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ニホン英語（Open Japanese）の類型化研究 

―従米から屈米への日米外交― 

 
末 延 岑 生 

 

はじめに 

「アメリカ英語」というのは、アメリカ人特有の文化の中で培われてきた英語の単なる

一方言であるから、世界の英語を代表するわけでもない。その伝達率は世界共通語からは

程遠く、世界に 60 数種類もある英語の変種の中でも世界最下位といわれる。アメリカ人に

とっては文化の凝縮であり魂でもあるこの「アメリカ英語」を、日本のすべての若者は義

務教育という名において、半世紀以上にわたって一字一句模倣することを英語学習の目標

とさせられてきた。これは精神衛生的にも心理言語学上も大きな問題があることは自明で

ある（末延 2000）。 

敗戦後日本は自国憲法の解釈を変更しながら、アメリカの同盟国として、国際連合の舞

台でずるずると数々の世界紛争に加担してきた。そんな中、アメリカは日本に対してこと

ばの征服だけではなく、アングロサクソン系の国々と連携しながら、政治・経済・貿易か

ら司法・医療・軍事にいたるまで、自国準拠の法律を以ってさまざまな要求を突きつけ、

いまや日本の「三権の改造」にまで王手を指す。そしてついに安倍政権は 2015 年 9 月「安

全保障関連法」を強行成立させ、より危険度の高い軍事整備へと大きく歩を進めてしまっ

た。恐れてきたことがこうして現実となり、さらなる危険が目前に迫っている。こうした

ことがなぜおこっているか。そしてそれを若者に伝えるのは誰か。 

筆者は 2008 年以来、シリーズ「ニホン英語の類型化研究」における形態編、統語編、音

声編等を発表してきた。本稿では前回の「ニホン英語の類型化研究―イギリス偏向の英語

教育」に続く日本の英語教育の歴史的背景、なかでも「アメリカ英語」の完璧な模倣学習

という精神的抑圧を通じて築かれ「習慣化」し、今では「負の日本文化」となっているア

メリカ依存・主導の日米外交の実態を述べる。 

 

Ⅰ．世界の中のアメリカ 

日本人はこの 70 年、国際社会への扉として「アメリカ英語」を学ばされてきたが、その

言語を母語として使うアメリカという国は世界でどのように位置づけされ、日本とどのよ
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うな関わりを持つ国だろうか。この波乱に富んだ世界情勢を英語教育者の立場から概観し、

日本と「アメリカ英語」の関係から再考したいと思う。 

そしてこの激動する国際社会にあって、日本人が「アメリカ英語」の完璧な模倣という

重圧から脱却し、日本文化と母語の伝統の中で生み育ててきた「ニホン英語」の習得へ向

かうことが、どのような意義を持つかを考えてみたい。 

世界の超大国アメリカという国はどんな国か。最上（2005 p210）はこれを新しい帝国と

よび、かつてのヨーロッパの国々のように直接領土をさらに拡大したり極端な奴隷経済的

搾取もしないが、 

１．抜群の軍事力と経済力を持ち、 

２．さまざまな戦略資源をはじめとする利権を確保し、 

３．国際的な利益環流の仕組みも備え、 

４．（他国に対する）文化的な浸透力が非常に高い国 

だという。これだけ条件がそろいこの力をうまく使えば、他の国々に対して自国が望むと

ころはほとんど説き伏せることもでき、あらゆる価値観、基準も即、他国に強制でき、何

もかも思うがままになるだろう。 

中でも元来英語の一方言でしかないはずの「アメリカ英語」が、現在最有力の国際共通

語のひとつとして英語帝国主義と揶揄されるほどに拡がってゆく姿には、目を見張るもの

がある。 

 

第１節 国際連合とアメリカ 

第二次世界大戦のあと、二度と戦争のない世界を目指して 1945 年に国際連合がアメリカ

を軸として設立されて以来もなお、1950-53 年の朝鮮戦争、1956 年のスエズ危機等、数々

の紛争を経験してきた。1961 年 9 月 26 日の第 16 回国連総会では、アメリカ第 35 代大統領

ジョン・F・ケネディが、次のような演説を行った。それは 1962 年のキューバ危機をはじ

め、紛争多発の世界における自国の傲慢な態度を予言していたかのように、 

「戦争にとってかわる唯一の方法は、国連を発展させることです。･･･国連はこのあと発

展し、われわれの時代の課題に応えることになるかもしれないし、あるいは、影響力も実

力も尊敬も失い、風とともに消え去るかもしれない。だが、もし国連を死なせることにな

ったら、― その活力を弱め、力をそぎ落とすことになったら、― われわれ自身の未来か

ら一切の希望も奪うに等しいのであります。」 

と言っている。 

さらに 1963 年 9 月 26 日、再びケネディ大統領は、ソルトレイク・シティでの外交に関

する演説でも、 
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「アメリカは、この世界を自分自身の指揮命令によって簡単に作り変えることなど、で

きるものでないことを認めるべきです。そして、現代世界における対外政策は、単純な善

か悪かに二分して解決できるものではないということも認めるべきなのです。･･･すべての

国はそれ自身の伝統を持ち、それ自身の価値を持ち、それ自身の願望を持っています。わ

れわれは他国を自分のイメージに合わせて作り替えることはできないし、彼らの法律を制

定したり、彼らの政府を運営したり、彼らの政策を命令したりもできないのです。（下線筆

者）」と述べた。 

この年初めて教壇にたち、今もなお「アメリカ英語」が押し付けられている日本の英語

教育者の一人として、筆者の立場からこの演説の意味を考える時、「国」を「言語」に置き

換えてみると複雑な思いを捨て切れない。それはさておき、このように各国の存立の権利

と自由を重視する国際連合には、1965 年ごろからアジア、アフリカの共産側、社会主義側

の開発途上の小国が次々と加入しはじめる。それらは「第三世界」などと呼ばれ、その数

は加盟国の約 7 割に上るようになった。そしてこれら小国の集団が、大国に対して反人種

差別主義、反植民地主義、民族自決権擁護で意見の一致を見るようになり、さまざまな決

定権を持つようになる。 

こうした思いがけない小国の結託は、超大国アメリカにとって当然のことながら目の上

のたんこぶとなっていった。だが各強豪国家は従来の帝国主義に基づいた「勢力均衡」の

体制から、「拒否権の発動権」という安保理のシステムをとるものの、「主権平等」という

理念を持つ国連の新しい機構に縛られた中では、例外主義は認められない。その間、南ア

フリカのアパルトヘイト非難、イスラエルに占領されるパレスチナ人の自決権支持などが

総会で次々と決議されていった。 

こうして「国際的民主主義」システムができ上がり、本来は国際連合が希求してきた世

界の理想であるはずのこのシステムが、アメリカにとっては巨象とねずみが同じ量の食事

しか与えられないというもどかしさ、となればアメリカという巨体を自由に動かすには、

自ら国連憲章違反を犯しながら、勢い単独行動主義へと進んでゆかざるを得なくなる。 

 

第２節 暴走するアメリカ 

その後ベトナム戦争（1965-1973）、台湾問題（1979）を経て、アメリカは徐々に自国に

不利益な場合には、“国連改革”と称して国連批判、ILO 脱退（1977-1980）やユネスコ脱退

（1983-2003）と復帰を繰り返すようになった。そしてついにアメリカのブッシュ・ジュニ

ア政権は 1991 年、イラクがクェートに軍事侵攻を行ったという理由で、国連を無視して湾

岸戦争を開始した。 

この戦争によって、以前から世界の国々から“アメリカの下の国連”といわれてきたそ
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のうわさが事実であることを世界に証明することとなり、さらには 1991 年のソ連消滅に乗

じてアメリカの単独行動主義がますます幅を利かせるようになってゆく。 

そしてその代償として 2001 年 9 月 11 日、ニューヨークで 911 同時多発テロ事件が勃発

する。それはアメリカに支配され、暴力を振るわれたことに心底から憎しみを抱いている

人たちによるものだと最上は言っているが、アメリカの戦争に加担し続けてきた日本も、

当然憎まれる対象である。そしてついに 2001 年 10 月 7 日、アフガニスタンが 911 テロ事

件の首謀者を支援してきたという理由で、その報復のためアメリカはアフガニスタン戦争

を起こす。 

こうしてベトナム戦争以来、アフガン空爆にいたるまで、アメリカは 13 回にわたって紛

争を繰り返すという、多戦争大国の横暴を思うがままに続けてきたが、そのいくつかには

日本が加担してきたことはいうまでもない。 

次いで 2003 年 3 月 20 日、アメリカは自らの願望と意志で築き上げてきた国際連合の存

在を無視して、日本とイギリス、オーストラリアなどとともに、イラク戦争を開始した。

その発端は、イラクが大量破壊兵器を保有、使用のおそれがあるのでは、という憶測のた

めであった。 

この戦争でイランの多数の民間人を殺害しながら、最後までその憶測の説得性を持ち得

なかったアメリカと日本を含む同盟国は、2004 年 9 月 30 日の裁判（米中央情報局・ダルフ

ァー報告『イラクの大量破壊兵器に関する中央情報局長特別顧問の包括的報告』）で敗訴し

た。だがイギリスの元首相ブレア氏は 2015 年 10 月、公式にイラクに謝罪した。 

240 年の歴史と伝統のアメリカに対して、2000 年もの歴史の重みを有する日本という国

は、このような同盟国からの非人間的な野蛮な発想と行動の重圧の下で脱却できないまま、

おどおどしながら守られている。そんな中での英語教育も、アメリカ人から発音と文法の

誤りを指摘されないかと、おどおど「アメリカ英語」を学ばされている。 

最上はこれを「多国間主義の枠の外に飛び出すことによって初めて成立する『帝国』は、

自国に対する全世界朝貢体制でも築かぬ限り、永続性を持ちえない。だから、この擬似帝

国の号令で、戦争に馳せ参ずる国々は、世界秩序のためだとは言いながら、実は多国間主

義的世界の崩壊を手助けしていることにもなる。だが、それはおそらく、国連の助けにな

らないのはむろんのこと、アメリカが世界の中で生きてゆくことへの助けにもならない（最

上 p236）」といっている。アメリカにも国連にも、どちらの役にも立たないことをする一番

の悪者は日本というわけである。 

 

第３節 「新冷戦」の時代へ 

2011 年パレスチナ紛争ではアメリカが拒否権を行使、同年に始まったシリア内戦では、
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らないのはむろんのこと、アメリカが世界の中で生きてゆくことへの助けにもならない（最

上 p236）」といっている。アメリカにも国連にも、どちらの役にも立たないことをする一番

の悪者は日本というわけである。 

 

第３節 「新冷戦」の時代へ 

2011 年パレスチナ紛争ではアメリカが拒否権を行使、同年に始まったシリア内戦では、

  

ロシアと中国はシリアのアサド政権を支持、逆に彼を退陣に追い込もうとするアメリカと

対立しているが、2012 年 7 月の国連安保理で「シリアへの制裁決議案」に対してロシアと

中国が拒否権を行使したため、内戦を放置した。 

さらに 2014 年 3 月、ロシアのプーチン大統領はウクライナ南部のクリミア半島を編入し

た。それ以降、米ロ関係の溝はますます深まり、2015 年 9 月にはプーチン大統領は国連総

会で、イラクやリビアに軍事介入するアメリカの行為を批判、「新冷戦時代」が到来したと

いわれる。 

2015 年 10 月、バン基文国連事務総長は「この 4 年間に及ぶ安全保障理事会の機能不全が、

危機を制御不能にした」と発言。常任理事国である米･ロ･中の大国メンバーの対立が拒否

権の乱発となって安保理の機能不全をもたらし、解決の糸口すら見出せない。 

そんな中にあって国内では安倍は今回安保関連法の成立直後、2015 年 9 月 28 日の国連

PKO サミットで常任理事国入りをアピール。「国際社会の平和と安全に更なる貢献を行うた

めの態勢整備に全力を注いできた。第一に平和安全法制の整備です。従事可能な業務が広

がり、さらなる貢献が可能となった。PKO 活動に積極的にかかわる･･･」と、自信に満ちた

口ぶりで宣言した。 

 

Ⅱ．屈米外交の実態  

前章では国際連合を通じて、世界におけるアメリカの実態と日本側の対応を見てきた。

本章では特に両国が通商面でどのような政策のもとに交流・取引してきたのか、その実態

を見て行くことにする。この半世紀の間に単独行動主義国を突き進むアメリカ、そんな中

で一方でアジアを蔑視しながら他方では大国アメリカと組んでいる日本人は、実は日本が

互いが味方どうしだと思って信頼し、安心して組んでいると思っているその身近なはずの

アメリカから、実は国益を揺るがすほどのひどい蔑視を受けていることが近年どしどし明

らかになってきた。そのいくつかは日本のマスコミでさえなぜか報道を控えたものである。 

新冷戦時代を迎えて、アメリカは日本にどのような要求を突きつけてきたか。日本の「三

権の改造」、すなわち政治、経済、貿易から司法、医療、それに加えて「軍事」にいたる多

方面で内政干渉の極みに突き当たっている。 

最近アメリカは日本との間で驚くべき改造を進める一方、まるでヘビに睨まれた蛙のよ

うに誰も抵抗できないでただ硬直している日本の姿。その原因となったものは何かを考え

ながら、アメリカの日本への教育介入、中でも日本政府とアメリカとの元で進められてき

た「アメリカ英語」を基盤にした英語教育との関連を考察する。 
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第１節 日米通商政策 

1980 年代以降、アメリカは自国を世界最大の商業大手国だと自負してきた。ただし厄介

なことに、世界の諸国にとってアメリカが一貫して主張する通商政策の最大の問題点は、

佐々木によると、アメリカは「自国の市場と同じ基準、同じ土俵で、国の大小・強弱を問

わず、外国に対して競争を要求することである。これこそが世界の自由貿易に貢献するば

かりでなく、アメリカの“権利”であり（世界中の国々がおしなべて平等に果たすべき）

義務でもある（佐々木 p131）」と確信しているのだという。自由貿易といえば一見、民主主

義の色彩があるが、実際は小学生とプロボクサーとが対等にボクシングをするような不均

衡、不公平な貿易方式である。 

こうしてアメリカは経済・軍事・政治・情報の面で、世界の首位という好条件を盾に、

小国、弱小国に対するいじめを続けてきたために、世界からは攻撃的相互主義の利己的覇

権国と呼ばれてきた。その好例が 1974 年の「通商法 301 条」で、1984 年には「通商関税法」

を強化改正し、さらに 1989 年 5 月、アメリカは日本に対して「通商法スーパー301 条（関

岡 p76）」を発動、スーパーコンピュータ、人工衛星、建築材料の 3 品目の関税を槍玉にあ

げて乗り込んできた。 

こうした中で、一旦アメリカにとって不利益な兆候が見え始めると、レーガン大統領は

日本その他外国政府に対して、“アメリカにとっての不利益はすべて不公正とみなす”とい

う、アメリカにそむく国を即犯罪国とみなし、一方的に制裁を発動する権利を持つという、

まるで「犯罪国の取締まり（佐々木 p167）」に似た植民地に対するような措置をとってくる。 

その上、日本の反発に対しては、自国に都合の悪い面をまとめて「日本異質論」などと

名付け、これを卑屈にも日本文化の悪癖とみなし、執念深く改善を強制した。これらは当

然ながらすべて世界貿易機関の理念・平等の原則に矛盾するもので、さらにサービス市場、

直接投資、知的財産権保護などにも、自分たちに有利なルールを押し付けて行い、発展途

上国に対しても同じく、自国で決めたルールをより厳格化した（佐々木 p171）。 

これらの不平等に対して当然諸外国は反発してきたが、日本はこのルールの最大の被害

者であったにもかかわらず、与党議員たちはこぞって協力の態度をとった。日本政府、国

会議員たちや官僚のこうしたアメリカに対するへりくだり的な態度によって、発展途上国

のみならず世界中の国々が日本に対してますます疑念を抱かせてきた。こうした日本の官

僚や議員たちは、どのようにして育てられてきたのだろうか。大いに疑問が残るが、これ

は次章以降に譲ることにする。 

 

第２節 「日米構造協議」 

1989 年に設けられた「日米構造協議」（Structural Inpediments Initiative 略称 SII）は、その
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原文と翻訳を比べてみればその中身が大きく異なる事は、日本の高校生でも十分に見抜く

