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1. 本発表の目的 

1. 日本の社会言語学系の学術雑誌（『社会言語科学』、『社会言語学』、『言語政策』）

において、カナダとオーストラリアの多言語に対する取り組みがどの程度取り上

げられてきたかを定量的に明らかにすること。 

2. 1 から派生する社会言語学的課題を提示すること。 

 

1.1 目的設定の根拠 

ü 複数の言語を併用することを肯定する理念（≒多言語主義）、それを実現するた

めの政策 → ヨーロッパ1（およびヨーロッパ諸国）、カナダ、オーストラリア。 

Ø カナダやオーストラリアの政策では、「多言語主義 multilingualism」という

用語が全面に押し出されているわけではない。  

→ 「多文化主義 multiculturalism」政策の一翼。 

Ø カナダ・オンタリオ州の「国際言語プログラム  International Language 

Program2」、オーストラリアの「LOTE (Language Other Than English)3 教育」

など、移民言語・先住民言語への取り組み。 

Ø 政策の実施は時の政権によって振れ幅が大きい（例：1990 年代後半のオー

ストラリアにおける LOTE 教育の低迷 ― 太田 (2007: 26) など）。 

ü 欧州評議会が提唱する「複言語主義 plurilingualism」は近年、頻繁に論じられる。 

ü 日本の学界において、移民の日本語教育・母語保持のテーマでこれらの理念が現

れることも多い。 

Ø 日本言語政策学会第 20 回大会（2018 年 6 月、早稲田大学） 

Ø 移民政策学会 2019 年次大会（2019 年 6 月、立教大学） 

 
1 ここでいう「ヨーロッパ」とは、欧州評議会や欧州連合など政治的組織体としてのヨーロッパを指す。 
2「国際言語プログラム」とは、「遺産言語プログラム Heritage Language Program」を引き継いで 1993 年
に誕生した、カナダの非公用語（英・仏語以外の言語）の教育プログラム。この前身である「遺産言語プ

ログラム」は 1990 年にオンタリオ州教育省により制定されたものであるが、議論の歴史自体は古く、

1971 年にカナダ連邦政府が招集した「非公用語学術委員会 Non-Official Languages Study Commission」に

端を発する (Ontario Ministry of Education 2012: 3) 
3 「LOTE」とは、1978 年のいわゆる「ガルバリー・レポート」(Galbally 1978) を契機として、オースト

ラリアが 1970 年代後半から進めてきた異文化理解教育の一環をなす多言語政策の総称（太田 2007: 20–
21）。 
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ü カナダ、オーストラリアの多言語に対する取り組みはヨーロッパの取り組みよ

り時系列的に先立つが、日本の社会言語学界でどの程度議論されてきたか？ 

 

2 本発表における「多言語主義」の意味 

2.1 「多言語主義」の二つの意味 

ü 佐野 (2012: 52)4 

Ø 特定の社会において複数の言語が使用されている状況 

Ø 複数の言語使用を肯定的に捉える理念 

→ 本発表では重要 

→ 本発表は複数の言語使用そのものをみるものではなく、それをめぐる言

説に着目するため。 

→「肯定的に」…社会における多言語状況 (multilingualism) は、「克服すべ

き課題」と捉えられる場合もある。多言語状況を「肯定的に」評価すること

は、比較的近年の発明では？ 

 

2.2 本発表における「複言語主義」の位置づけ 

ü 欧州評議会が提唱する「複言語主義」の理念、それにもとづく「ヨーロッパ共通

言語参照枠」（以下 CEFR）の存在。 

Ø 細川・西山〔編〕(2010)、本田・松田〔編〕(2016) など。 

ü 複言語主義…個人の言語能力 ⇔ 多言語主義…社会における言語使用 

Ø 多様な言語使用を推奨、「民主主義の根幹をなす」と捉えられている。 

Ø 両者は方向性を同じくしている（柳瀬 2007: 63） 

ü 本発表内では、「複言語主義」を「多言語主義」の類型のひとつと考える。 

 

