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報告：ブレグジットと EU の公用語平等主義（＊電子版はリンク有） 

 
貞包和寛（東海大学文化社会学部非常勤講師） 

 kazuhiro8782@gmail.com 
 

1. 概要 

〈研究の目的〉EU や欧州評議会などが、域内の多様な言語をどのように位置付けてきたかを、歴史的経

緯を踏まえつつ明らかにする。 

〈なぜこの目的か？〉多国間政治の場において言語は限定される傾向にあるが（国連公用語は 6 言語の

み）、ヨーロッパは全く逆の方針をとっている。その様態は言語政策論的に興味深い対象である。 

〈研究の新しい点〉結び付けられることの少ない 2 分野（言語政策論と国際関係論）を結ぶ点。 

〈研究の方法〉二つの視点から検証：①EU による公用語平等主義；②少数言語の保護 

〈本日の報告〉視点①「EU による公用語平等主義」を、ブレグジットも踏まえて報告する 

 

2. ブレグジットが公用語平等主義にもたらした揺らぎ 

2.1. 公用語平等主義の現状 

• 公用語平等主義＝ EU 加盟国の公用語すべてが EU 公用語 → 24 言語体制（！） 

Ø すべての条約、法律文書などが 24 言語に翻訳 → コストは年間 3 億ユーロを超える 

Ø 英語が EU の事実上の共通語（リンガ・フランカ）と認知されている 

• 非効率的かつ費用のかかるこのシステムがなぜ維持されるか？ 

Ø EU は「欧州の豊かさとしての言語多様性」を強調＝リベラルな価値観 

Ø 制度の発展経緯を調べると、実はナショナリズムの産物であることが分かる。 

 

2.2. 発展経緯 

• 欧州石炭鉄鋼共同体 ECSC 設立（1951 年）→ 仏独 2 言語のみが公用語 

Ø ベルギーとイタリアが強く反対し、4 言語（仏、独、伊、蘭）体制が確立 

• アイルランドが欧州諸共同体 EC に加盟（1973 年）→ 英語を EC での使用言語としていた 

Ø 2004 年に EU での使用言語をアイルランド語に変更 → アイルランド語話者は国民の 2% 

• この経緯から何が分かるか？ 

Ø 公用語平等主義はリベラルな政策に見えるが、実は各国のナショナリズムの妥協点 

Ø 統合を進めてきた EU において、言語は例外的に独自性が尊重される分野 

 

2.3. ブレグジット後の英語はどうなるのか？ 

• ブレグジット国民投票（2016 年 6 月 23 日） 

Ø 「離脱後に英語が EU 公用語から外される」という憶測 

Ø 国民投票の 5 日後（6 月 28 日）、欧州委員会がこの憶測を直ちに否定したが… 
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• イギリスが離脱すると、英語を EU 公用語として申請する国家は存在しない 

Ø アイルランドはアイルランド語、マルタはマルタ語 → 憶測が生まれた要因 

• EU 政治指導者層の発言 

Ø J.=C. ユンカー欧州委員長（当時）「英語はその重要性を失いつつある」 

Ø M. バルニエ（ブレグジット EU 側交渉官）「ブレグジット交渉はフランス語で行いたい」 

• ブレグジット後の英語のプレゼンスは下がるのか？ → 否 

Ø 「英語のみを EU の公用語とすればよい」という主張はブレグジット後にむしろ加速した 

Ø ナショナリズムの背景となる国家、母語話者の「離脱」 

Ø 言語的不公正への懸念が弱くなった 

² 言語的不公正…英語母語話者のみが言語的障壁を免除される状態 

 

2.4 本報告の総括 

• 公用語平等主義はリベラルな政策ではなく、ナショナリズムの妥協点である 

• イギリス離脱＝イギリスの言語（英語）の離脱？ → 英語は EU に「残留」 

Ø 法的に妥当か疑わしいが、英語の「利便性」の前に黙認されている状態 

• むしろ、「英語のみを EU の公用語とすれば良い」という考えは加速した 

• 英語がナショナリズムと（ほぼ）切り離された欧州共通語となる可能性（ラテン語以来か？） 

Ø 「ナショナリズムの妥協点」である公用語平等主義の転換点となりうる 

Ø 「各国の言語＝象徴」「英語＝実務」という役割分担が強まることは確実 

• 言語は単なる意思疎通の道具ではなく、政治体の利害調整、駆け引きの道具でもある。 

 

3. チャレンジ PR 

 近年の言語政策論では、歴史的制度主義 historical institutionalism の観点などを踏まえた意欲的な研究

が多く発表されており、権力機構による言語の管理・体制の分析が盛んに行われている。この点から見る

と EU の言語政策は極めて精緻なものであるが、その背景にある原理はシンプルである。EU はヨーロ
ッパの言語多様性を称揚するが、その基本単位は「国家の言語」であると言えよう。その証拠として、国

家のバックアップを持たない少数言語や移民言語への EU の取り組みは、公用語平等主義ほどには進ん

でいない。以上より、特に EU の言語政策を研究する際には国際関係論的視点が必要である。しかし日

本の言語政策研究は言語学や言語教育学出身の者に担われてきた歴史が長いためか、国際関係論的視点

に欠ける部分が多かった。しかし本研究が示すように、言語政策論と国際関係論の 2 分野は学術的に相

性の良い部分がある。両分野の相互補完によって多くの新成果が期待できる。 
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