ことができるだろう。英語を原文どおりに翻訳すると、Inpediments は「障害」であり、英

語の Initiative は決して「協議」でなく、まさに「主導権」であり、「日本企業との通商に

おいてアメリカが自国にとって障害となる部分を優先的に取り除く権利（イニシャティブ）

である。アメリカにとって障害になる条件をアメリカが自国の「主導権」をもって取り除

き、「アメリカが日本に対して何でも主動権を発令できる」権利を行使することにほかなら

ない。 

日本の国を守るべき国会議員や官僚たちは、こうした不公平な内容が暴露されてアメリ

カは日本国民から苦情が来ることを恐れるあまり、翻訳者を使って意図的にこのような翻

訳にすり換えさせるという姑息な行為をすることで、国民をごまかしてきたのである。こ

れは、敗戦後 70 年、常時何においてもアメリカに服従せざるを得ないでやってきた、日本

政府のおろかな態度を暴露するものであり、日本の外交史に名をとどめるべき汚名事件な

のである。彼らを含め、日本の一億総人口が 5 年も 10 年も英語教育に苦しみながら学ばさ

れた挙句、これほどの屈辱を誰も見抜けず、適切な措置ができなかったのである。 

さてこの“協議”では、日本の高い貯蓄率や地価、伝統的な系列取引や複雑な流通制度

などが標的となり、国民の私有財産が脅かされ、伝統的な経営制度に対する改革を迫られ

たが、これは決して協議ではなく、不平等な押し付けであるとともに日本国への「内政干

渉」以外の何物でもない（関岡 p62）。 

こうした強圧的、攻撃的、自己中心的で名前とは全く裏腹なアメリカの一方的な、“公正

貿易論”は、まるで過去のイギリス帝国が世界の弱小の国々を騙してきた「負の理論遺産」

のひとつともいうべき似非“イギリス貿易論”や“奴隷制理論”などを髣髴とさせるもの

がある。 

これはもはや弱小国の外交努力が足りなかったという程度のものではない。これらのド

キュメントは、日本のマス･メディアが今まで公開を避けてきた傾向があったことも事実だ

が、アメリカ政府の公式サイトから簡単に知ることができる（関岡 pp51-53）。 

こうして日本語に翻訳されているにもかかわらず、「年次改革要望書」の存在さえ知らな

い日本人政治家、英語教師ならなおさらのこと無知である。何のために英語を教え、学ん

でいるのか。これは英語教師としての筆者の自己反省でもある。 

筆者は商経学部系大学の 1, 2 回生向けの英語授業の教材として約 40 年間、経済学、会計

学の初歩を英語で学ばせる傍ら、毎回原則として前日のテレビの二ヶ国語ニュースをビデ

オ化し、当日の英字新聞に目を通しそれを扱ってきたが、関岡氏の著書の出会うまで、恥

ずかしながらこうした『要望書』についぞお目にかかったことはなかった。悔やんでなら

ない。「アメリカ英語」の発音や文法を事細かく講じる前に、英語教師たちが将来政治家や
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国際舞台に立つ学生たちの将来のために、「国際情勢」や「国際関係論」などに対するチェ

ック機能の役を果たすべきだ、というのが国際教育を与かる英語教育の目的ではなかった

か。 

 

第３節 「年次改革要望書」 

さらにアメリカ政府が国益のための戦略として日本に突きつけてきた公文書には、以下

のアクション・プラン、「年次改革要望書」、「貿易障壁報告書」などがある。これらを見る

と、筆者のような国際経済･経営の均衡についての知識に乏しい者でさえ、日本がアメリカ

に都合のいい国に変えられて行く様子がはっきりと見て取れる。 

レーガン政権下における 1985 年の「新通商政策」アクション・プランは、1985 年のプラ

ザ合意とともに、日本に対し“不公正”な貿易慣行をやめさせるプランである。これでは

まるで日本が本当に不公正な貿易をやっているかのようだが、あくまでもこれも、「アメリ

カ側のとって不利なもの＝“不公正”」という図式となる（関岡 p76）。 

さらにこのプランに沿ってレーガン政権は、1988 年に「包括通商・競争力法」を制定し

た。その中には中小国を滅亡に追いやるほどの悪名高い「通商法スーパー301 条」が織り込

まれ、それはアメリカにとっての不利益はすべて不公正とみなすアメリカのユテラリズム

（一方的行動主義）の典型といわれるものである。これによって黒字国日本は後に長期間

の通商摩擦を招き、バブル経済の破裂を見ることになる。 

「年次改革要望書」は 1994 年以来、日米間で毎年 10 月にアメリカ政府が日本政府に要

求してくる文書で、その内容は日本政府に対する規制緩和や構造改革の多くの要求事項が

きめ細かく書かれている。関岡はこれを「“外圧武器としての”要望書」であって、日本に

対する「内政干渉」以外の何物でもないという。 

この“要望書”という名称自体も、実は日本語翻訳段階での明らかに故意的な誤りで、

実際の原文には、屈辱的な＝Submission（服従、従順）という語が堂々と使われていて、「要

望書」という日本語に当たる英語は見当たらない。 

さすがにこれは後に recommendations（推奨、勧告）へ変更されたが、それにしても国家

間の文書としては実に傲慢である。その要望書の内容とは、規制緩和、競争政策、構造改

革、行政改革、審議会行政、情報公開、独占禁止法、公正取引委員会、入札制度、民事訴

訟制度など、日本のすべての制度に対しての是正を要求している。 

そのうち、五つの優先分野である通信、金融、医療機器・薬品、エネルギーに加えて、

農業、自動車、建築材料、流通、投資、弁護士業、医療などに関する要求が詰まっている。

これから職業選択をしようとする若者たちにとって、こうした重要な取り決めが国際上い

かに不平等になされていくかが、ひたすらに「アメリカ英語」の発音と文法に全力を注ぐ
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に都合のいい国に変えられて行く様子がはっきりと見て取れる。 
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対する「内政干渉」以外の何物でもないという。 
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農業、自動車、建築材料、流通、投資、弁護士業、医療などに関する要求が詰まっている。

これから職業選択をしようとする若者たちにとって、こうした重要な取り決めが国際上い

かに不平等になされていくかが、ひたすらに「アメリカ英語」の発音と文法に全力を注ぐ

  

英語教育の世界では全く話題にもならないことが情けないのである。 

ところでこれらの文書の出処だが、筆者は関岡の著書によって初めて知りえたことだが、
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全文が日本語に翻訳されている。筆者のような国際経済･経営の均衡についての知識に乏し

い者にとっても、日本が年を追ってこうしてアメリカに都合のいい国に変えられて行く様

子がはっきりと見て取れる。以下それらの内容をさらに詳しく見てみよう。 

 

１．会計基準の国際統一  

「年次改革要望書」の中に、日本の会計基準を国際的に統一すべきだという要望がある。
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（International Accounting Standards Committee（IASC））はオーストラリア，カナダ，フラン

ス，西ドイツ，日本，メキシコ，オランダ，イギリス，アメリカの 9 ヵ国の会計士団体に

よって 1973 年に設立された。法律的な強制力や拘束力はないが、各国は互いに制度との調

整努力を払いながら、会計基準に影響を及ぼし合ってきた。 

そこでは 14 名の理事のうち、半数の 7 名が英米人で占められている。これを背後から仕

掛けているのが「五大会計事務所」組織の人たち、つまりアングロ・サクソン系のアメリ

カ、イギリス、カナダ、オーストラリアであり、彼らの共通の思想は個人主義、自由放任・

競争至上主義、英米法・プロテスタンティズムであるという。 

アメリカはいま、世界の公認会計士の資格制度を国際的に統一しようとしており、日本

にも「年次改革要望書」の中にこれを織り込んで要求してきたというわけである。その目

的は、アメリカで現在過剰になっている弁護士や会計士たちが、日本に進出しやすくする

ために他ならないという。アメリカをはじめとするこれらの国々は、日本だけでなくアジ

アをはじめ、世界に向けて会計基準の統一を図っており、この問題はもはや“会計士戦争”

（関岡 p114）といわれる。 

そこで日本が国債会計の統一基準に沿わせるためには、日本はかれらに合わせて会計の

国内体制の“不備”を是正すべきであるという。実はアメリカには「官」に規準がなく、「民

間」だけにしかないからこそ不備であるというのだ。彼らの“不備の是正勧告”をまとめ

ると、 

（１）会社組織の委員会の過半数を社外取締役（現実には天下りを意味する）とせよ。つ

まり会社のことをほとんど知らない外部の人間が経営を左右することになる。従来から日
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本の伝統とされた家族のような会社とは異なり、完全に異質文化の支配に巻き込まれるこ

ととなる。 

（２）日本型の監査役制度は（アメリカからすると）不要だから廃止せよ。 

（３）他国の弁護士や企業の関係者も「商法改正」に参加させよ。 

（４）不動産保有者に税を重くして、外国人が買いやすいようにせよ。 

（５）ビデオ会議など電子機器を使っての会議を認めよ。 

などの規制緩和を求めている。つまりアメリカは日本の会計システムをアメリカの思い通

りにして、自国の会社にいながらにして参加できることになる。 

こうして世界に向けて独善的な国際統一基準の網を張りめぐらしておいて、もし“アメ

リカ主導の市場軍団に参入したければ、すべてのルールをアメリカに合わさなくてはなら

ない”という、いわば巧妙に仕掛けたゲームの罠にはめ込む魂胆である。まさにアメリカ

の意のままである。 

そしてこの軍団から仲間はずれになれば、言わずもがな日本の公認会計士は世界から取

り残されることになることを見越している。今のところは大企業に対してのみだが、こう

して日本は今や中小企業、それに政府の公正取引委員会までもが、アメリカの配下になろ

うとしている。日本の若者にこのような情報を伝える必要があるのだが、誰が行うのだろ

うか。 

 

２．司法 

司法においても、日本の裁判制度に対するアメリカからの要望がある。弁護士の数は、

日本が１万６千名に対してアメリカは 91 万名で超過剰であり、人口比率では日本の 26 倍

となっている。 

そこでアメリカは日ごろ裁判とは縁の薄い日本人が、もっと気軽に裁判を起こせるよう

にするための策略を考え、それは今、着々と実現されつつある。そのひとつは民事訴訟の

手続きを簡素化し、さらに裁判期間を短縮させることである。そこにアメリカの陪審員制

度を導入し、市民が直接に裁判所に訴えることができるよう、裁判をますます身近なもの

にするという名目で裁判官や弁護士を増やし、さらには裁判所が政府を監視できる制度を

つくれ、とまでいうのである。裁判所が政府を監視するという制度の導入については、政

府という権威に対して嫌悪感を持つというアメリカ独特の考えに、ある程度同意できる日

本人もいるだろう。 

しかし“市民”の権利だと言って平等性を見せているものの、何につけても監視するの

は、実際は国際間でも“自分たちアメリカ市民の間で監視する”という傲慢さ、心の狭さ

がその元にあるように思える。そうなればいずれは日本政府もアメリカの市民から監視さ
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れることになる、というシナリオは見えている。 

しかし日本人が裁判というものに対して一歩足を引いてきた理由は、①争いの中にも和

を中心にできる限り内々で丸く治めようとしてきたこと、②裁判の手続きが厄介なこと、

それに③裁判期間が長いからである。そういう文化が日本に古くからでき上がっている（田

中 2000）。 

以上の考え方を英語教育に置き換えてみると、アメリカと日本の司法やことばに対する

見方の違いがよく分かる。欧米ではたとえばキリスト教では、ことばは神が創造したもの

として、「はじめに言葉ありき」と神聖な厳格なものとしてみなされるから、ことばを間違

えることは神に対する罪になる。ところが東洋では、所詮人間が作ったことばは頼りない

もので、仏教的には実在しないものとして「絵に描いた餅」、なかでも禅では「屁のような

もの」という。だからこそその不完全さの中に人間的な温かさが感じられる。伝統的な日

本の「法」と「ことば」、こうした思想の違いに対する葛藤がここにある。 

だがアメリカの考え方は国際共通語としての英語の場合も、インドネシア語の統一にお

いて見られたのと比べて、世界の人々がみんなで決めるというのではなく、世界のアメリ

カがこう使ってうまくいっているのだから、他国もすべてその通りに使って当然という考

え方である。 

アメリカの司法に対する考え方と彼らの独善的な国際英語の押し付けにも、共通点が潜

んでいる。こうした屈辱には、日本人は中学校からの英語教育の中でじっくりと味わわさ

れ、体内にも仕込まれ、それがもう習慣化されて屈辱と感じないところまで自己洗脳され

てしまっているのだ。 

ところが英米からみれば日本人は平生、司法にあまり頼らずとも、秩序正しい生活がで

きるのが不思議でならないらしい。そういえば日本人は阪神淡路大震災の時、交通信号が

消えてもうまく秩序を守り、盗難なども最小限で、世界から礼儀正しい市民と賞賛された。

だから本来は、英語の発音も文法も、わざわざ堅実に真似なくても、自ら世界的に通じる

ようにまかなえる寛大な国民なのだと筆者は考える。その懐の大きさの根源はどこにある

のだろうか。日本の法律はある面では封建的ともいえる「和」の中で内々に問題を解決す

るという日本的な仕組みからなっていると述べたように、これが次に述べる日本の医療面

にも現れている。 

 

３．医療 

「アメリカの医学は最高であっても、アメリカの医療は先進国の中では最低であるかも

しれない」といわれるように、医療費は日本の医学とは対照的に世界一高く、日本の約 2

倍で様々な制約がある。たとえば池上（1998）に見られるように、医療面では「アメリカ
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では政府と企業が市場原理に従って規制緩和やリストラを強力に推進した結果、経済の活

性化には成功したが、医療政策には失敗に終わっている」という。池上によると日本の保

険指標は世界一で、その根底をなす医療制度の特色は日本社会の特有のバランス感覚であ

り、国民と医療提供者の間の「和」であり、少なくとも医療面では日本は、アメリカに対

して基本的に教示する立場にあると結論づける（池上 p235）。 

池上はさらに「バランスは日本古来の「和」の精神に基づいた原理であり、対立点を表

立てないで当事者だけの話し合いで解決しようとする傾向は、日本社会に普遍的に見られ

る（池上 pp233-4）」という。しかし李（2005）は、この傾向は日本医療の悪い面でもある

と指摘する。たとえば自分がミス治療した場合、それを見ていたほかの医者が黙っていて

くれる。その代わりに、次にその医者がミスをした場合、自分が黙ってやる。それが広が

ってゆくというカルチャーの上に成り立っていると。李はこれを日本医療界独特のカルチ

ャーだという（李 p239）。 

日本では「ニホン英語」に対しても教育界独特の視野の狭いカルチャーが育ってきた。

人間として基本的に同じだが、その逆に英語でミスを犯すことが許されないカルチャーが

ある。ネイティブのマネをする教師は、日本的な発音をしていればアメリカ人から軽蔑さ

れるかも知れないという劣等感からくるものが多いが、英米留学経験者の多くがそのよう

に洗脳教育を受けて帰国するように、日本人の英語は「アメリカ英語」でなければいけな

いと信じ込まされている者がほとんどである。 

せっかく“本場の英語”を仕入れてきたのだからと、留学帰りの教員のいる教室では、

学習者の意味的に差し障りない細かい発音・文法ミスでさえ、決して許そうとはしない。

権威者としての指標を高くしたままで、学習者の負担を軽くするというような寛容なカル

チャーは決して育たない。そんな環境で「ニホン英語」は育つはずがない。 

英語教育も医療現場と同じように、社会正義を実現するための活動が重要となってくる

べきだ。学習者の権利を守るためには、極端な難問や未熟で気まぐれな悪問を出題する入

試問題と、その解答に要する受験者の時間の浪費と解答義務に対する抗議権、その正常化

が一日も速く待たれる。不当な権威としての精神的拷問等々、これらはすべて負の学習効

果を生み、反生産的学習である。一昔前、福沢諭吉は英語学習者がすべて肉体差し押さえ

の状況だと嘆いたが、それは今、少しでも改善されただろうか。 

 

第４節 アメリカ支配の国際基準と「アメリカ英語」 

さて、日本の若者たちが今後、国際情勢、国際問題に直面するに際して、簡単なまとめ

として次のようなアメリカ支配の国際基準の現状を心得ていることは重要だと思われる。 
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に洗脳教育を受けて帰国するように、日本人の英語は「アメリカ英語」でなければいけな

いと信じ込まされている者がほとんどである。 

せっかく“本場の英語”を仕入れてきたのだからと、留学帰りの教員のいる教室では、

学習者の意味的に差し障りない細かい発音・文法ミスでさえ、決して許そうとはしない。

権威者としての指標を高くしたままで、学習者の負担を軽くするというような寛容なカル

チャーは決して育たない。そんな環境で「ニホン英語」は育つはずがない。 

英語教育も医療現場と同じように、社会正義を実現するための活動が重要となってくる

べきだ。学習者の権利を守るためには、極端な難問や未熟で気まぐれな悪問を出題する入

試問題と、その解答に要する受験者の時間の浪費と解答義務に対する抗議権、その正常化

が一日も速く待たれる。不当な権威としての精神的拷問等々、これらはすべて負の学習効

果を生み、反生産的学習である。一昔前、福沢諭吉は英語学習者がすべて肉体差し押さえ

の状況だと嘆いたが、それは今、少しでも改善されただろうか。 

 

第４節 アメリカ支配の国際基準と「アメリカ英語」 

さて、日本の若者たちが今後、国際情勢、国際問題に直面するに際して、簡単なまとめ

として次のようなアメリカ支配の国際基準の現状を心得ていることは重要だと思われる。 

 

  

１．グローバル・スタンダード 

グローバル･スタンダードというのは、元来は国家に閉じこめられた国民という立場を

超えて、市民としての世界共通の問題を考えようとするグローバル化をいう。それは民主

主義の基本原理として三権分立と法による統治である。 

ところが、自分が触れた者がすべて金になるという御伽噺ではないが、自分の願いごと

が何でも即、世界中のルールになるとすればどうだろう。アメリカは世界中にそれを、つ

まりグローバル・スタンダード化すると宣告する。そのほとんどは実際は現今のアメリカ

の制度の“焼き直し”であって、たとえば、日本の大学を改革せよ、とか「大学」はすべ

て民間の審査による認定制にせよ、などだ。 

これを守らないと日本の大学を出て国家試験に合格しても、アメリカはおろかいずれ世

界中で通用しなくなる可能性がある。そうなると国際市場から追い出されるし、来日留学

生も被害者となるというのだ。こうした圧力がじわじわと教育の世界にも押し寄せてきて

いることを、学生たちはもちろん日本の教育者たちでさえ承知している人は少ない。この

ようにアメリカは、本来のグローバル･スタンダードをアメリカの国家規制でがんじがらめ

にし、典型的な自国中心のものにしてきた。こうした現状をいったい誰が若者たちに伝え

るのか。 

 