3. 「多言語主義」の様々な潮流 

3.1 「多言語主義」はヨーロッパに端を発するものか？ 

ü 三浦信孝〔編〕(1997)『多言語主義とは何か』藤原書店 

Ø 日本において「多言語主義」概念をいち早く紹介した著作（糟谷 (2012: 135)、

 
4 佐野 (2012: 52) ：「ヨーロッパにおいては、さまざまな (multi) ことばが (lingual) さまざまなあり方で

存在する状況 (ism)、すなわち「多言語状況 (multilingualism)」が、社会的状況の変化によって大きく変化

してきた。一方で、その「多言語状況」に対して肯定的な価値付けを行い、さらには一定の「多言語状

況」を保護・促進するために具体的な対応・政策をとろうとする「多言語主義 (multilingualism)」も、「多

言語状況」とは別個に生じて変容し、その時々の「多言語状況」に対して影響を及ぼしてきた。しかし、

現在まさに大きな変貌を遂げつつあるヨーロッパの「多言語状況」と、「ヨーロッパ」という枠組みの中

で追い求められている「多言語主義」は、必ずしも十分にかみあったものになっているわけではない。」 
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安田 (2014: 4) などの指摘）。 

Ø 4 部構成 

Ø 第 1 〜第 3 部に 17 の論考（第 4 部は編者の三浦と加藤周一の対談）。 

Ø うち、6 本の論考がフランス（海外県含む）と旧フランス植民地を対象。 

→ 傾向としてはヨーロッパが多い。 

Ø 政策より、複数の言語が併用される事例の研究。 

ü 砂野 (2012: 13) の指摘 

Ø 「多言語主義」が「基本的にはヨーロッパ発」であることの確認。 

Ø 「多言語主義」は、「ヨーロッパ的言語観」が暗黙のうちに含まれている。 

→ 「言語」、「民族」、「文化」などの諸概念の 19 世紀以来の踏襲 

→ 整備された文法や表記法の存在 

ü 『言語政策』誌の直近 2 号（2018 年 14 号、2019 年 15 号） 

Ø ヨーロッパ諸国の「多言語主義」的政策、「複言語主義」に関する論文・解

説…7 本。 

Ø 第 14 号の境 (2018)、西山 (2018)、山本 (2018)、 

第 15 号の貞包 (2019)、藤井 (2019)、西島 (2019)、程 (2019) 

 

3.2 カナダとオーストラリアの多言語に関する取り組み5 

※ 二言語主義（バイリンガル）政策含む。 

カナダ オーストラリア 

1960  ケベック州議会選挙で自由党が勝利 

いわゆる「静かな革命」の端緒 

1960 白豪主義への反対が主に知識人の間で高

まる。 

1969 公用語法 

英・仏語が連邦の公用語となる 

1965 労働党が白豪主義廃止要求 

1971 トルドー首相、「二言語・多文化主義」の

提唱 

 

連邦政府、非公用語学術委員会を招集 

1972 

 

1978 

ホイットラム政権 

「多文化主義」を移民政策に導入 

ガルバリー・レポート 

国家政策としての「多文化主義」 

→ LOTE 教育の端緒 

1977 ケベック・フランス語憲章 

後 1979 年に最高裁で違憲判決 

1989 多文化主義アジェンダ『多文化オーストラ

リアに向けての国家的課題』を発表 

 
5 表は太田 (2007)、西川・他（編）(1997: 294–302)、増田 (2010) を参照に発表者が作成。 
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1988 「多文化主義法」制定 1996 ハワード政権成立 

多文化主義政策の予算削減 

1996 福祉・教育文化予算の削減 2004 「アジア言語教師研修プロジェクト 

Asian Languages Professional Learning 

Project」の開始 

 

