く。言うまでもなく、言語とは文化の中核だ。ところが芝園団地にお
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いては上記のような理由によって、文化や価値観をめぐる衝突の中で、
言葉をめぐるものが相対的に少ないのだ。
　団地内の各種掲示や案内の中国語併記は、いまのところは日本人住
民の「ここは本来、私たちの団地だ」という感情を刺激するまでには
至っていない。むしろ、ごみや騒音をめぐるトラブルの減少につながっ
たとして肯定的にとらえられている。同時に中国人住民の側も、団地
内での「中国語公用語化」まで求めているわけではない。
　もっとも、今後言語をめぐる問題が顕在化しないという保証はな
い。現在、自治会や UR、学生団体らが日中二か国語で表記をするのは、
中国人住民にも理解をしてもらいたい、催しに参加をしてもらいたい
という主体的な取り組みだ。
　だが、団地の「中国人コミュニティ化」が進み、もしも中国人住民
が、自治会や URの全文書の日中併記を求めるようになったらどうだ
ろう。中国語の「公用語化」を求める動きが出れば、それは少数派と
なった日本人住民の感情を刺激し、対立につながる恐れもある。

ケベックの中核としてのフランス語
　一方、カナダ・ケベックではこの言語の問題が、移民受け入れとそ
れに伴う文化やアイデンティティをめぐる議論の中核に位置している。
　カナダは国家としては英語とフランス語を公用語としているが、ケ
ベック州はフランス語のみを公用語としている。カナダ国内でマイノ
リティであるがゆえに、彼らは自らの文化と、その中核であるフラン
ス語を守ることに熱意を注いでいる。
　これは、拙著の中で紹介した歴史学者・社会学者のジェラール・ブ
シャールも例外でない。ブシャールは社会の統合のため、移民を受け
入れる中でも守るべき「中核的価値」があると説く。ケベックとブ
シャールにとっては、まさしくフランス語こそが、この中核的価値だ。
　このことは、単にケベックの理念だけでなく、政策にも落とし込ま
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れている。拙著では十分触れられなかったが、筆者はケベック州政府
や NGO で移民受け入れプログラムを取材した。ケベックの移民プロ
グラムでは、年齢や教育水準と共に、フランス語のレベルが重要な受
け入れの判断基準になっているとの説明を受けた。
　ブシャールやケベックの取り組みを取材して浮かんだ一つの疑問は、
貞包氏が書評で言及している問題意識とも重なる。フランス語を唯一
の公用語とし、移民に対してもフランス語を話すことを強く求める中
で、文化的な多様性はどう担保されるのであろうか。
　ブシャールは社会の文化的な多様性を維持しながらも、あらゆる構
成員が共有すべき価値を「共通文化」と呼ぶ。フランス語はこの「共
通文化」の中心に位置づけられている。ブシャールはこうした考え方
について「同化主義ではない」と繰り返し念を押した。平たくいえば、
移民がそれぞれの出身の言葉を学んだり、話したりすることは尊重し
ます、ただし、ケベックの共通文化であるフランス語は、皆さん話せ
るようにしてください、ということだ。ケベックの状況について詳し
く知りたい方は、『間文化主義（インターカルチュラリズム）』（彩流社）
や、ブシャールが共同委員長を務めた州政府諮問機関の報告書を邦訳
した『多文化社会ケベックの挑戦』（明石書店）を参照していただき
たい。

終わりに
　言語という視点から文化とアイデンティティについて考える機会を
与えてくれた貞包氏の書評に、改めて感謝を申し上げたい。私事だが、
筆者は転勤のため、3年間住んだ芝園団地を離れ、2020 年 4 月から米
国で生活する予定になっている。
　米国での生活は 3度目となるが、中南米からの移民の増加とともに、
スペイン語が英語に次ぐ「第二共通語」になりつつある状況は、年を
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追うごとに強まっている。一方で、こうした状況を苦々しく思う米国
民が一定数存在し、彼らの多くがドナルド・トランプに投票したこと
は想像に難くない。
　言語と移民をめぐる状況は国によって異なるが、言語は文化の中核
であるがゆえに、ナショナリズムや文化的アイデンティティの意識と
結びついて、争点になりやすい。日本がこれからどうするべきなのか、
以下にごく簡単だが私見を述べたい。
　芝園団地に 3 年間暮らして実感したことは、全く意思疎通がないコ
ミュニティが並存する社会は、やはり不安定であり、望ましくないと
いうことだ。その意味では、意思疎通の大前提となる共通言語は必要
だと考える。外国人への日本語教育は現在、様々な課題を抱えている
が、これを充実させていくことは、これから一層多くの外国人を受け
入れるであろう日本にとって、急務と思われる。同時に、「やさしい
日本語」や複数言語での表記など、相手が理解できるように伝える日
本人の側の努力も必要なのは、言うまでもない。
　同時に、移民が母語に加えて日本語も話すことを期待することと、
日本語「だけ」を話すことを求めるのは、全く違うことを指摘してお
きたい。移民が自らのルーツの言語を話し、守り続けようとすること
を否定するのは、多様性の否定にほかならない。多様性を尊重する中
で外国人への日本語教育を進めるのが、現実的な解だろうと考える。

【識者コメント】髙尾栄治氏（弁護士・総合解決法律事務所）
　『芝園団地で住んでいます』において言語問題が大きく取り上げら
れていない原因としては、芝園団地に住む外国人が主に中国人であり、
中国人は他の外国人と比べて、日本語を習得することのハードルが低
い（特に漢字がわかることのアドバンテージが大きいように思います）
という点もあるように思います。
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　同書 134 頁での記載でも、ドンさんという方自身は日本語を話して
いるようであり、大島氏が中国人に取材する際も、主に日本語で取材
できていたのではないかと推測されます。そして、家族に一人でも日
本語ができる人がいると、その人が通訳をできるようになるので、言
語問題が深刻な障壁とは感じにくくなるように思いました。
　私自身が在日中国人の法律相談を受けたときの経験を振り返っても、
在日中国人は日本語が流ちょうな人が大半であり、また、日本語がで
きない方については、日本語ができる家族がついてきて通訳をしてく
れることが多く、言語の問題はあまりコミュニケーションの上で障壁
とは感じなかったように思います。
　この点は、同じ在日外国人でも、技能実習生として独身で日本に来
たベトナム人などになると、言語の障壁が一層大きくなるように思い
ます。

5. 評者より謝辞
　著者の大島隆氏のご厚意により、転勤前のご多忙ななかにも拘わら
ず本書評に対して返答をいただくことができました。また髙尾栄治氏
には、本書評で掲載したコメントに加え、法律上の用語理解などをご
教示いただきました。両氏のご協力により書評を豊かなものにするこ
とができたこと、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうござ
いました。
　本書をきっかけに、（在留）外国人をめぐる社会問題について、分
野を超えたさらなる議論が展開されることを望みます。
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