２．ダブル・スタンダード 

ダブル・スタンダードとは、商売や貿易、外交等で自分たちの利益を最優先するために、

二枚舌、矛盾話をうまく使うことである。たとえば 1992 年 6 月に日本で成立した「PKO 協

力法」は、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」であり、従来の政府解釈

では自衛隊の武力行使は憲法上国の個別的自衛権行使に必要な場合に限定され，海外に出

動した自衛隊の武力行使は禁じられると考えられる。しかし日本の内閣法制局の新解釈は、

「かりに平和維持軍が武力行使を行っても，これへの参加は武力行使と一体化するもので

なく，憲法に反しない」と自分勝手な解釈をした。 

しかし国連の部外秘文書（PKO のための標準実施手続（SOP）ガイドライン、1991 年 3

月）では，「非武装の監視団を除き，PKO に参加するすべての軍事要員は武力行使に関し，

完全に同一の方法に従わなければならない」とされており，派遣国のこのような留保や条

件は認められていないので，法制局の新解釈は国内向けの危険なダブル･スタンダードであ

るといわざるをえない、といっている（『平凡社大百科事典』による）。自衛隊員の命の危

険性と交換に成立させた、忌むべき法規である。 

さて日本の入試では英米英語でなければバツだが、概してことばというのは、人は日常

「郷に入りては郷に従え」というように標準語と方言を往々にして使いこなしている。実

人文論集　第 51 巻

ニホン英語（Open Japanese）の類型化研究
－従米から屈米への日米外交－

13



  

際には国際的に十分に通用する「ニホン英語」も、もしそれ相応に認められればそれはダ

ブル・スタンダードの範疇である。そうした意味では、ことばの世界では広くいい意味で

のダブル・スタンダードは歓迎したいものだ。国際英語は現に「ニホン英語」をはじめ 64

種以上もの変種をスタンダードとして「アメリカ英語」と同等に公平に認めている。 

できることなら日本の英語教育でも、とりあえずはこれらの棲み分けの寛大さが求めら

れるのだが、英語教師の融通性のなさ、厳格さ、英米英語の圧力には比類しがたいものが

あり、あの難解な入試問題を見ても、当分はたとえダブル・スタンダードの一つとしてで

さえも「ニホン英語」の入り込む余地はほとんどないというのが現状であり、英語教育者

たちの国際感覚の正常化を待つしかない。 

 

Ⅲ．日米安全保障関連法 

本章は前章第 3 節の「司法」の中に含まれる予定であったが、筆者が本稿を書いている

2015 年夏にはこの「安保法案」の論戦たけなわで、それが日本の存続をさえ左右する法案

であるとともに、その成立過程の一面が、帰するところは「アメリカ英語」教育による従

米指向を土台にしたものであることを検証するため、ここに章を設けることにした。 

 

第１節 国宝を傷つけるのは誰だ 

日本の英語教育は敗戦後も義務教育の一環として、国を挙げての教育事業である。そこ

には、アメリカへの羨望から追従へ、そして「アメリカ英語」という言語の帝国主義的な

特殊性と、偏った教授法がもたらしたものは“畏敬の念でもってアメリカという国を意識

する”という複雑な偏従意識である。 

老齢の国会議員がぽつりとこぼした。 

「アメリカ人というのはえらいんでしょうなあ。あんなに難しい英語をすらすらとでき

るんだから。私なんか 10 年もそれ以上も、学んだのはアメリカ人から逃げることだけでし

た。考えるだけでうっとうしいもんですわ。」 

今で思えば日本の英語教育の陰湿な現状を感じさせることばだった。人ごとではない。

では今の若者はどうか。安保法案を通した若い国会議員たちはどうか。この老人よりもも

っと深い羨望感と絶望感、アメリカに対するとてつもない劣等感が心を覆っているに違い

ないと推察する。 

そしてこうした日本人のアメリカへの追従傾向がもっとも端的に実現したのが、2015 年

の安保法制の顛末である。敗戦後日米合作の日本国憲法には、世界に二つとない条項が含

まれていた。第九条の「戦争の放棄」だ。それは世界に向けて日本がもう二度と戦争をし
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特殊性と、偏った教授法がもたらしたものは“畏敬の念でもってアメリカという国を意識

する”という複雑な偏従意識である。 

老齢の国会議員がぽつりとこぼした。 

「アメリカ人というのはえらいんでしょうなあ。あんなに難しい英語をすらすらとでき

るんだから。私なんか 10 年もそれ以上も、学んだのはアメリカ人から逃げることだけでし

た。考えるだけでうっとうしいもんですわ。」 

今で思えば日本の英語教育の陰湿な現状を感じさせることばだった。人ごとではない。

では今の若者はどうか。安保法案を通した若い国会議員たちはどうか。この老人よりもも

っと深い羨望感と絶望感、アメリカに対するとてつもない劣等感が心を覆っているに違い

ないと推察する。 

そしてこうした日本人のアメリカへの追従傾向がもっとも端的に実現したのが、2015 年

の安保法制の顛末である。敗戦後日米合作の日本国憲法には、世界に二つとない条項が含

まれていた。第九条の「戦争の放棄」だ。それは世界に向けて日本がもう二度と戦争をし

  

ないと謳う、日本国民の無形国宝だ。 

敗戦後、戦争の責任者として A 級戦犯に指名された当時の東条英機内閣通商大臣岸信介

は、処刑前日になぜか突然釈放になり（この経緯は近く明らかになる）、孫の安倍は奇しく

も祖父の後を継いで再び「安保法案」を画策、国防費が一段と底をついてきたアメリカを

助ける「集団的自主権」の容認を掲げて、違憲といわれる安全保障関連法を 2015 年 9 月 19

日に成立させた。 

これで戦後日本が自らに課してきた集団的自衛権の制約が解かれ、自衛隊が活動できる

領域が画期的に広がることになった。安倍はこの法を成立させるために、日本を取り巻く

国際情勢の脅威の相手国を中国・北朝鮮と名指しで決め付けた上、憲法解釈を変更するた

めに、現役の内閣法制局長官の頭をすげ替え、日本の憲法学者のほとんど全員が違憲と判

断し、国民の理解がただの 20％足らずであったにもかかわらず、戦後 70 年もの間、自民党

さえも堅く禁じてきた集団自衛権の行使を、強硬に容認へと持っていった。これに採決ま

では全くなりをひそめてきた与党自民公明の衆参議員 400 余名も採決の当日どこからとも

なく突如集合し、一糸乱れず追認、賛成票を投じた。70 年にわたるこの祖父と孫のたった

２人の新たなる道への執念が、与党議員全員の判断を誘導し、ついに日本国民の平和への

祈りを退けたのだった。 

 

第２節 「アーミテージ・ナイ報告書」 

単独行動主義をとり、多戦争国家、反国連国家となってゆくこの超大国アメリカの足元

から、待ちこがれていたかのように今後日本政府が世界のきなくさい表舞台に立つことに

なる。それを可能にしたのが安保関連法、別名戦争法案の成立である。 

今回の安保法制の改革に際してアメリカが日本に突きつけた「アーミテージ・ナイ報告

書」のアメリカの対日要求の内容と、日本政府の対応を次に示す（注 毎日新聞が 2015 年

09 月 16 日に掲載した記事を参考とした）。 

① 平時から戦争まで、米軍と自衛隊が全面協力するための法制化を行うべきであるとい

うアメリカ側からの要請に対して、→アメリカの要求どおり、日本政府は平時から戦

争まで米軍と自衛隊が全面協力するため「安全保障関連法」を法制化することに決定

した。 

② 集団的自衛権の禁止は日米同盟の障害となっているので、これを容認すべきであると

いうアメリカ側からの要請に対して、→アメリカの要求どおり、日本政府は日米同盟

の障害となっていた集団的自衛権の行使の禁を解き、容認することに決定した。 

③ ホルムズ海峡を封鎖するというイランの意思表示に対して、掃海艇を派遣すべきであ

るというアメリカ側からの要請に対して、→アメリカの要求どおり、日本政府はホル
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ムズ海峡を封鎖するというイランの意思表示に対して、機雷掃海艇を派遣することに

決定した。 

④ 航行の自由を保障するために、米国と協力して南シナ海の監視を増やすべきであると

いうアメリカ側からの要請に対して、→アメリカの要求どおり、日本政府はアメリカ

と協力して南シナ海の警戒監視活動を増やし、それを実行することに決定した。 

⑤ PKO を充実させるため、武力で一般人や他の平和維持隊を保護することが必要である

というアメリカ側からの要請に対して、→アメリカの要求どおり、日本政府は武力で

他の平和維持隊を保護するために PKO の「駆けつけ警護」を実行することに決定した。 

こうして日本政府はアメリカの要求をそっくり呑んだ。彼らのこうした強硬工作の現実

は、日本がいざというときにアメリカに「見捨てられないようにするため」、「東アジアに

末永く駐留してもらうため」との画策であり、そのために日本側が先に、積極的にアメリ

カ側に申し出て役割分担を働きかけたものといわれる。こうして国宝はずたずたに傷つけ

られ、この法の成立によってその責はさらに重くなり、安倍政権によって緩和された武器

輸出にしても、経済的に困難な家庭の子弟に対する憎むべき徴兵制の整備にしても、こう

した人の不幸を食い物にして生きる新しい日本人へのデザインが今着々と進んでいる。 

 

第３節 若者を死に追いやる者は誰か 

かつて自民党が日本国憲法を無視し、自衛隊を結成して以来 60 年、厳しい国民の目は、

今のところ一人の自衛隊員も直接戦争に命を落させてはいない。だが今後この違憲法改が

原因で万が一にも自衛隊員のただ一人でも血を流すか命を落すとすれば、それは国家とい

う名において行われる「国家テロ」である。この重責は、作為殺人犯たるべき内閣責任者

をはじめ、法案に賛成票を投じた議員の一人一人が無作為とはいえ自らが人をあやめる者

として必ず重く受け止め、生涯その重責を国民を前に背負うべきである。 

国家は国民があってこそ成り立つものであるから、いかなる事情があろうと国家によっ

て国民が血を流しはならないし、殺されてはならない。国家とその最高責任者は、ただ一

人として人を殺すことが許されるものではない。たとえ自衛のためとはいえ、意図を持っ

て人を殺すような野蛮な政府集団は、もはや国家ではない。 

 

第４節 靖国問題 

靖国問題の根底にある問題を浅井は「日本人は一般に死者に対してまでも鞭を打つこと

はしないという、優しさ、美しさを持った国民だと言われる。Ａ級戦犯者たちが、またそ

の霊が復帰したのは、当時の非民主的な自民党政府が日本古来の日本人の心の優しさ、親

切さを裏切って、巧みにすり替えたからに他ならない。（浅井）」という。 
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国家は国民があってこそ成り立つものであるから、いかなる事情があろうと国家によっ

て国民が血を流しはならないし、殺されてはならない。国家とその最高責任者は、ただ一

人として人を殺すことが許されるものではない。たとえ自衛のためとはいえ、意図を持っ

て人を殺すような野蛮な政府集団は、もはや国家ではない。 

 

第４節 靖国問題 

靖国問題の根底にある問題を浅井は「日本人は一般に死者に対してまでも鞭を打つこと

はしないという、優しさ、美しさを持った国民だと言われる。Ａ級戦犯者たちが、またそ

の霊が復帰したのは、当時の非民主的な自民党政府が日本古来の日本人の心の優しさ、親

切さを裏切って、巧みにすり替えたからに他ならない。（浅井）」という。 

  

 「死者に鞭を打たない」というのは、宗教一般の教理として正当だろうか。それは違う。

逆に見ればその罪悪は鞭打ちどころでは治まらない、「鞭さえ打てない」苦渋のことばであ

る。国内で 310 万人、海外でも数百万人をも犠牲にした極悪人を、国家が丁重に祀るなど、

こうした自己中心的で身勝手な教えは、本来世界の宗教の中にはほぼ皆無とみていい。少

なくとも日本では、仏教の教えは子どもの絵本にも地獄極楽が出てくる。人間の生存中の

悪行善行は、一分一秒たりとも逃さず天の手帳につけられており、死んだからと言って決

してリセットされるものではないと多くの日本人は学んできた。シェイクスピアは『ヘン

リー8 世』で、「悪者の行為は真鍮に刻み込まれる」と言わせている。 

 悪人にとって、過去の悪行が何の反省もなく、すべてリセットされるというのであれば、

確かに悪者にはこんなに有難いことはない。生前どんな悪行を働いても、死ねばたちまち

リセットされるというようなものであれば、悪行がまかり通る。正直者はいつも損をしな

ければならない世の中となる。このような考えを持つ政治家たちが代々政権を継ぎ、勝手

なふるまいをするから、世の中から戦争がなくならない。世界では、生存中の善行も悪行

も、悔い改めない限りは無限に続くと諭す宗教の方が大多数を占める。 

生きとし生けるものの魂は不滅であり、それは善行によって玉はさらに磨かれ、逆に悪

行によってすり減るのは天の理である。ところが神仏の名を借りて、これを日本人の“伝

統的精神構造”だとすりかえるのであれば、それは決して許されるものではない。ちなみ

に以前東京で幼い小学生を誘拐し殺害した犯人は、刑を執行された後、その遺骨は両親は

おろか親族の墓にも入れてもらえず、そばの粗末な盛り土の中にひっそりとおさめられて

いる。これが現実である。 

現在のドイツは民主主義国ではあるが、たとえばドイツ、ユダヤ、そして世界中を破滅

へと追い詰めたヒトラーのような暴君やその家族や孫が、かりに再びドイツ国の政権を握

って、戦争をよりたやすくさせるための違憲法案をごり押しし、国民を主導することをい

ったい許すほどに人はおおらかだろうか？ 

次に筆者が日ごろ提唱してきた、世界平和のための「憲法 9 条『客間論』」の一文をお読

みいただきたい。 

 

第５節 憲法九条『客間』論 

「安保法案」の“多数決採決”も、時間の問題に入った。日本の防衛体制の“すき間を

埋める”と、与党自は力説する。日本は外国から攻めてこられないように、空き巣が入ら

ないように、家の周りを鍵と鉄条網で取り巻いて「隙間を埋める」ことが正当化される国

になってきた。 

が、それは蛇足というものだ。「日本国憲法第九条」はわざわざ“すき間だらけ”に作っ
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てあるのをご存じないか。世界でもまれな好戦国日本が敗戦、廃墟で何にもないところに、

闇雲に九条が来た。そして次第にそのすごさが分かり始めた。そして大酒飲みがある日、

ぴたっと酒をやめたかのように、彼らは戦争を永久に放棄した。そのときに「すき間」は

彼らがわざと空けてあったのを知らないか。 

だからこそ、この九条を維持することは、平和の本源的な次元の問題だ。九条は何の装

備もしていない、すき間だらけの真っ裸だ。まるでそれは赤子のようだ。だからこそ九条

の重みというのは、国民がこの九条のすき間という畑を根気よく耕すことだ。 

ところでこのすき間、世界の多くの人たちが心配してくれる。「すき間だらけでは、攻め

られるではないか？」と。そのとおり。埋めねばならぬものがある。それは日本独自の文

化、「月も雲間のなきはいや」という“わび”の精神に通じるものがある。ただ寸分のすき

間も曇りもなく、完璧な月をよしとするのではなく、月を月らしく際立たせる雲間がある

こと、つまり「すき間」は世界中の人々が人間らしく、互いに平和を願う心、善意、そし

て助け合いの精神を持てるようにみんなが埋める。そうすれば平和の芽がでてくる。 

私は海外では東南アジア各国、中国、ハワイなど、世界中で「日本文化」を教えてきた

が、このすき間を「客間」と呼びかえ、裸の九条の真髄「憲法九条客間論」を“日本文化

の世界貢献”として命を張ってきた。この九条を持つ日本は、平和維持に向けて世界の先

頭に立たねばならぬ。これが私の積極的平和主義教育だ。 

世界のいさかいの間に入って、どちらの言い分にも耳を傾け、マアマアといさめながら

調整し、平和裏に治めるカウンセラー、それが日本だ。そう、このすき間は、世界の人々

のいさかいをなごめ、平和の心へといざない、もてなすための、大切な「客間」だったの

だ。日本にしかないこの「客間」を、人類の平和のための憩いの場所としてもてなすこと

が、世界の平和を守る本当の「積極的平和主義」なのだ。 

この五十年、私は国内では英語の教師として、日本の若者が「アメリカ英語」の物まね

でなく、日本文化の中で育った日本特有の「ニホン英語」の発音と文法を、堂々と使うこ

との大切さを教えてきた。しかし残念なことに、若者たちは本来は豊かな創造力と繊細な

情緒をふんだんに発揮できたはずの若き日に、完璧な「アメリカ英語」の発音と文法を十

年以上にわたって、ただ猿真似のように強制的に真似させられ、詰め込まれ、成績の良し

悪しで人生をさえ決定づけられてきた。ことばも弱者に対してはこうした“武器”にもな

るのだ。私は今もなお日本国中のほぼすべての若者が経験している「アメリカ英語劣等感」

からくる若者の深刻な自己喪失、「英語欝（うつ）」の問題に、警告を発し続けてきた。 

こうして押し付けられ、習慣化させられてきた物まね英語教育の行き着くところは、「身

も魂もアメリカへの忠実な従順ロボット」の生産でしかなかった。その結果、続々と生ま

れ出したのは、危惧してきたとおり、日本国憲法破壊の指導者とそれを擁護する国会議員、
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てあるのをご存じないか。世界でもまれな好戦国日本が敗戦、廃墟で何にもないところに、