ü オーストラリアの場合は、言語問題が国家を分断するほどの大きな問題とはな

っていない。カナダの場合はフランス語の存在があり、フランス語話者への宥

和政策が後の「多文化主義」の発端となった側面がある6。 

Ø 「言語」が「文化」の重要な要素として扱われる場合は多々あるが、事例

によって大きく異なる場合がある7。 

ü 必ずしも「言語」中心の取り組みではないが、政策的取り組みの歴史自体はヨ

ーロッパより古い。 

Ø NGO「欧州少数言語事務局 European Bureau for Lesser-Used Languages」の

創設（1983 年） 

→ 欧州委員会 European Commission の財政援助。 

→ 2010 年に活動を終了 

Ø 「ヨーロッパ地域言語・マイノリティ言語憲章  European Charter for 

Regional or Minority Languages」（1992 年に署名開始、欧州評議会） 

→ ヨーロッパの「多言語主義」、特に国家の公用語以外の諸言語に対する

 
6 西川 (1997: 11)：「〔…〕カナダの場合は周知のように、ケベック州で多数を占めるフランス系住民の存

在と、分離独立運動を伴った権利回復の長年の主張があり、そのフランス系住民の主張が他のヨーロッパ

系の移民の自己主張を導きだすような形をとって、二言語二文化主義から二言語多文化主義への方向をと

ることとなり、さらに先住民の存在やアジア系住民の増加がこの問題に新しい意味を加えることになる。

これに対してオーストラリアの場合は、何よりもその国が置かれている地理的条件と経済的理由から「ア

ジア化」が不可避となり、白豪主義から多文化主義への劇的な転換が、支配的なアングロ・サクソン系住

民自身の手によって行われる。オーストラリアでは、カナダのフランス系住民に対応するような第二の大

きなエスニック集団は存在しないから、英語以外の言語が公用語として主張されることもなく、その点で

は多文化主義への移行はカナダに比して困難が少なかった」 
7 例えばポーランド共和国のタタール人は、「独自の歴史的・文化的一体性を持つ集団」として「エスニ

ック・マイノリティ」という政策的ステータスを占めている。しかし Wicherkiewicz (2006: 657) の指摘に

もあるように、ポーランドのタタール人は現在では独自の言語を保持している集団とは言えない。また、

「アイルランド文化」について語る文脈で、アイルランド語の存在はありつつも、英語を無視することは

できないだろう。 
 本研究により近い例としては、1990 年代後半のオーストラリアにおける LOTE 教育の低迷が挙げられ

る。1996 年から 2007 年までのジョン・ハワード政権下では英語リテラシー向上が目指され、LOTE 教
育の優先度は常に低かった（太田 2007: 26–27）。しかしこの時期のオーストラリアも、ガルバリー・レポ

ート以来の「多文化主義」という方向性そのものは撤回していない。この事例を見る限り、「多言語」の

存在に沈黙したまま「多文化」を称揚することも可能であると言える。政策レベルでもやはり、「言語」

と「文化」は一義的に結びつけることはできない。 
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政策の端緒とされることが多い。 

ü 多言語に対する取り組みとしてヨーロッパが発端と目されることも多いが、特

に政策のレベルでは、カナダやオーストラリアが先駆けている部分も多い。 

ü 多言語に対するヨーロッパ、カナダの政策の類似点 

Ø 政策が二段階である（全体の方針 → 下位の政策主体の実行）。 

→ 下位の政策主体…国家（ヨーロッパ）、州・準州（カナダ、オーストラ

リア） 

Ø 他国の政策に対する直接的・間接的影響 

→ 欧州評議会のマイノリティ保護の取り組み…欧州連合の実質的な新規

加盟基準として機能している。cf. コペンハーゲン基準 

→ オーストラリアの政策はカナダの影響が強い（関根 1997: 151）。 

 

3.3 第 3 章まとめ 

ü 「多言語主義」に類する理念・思想の潮流は複数ある。 

Ø 「多文化主義・多言語主義はいまだ未決定、未解決の問題としてわれわれ

の前に置かれている。またこの問題の背後にある世界史的な大きな流れと

の関連も無視できないだろう。多文化主義・多言語主義は一般に、アメリ

カやカナダ、オーストラリアなど移民国家と呼ばれる国々や、欧州連合あ

るいは解体の危機に直面した特定の国家の国民再統合の問題として注目

され論じられてきたが、類似の現象は程度の差こそあれ、世界の各地に認

められる」（西川 1997: 10）。 

ü 政策や影響力に鑑みると、「ヨーロッパ」と「カナダ・オーストラリア」は有力

な基軸として取り出すことが可能である。 

 

4. 分析 

ü 目的…日本の社会言語学界において、「多言語主義」に類する多様な取り組み

がどのように論じられてきたかを明らかにする。 

ü カナダ、オーストラリアの多言語に対する取り組みはヨーロッパの取り組みよ

り時系列的に先立つが、日本の社会言語学界でどの程度議論されてきたか？ 

Ø 本稿 1.1「目的設定の根拠」 

ü その嚆矢として以下の 3 誌の掲載点数を見ていく。 

Ø 『社会言語科学』1-1号（1998 年）〜同 19-2号（2017 年）、計 38 冊 
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Ø 『社会言語学』1 号（2001 年）〜同 18号（2018 年）、計 19 冊8 