闇雲に九条が来た。そして次第にそのすごさが分かり始めた。そして大酒飲みがある日、

ぴたっと酒をやめたかのように、彼らは戦争を永久に放棄した。そのときに「すき間」は

彼らがわざと空けてあったのを知らないか。 

だからこそ、この九条を維持することは、平和の本源的な次元の問題だ。九条は何の装

備もしていない、すき間だらけの真っ裸だ。まるでそれは赤子のようだ。だからこそ九条

の重みというのは、国民がこの九条のすき間という畑を根気よく耕すことだ。 

ところでこのすき間、世界の多くの人たちが心配してくれる。「すき間だらけでは、攻め

られるではないか？」と。そのとおり。埋めねばならぬものがある。それは日本独自の文

化、「月も雲間のなきはいや」という“わび”の精神に通じるものがある。ただ寸分のすき

間も曇りもなく、完璧な月をよしとするのではなく、月を月らしく際立たせる雲間がある

こと、つまり「すき間」は世界中の人々が人間らしく、互いに平和を願う心、善意、そし

て助け合いの精神を持てるようにみんなが埋める。そうすれば平和の芽がでてくる。 

私は海外では東南アジア各国、中国、ハワイなど、世界中で「日本文化」を教えてきた

が、このすき間を「客間」と呼びかえ、裸の九条の真髄「憲法九条客間論」を“日本文化

の世界貢献”として命を張ってきた。この九条を持つ日本は、平和維持に向けて世界の先

頭に立たねばならぬ。これが私の積極的平和主義教育だ。 

世界のいさかいの間に入って、どちらの言い分にも耳を傾け、マアマアといさめながら

調整し、平和裏に治めるカウンセラー、それが日本だ。そう、このすき間は、世界の人々

のいさかいをなごめ、平和の心へといざない、もてなすための、大切な「客間」だったの

だ。日本にしかないこの「客間」を、人類の平和のための憩いの場所としてもてなすこと

が、世界の平和を守る本当の「積極的平和主義」なのだ。 

この五十年、私は国内では英語の教師として、日本の若者が「アメリカ英語」の物まね

でなく、日本文化の中で育った日本特有の「ニホン英語」の発音と文法を、堂々と使うこ

との大切さを教えてきた。しかし残念なことに、若者たちは本来は豊かな創造力と繊細な

情緒をふんだんに発揮できたはずの若き日に、完璧な「アメリカ英語」の発音と文法を十

年以上にわたって、ただ猿真似のように強制的に真似させられ、詰め込まれ、成績の良し

悪しで人生をさえ決定づけられてきた。ことばも弱者に対してはこうした“武器”にもな

るのだ。私は今もなお日本国中のほぼすべての若者が経験している「アメリカ英語劣等感」

からくる若者の深刻な自己喪失、「英語欝（うつ）」の問題に、警告を発し続けてきた。 

こうして押し付けられ、習慣化させられてきた物まね英語教育の行き着くところは、「身

も魂もアメリカへの忠実な従順ロボット」の生産でしかなかった。その結果、続々と生ま

れ出したのは、危惧してきたとおり、日本国憲法破壊の指導者とそれを擁護する国会議員、

  

官僚、教育界、経済界、それに法曹界、宗教家たちにさえ見られるように、自分の意見を

もてず、何もかもただアメリカの指示に従い、姑息にもその背後に隠れて、武器を盾にし

て平和を語る、魂の抜け殻人間たちだった。この原因は、本来率先して「客間」を埋める

べく運命づけられてきたはずの私たち英語教師にも、決して無関係ではない。 

客間を埋めるのは世界の人々とその平和を願う心、そして世界の人々の友情だ。そのた

めにわが誇るべき憲法には、すき間があけてある。それを日本の憲法学者のほぼすべてが

違憲と判断する“戦争法案”“参戦法案”で埋めることは決して許さない。九条はアメリカ

から投げられた罰ではない。三百十万人にも及ぶ戦争犠牲者の屍に、そっとかぶせられた

真っ白な布なのだ。この純潔の布の上を、今、土足で踏みつけようとしているのは誰だ。 

日本は過去 70 年にわたって、（実際には米軍の傘の下という屈辱のもとにあるのだが）

世界中のどの国民も持たないこのすき間を、世界にむけて開放するというこの勇気を、曲

がりなりにも保ち続けてきた。その大切な役目を永遠に担うこの「客間」を飾るには、戦

争法案や武器や核は似合わない。全人類の世界平和の範として、よりどころとして、この

客間は大事にあけておこう。 

 

Ⅳ．「アメリカ英語」への忠誠 

第１節 アメリカへの忠誠心を育む英語教育 

敗戦直後から日本人に「アメリカ英語」を教えるためにやってきたアメリカ人教師たち

は、主にアメリカ留学経験のある日本の英語教師たちとともに、「アメリカ英語」をまるで

「勅語」のように真似させることで、日本人の精神の根底にまでも食い込み、若者の魂を

腐敗させたあげく、今や、引き抜いてしまった。 

実際にはアメリカからさほど要望も命令もされない「アメリカ英語」の発音や文法の細

かい規則、そして英語文化の真似にいたるまで、まるで畏れ多くも君主の命令を受け継ぐ

如くに学習者に強要する。 

このような教育目標の実践は、どんな独裁者、独裁主義国でさえかつて成し得た記録が

ない。たとえ植民国であっても義務による学校教育の中で、これほどの徹底した殖民教育

は不可能であった。ところが日本ではいまだに“一言語の完璧な模倣”という教育のあり

方は、誰からも何の疑問もなく存続している。 

筆者は決して反米主義者ではないし国粋主義者でも共産主義者でもない。ここで「アメ

リカ英語」そのものを悪く言うつもりはないし、まねをしてはいけないというわけでもな

い。しかしだからといって国を挙げて「アメリカ英語」を必要以上に崇めたり、必要以上

に真似たりおもねる必要はないと言いたいのだ。 
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たとえば文部科学省の「英語科指導要領」の「正しい発音」「正しい文法」という表現の

「正しい」は、明らかに「アメリカ英語」を指すように、日本人に NSE の英語を真似させ

る行為は、日本の自主的なアメリカへの忠誠を誓うものである。見方によれば、これこそ

英米従属の象徴であるとともに、文科省検定済の教科書をはじめ、その他多くの英語のテ

キストや文法書は、アメリカ文化への同化への誓約書でもあり、敗戦後「天皇」から「ア

メリカ」に移った、アメリカに忠誠を尽くすための寸分とて発音・文法の間違いを許され

ない命がけの「教育勅語」でもある。これによって自分のことば（「ニホン英語」）なら積

極的に意見が言えるはずの、日本の賢明で真剣な若者であればあるほど、“よそ者”のこと

ば、しかも「アメリカ英語」という英語の一方言を真似させられること自体に嫌気を募ら

せ、かれらを英語嫌いに追いやっている。 

さらに、日本に数ある英語検定試験の中でも、TOEFL 試験は、その内容を見ればアメリ

カ文化・習慣への忠誠の誓いを試すものであることが瞭然としている。この試験を文部科

学省は現在強要し始めており、アメリカ忠誠への証しとしての役目を預かるとともに、そ

の反面、日本の文化とともに育まれてきた歴史ある「ニホン英語」に対しては、下品な英

語として“踏み絵”の役割を与えている。 

そして今なおこの「アメリカ英語至上主義」に忠誠を強要する中で、30 万人にのぼると

いわれる日本の英語関係、英語教育関係者たちは、これによって 7 兆円産業といわれるよ

うな多大な恩恵を受けてきた。なぜなら、世界に 60 数種存在する世界共通語としての英語

を度外視し、学習目標を唯一「アメリカ英語」に制限すれば、それをより完璧に模倣学習

させるために、より多くの人的物的需要度を上げ続けざるをえなくなるからである。アメ

リカからの「アメリカ英語」ということばの贈り物のおかげである。 

 

第２節 祖国よりアメリカ忠誠 

ほぼ一世紀にわたって日本のすべての若者は、義務教育という名において英米語、なか

でも「アメリカ英語」を真似させられてきた。かつては「イギリス英語」を強制されてい

た日本の子どもたちは、敗戦後、筆者も含めて突如として「アメリカ英語」に偏向させら

れた。メートル法も数字の句点も、そしてもちろん英語も、すべて「アメリカ英語」の発

音と文法が唯一の正しい英語として、一字一句真似させるというアメリカの言語政策を採

った。それは必ずしも占領軍による命令ではなかったが、日本の文部省は占領国アメリカ

GHQ に対して謙（へりくだ）りの形で見捨てられないための英語教育、先手を打つという

わざわざその政策を採用した。 

実は見方によってはこの手法こそ、日本の若者たちに対する「アメリカ英語」の浸透が

成功し、今に至っているといえる。アメリカ人にとって「アメリカ英語」教育の目的は、
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たとえば文部科学省の「英語科指導要領」の「正しい発音」「正しい文法」という表現の

「正しい」は、明らかに「アメリカ英語」を指すように、日本人に NSE の英語を真似させ

る行為は、日本の自主的なアメリカへの忠誠を誓うものである。見方によれば、これこそ

英米従属の象徴であるとともに、文科省検定済の教科書をはじめ、その他多くの英語のテ

キストや文法書は、アメリカ文化への同化への誓約書でもあり、敗戦後「天皇」から「ア

メリカ」に移った、アメリカに忠誠を尽くすための寸分とて発音・文法の間違いを許され

ない命がけの「教育勅語」でもある。これによって自分のことば（「ニホン英語」）なら積

極的に意見が言えるはずの、日本の賢明で真剣な若者であればあるほど、“よそ者”のこと

ば、しかも「アメリカ英語」という英語の一方言を真似させられること自体に嫌気を募ら

せ、かれらを英語嫌いに追いやっている。 

さらに、日本に数ある英語検定試験の中でも、TOEFL 試験は、その内容を見ればアメリ

カ文化・習慣への忠誠の誓いを試すものであることが瞭然としている。この試験を文部科

学省は現在強要し始めており、アメリカ忠誠への証しとしての役目を預かるとともに、そ
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結果論かも知れないが、英語が上手な国民を養成することより、日本人はアメリカと交流
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Ⅴ．誰が「国際関係学」を教えるか 

今まで見てきたことからわかるように、国際政治、経済、経営、国際政治、国際事情な

どのための本来の真の英語教育の大切さとその必要性が明らかになった。英語学･英米文学
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の若者たちにとって大切な国際政治、経済、経営、国際事情について教えることができる

だろうか。 

 

第１節 アジアで孤立する日本の若者 

日本代表のサッカー選手がアジアのある国と対戦することになった時、テレビの会見で

言った。 

「日本もアジアの一部だったんですね。今まで僕は一度もそんなことを考えたことなか
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った」 

この若者に限らず自分の生まれた日本という国は、地理的にはアジアにあっても、自分た

ちの存在はアメリカの一部だと信じ切ってきた。朝鮮・ベトナムの人々の犠牲の上に日本

は復興したという反省もなくアメリカ文化、「アメリカ英語」に浸りきった毎日の生活の中

で、そう思わせるのは彼の責任ではない。教育者たちの、中でもアメリカ礼賛主義にどっ

ぷりと浸かった、多くの英語教育者の責任は大きい。 

日本のアメリカ追従の実態に対して、浅井は「アジア諸国のみならず世界中の国民の日

本に対する感情と認識、戦争の反省態度の度合いから見て、いったい誰が、どの国民が日

本を信頼してくれるであろうか･･･。日本のアメリカ専属追従の精神からは、彼らとの同族

意識は決して生まれないどころか、日本に対する批判と反発の方が多く、軽蔑されてき

た。･･･アメリカ追従からは軽蔑されても尊敬はされない。」と鋭く批判する。その批判の

対象は教育者、中でも英語教育者自身であろう。 

少なくとも日本の若者が世界を、中でもアジアを旅し生活するとすれば、そのための第

一歩、語学教育の前に大切なことは、かつての日本の軍国主義がどれほどに周りの国々に

大きな損害を与えたかということ、そしてそれに至った原因を日本の若者たちにしっかり

と認識させ、今後同胞としてのアジアとともに歩む道を考えさせておくことではないか。 

しかし現状では、「アメリカ英語」の発音と文法のルールをまねさせるという英語教育の

中身は、一番大事なはずの同朋意識が不在どころか、アメリカナイズされた裕福な優越感

となって、アジアの同胞に対する蔑視が向けられているのが実情である。 

たとえば日本の若者はアジアをどう見ているか。あこがれのアメリカで「アメリカ英語」

をマスターしたつもりの若者たち、留学者たちは、アジア、中でも日本に戻れば、まるで

「アメリカ英語」の監視役のように彼らの英語をなじり、軽蔑し、ついには彼らの習慣や

文化までも「アメリカ」に矯正してやろうとするのだ。これは若者だけでなく多くの英語

教師、日本を代表する外務官僚、国会議員、ビジネスマンたちの中にも今も往々にして見

られる。 

たとえば、ある日本の若い外交官僚は、自著の中で「フランス人の中には “I am in New 

York since two years.” と悪びれることもなくいう人がたくさんいる。もちろんこれも誤り

で、正しくは “I have been in New York for two years.” といわねばならない。（多賀 1992 p.2）」

と“悪びれもなく”書いている。そして彼らを「英語の “murderer”（英語を台無しにする

人たち）」と呼ぶ。 

最近、文化も習慣も違うドイツ、フランスの若者でさえ、アジアの 800 万人と交流があ

るとテレビは報じていた。地理的に見ても、日本の若者は本来アジアの国々こそが国際的

には最初に交流すべき相手であろう。しかも日本人の目指す英語は、世界の英語話者 20 億
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のうち 10 億人近くが「アジア英語」であるという現実からすれば、当然「ニホン英語」だ

ろうとみられていることは明らかである。だが日本人は自分たちの文化を代表する「ニホ

ン英語」を自ら軽蔑し、「アメリカ英語」を受容するよう教育されてきた。 

このような「アメリカ英語」に執着する日本人の親米偏向も、アジア人の中でも自分た

ちの「韓国英語」、「台湾英語」、「フィリピン英語」、「ベトナム英語」に自信をもちそれを

尊ぶ彼らの反米意識とは実に対照的である。戦時中の日本軍の言語政策を振り返ると、朝

鮮や台湾に日本語を強制しておいて、いざ敗戦になればその態度は一気に 180 度転回し、

アメリカ人と「アメリカ英語」に自ら進んで服従する日本を、アジアをはじめ世界は、ア

イデンティティを持たない気の毒な人々の国だと見ている。日本の若者に対しこうした国

際感覚、歴史観、そして英語の実状を教育してきたのは誰か。 

こうした問題を立て直すには、大学での専門教育を待つことなく、できれば小学校で、

あるいは少なくとも中学高学年、および高等学校の英語の授業の中で、それも英語教育の

中で、このような日米関係の実状を最重要課題として生徒・学生たちに教え込まなければ

ならないと筆者は考える。現行の発音や文法中心の教育は、その意味では付随的なもので

しかない。 

2015 年現在、全国の公私立小・中・高校の生徒数は 1375 万名、教員は 91 万名であるが、

教える内容からすれば、社会科の歴史、現代社会等の授業の中で教えることができよう。

しかし、歴史の「近代」はたいてい中･高の最終学年の 3 学期の最後に時間数が足りないで

省略されることが多いから、すべてを彼らに任せるわけには行かない。 

国際問題という観点からすれば、次の候補は断然英語科ということになる。しかも全教

科教員の中でも最も多人数を占めるのが英語教師で、授業数も最も多い。さらに大学で国

際関係論を教えるのは理想的ではあるが、こうした窮状の中でアメリカとの屈辱的な国際

関係の現状を把握し、その実態を教授できる英語教員は日本にどれだけいるだろうか。寂

しい限りである。 

 

第２節 「アメリカ英語」から「ニホン英語」へ 

日本の英語教師はこの 70 年、若者に何を教えてきたか。結果的には理想の国としてのア

メリカの足元に若者の魂を服従させるために、ただ皮相的な「アメリカ英語」の発音、文

法などを真似させてきたのではなかったか。それを検証してみよう。まず、彼らはなぜ「ア

メリカ英語」か。以下に日本の英語教師・言語学者たち（①～⑤）、それに学習者たち（④

～⑥）が指摘する「アメリカ英語」の模倣の必要性の根拠を列挙する。 
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１．なぜ「アメリカ英語」か 

① 「アメリカ英語」は歴史的にも言語学的にも英語の根源であり、いわば家元であるか

ら正当な英語であり、英語学習のための土台となるもの。それに文科省の指導要領に

決められているから、アメリカ人の「アメリカ英語」に日本人が勝手に日本語や日本

文化や習慣を介入させることは傲慢である。 

② 世界では絶対に「アメリカ英語」しか通じない。少しでも発音や文法が間違っても絶

対に通じない。勝手に間違って学んだり、勝手に自作の英語を使えば、それは偽物の

英語である。第一アメリカ人は日本人的な英語を嫌うだろうから。 

③ 「アメリカ英語」はいまや世界で一番使われているので、英語の代表であって、世界

を代表する世界共通言語である。語学学習というものは、本来目標となる言語を逐一

忠実に真似ることから始まる。「アメリカ英語」を使うことは常識だから当然すべてを

真似るべきであることに疑問を持つ余地はない。 

④ 「アメリカ英語」を日本人が使わせてもらうという感謝の気持ちがあり、正しく使わ

ないとアメリカ人に対して失礼であり、礼儀だから。 

⑤ 「アメリカ英語」を使うことは社会的に有利、優位に立てるだから。アメリカにあこ

がれているのでアメリカ人のようにかっこよく、優越感を持ちたいから。 

⑥ アメリカが好きだから。アメリカ人が喜ぶし、ほめてくれるとうれしいから。 

 