Ø 『言語政策』1 号（2005 年）〜 同 15 号（2019 年）、計 15 冊 

ü 数え上げの対象…論文、研究ノート、書評、翻訳、報告9 

ü 数え上げの基準…「カナダもしくオーストラリアの多言語に対する取り組みを

考察対象としている論考」 

Ø カナダやオーストラリアに言及されていても、直接に考察の対象とはして

いない場合はカウントしていない（例：人口統計で二国のデータを比較対

象として提示している場合など）。 

ü 合計 72 冊、計 855 本 

Ø 『社会言語科学』＝446、『社会言語学』＝264、『言語政策』＝145 

ü 以下の 3 本が該当10。時系列順。 

 

(1) 太田裕子 (2009)「オーストラリアにおける LOTE 教育の方向性  「異文化間

言語学習」が言語教育政策に取り入れられた意味」『言語政策』(3)、pp. 19–38. 

(2) 柳美佐 (2012)「書評 ジム・カミンズ著・中島和子訳著 (2011)『言語マイノリ

ティを支える教育』慶應義塾大学出版会、198 頁」『言語政策』(8)、pp. 63–66. 

(3) クロード・ジェルマン (2013) 「基調講演概要 2  カナダの言語状況について」

『言語政策』(9)、pp. 190–204. 

 

ü ヨーロッパ諸国の言語政策や、「複言語主義」について論じた文書は、直近 2 

年の『言語政策』誌に限っても 7 本ある（先述）。 

Ø カナダやオーストラリアの多言語に対する取り組みの検証は少ない。 

 

5. 結論 

5.1 数え上げの結果 

ü ヨーロッパの「複言語主義」やそれにもとづく CEFR の取り組みなどに関し

ては、多くの事例研究がある。 

Ø ただし、以下のような指摘もある：「しかし、その関心〔CEFR に向けられる

関心 ― 引用者注〕の多くは「共通参照レベル」という評価表に還元されがち

 
8「別冊 1」（2011 年）を含む。 
9「報告」とは、調査報告、大会報告、事業報告（シンポジウムやワークショップ）を含む。なお、巻頭

言、追悼文、編集後記などは除いた。 
10 数え上げには慎重を期したが、もし漏れがある場合はご教示いただければ幸いである。 
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で、この言語教育装置の潜在的構想力を十二分に消化しているとは言い難

い」（西山 2009: 61） 

ü 方向性を同じくし、かつヨーロッパの取り組みよりも時系列的に早いカナダや

オーストラリアの取り組みについては、少なくとも本発表で扱った資料の限り

では、中心的なテーマとはなってこなかったと言える。 

 

5.2 今後の社会言語学的研究課題 

ü 社会言語学系の学術誌に限らず、カナダやオーストラリアの地域研究に特化し

た学術誌、単行本を視野に含めれば、より広汎な分析が可能である。 

ü カナダ・オーストラリアの多言語に対する取り組み 

Ø 政治的必要性から生じた側面が強い…移民への対応 

→ 政策の形成過程に議論が集中し、「政治的妥協とプラグマティズムの産

物であるという側面を強調しがち」（西川 1997: 15） 

Ø 応用言語学者を中心とした理念構築 

→ 必ずしも政治的側面の議論だけで完結しない。 

 

ü ヨーロッパの「多言語主義」やそれに類する理念。 

Ø 必ずしも政治的性格と無縁のものでもない。 

Ø 具体的な適用は各国の裁量にもとづく部分が大きい（佐野 2012: 74） 

Ø 「複言語主義」は言語教育政策の基盤となるが、言語教育活動は政治的性

格を持つ。 

「言語に関する課題、とりわけ言語教育活動に関する課題においては、市

場の力を放任しておくと言語的均質化が進められ、既成事実が答を先取り

してしまう」（欧州評議会言語政策局 2016: 16） 

→ ゆえに、政策による調整が必要。 

ü 多言語に関する取り組みは関係する国家や地域の政治的背景を含むものだが、

相互に比較対照することで、特徴がより明確に記述できる。 

Ø ヨーロッパの多言語に対する取り組みとカナダ・オーストラリアのそれは、

共に一定の歴史があり、影響力も大きい。両者を比較対照する必要性は十

分に認められる。 

 

 

 



日本言語政策学会第 21 回研究大会（関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス） 
2019/06/08–2019/06/09 
 

 8 

参考文献 

欧州評議会言語政策局（山本冴里〔訳〕）(2016)『言語の多様性から複言語教育へ ヨーロッパ言語教育政

策策定ガイド』くろしお出版 

太田裕子 (2007)「オーストラリアにおける LOTE 教育の方向性 「異文化間言語学習」が言語教育政策に

取り入れられた意味」『言語政策』(3)、pp. 19–39. 