以上のように「アメリカ英語」が唯一の正当な英語であり、それ以外は世界では絶対に

通じないという強い思い込みから、はては尊敬の念、そして感謝へと舞い上がってゆく。

こうして言語学・言語教育の専門家であるはずの多くの英語教師たちは、「アメリカ英語」

をまるで『聖書』のように忠実であろうとし、確信を持って学習者たちに「アメリカ英語」

を真似させて来た。その確信や崇拝度が深い教師ほど、かれらはそれを武器として潔癖に

厳密にしかも初学者に対していきなり短縮形の“筆記体”の英語をさえ真似させている。

こうしたやり方はポジション・トークと名づけられており、我田引水のための「こじつけ」

以外の何ものでもない。 

 

２．ポジション・トーク 

噂、デマの流布のためのトークである。この用語は貿易業務などでポジション・トーク

と言われ、自国あるいは自分の立場を有利に持ってゆくためには、たとえば「市場が満足

していない」「市場がそれを望んでいる」などと根も葉もない話をでっち上げ、それを流布

して相場を誘導するようになる。前述したダブル・スタンダードの世界に凝り固まると、

人はこうした「ポジション・トーク」を頻繁に使うことになる。 
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以上のように「アメリカ英語」が唯一の正当な英語であり、それ以外は世界では絶対に
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こうして言語学・言語教育の専門家であるはずの多くの英語教師たちは、「アメリカ英語」
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を真似させて来た。その確信や崇拝度が深い教師ほど、かれらはそれを武器として潔癖に

厳密にしかも初学者に対していきなり短縮形の“筆記体”の英語をさえ真似させている。

こうしたやり方はポジション・トークと名づけられており、我田引水のための「こじつけ」

以外の何ものでもない。 

 

２．ポジション・トーク 

噂、デマの流布のためのトークである。この用語は貿易業務などでポジション・トーク

と言われ、自国あるいは自分の立場を有利に持ってゆくためには、たとえば「市場が満足

していない」「市場がそれを望んでいる」などと根も葉もない話をでっち上げ、それを流布

して相場を誘導するようになる。前述したダブル・スタンダードの世界に凝り固まると、

人はこうした「ポジション・トーク」を頻繁に使うことになる。 

  

さて、圧倒的な「アメリカ英語」信奉者であふれる日本の英語教育界の徹底したアメリ

カ服従という状況の中にあって、日本人が使うに当たってその整合性、有用性は証明され

てきたであろうか。その多くは①～⑥に示したようにそのほとんどは聞き書きか流言をそ

のまま信じたもので、英語教育界ではこうした数々の誤解が渦巻いており、語学的解釈に

おいてもその非科学性はすでに証明されている。 

上記の①については、英語はインドヨーロッパ語族の一言語に過ぎず、それ自身フラン

ス語、ドイツ語の影響を受けており、また言語は時代や使い手の文化によって変化すると

いうことを理解していれば、これが流言か否かの区別はできる。②と③については、国際

社会では60以上にわたる英語の変種が実際に使われているという現状を把握も認識もして

いないという点で、④～⑥についてもそのほとんどが本人の主観であり、言語学上も言語

教育上も無意味な風評に過ぎない。 
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ジション・トーク」を暗示する。つまり、世界が「アメリカ英語」、ネイティブ英語を望ん

でいるという、いわれのない非言語学的なデマ、自分がその専門分野にいるからといって、

その損得を勘定し、発音や文法を間違うと絶対に通じないなどと、英語教育者たちによっ

て英語の必要性を強調するために使われる。 

一方、筆者が頭にに浮かべる「アメリカ英語」は、筆者のポジション・トークだといわ

れるかもしれないが、非礼ながらそれは超スピードで走るアメリカ人が使い古してぼろぼ

ろに擦り切れたスポーツ・シューズに似ている。かれらの癖のある急角度に擦り切れた靴

底には大きな穴が開いている。もしそれを日本の私が誤って履くとすれば、自然とその靴

の角度に合わせて履く癖がつき、足の裏や足首までが変形して痛むだけでなく、そのうち

にじわじわと全身までが歪み、知らぬ間におかしな格好で歩くようになり、いずれはその

姿勢のゆがみによる不自然な動きは、ついには心身にまでも悪い影響を及ぼしてゆく（末

延 1992）。 

日本人が「アメリカ英語」を使うということは、こんな厳しい表現にならざるを得ない。

一方、日本人が「ニホン英語」を使うことの正当性は、筆者が実験により得た以下のよう

なデータで示すことができる。 

 

３．「ニホン英語」とは 

「ニホン英語」とは「日本語体系および日本人の生活体系が内在する、日本の文化とと

もに歩む英語（末延 1991）」である。この一世紀の間に、日本人の手で従来の英米英語を

日本文化・母語と照合させ、自由に取捨選択し変形しながら、現在ほぼすべての日本人が、

好むと好まざるに拘らず使っている英語である。  
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４．「ニホン英語」の構造 

次に「ニホン英語」がこの 100 年の間にたどってきた道筋とその特徴（末延 2012）を列

挙する。 

(1) 「音声や語彙の母語化」によって、日本文化・日本語の伝統を受け継いで、英語の中

に母語の伝統を復活させ、個性化することで親しみ易くした。例：cap を kjappu に、

drink を dorinku と発音。May I borrow（正しくは→use）your celphone ? 

(2) 「意味の拡大解釈化」によって、凍りついて尖ったことばの規制を緩和して包容力、

受け入れの幅を広くし、誰もが使いやすいようにした。例：The student scolded（目

上に対して使えないという動詞）his teacher., It was him（→he）． 

(3) 「文法規則の簡素化」によって飾りを取り払い、すっきりしたデザインにした。 

例：We have a meeting from 1:00 (+on)., I (+am) busy., Did you enjoy (+yourself) last night ? 

(4) 「品詞や語順等の置き換え化」によって、噛み砕いて分りやすく理解を明快にした。

例：I am very (→quite) exhausted., You are a teacher, no (→aren’t you) ? 

(5) 「表現の入念化」をすることで英語がより親切に丁寧化された。例：He is more(不要) 

  stronger., I will (不要) inform you to ～. I picked up (不要) flowers. 

このようにして「ニホン英語」は従来の「英米英語」を日本文化と母語の日本語に順応

させ、咀嚼し、自由に変形させながら発展しつつある言語であり、誰もが使いやすいよう

にユニバーサル・デザイン化され、今後も国際的に理解率がさらに高い言語へと磨き上げ

られて行く可能性に満ちている。 

 さらに社会言語学的な見地に立てば、英米英語追従どころか英語と日本語の良さがうま

く混成され、日本文化に溶け込んでデザインされた日本民族の貴重な作品であり、「ニホン

英語」は世界の人々に開かれた Open Japanese「日本人の第二の母語」として、また言語学

用語で新たな語彙が加わる “Open Class”「開いた類」という意味で創造された「世開語（Open 

Language）」へ向けての賜物である（末延 1991）。 

  

５．「ニホン英語」の音声 

今まで筆者は「ニホン英語」の形態および統語、中でも語順、時制が古代からの素朴な

英語と類似していることを一貫して指摘してきた。しかし現在の「アメリカ英語」は子音

の連続音が増加して明瞭度を下げ、さらには文の最後は口を閉鎖、口中で発音を終わらせ

るなど、英語はまぎらわしい乾燥した音声となっている。 

これに対してこの一世紀の間に、日本文化と日本語を土台にして醸成されてきた日本人

が常用する「ニホン英語（Open Japanese）」は、豊かな母音と明瞭な音節を持ち、日本語の

性格をそのまま引き継いで、国際英語として世界で使われている。 

26 人文論集　第 51 巻

ニホン英語（Open Japanese）の類型化研究
－従米から屈米への日米外交－



  

４．「ニホン英語」の構造 

次に「ニホン英語」がこの 100 年の間にたどってきた道筋とその特徴（末延 2012）を列

挙する。 

(1) 「音声や語彙の母語化」によって、日本文化・日本語の伝統を受け継いで、英語の中

に母語の伝統を復活させ、個性化することで親しみ易くした。例：cap を kjappu に、

drink を dorinku と発音。May I borrow（正しくは→use）your celphone ? 

(2) 「意味の拡大解釈化」によって、凍りついて尖ったことばの規制を緩和して包容力、

受け入れの幅を広くし、誰もが使いやすいようにした。例：The student scolded（目

上に対して使えないという動詞）his teacher., It was him（→he）． 

(3) 「文法規則の簡素化」によって飾りを取り払い、すっきりしたデザインにした。 

例：We have a meeting from 1:00 (+on)., I (+am) busy., Did you enjoy (+yourself) last night ? 

(4) 「品詞や語順等の置き換え化」によって、噛み砕いて分りやすく理解を明快にした。

例：I am very (→quite) exhausted., You are a teacher, no (→aren’t you) ? 

(5) 「表現の入念化」をすることで英語がより親切に丁寧化された。例：He is more(不要) 

  stronger., I will (不要) inform you to ～. I picked up (不要) flowers. 

このようにして「ニホン英語」は従来の「英米英語」を日本文化と母語の日本語に順応

させ、咀嚼し、自由に変形させながら発展しつつある言語であり、誰もが使いやすいよう

にユニバーサル・デザイン化され、今後も国際的に理解率がさらに高い言語へと磨き上げ

られて行く可能性に満ちている。 

 さらに社会言語学的な見地に立てば、英米英語追従どころか英語と日本語の良さがうま

く混成され、日本文化に溶け込んでデザインされた日本民族の貴重な作品であり、「ニホン

英語」は世界の人々に開かれた Open Japanese「日本人の第二の母語」として、また言語学

用語で新たな語彙が加わる “Open Class”「開いた類」という意味で創造された「世開語（Open 
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５．「ニホン英語」の音声 

今まで筆者は「ニホン英語」の形態および統語、中でも語順、時制が古代からの素朴な

英語と類似していることを一貫して指摘してきた。しかし現在の「アメリカ英語」は子音
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るなど、英語はまぎらわしい乾燥した音声となっている。 
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理解度を安定させる発音方法（末延 2014）には、たとえば母音添加（[map→mappu]）、お

よび母語の置換（[bird→バード]）によって音声も意味も明瞭度を増す。これは「ニホン英

語」の発音の原点であり、奇しくも英語の歴史的音声でもあった。教養ある英米人が「ニ

ホン英語」を「格調高い」と賛辞するのはそのためである。 

逆に理解度を下げる発音方法は「アメリカ英語」をそっくり真似ることで、音声の同化、

消失 must take [マステイク]、library [ライバリー]、それに Cut it out. [カティタゥ]、I can eat it 

for you. [アイクニーレッフュー] のようなわたり音や somepthing, the sofa ris new. のような

余剰音（雑音）がある。 

これらは“何事も英語らしく”と一貫した文科省の推奨する方法で、これでなくては国

際的に通じないからという。そこでわざわざ「アメリカ英語」の英語の全音節のうちの 86.9%

にも及ぶ退廃的な「閉鎖音の習得」（たとえば desk の k をわざと発音させない）を真似させ

るのだが、実際には 13 以上もある英語の母音も、基本的には日本語の [アイウエオ] の 5

つの母音があれば十分通じる、と多くの音声学者は認めている（末延 2014）。ちなみに世界

の 90％の言語の母音は 5 つである。 

 

６．「ニホン英語」の語順 

文法上最も重要といわれる語順も、教師が試験に出す「語順を正しく並べ替えよ」の問

題で分かるように、ことばというものはたいてい何語でも、単語さえ並べれば意味はほと

んど誰でも分かるほどに寛大になもので、聞き手や読み手がネイティブならなおさらだ。

語順を間違うと絶対に通じないといいながら、難解な文の並べ替え問題を毎回出題する英

語教師は、自己矛盾に気づかない。例えば、 

①to carry out, ②the effort of, ③it wanted, ④space flight, ⑤tests to compare のような語句の

並べ替え問題（英検 2 級）でも、人間本来の言語の推理力、復元力で語順の問題を克服で

きることを暗に証明してきた。主語が文の最初に来るというのは、世界の言語の常識であ

る。それに昔は英語も日本語のように主語の直後に目的語（SOV）が来ていた（末延 2014）

のだから、聞き手の理解力さえあれば基本的には全世界の 20 億人といわれる英語話者に通

じる。それを最初からびしびしと締め付けるのは大間違いだ。語順の厳格さをことさら指

示するより、本来どのような語順でもこの推理する力の方をさらに磨き上げることこそが、

言語教育の真髄である。 

 

７．「ニホン英語」の理解率 

次に「ニホン英語」の伝達率（理解率）については、筆者はすでに「ニホン英語は 78％

以上の高率で理解される」ことを実証した（Suenobu 1988）。その後 2012 年に一般的な日本

人文論集　第 51 巻

ニホン英語（Open Japanese）の類型化研究
－従米から屈米への日米外交－

27



  

人が使った英語を分析した結果は、それを大きく超える確率となった。日米の英文法家・

学者たちによって誤文と認定された「ニホン英語」1,413文のうち、その 94.7％に当たる 1,279

の文の誤り（ミス）の中身が、ほとんどの場合、些細な冠詞、名詞と動詞の単数複数形、

それに抽象名詞の扱いなど、また三人称単数現在形時の-s、this , that や these と those、is, am, 

are、それに he, his, himといった機能語の格変化の些細なミスに過ぎないことが分かった（末

延 2012）。 

しかし実際はその特徴、つまり前述の機能語の誤り、それに複数形や三単現の“ｓ”、英

語の 13 の母音の習得こそが学習者にとっては最も困難なネックであり、それを最初からい

きなり初学者に集中して習得させることは、常軌を大きく逸していると筆者は再三述べて

きた（末延 1986 ～）。 

しかもこれらの構造的特長のほとんどは、一般の正常なコミュニケーションを維持する

ためには、取るに足らないごく些細な規範文法のズレであったに過ぎないもので、聞き手

が軽く推理すれば誰でも意味が取れることが判明した（末延 2012）。つまりこの分析結果か

ら得たことは、一般の日本人の使う「ニホン英語」のただの 5.3％が理解されなかったもの

の、残る 94.7％の英文が理解されていた（末延 2012）ということである。 

この事実は、日本の人々がいままで世界中で使ってきた「ニホン英語」が、世界中の人々

から理解される英語であったことを証明したものといっていい。つまり、英米の英文法学

者たちが指摘したほぼ 95％の文法事項のミスは、ほとんど無意味だったということになる。

だがこの事実の裏には、悲しいことに、日本の英語教育では、学習の途上でただ言われる

ままにこれらを真似る若者よりも、こうした些細なルールの矯正と強制に疑問を呈するま

じめで賢明な若者たちの方が、「アメリカ英語」の単なる模倣を屈辱と感じて、ますます英

語嫌いになる者が増えていったことを書き添えておく。 

さらにその些細なミスは、確かに日本人にとっていつまでたっても間違いが続くという

ことは事実ではあるが、もしこれらを完全に克服してアメリカ人のような完璧（？）な英

語にするには、まだ数百時間、いや数千時間の訓練が必要になるだろう。しかしはたして

それが意味あることだろうか。 

日本で 30 年も英語教育をしてきたという英国人の P. ミルワードは、「単数の主語は単数

の動詞と、複数の主語は複数の動詞と呼応する、と再三にわたり言ってきたがすべて無駄

だった。･･･学生たちは全体として惨めな精神分裂―文裂の様相を呈している。…言葉だけ

でなく自分の考え方そのものも、日本語風から英語風に広げる必要がある（ミルワード 

1986 p.96, pp.190-91）下線筆者」と憤慨する。いまも日本の外国人教師の多くがこの様な文

化差別の妄想に憑りつかれたままであるが、それを糺す者はいない。 

さらに驚くべきことに、日本の英語教育では、長い年月をかけてもどうしても防ぎきれ
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ままにこれらを真似る若者よりも、こうした些細なルールの矯正と強制に疑問を呈するま

じめで賢明な若者たちの方が、「アメリカ英語」の単なる模倣を屈辱と感じて、ますます英

語嫌いになる者が増えていったことを書き添えておく。 

さらにその些細なミスは、確かに日本人にとっていつまでたっても間違いが続くという

ことは事実ではあるが、もしこれらを完全に克服してアメリカ人のような完璧（？）な英

語にするには、まだ数百時間、いや数千時間の訓練が必要になるだろう。しかしはたして

それが意味あることだろうか。 

日本で 30 年も英語教育をしてきたという英国人の P. ミルワードは、「単数の主語は単数

の動詞と、複数の主語は複数の動詞と呼応する、と再三にわたり言ってきたがすべて無駄

だった。･･･学生たちは全体として惨めな精神分裂―文裂の様相を呈している。…言葉だけ

でなく自分の考え方そのものも、日本語風から英語風に広げる必要がある（ミルワード 

1986 p.96, pp.190-91）下線筆者」と憤慨する。いまも日本の外国人教師の多くがこの様な文

化差別の妄想に憑りつかれたままであるが、それを糺す者はいない。 

さらに驚くべきことに、日本の英語教育では、長い年月をかけてもどうしても防ぎきれ

  

ない上記のような些細なミスを、未然に防ぐことが初歩の学習者のための指導の際の、最

も大切な基本的重要項目となっていることだ。その証拠は中学一年生、2 年生の文科省検定

済の英語教科書だけでなくドリルの中身を見られたい。筆者の代から 60 年、孫たちのドリ

ルのほとんどはいまだに冠詞、名詞の単複、抽象名詞の加算不加算、三単現の s などとい

った些細な項目が、最重要基本項目としてこれらの完全な習得のためのドリルとともに満

たされているのに絶句する。 

内容語よりもこれら枝葉末節の機能語のミスを未然に防ぐことに力を入れ、貴重な練習

は学習の第一歩からこうした内容も興味もない無機能的な学習に費やされる。これでは戦

前ドイツ語の練習が der, des, dem, den デル, デス, デム, デンと冠詞から始まったあの馬鹿

らしさと同じように、楽しくないのは当然である。こうして初級の学習者には一番面白く

ない部分が、学習の最初から最も強調され、それが長期にわたって教えられるのだ。教師

の言いなりの点取り虫でもない限り、誰とて英語の授業が苦痛になるのは自明である。 

ところでこのような初学者に無慈悲で危険な指導手順は、どのようにして生まれたか。

それは構造言語学的成果の言語教育への応用として「学習者の母語に存在しない英語の音

声的、文法的な特徴を抜き出して、それらをまず初学者に集中的・徹底的に叩き込むべき

である」、という考え方があるが、日本の英語教育を司る文科省はこれをたいして吟味する

ことなく、一部の言語学者たちの言いなりに取り入れてきた（末延 2014）からである。 

そして多量の練習をやっただろうはずのその些細な規則は、母語でない限り、めぐりめ

ぐって何年たってもこうした機能語のミスが直らないというこの分析結果は、日本人に限

らず言語教育学上の事実であり、意味が理解される限りそれが必ずしもコミュニケーショ

ン上のミスとはいえない。だからその前に、こんな些細なルールを最重要課題として初学

者に最初から教え、同時に矯正すること自体が無意味なことかがよく分かるはずだ（末延

2014）。 

だが現実は、その重要項目こそが「アメリカ英語」を完璧に学ぶための、初学者の最も

大事な項目となっている。だから初学者のドリルや試験の中身は、それらの項目の正誤判

定能力を問うものでしかない。それができたからといっていったい何になるのだ。たいて

いの賢いまじめな初学者ほど、その段階で英語嫌いになってゆく。実にもったいないこと

ではないか。 

以上のようなデザインによって「ニホン英語」の構築にさらなる磨きをかけ、それに伴

って日本の英語教育に少しでも突破口のための小さな風穴を開けることができ、英語学習

に苦しむ若者に勇気を与えることができれば、と筆者は切望する。 
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第３節 国際関係授業の現実 

敗戦後、英語教育の在り方を含めて、日本の反省がどの程度なされてきたのか。その総

決算が、つまるところ現在の英語教育の失敗と、危機にある日米関係を構成しているとい

っても言いすぎではない。国際情勢のこうした変化の中で、英語教師は従来の「アメリカ

英語」の発音と文法のものまね教授に終わっていてはならない。これからは平和の思想を

世界に伝えるための道具としての英語、国際関係論を勉強して世界と日本との関係、アメ

リカと日本のことを知り、その使命をまず英語教師が持つことが必須である。 

しかし国際化に沿った英語教師の育成の現実はこうした前向きの考えから程遠く、むし

ろ逆の現象が見られてきた。世の常ではあるが、強者による理不尽で場当たり的な基準が

厳格になるに連れて、内部で少数派の伝統的な知恵をぶち壊すために同じ仲間が互いに既

得権を奪い合い、ついには弱い一方が破滅するという現象が英語教育の世界にも起こって

いる。そして行き着くところは、英語教職免許制度で自分たちの英米文学、英文法の専門

分野の純粋性を守るために、以下に見られるような商科系大学、商経継学部からの英語教

員志願者を締め出そうとする力を結集することになるのである。 

周知のとおり現在日本では、英語教員免許資格は大学の英語学・英米文学部系、教育学

部系が独占している。この純粋な「アメリカ英語」の教育の免許を与えることができるの

は自分たちだけだと信じきる英語教員たちが、英語純粋性の重視の観点から、いままで伝

統的に経済・商科系の大学の学生に与えていた教員免許を廃止するよう文科省に求めた。 

調査してみると、経済商科系の大学では英語科や英文科のような純粋な書物などの装備

が整っていないから、というのがその理由であった。その結果、今まで国際経済や経営、

司法、英語会計の実務に長けた英語教員を数多く育ててきた商科系大学では、時代の趨向

に逆行して、英語教員免許授与資格が没収させられた。中・高・大学生たちのための「職

業選択教育」のために不可欠な彼らの経歴は、単に「アメリカ英語」の純粋性を守るとい

う理由から廃止されたのである。政府はこうしてさらに真の国際化教育への指向とは正反

対の道へと動き出したのである。 

いまや日本の中・高・大学では、純粋な英語至上主義「アメリカ英語」教育専攻の数万

人の英語教師たちで溢れており、そのほとんどは国際社会の荒波に揉まれる事もなく、こ

れから国際世界に輩出すべき若者たちに、相変わらず「アメリカ英語」の発音と英文法、

英米文学の純粋性を武器に教えているというのが現状である。この国の国際化の現実は、

皮肉にも国際化を推進するための教育自体の問題のために、かえって国際化は逆行してい

る。 
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第３節 国際関係授業の現実 

敗戦後、英語教育の在り方を含めて、日本の反省がどの程度なされてきたのか。その総

決算が、つまるところ現在の英語教育の失敗と、危機にある日米関係を構成しているとい

っても言いすぎではない。国際情勢のこうした変化の中で、英語教師は従来の「アメリカ

英語」の発音と文法のものまね教授に終わっていてはならない。これからは平和の思想を

世界に伝えるための道具としての英語、国際関係論を勉強して世界と日本との関係、アメ

リカと日本のことを知り、その使命をまず英語教師が持つことが必須である。 

しかし国際化に沿った英語教師の育成の現実はこうした前向きの考えから程遠く、むし

ろ逆の現象が見られてきた。世の常ではあるが、強者による理不尽で場当たり的な基準が

厳格になるに連れて、内部で少数派の伝統的な知恵をぶち壊すために同じ仲間が互いに既

得権を奪い合い、ついには弱い一方が破滅するという現象が英語教育の世界にも起こって

いる。そして行き着くところは、英語教職免許制度で自分たちの英米文学、英文法の専門

分野の純粋性を守るために、以下に見られるような商科系大学、商経継学部からの英語教

員志願者を締め出そうとする力を結集することになるのである。 

周知のとおり現在日本では、英語教員免許資格は大学の英語学・英米文学部系、教育学

部系が独占している。この純粋な「アメリカ英語」の教育の免許を与えることができるの

は自分たちだけだと信じきる英語教員たちが、英語純粋性の重視の観点から、いままで伝

統的に経済・商科系の大学の学生に与えていた教員免許を廃止するよう文科省に求めた。 

調査してみると、経済商科系の大学では英語科や英文科のような純粋な書物などの装備

が整っていないから、というのがその理由であった。その結果、今まで国際経済や経営、

司法、英語会計の実務に長けた英語教員を数多く育ててきた商科系大学では、時代の趨向

に逆行して、英語教員免許授与資格が没収させられた。中・高・大学生たちのための「職

業選択教育」のために不可欠な彼らの経歴は、単に「アメリカ英語」の純粋性を守るとい

う理由から廃止されたのである。政府はこうしてさらに真の国際化教育への指向とは正反

対の道へと動き出したのである。 

いまや日本の中・高・大学では、純粋な英語至上主義「アメリカ英語」教育専攻の数万

人の英語教師たちで溢れており、そのほとんどは国際社会の荒波に揉まれる事もなく、こ

れから国際世界に輩出すべき若者たちに、相変わらず「アメリカ英語」の発音と英文法、

英米文学の純粋性を武器に教えているというのが現状である。この国の国際化の現実は、

皮肉にも国際化を推進するための教育自体の問題のために、かえって国際化は逆行してい

る。 

 

  

  

第４節 「ニホン英語」から Open Japanese へ 

さらに皮肉なことに、英米人たちは今、国際社会の中で自分たちの英語が世界を相手に

通じないことで苦しんでいる。日本が模範としてきた「イギリス英語」や「アメリカ英語」

が、今や危機的状況にある。彼らのめまぐるしいスピード文化の中で、それらはもっとも

聞きづらい閉鎖音とリダクション（短縮形）発音の連続に終始し、不可解で膨大な傍若無

人の慣用表現の乱用が幅を利かせて孤立し、その挙句世界の人々の間では 50%程度しか理

解してもらえない。この現実を変えるには、シーソー・ゲームのように彼らのほうが相手

に歩み寄るしかなくなってきた。逆にていねいな「ニホン英語」は 8-90%の確立で理解さ

れる。 

こうした世界の現状とのギャップを埋めるためには、非英語圏のわれわれは今こそ

English「英語」という特定の地域の一方言としての名称を取り除いて、その中身にもっと

もふさわしい学術用語が必要である。そこでは日本人の母語を Closed Japanese（世界から

閉じられた日本語）と名づけるなら、「ニホン英語」はもはや「英語」という外国語では

なく国際社会に開かれた「第二母語」、すなわち Open Japanese（世界に開かれた日本語）

と呼ぶに相応しい（末延 2011）。 

インド人がしゃべる英語は決してかつての英国英語を借りて使っているのではなく、イ

ンドの人々が自身の言語として勝ち取ったと同じように、Open Japanese は日本人が「英

語」という束縛から離れて、英語の異物でもなく、外国語でもなく、日本人の内にある言

語であり、もはやわざわざ「英語」や“English”を冠する必要がなくなったことを意味す

る。 

そしてそれぞれは世界に「開かれた日本語（Open Japanese）」、「開かれたインド語（Open 

Indian）」「開かれた中国語（Open Chinese）」「開かれたフランス語（Open French）」という

ように広がってゆく。それらの一つ一つの集合体は「開かれた言語群（Open Languages）」

であり、それがいつか世界共通の言語になったとき「開かれた言語」、すなわち「世開語

（Open Language）」となるだろう。 

 

ⅤI．結語 

日本で 100 年にもわたって自然に培われてきた「ニホン英語」が、この半世紀の間に文

部省・文部科学省による国家権力とアメリカの力で、単なる英語の一方言である「アメリ

カ英語」に曲げられ、その間日本人は夢多き少年時代から、英米偏向の学校英語教育にあ

って「アメリカ英語」の模倣一色に浸透され蝕まれいった。それとともに親米から偏米へ、

そして従米から屈米へと次々と物心面でも移り行く日本の対米政治、経済、交易、教育等
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の姿を一英語教育者の観点から考えるところを述べた。 

そこでは 30 万人ともいわれる日本の英語教師、英語関係者、1 万名く近くに及ぶ世界最

大数の英語専門の大学教授たちは、3000 万人の若者たちに今まで何を教えてきたか。とい

うより、何を教えてこなかったかと問うたほうがいかも知れない。結局「アメリカ英語」

の発音と文法のへの限りなく完璧な模倣に終始してきた、というのが本音だろう。 

本稿では日本がアジアにあって、自国の安全のために遠く地球の裏側のアメリカとその

軍隊に依りすがる、今のような日本を作り出した原因のひとつには、ひとえに日本の学校

教育におけるアメリカ偏向の歪んだ英語教育のあり方にあることを明らかにした。 

歴史を振り返ると、日本の政治をはじめあらゆるシステムは、表層だけを変えてはきた

が、古来 2000 年に及ぶ封建制度の名残りが敗戦後もずっと続いてきた。新憲法の発布以来、

従来の実質的な天皇制が崩れた後も表面上は独立国となったものの、天皇に替わるものが

アメリカ合衆国となっただけのことであり、日本の封建態勢は現在も脈打っている。 

その証拠に敗戦後 70 年の今に至るまで、日本人はアメリカ合衆国の政治・経済・貿易、

それに「教育勅語」に代わる「アメリカ英語」ということばまでを、微細にわたってその

隅々までそっくり真似させられ、忠誠を誓わされてきた。そうした意味で日本の英語教育

は、アメリカから見れば「アメリカ英語」をそっくり模倣させることで、逆説的にいえば

日本国民の心を封印し、日本国民のアメリカへの劣等感をいっそう強化させ、屈服させる

ためのもってこいの教科であり続けたともいえるのではないか。実はそれは｢アメリカ英

語｣の真似事の習慣を通じて洗脳されるに至った、当然の結果としての姿である。 

事実「アメリカ英語」そのものが悪いわけではないが、英語ということばを日本人、日

本文化の狭間で今までどう位置づけてきたかが問題である。誠実でまじめな日本の英語教

師のほとんどは、文科省や先学の言いなりに発音や冠詞ひとつにも神経を尖らし、若者に

英語をただ忠実に真似させてきたが、実はそのことの本当の意味がわかっていなかったの

ではないか。 

政治･経済とともに日本の英語教育は、アメリカの軌道を廻る天動説の時代からまだ脱却

していない。観点を変えれば、「アメリカ英語」そのものに焦点を置きすぎたあまりに、日

本の伝統文化だけでなく、人々の魂までもが犯されてしまったといっていい。 

ではどうすれば脱却できるか。日本が今まで取り組んできた「アメリカ英語」への忠実

な模倣教育が、実はアメリカ合衆国への忠誠心の育成のために他ならなかったことが理解

されたなら、賢明な英語教師はその瞬間に、元来あるべき英語教育の目的意識に目覚める

だろう。そうすれば今後さらに多くの若者が英語教育の中で、国内だけでなく、国際政治、

国際経済･経営学等を学ぶ必要度が増し、国際関係論をはじめとする関連領域を教えるべき

多くの英語教師が要望され、期待と責任はますます拡がるだろう。 
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の姿を一英語教育者の観点から考えるところを述べた。 

そこでは 30 万人ともいわれる日本の英語教師、英語関係者、1 万名く近くに及ぶ世界最

大数の英語専門の大学教授たちは、3000 万人の若者たちに今まで何を教えてきたか。とい

うより、何を教えてこなかったかと問うたほうがいかも知れない。結局「アメリカ英語」

の発音と文法のへの限りなく完璧な模倣に終始してきた、というのが本音だろう。 

本稿では日本がアジアにあって、自国の安全のために遠く地球の裏側のアメリカとその

軍隊に依りすがる、今のような日本を作り出した原因のひとつには、ひとえに日本の学校

教育におけるアメリカ偏向の歪んだ英語教育のあり方にあることを明らかにした。 

歴史を振り返ると、日本の政治をはじめあらゆるシステムは、表層だけを変えてはきた

が、古来 2000 年に及ぶ封建制度の名残りが敗戦後もずっと続いてきた。新憲法の発布以来、

従来の実質的な天皇制が崩れた後も表面上は独立国となったものの、天皇に替わるものが

アメリカ合衆国となっただけのことであり、日本の封建態勢は現在も脈打っている。 

その証拠に敗戦後 70 年の今に至るまで、日本人はアメリカ合衆国の政治・経済・貿易、

それに「教育勅語」に代わる「アメリカ英語」ということばまでを、微細にわたってその

隅々までそっくり真似させられ、忠誠を誓わされてきた。そうした意味で日本の英語教育

は、アメリカから見れば「アメリカ英語」をそっくり模倣させることで、逆説的にいえば

日本国民の心を封印し、日本国民のアメリカへの劣等感をいっそう強化させ、屈服させる

ためのもってこいの教科であり続けたともいえるのではないか。実はそれは｢アメリカ英

語｣の真似事の習慣を通じて洗脳されるに至った、当然の結果としての姿である。 

事実「アメリカ英語」そのものが悪いわけではないが、英語ということばを日本人、日

本文化の狭間で今までどう位置づけてきたかが問題である。誠実でまじめな日本の英語教

師のほとんどは、文科省や先学の言いなりに発音や冠詞ひとつにも神経を尖らし、若者に

英語をただ忠実に真似させてきたが、実はそのことの本当の意味がわかっていなかったの

ではないか。 

政治･経済とともに日本の英語教育は、アメリカの軌道を廻る天動説の時代からまだ脱却

していない。観点を変えれば、「アメリカ英語」そのものに焦点を置きすぎたあまりに、日

本の伝統文化だけでなく、人々の魂までもが犯されてしまったといっていい。 

ではどうすれば脱却できるか。日本が今まで取り組んできた「アメリカ英語」への忠実

な模倣教育が、実はアメリカ合衆国への忠誠心の育成のために他ならなかったことが理解

されたなら、賢明な英語教師はその瞬間に、元来あるべき英語教育の目的意識に目覚める

だろう。そうすれば今後さらに多くの若者が英語教育の中で、国内だけでなく、国際政治、

国際経済･経営学等を学ぶ必要度が増し、国際関係論をはじめとする関連領域を教えるべき

多くの英語教師が要望され、期待と責任はますます拡がるだろう。 

  

しかしその前に、今後国際社会の舞台で貢献する若者たちを教育するために、英語教師

がまず認識すべきことは、世界には 64 以上の種類の英語（本名 1991）が堂々と国際的に使

われ、そこにはそれぞれの歴史があること、そして今ひとつは、日本には母語としての日

本語（Closed Japanese）と、日本文化によって育まれてきた伝統ある「ニホン英語（Open 

Japanese）」が、学校の英語教育の中では軽蔑され忌み嫌われながらも、国際社会では生き

生きと脈打っているという現実の世界を、身をもって経験することである。 
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人格全体に関わる自己実現について 
 

 

石 田  潤 
 

 