糟谷啓介 (2010)「書評 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）」『社

会言語学』(12) 、pp. 137–148. 

境一三 (2018) 「程遠巍著『中華世界における CEFR の受容と文脈化』」『言語政策』 (14)、pp. 71–75. 

貞包和寛 (2019)「ポーランドのマイノリティ法の批判的分析  シロンスク地方の言語問題を例として」『言

語政策』(19)、pp. 1–30. 

佐野直子 (2012)「すべての言語は平等である。しかしある言語は、ほかの言語よりさらに平等である。ヨ

ーロッパの「多言語状況／多言語主義 (Multilingualism)」と少数言語」『多言語主義再考 多言語状況

の比較研究』（砂野幸稔〔編〕）三元社、pp. 50−83. 

砂野幸稔 (2012)「序論 多言語主義再考」『多言語主義再考  多言語状況の比較研究』（砂野幸稔〔編〕）、

三元社、pp. 11–48. 

砂野幸稔〔編〕(2012)『多言語主義再考  多言語状況の比較研究』三元社 

関根政美 (1997)「多文化主義国家オーストラリアの誕生とその現在」『多文化主義・多言語主義の現在 カ

ナダ・オーストラリア・そして日本』（西川長夫・他〔編〕）、人文書院、pp. 147–164. 

程遠巍 (2019)「泉水浩隆編『ことばを教える・ことばを学ぶ 複言語・複文化・ヨーロッパ言語共通参照

枠 (CEFR) と言語教育』」『言語政策』(19)、pp. 145–148. 

西川長夫 (1997)「多文化主義・多言語主義の現在」『多文化主義・多言語主義の現在 カナダ・オーストラ

リア・そして日本』（西川長夫・他〔編〕）、人文書院、pp. 9–23. 

西川長夫・他〔編〕『多文化主義・多言語主義の現在 カナダ・オーストラリア・そして日本』人文書院 

西島順子 (2019)「イタリアにおける plurilinguismo の歴史的変遷  1975 年の民主的言語教育の提言まで」

『言語政策』(19)、pp. 105–129. 

西山教行 (2009)「『ヨーロッパ言語共通参照枠』の社会政策的文脈と日本での受容」『言語政策』(5)、pp. 61–

75. 

西山教行 (2018)「CEFR の増補版計画について」『言語政策』(14)、pp. 77–80. 

藤井碧 (2019)「スイス連邦における言語教育制度の調和 1970 年代カントン教育局長会議の政策を通し

て」『言語政策』(19)、pp. 57–81. 

細川英雄、西山教行〔編〕(2010)『複言語・複文化主義とは何か』くろしお出版 

本田弘之、松田真希子〔編〕(2016)『複言語・複文化時代の日本語教育』凡人社 

増田あゆみ (2010)「オーストラリア多文化主義政策の変遷」『名古屋学院大学論集』(47-1)、pp. 83–94. 



日本言語政策学会第 21 回研究大会（関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス） 
2019/06/08–2019/06/09 
 

 9 

三浦信孝〔編〕(1997)『多言語主義とは何か』藤原書店 

安田敏朗 (2014)「多言語主義の過去と現在 近代日本の場合」、『立命館言語文化研究』(26-2)、pp. 3-20. 

柳瀬陽介 (2007) 「複言語主義 (plurilingualism) 批評の試み」『中国地区英語教育学会紀要』(37)、pp. 61–70. 

山本冴里 (2018)「多様な言語教育活動のあいだに「協調と効果的な連携」をつくる仕組み 欧州現代語セ

ンター (ECML) での聞き取りから」『言語政策』(14)、pp. 81–86. 

Galbally, Francis (1978) Migrant Services and programs: Report of the review of post-arrival programs and services 

for migrants. Canberra: A.G.P.S. 

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

<http://www.edugains.ca/resourcesILE/ResourceGuide/MergedResource 

Guide.pdf>［最終アクセス：2019/06/04］ 

Wicherkiewicz, Tomasz (2006) “Poland: Language Situation”. In: Keith Brown (ed.) Encyclopedia of Languages & 

Linguistics (9). Amsterdam et al.: Elsevier, pp. 656−657. 

 

 

 