 自分の能力や性質を存分に発揮したい、そのことを通じてより自分らしくなりたい、と

いう願望は多かれ少なかれ誰もが持っていることであろう。このような、自分の持ってい

る能力や性質を十二分に発揮し、より自分らしくなることを、ゴールドシュタインやマズ

ローは「自己実現」と呼んでいる。 

 自己実現に関する問題を中心的に扱った理論としてマズローの理論が挙げられる。マズ

ローは、人間の持つ生理的欲求、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求という４つの

主要な欲求の上位に立つ最高位の欲求として、自己実現の欲求を位置づけ、その自己実現

の欲求によって自己実現が促されると考えた。そしてマズローは、初期には、自己実現は

ごく限られた人にしか果たせないものと考えていたが、後年、そのような考えを改め、誰

もが自己実現を成すことができると考えるようになった。そして「自己実現とは、完全に

熱中し、全面的に没頭しつつ、無欲になって、十分に生き生きと経験することを意味する。

青年のもつ自意識なしに、体験することでもある。この経験の刹那に、人間は、まったく

完全に、人間になるのである。この瞬間が、自己実現の瞬間なのである。この瞬間こそ、

自己が自ら実現しつつある時なのである。個々人として、われわれはすべて、時たまそう

いう瞬間を経験しているものである。（『人間性の最高価値』p.56）」と述べ、自己実現を日

常の生活の中で誰もが経験しうる現象として位置づけた。このようなマズローの理論によ

れば、自己実現は、人が生きて生活を営んでいくことのまさに延長線上にあるものと言っ

てよいであろう。 

 しかしながら、マズローの扱っている自己実現はどちらかと言えば、人の持っている能

力の面が主となっている（「自己実現を大まかに、才能や能力、潜在能力などを十分に用い、

また開拓していることと説明しておこう。（『人間性の心理学』p.223）」）。しかし、ゴールド

シュタインが自己実現に関して、「その本性にそくして自分を実現してゆくのが、生体の基

本的傾向である。観察できる行動は、すべてこの方向への生体の活動のあらわれである。

この実現が生存、すなわち生活なのである。（『人間』p.88）」と述べているように、自己実

現の営みは本来、人間の根源的な性質に根差すものであろう。であるとすれば、自己実現

は、能力だけでなく、人間の人格全体に関わるものであろうし、マズローもそのこと自体

は承知している（「我々は、自己の実現は思考活動のみによって起こるのではなく、むしろ
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知的・感情的・本能的な諸能力の活動的な表出を含んだ人間の全人格性の実現によって起

こるものである、というフロムに全面的に同意すべきである。（『人間性の心理学』p.418）」）。

しかし、マズローの理論においては、人格全体に関わる自己実現がどのように成されるの

かについては明確に示されていない。 

 では、人格全体に関わる自己実現というものをどのようにとらえたらよいのであろうか。

この点について知るための有益な知見を含むものとして、ユングの理論とロジャースの理

論がある。ユングの理論もロジャースの理論も、心の病を治療することを主眼とした理論

であり、自己実現の問題を前面に打ち出したものではない。しかし、いずれの理論におい

ても治療の目標として患者の自己実現が措定されており、その意味で理論の土台に人格の

自己実現についての見解が含まれているのである。 

 そこで、本稿では、ユングの理論とロジャースの理論から人格の自己実現に関する部分

を抽出し、それぞれの理論が自己実現をどのようにとらえているのかを明確にすることを

試みる。そして、人が人格全体に関わる自己実現をいかに成しているかについて考察する。 

 

ユングの理論における自己実現 

 ユングの理論によれば、人間の心の働きにはいくつもの基本パターンが存在する。その

ような心的活動の基本パターンをユングは元型と呼んでいる。ユングの考えによれば、元

型は人類が共通に持っているものであり、神話や伝説などのモチーフにも元型が反映され

ている。元型それ自体は意識の対象にならないが、元型の内容が具象的なイメージとなっ

て心内に立ち現れる。また、元型そのものは人類共通であるが、元型の内容は人によって

さまざまである。元型の多くは、人類が共通に保有している集合的無意識内に存在する。 

 元型にはさまざまなものがあるが、特に主要な元型としてユングは、自我、ペルソナ、

アニマ・アニムス、影、自己を挙げている。 

 自我は、意識の中心となる働きであり（「常に注意や願望の中心であり、絶対的に必要欠

くべからざる意識の中心でもあります。（『分析心理学』p.26）」）、意識を伴った行為を行っ

たり意識の内容を操作したりする働きを担う（「自我は一切の個人的な意識行為の主体であ

る。（『アイオーン』p.15）」）。 

 ペルソナは、人格の外見的な部分を構成する働きであり（「ペルソナは人間の外見的な性

格をしばしばまるごと作り出し（『タイプ論』p.501）」）、当人の社会的な位置や役割に合っ

たふるまいかたを生じさせたり（「ペルソナは、「一個の人間が表面的にどう見えるか」と

いうことについての、個体と社会とのあいだの妥協の一所産である。（『自我と無意識の関

係』p.60）」）、自分の内面を覆い隠したりする機能を持っている（「一方では他人に対して一
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を抽出し、それぞれの理論が自己実現をどのようにとらえているのかを明確にすることを

試みる。そして、人が人格全体に関わる自己実現をいかに成しているかについて考察する。 

 

ユングの理論における自己実現 

 ユングの理論によれば、人間の心の働きにはいくつもの基本パターンが存在する。その

ような心的活動の基本パターンをユングは元型と呼んでいる。ユングの考えによれば、元

型は人類が共通に持っているものであり、神話や伝説などのモチーフにも元型が反映され

ている。元型それ自体は意識の対象にならないが、元型の内容が具象的なイメージとなっ

て心内に立ち現れる。また、元型そのものは人類共通であるが、元型の内容は人によって

さまざまである。元型の多くは、人類が共通に保有している集合的無意識内に存在する。 

 元型にはさまざまなものがあるが、特に主要な元型としてユングは、自我、ペルソナ、

アニマ・アニムス、影、自己を挙げている。 

 自我は、意識の中心となる働きであり（「常に注意や願望の中心であり、絶対的に必要欠

くべからざる意識の中心でもあります。（『分析心理学』p.26）」）、意識を伴った行為を行っ

たり意識の内容を操作したりする働きを担う（「自我は一切の個人的な意識行為の主体であ

る。（『アイオーン』p.15）」）。 

 ペルソナは、人格の外見的な部分を構成する働きであり（「ペルソナは人間の外見的な性

格をしばしばまるごと作り出し（『タイプ論』p.501）」）、当人の社会的な位置や役割に合っ

たふるまいかたを生じさせたり（「ペルソナは、「一個の人間が表面的にどう見えるか」と

いうことについての、個体と社会とのあいだの妥協の一所産である。（『自我と無意識の関

係』p.60）」）、自分の内面を覆い隠したりする機能を持っている（「一方では他人に対して一

  

定の印象を与えることを狙いとしており、他方では個人の真の性質を隠そうとしている。

（『自我と無意識の関係』p.116）」）。 

仮面という意味を持つ言葉で表されているように、ペルソナは仮面的な役割を果たすも

のであるが、必ずしも望ましくない働きとは言えない。社会生活に適応したり、自分自身

を防御したりする上ではペルソナの働きは必要なものである（「個人が自分に与えられた役

をできるかぎり完璧にこなすこと、．．．．．そのことを社会は期待している。（『自我と無意識

の関係』p.116）」「われわれはある一定のペルソナを防御壁として築き上げさえする。（『自

我と無意識の関係』p.88）」）。しかし、ペルソナの働きが強くなりすぎると内的な不適応に

つながりやすい面もある（「社会的役割との同一化こそは、そもそもおびただしいノイロー

ゼの原因なのである。（『自我と無意識の関係』p.119）」）。 

 アニマは男性の内面にある女性的性質であり、アニムスは女性の内面にある男性的性質

である。アニマ・アニムスはそれぞれ、男性・女性としての意識レベルでの働きを補償す

る（「アニマは男性に現われる元型である。．．．．．男性が女性的なものによって補償される

ように、女性は男性的なものによって補償される．．．．．（『アイオーン』p.28）」）。無意識内

にあるアニマ・アニムスを特定の異性に投影するとき、その異性に対する思慕の情が生ま

れる（「男性が恋人選びにあたって、特殊な自分自身の無意識的な女性的特質にいちばんぴ

ったりの女性を獲得しようとする誘惑に負けてしまうことが多いのである。（『自我と無意

識の関係』p.110-111）」）。 

 影は、道徳的でない働きをする「人格の暗い面（『アイオーン』p.21）」である。そして自

分の一面でありながら、そのことを認めがたい部分である（「われわれは自分の影の面を見

たくないのです。（『分析心理学』p.43）」）。自分の影を特定の対象に投影することで、その

対象に対する嫌悪感が発生する（「患者が対象に否定的なものを投影し、その結果としてそ

の対象を嫌悪したり忌み嫌うとしたならば、患者は自己の劣等な側面いわば自己の影を投

影していることに気がつかなければなりません。（『分析心理学』p.259）」）。 

 自己は、心的活動のすべてを統合し人格の全体性を実現する働きである（「自己は経験的

な概念であり、人間のあらゆる心的現象の総体を指す。これは全人格の一体性と全体性を

表わす。（『タイプ論』p.506）」）。自己の働きは、意識層のみならず、無意識層にある心的活

動までも含んでいる（「自我は意識の主体でしかないが自己は無意識的な心をも含めた心全

体の主体であるという意味である。（『タイプ論』p.466）」）。仏教の世界観を表現した図像で

あるマンダラは自己の働きを象徴するものの１つである（「それらは好んでマンダラの姿を

取り、そのときそれは自己と解釈すべきものとなる。（『元型論』p.330）」）。 

 これらのほかに、ユングは、精神的高さや慈悲深さを持ち、保護する、支えるなどの働

きをする「母」元型、子供のような自由奔放さと活力を持ち未来を切り開く「童児」元型、
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知識や智恵によって自他を導いていく「老賢者」元型、などさまざまな元型があることを

論じている。 

 ユングは、意識層、無意識層にあるさまざまな元型の働きが、活動性を高め、相互に協

同し、統合された全体としての一個体となっていくことを個性化と呼び（「個性化が実現し

ようとして努力するのは、あらゆる因子同士の生きた協力関係に他ならない。（『自我と無

意識の関係』p.87）」）、それが自己の働きが最大限に発揮されることであること（「それは個

性化過程であり、性格の全体性との同一化であり、自己との同一化です。（『分析心理学』

p.197）」）から、自己実現とも呼んだのである。 

 そのような個性化または自己実現の営みは、心の病の治癒過程にも共通するものであり、

ユングの考えによれば、心の病は自己実現という人間の成長過程における一局面にほかな

らないのである（「「ユング教授、あなたは神経症の発症を自己治癒への試みであり、劣等

機能による補償の試みとして把握されている、と考えてよいのですか。」「全くそのとおり

です。」「神経症的な病気の発症は、人間の成長という観点からすると、望ましいものと理

解してよろしいですか。」「そうです。そのようなとらえ方をしておられて嬉しく思います。

これがまさに私の見解なのです。．．．．．」（『分析心理学』p.272-273）」）。 

 

ロジャースの理論における自己実現 

 ロジャースの理論によれば、人間の心的生活は、「自己概念（または自己構造）」と、「経

験」とから成っている。 

 自己概念は、自分の能力や特性、対人関係、社会的位置、価値観、目標、理想などに関

して、自分自身が思い描いている自己像のまとまりである。また経験とは、自分の心に感

知されたあらゆる出来事や、心の中で生じているすべての事実・事象である。自己概念の

内容の大部分は本人が意識している事柄であるのに対し、経験の内容には本人が意識して

いない事柄も少なくない（「有機体のなかで起こっているもので、いつでも意識される可能

性のある潜在的なものすべてを指している。それは人が意識している現象のほかに、意識

していない事象をも含んでいる。（『パースナリティ理論』p.184）」）。いわば、自己概念が自

分でそう思っている自分の姿であるとすれば、経験はありのままの自分の姿である。 

 自己概念は一般的に、生育過程の中で、親や周囲の人物、環境などからの働きかけによ

って形成されていく部分が大きいため（「存在していることや、機能していることを意識し

ている状態の表象は、環境との交互作用によって、ことに重要な他人から構成されている

環境との交互作用によって、自己概念につくりあげられていき、その人の経験の場のなか

での知覚の対象となる。（『パースナリティ理論』p.227）」）、ありのままの姿とは必ずしも一
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致していない。そして、自己概念に合わない経験については、それを自己概念に合うよう

に歪曲してとらえたり、意識することを否認したりして、自己概念を維持している。そし

て、そのような歪曲したり否認したりしている部分が大きくなると心理的な不適応の原因

となるのである。 

 したがって、ロジャースの理論による心理的な適応状態とは、自己概念が経験と一致し

ている状態であり、自己概念が経験と完全に一致している状態が最適の適応状態なのであ

る（「最適の心理的適応とは、自己と経験との完全な一致の状態、ないしは経験に対して完

全に開かれている状態をいうのである。（『パースナリティ理論』p.200）」）。そして、このよ

うな状態にある人間をロジャースは「十分に機能している人間」と呼んでいる（「自己経験

が正確に象徴化され、この正確に象徴化された形で自己概念のなかに包含される場合が、

自己と経験との一致の状態である。もし、これがすべての自己経験について完全に当ては

まる人は、十分に機能している人間となるであろう。（『パースナリティ理論』p.199）」）。 

 ロジャースの理論によれば、この十分に機能することこそが、自己実現にほかならない。

すなわち、自分でそう思っている自分の姿がありのままの自分の姿に一致し、ありのまま

の自分を歪曲したり否認したりすることなく感知し、心の内外に生じたさまざまな出来事

や状況に適応しながら、日々の心的生活を生き生きと営んでいくことが、自己実現なので

ある。 

 

ユングとロジャースの心理療法 

 ユングとロジャースはそれぞれ、自己実現がどのようにして成されていくと考えている

のであろうか。それは、彼らの提唱した心理療法に見て取ることができる。 

 ユングの提唱した心理療法では、患者の見た夢が重視される。ユングの考えによれば、

夢には人間の無意識の心の働きが反映される（「無意識の一連のイメージにいっそう近いも

のがさまざまな夢であり（『心理療法論』p.17）」）。そこで、患者が就寝中に見た夢の内容を

なるべく正確に報告させ、その夢の内容に象徴的に反映された心の働きを読み解いていく

のである。 

そして、夢に反映された心の働きを読み解いていく際に用いられるのは、神話や伝説な

どにおける物語展開のモチーフである。ユングの考えによれば、神話や伝説には太古の時

代から人間の心の中で展開されている働きが物語のモチーフとなって象徴的に表現されて

おり、その意味で神話や伝説にはさまざまな元型の働きが物語の形で描かれていると考え

られる。そこで、患者の報告する夢の内容の中に、神話や伝説に含まれた物語のモチーフ

を見出し、患者の心の中の元型的な働きを析出していくのである。 
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また夢や空想は元型の働きによって生み出されたものであると考えられることから、夢

や空想の中に現われたイメージを絵にしてみるように勧めることもある。そのような絵を

描くことは、元型の働きの能動的かつ創造的な活動として推奨される。 

 このような方法が目指しているのは、患者が自分の無意識内容を理解することであり

（「コンプレックス心理学の療法は、一方では布置された無意識内容をできるかぎり十全に

意識化すること、および他方ではこの無意識を認識活動によって意識と総合させること、

から成り立っている。（『元型論』p.75）」）、無意識内の元型の働きを見出していくことであ

る。そうして、さまざまな元型の働きが活動性を高めることによって、患者はより本来の

自分自身になっていく。すなわち、自己実現を進めていくのである。 

 一方、ロジャースの心理療法では、セラピストは、クライエントの発言内容を分析した

り解釈したりするのではなく、クライエントの心的状態を、もっぱら共感的に理解するこ

とに努める。すなわち、クライエントの怒り、恐れ、混乱といった内面の状態をあたかも

自分自身の状態であるかのように感じ取る。そして、クライエントに対して無条件の肯定

的な配慮を示し、クライエントの内面の状態や話す事柄を、正否の評価をすることなく受

容する。 

 セラピストのこのような態度によって、クライエントは自分自身に対する無条件の肯定

的な配慮を増大させ、そのことを通じて、それまで歪曲したり否認したりしていた経験、

すなわちありのままの自分の姿を、受容し、自己概念に統合していく。そうして、自己概

念と経験の一致度を高めていくのである。（『パースナリティ理論』p.238） 

 

自己理解と自己受容 

 ユングは、心の内奥の働きを分析するための理論である元型論を創出し、心理療法では

それを土台にして患者の心の中で生じている元型的な働きを読み解いていく。患者はその

ことによって、自分の心の中で活動している元型の内容を理解し、元型の働きの活動性が

高まることによって病の自己治癒と人格の成長を遂げていくのでる。このようなユングの

理論および心理療法の眼目は、患者の自己理解を進めることにあると言える。 

一方、ロジャースの理論では自分でそう思っている自分の姿である自己概念と、ありの

ままの自分の姿である経験との不一致が心の不適応の原因であると考える。そして、クラ

イエントの自己概念をありのままの自分の姿により合ったものにしていくため、セラピス

トはクライエントのありのままの姿を受容し、そのことを通じてクライエント自身があり

のままの自分を受容できるように促していく。よってロジャースの理論および心理療法の

眼目は、クライエントの自己受容を促すことであると言える。 
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このように、ユングの理論および心理療法とロジャースの理論および心理療法とでは主

眼とするものが異なっているようにも見える。しかしながら、実際には、自己理解と自己

受容とは相互に連関している。自己受容は自己理解をしたその内容についてなされるので

あるし、十分な自己理解は自己受容がなされてこそ得られるのである。自己理解と自己受

容とは自己実現を進めていくための車の両輪であると言うことができる。 

 とはいえ、自己理解も自己受容もたやすくなされるわけではない。自分の心の内奥に、

ユングの言うような、異性的な特性であるアニマ・アニムスや道徳に反する影などのよう

な元型が存在することを理解するには、常識的な観念や道徳的な価値意識を修正すること

が必要になるかも知れない。また、ありのままの自分を受容するためには自分自身につい

ての理想像を改変することも必要になるであろう。そして、その際には、自分の能力の限

界を認識することさえも必要となろう。さらに、それらの心的課題は知性的な面のみで達

成するのではなく、情動的な面をも含んだ達成であることが重要であろう。 

 ユングやロジャースの心理療法では、患者やクライエントにおける自己理解や自己受容

は心理面接を介して、セラピストの支援を受けながら進められていく。もちろん、何らか

の心的な不適応や心の病に陥った場合は、セラピストの支援を受けることは重要であろう。

しかしながら、自己理解や自己受容それ自体は、セラピストの支援を受けることのない人

においても可能であるはずである。さまざまな人との出会いや交流、仕事や趣味などにお

ける成功経験や失敗経験、また文学、音楽、美術などの芸術作品を鑑賞したり創作したり

すること、などによって自分自身を理解するための材料やきっかけが得られるであろうし、

さまざまな生き方や価値観があることを知ることは、それらの中の一つとしての自分の生

き方や価値観を、肯定し受容していくことにもつながるであろう。そうした自己理解や自

己受容が、ユングやロジャースの理論に示されているものと本質的に同じものなのかどう

か、心理療法による自己理解や自己受容と同等のものなのかどうか、などの点は別として、

内容や程度の違いはあれ、誰もが何らかの自己理解と自己受容を経験しながら人生を歩ん

でいると言えるかもしれない。であるならば、その歩みの向かう方向はやはり自己実現で

あると言ってよいであろう。したがって、人格全体に関わる自己実現もまた、生きて生活

していくことの延長線上にあると言えるのではないだろうか。 

 

引用文献 

ゴールドシュタイン，K．西谷三四郎（訳）（1968）．人間 その精神病理学的考察 誠信書房 

ユング，C．G．小川捷之（訳）（1976）．分析心理学 みすず書房 

ユング，C．G．野田倬（訳）（1982）．自我と無意識の関係 人文書院 

人文論集　第 51 巻

人格全体に関わる自己実現について

41



  

ユング，C．G．林道義（訳）（1987）．タイプ論 みすず書房 

ユング，C．G．林道義（編訳）（1989）．心理療法論 みすず書房 

ユング，C．G．林道義（訳）（1999）．元型論 増補改訂版 紀伊國屋書店 

ユング，C．G．＆フォン・フランツ，M．L．野田倬（訳）（1990）．アイオーン 人文書院 

マスロー，A．H．上田吉一（訳）（1973）．人間性の最高価値 誠信書房 

マズロー，A．H．小口忠彦（訳）（1987）．改訂新版 人間性の心理学 産業能率大学出版部 

ロージァズ，C．R．伊東博（編訳）（1967）．ロージァズ全集８ パースナリティ理論 岩

崎学術出版社 

42 人文論集　第 51 巻

人格全体に関わる自己実現について



  

ユング，C．G．林道義（訳）（1987）．タイプ論 みすず書房 

ユング，C．G．林道義（編訳）（1989）．心理療法論 みすず書房 

ユング，C．G．林道義（訳）（1999）．元型論 増補改訂版 紀伊國屋書店 

ユング，C．G．＆フォン・フランツ，M．L．野田倬（訳）（1990）．アイオーン 人文書院 

マスロー，A．H．上田吉一（訳）（1973）．人間性の最高価値 誠信書房 

マズロー，A．H．小口忠彦（訳）（1987）．改訂新版 人間性の心理学 産業能率大学出版部 

ロージァズ，C．R．伊東博（編訳）（1967）．ロージァズ全集８ パースナリティ理論 岩

崎学術出版社 

  

大学生の運動・スポーツ活動と生活満足度の 

関連に関する質的研究（1） 

—―「継続」と「再社会化」の視点から―— 

 

伊藤克広，大西彩希，岡野葉月，東森翔，森幹太 
 

１．緒言 

 近年，大学生の運動・スポーツ実施率の低下，それに伴う体力低下が問題となっている．

その背景には，1991 年の大学設置基準の改正，いわゆる「大綱化」により大学における保

健体育関連科目が必修科目ではなくなったことがあげられる．SSF 笹川スポーツ財団（2012）

は 10 代のスポーツライフについて調査を実施している．10 代の運動・スポーツ実施状況に

ついて，「過去 1 年間にまったく運動・スポーツを行わなかった者」は 14.5%，一方「週 7

回以上（364 回以上/年）運動・スポーツを行った者」は 33.2%となっており，これまでの

調査と比較して「まったく運動・スポーツを行わなかった者」の割合は減少しているが，「週

7 回以上」の実施者は増加していると報告している．また，SSF 笹川スポーツ財団（2013）

は同様の調査を 2012 年にも実施しており，それによると「週 5 回以上，1 回 120 分以上，

運動強度『ややきつい』以上」の「レベル 4」注1）の割合は 26.2%，「過去 1 年間にまったく

運動・スポーツをしなかった（0 回/年）」の「レベル 1」の割合は 13.0%となっており，大

学生を含む 10 代の運動・スポーツ実施状況は二極化が依然として続いている． 

 こうしたことから大学生の運動・スポーツ活動に関する研究・調査が行われている．浪

越ら（2003）は，大学 1 年生を対象に「高等学校時代における運動部所属の有無及び運動

部活動経験が大学生の運動生活及びスポーツ生活にどのように影響を与えているのか」を

明らかにしている．その結果，運動部所属経験のある者は継続して運動を行う傾向がある

ことを報告している．河合ら（2007）は，大学体育会に所属する学生のスポーツ活動と生

活満足度の関係を，性別，学年，所属から分析し，体育会に所属している学生は生活全体

に対して「やや満足」しており，その中でも「人間関係」や「スポーツ活動」に対する満

足度は比較的高いことが明らかになったとしている．藤原・堺（2010）は，大学における

スポーツ実施と高等学校におけるスポーツ経験との関係を調査している．その結果，大学

において運動部や運動系サークルに加入している者は高等学校時代にも運動部等のスポー

ツクラブに加入していた者が多く，大学生活への満足度も運動部や運動系サークル加入者

の方が非加入者よりも高いことを報告している．井上ら（2011）は，大学生の運動部活動
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と生活習慣との関連を調査している．そこで，運動部に所属している学生の方が生活のリ

ズムが一定で規則正しい生活を送っている傾向にあると述べている．阿知波・山田（2012）

は，20 代女性の運動習慣のある者の割合が他の年代，性別に比べ最も低く，その解消のた

めには 20 代直前の女子大学生 1 年生の初期から，定期的に運動を行うように行動変容を促

すことが重要であるという視点から，女子大学生の運動行動変容ステージと生活習慣及び

生きがい感との関連を調査している．その結果，運動行動ステージが進むと生活習慣，健

康度，生きがい感が上昇する傾向にあったという．  

 以上みてきたように，大学生の運動・スポーツ活動に関する知見は蓄積されている．し

かしながら，その研究方法は質問紙調査を行う量的研究が多く，インタビュー調査を行い

事例について深く探求する質的研究は少ない．加えて，大学生の運動・スポーツ活動と生

活満足度との関連について，スポーツの社会化理論（山口，1998）における「継続」と「再

社会化」の視点に基づいた質的研究も少ない．そこで本研究は，スポーツの社会化理論に

おける「継続」と「再社会化」の視点に基づき，大学生の運動・スポーツ活動と生活満足

度との関連を質的アプローチによって明らかにすることを目的とする． 

 本研究の意義は以下のとおりである．大学時代における運動・スポーツ経験は，成人期

の運動・スポーツ実施を左右し（藤原・堺，同上），健康や体力の保持増進に大きく関わる

ものであり，その後の人生をより豊かにする一助となるものである．したがって，大学に

おける保健体育関連科目が必修科目ではなくなった現代において，大学時代における運

動・スポーツ実施の重要性を再構築する基礎資料となる． 

 

２．方法 

２−1．調査対象 

 本研究は，H 大学の学生 10 名を対象とした．対象者は，大学体育会運動部や大学公認の

運動・スポーツサークルに所属し，日常的に活発に運動・スポーツを実施している者とし

た．対象者の選定については，対象者に次の対象者を紹介してもらうスノーボール・サン

プリングを採用した． 

 

２−２．調査期間 

 調査期間は，2015 年 2 月 10 日から 14 日までであった． 
 

２−３．調査方法・内容 

 本研究では，半構造化インタビュー調査を実施した．インタビュー調査はそれぞれ約 60
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分実施し，対象者よりさらなる詳細な情報が得られると判断した場合にはインタビュー内

容にとらわれすぎないよう配慮した．また，インタビューの実施前には対象者に対して，

研究の趣旨，目的，方法を説明し，ラポールの形成に努めた．加えて，インタビュー内容

は対象者の了解得てデジタルレコーダーに録音するとともに，筆記にて記録した． 

 表 1 は調査内容を示している．調査内容の選定にあたっては，樋上ら（1996），山口ら

（2000），SSF 笹川スポーツ財団（2012）を参考にした．また，その際には複数の研究メン

バーによってトライアンギュレーションを実施した． 

 

２−４．分析方法 

 本研究では，大学生の運動・スポーツ活動と生活満足度との関連を示す分析モデルを作

成した（図 1）．分析モデルは，山口ら（2000），山口（2010b）をベースにし，複数の研究

メンバーによるトライアンギュレーションを行い，分析モデルを検討した．双方向の矢印

は相互に影響を及ぼしていること，片方向の矢印は一方向に影響を及ぼしていること，を

それぞれ表している．また，分析モデルに基づいて検証モデルを記載する際には，矢印の

線の太さによって影響の強さ，実線によって正の影響，点線によって負の影響，を示すよ

うにした． 

 インタビュー調査の結果は，二段階で分析を実施した．第一段階は，山口（2010a）が開

発した「一行簡潔法」を用い，インタビュー結果を一行に簡潔にまとめた．そして，第二

段階は第一段階で一行にまとめたインタビュー結果を KJ 法にてグループ化し，図 1 の分析

モデルに照らし合わせ，モデル化した． 
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表 1 調査内容 

要因 質問項目 

個人的属性 1．性別，2．年齢，3．学年，4．学部，5．出身地， 
6．居住状況 

 
運動・スポーツ経験 

1．幼少期の運動・スポーツ経験 
2．中学校期の運動・スポーツ経験 
3．高校期の運動・スポーツ経験 

 
現在の運動・スポーツ実施状況

「継続」・「再社会化」 

1．現在の運動・スポーツ実施状況 
2．実施している運動・スポーツ種目 
3．運動・スポーツ種目の実施頻度 
4．運動・スポーツ種目を実施している理由 

重要な他者 1．運動・スポーツ実施に影響を及ぼした他者 
2．運動・スポーツ実施に影響を及ぼしている他者 

 
スポーツ観 

1．運動・スポーツに対する考え 
2．運動・スポーツに対する意見 
3．運動・スポーツに対する思い 

生活満足度 1．現在の生活に対する主観的満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 分析モデル 
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３．結果および考察 

３−１．代表的サンプルの抽出 

 本調査の結果，ここでは「継続」と「再社会化」の代表的サンプルを抽出した．「継続」

は小学校の時から一貫して剣道を継続している事例である．「再社会化」は小学校でサッカ

ーを始めたものの高校入学後に一度サッカーを辞め，大学入学を機にサッカーに「再社会

化」した事例である．以下ではその具体的内容を詳述する． 

 

３−２．ケース 1：「継続」，男性，22歳，大学 4年生，剣道 

 本事例は，小学校 2 年生のときに友人に誘われたことをきっかけに剣道を始め，現在ま

で 16 年間継続している．これまで剣道を行ってきた中で「厳しい指導」や「つらい練習」

といった「ネガティブなスポーツ経験」をしてきたが，「練習をすれば剣道の技術が進歩し

たし，それで試合に出て良い結果を出すことができた」ことが「ポジティブなスポーツ経

験」として残っている．そのポジティブなスポーツ経験がネガティブなスポーツ経験を打

ち消し，剣道の継続につながっていることがうかがえる．また，「剣道はやってて楽しいし，

とりあえずは剣道って感じ．」といった「スポーツ観」も剣道を継続することにつながって

いる．そして，剣道の継続に最も大きな影響をおよぼしているのは，「剣道をやっていたお

かげでいろんな関係，友達とか師範とか，できたし．」と回顧しているように「師範」，「ラ

イバル」，「チーム・メイト」といった「重要な他者」であることが明らかになった． 

 しかしながら，本事例が大学に入学した時，体育会剣道部は休部状態であった．そこで

本事例は，剣道経験者に声をかけるなどして部員を集め，体育会剣道部を復活させ，現在

は主将として部をまとめている．剣道を継続するためには「休部状態」というネガティブ

な状況をも変えてしまうほど，本事例は剣道に対して熱意を有しており，剣道にのめり込

んでいることが理解できる． 

 加えて，本事例は「剣道を続けて，将来は刑務官になりたいです．」と明確な「目標」を

有している．この目標の存在も剣道の継続に非常に大きな影響を与えている．さらに「『あ

んたはなんでも剣道中心に考えすぎや』って母親からも言われてる．」と母親からも注意さ

れるほど剣道にのめり込んでおり，本事例の生活の中心が剣道になっていることがうかが

える． 

 剣道の継続と現在の生活満足度については，「今の生活には非常に満足している．」と述

べ，この発言からも剣道を継続して行っていることが現在の生活満足度につながっている

ことが推察される．以上みてきたように，本事例において，「ポジティブなスポーツ経験」，

「重要な他者」，「明確な目標」が剣道の継続に大きな影響をおよぼし，剣道を継続してい
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ることによって現在の生活に満足をしていることが明らかになった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 ケース 1 の検証モデル 

 

３−３．ケース２：「再社会化」，男性，21 歳，大学 4年生，サッカー → サッカー 

 本事例は，小学校でサッカーを始めたものの高校入学後に一度サッカーを辞め，大学入

学を機に再度サッカーを始めている．本事例はまず小学校時代に親のすすめで水泳をはじ

めたが，無理矢理であったためにあまり好きではなかったという．その後小学校 4 年生の

時にサッカーを始めている．サッカーを始めたきっかけは，自身が左利きであったことか

ら当時ブラジル代表であり左利きであったリバウド選手に憧れたためであった．加えて，

本事例は毎日のように友人たちと野球も行っていたという．ただし「野球は友達と遊びで」

行っていた．そして中学に進学した際，野球部に入部するかサッカー部に入部するか悩み，

「野球はしんどそうだったし，小学校の時から一緒にやってた友達が多かった．」というこ

とからサッカー部に入部した．そのサッカー部は「顧問が毎年変わる部で，自分たちでほ

とんどやってて，週末にコーチが来る感じだった．」と回顧している．本事例は 2 年生から

レギュラーとなり，その年「先輩たちが上手くて県大会に出れた．」と述べ，「ポジティブ

なスポーツ経験」をしていることがうかがえる． 

 そして，高校に進学し，サッカー部に入部しようと練習に参加したものの，本事例が入

学した高校は県内でも有数の進学校であるとともにサッカーの強豪校でもあった．そのた

め「みんな上手すぎて，打ちひしがれて入部を断念した．」というほど「ネガティブなスポ
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３−３．ケース２：「再社会化」，男性，21 歳，大学 4年生，サッカー → サッカー 
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ーツ経験」をしている．そこで本事例は，卓球部やハンドボール部など他の部活動に入部

することも考えたが，「当時は『するならサッカー』という頭しかなくて，サッカーがダメ

なら勉強も大変な学校だったので勉強をすることに決めた．」と頭を切り換え，サッカーか

ら「離脱」してしまった．しかしながら，勉強も思うように進まず「パッとせん日々やっ

た．」と振り返っており，「大学でサッカーしよう！」と決意し，勉強に身を入れたと述べ

ている． 

 その後，大学入学とともに親元を離れ一人暮らしを始めるなど，それまでの生活環境が

一変した．このような生活環境の変化について「初めての一人暮らしだったので，友達も

作りたかった．」と回顧している．さらに「高校の時やってなかったのでブランクがあって

心配だったけど，本当は高校でサッカーがやりたかったので，大学では本気でサッカーを

やろうと思ってサッカー部に入ると決めていた．」と体育会サッカー部に入部した．このよ

うに「生活環境の変化」と「サッカーがしたかった」という「スポーツ観」がサッカーへ

の「再社会化」の要因の一つとなっていることがうかがえる．そして，本事例は現在もサ

ッカーを継続して行っている． 

 以上みてきたように，小学校からさまざまなスポーツを行ってきたという経験から「や

っぱりスポーツは好き」，「サッカーをやりたい」とスポーツを肯定的にとらえている「ス

ポーツ観」がサッカーへの「再社会化」に影響をおよぼしていることが理解できる．サッ

カーへの再社会化と現在の生活満足度について，「部活があるから生活リズムがしっかりで

きる．入ってなかったら堕落してた．」，「地方から出てきたけど，サッカーを通じて友達が

できた．」，「今の生活にも満足している．」と延べ，サッカーを再び始めたことのメリット

を感じており，生活満足度も高い．そして生活満足度の高さがサッカーの「継続」につな

がっていることがうかがえる． 

 本事例は，高校時代の生活環境が原因で一度はサッカーから「離脱」したものの，大学

入学と同時に訪れた生活環境の変化に対応すべくサッカーを再び始め（「再社会化」），その

後もサッカーを継続している．その背景には，スポーツに対する思い，部員や友人との良

好な人間関係があることが分かった．そして，サッカーへの再社会化および継続と生活満

足度との関係も高いことが明らかになった． 
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図 3 ケース 2 の検証モデル 

 

４．まとめ 

 本研究は，スポーツの社会化理論における「継続」と「再社会化」の視点に基づき，大

学生の運動・スポーツ活動と生活満足度との関連を質的アプローチによって明らかにする

ことを目的としてきた．H 大学体育会運動部や大学公認の運動・スポーツサークルに所属

し，日常的に活発に運動・スポーツを実施している学生 10 名を対象にインタビュー調査を

実施した．上述した代表的サンプルを含む結果をまとめると以下のようになる． 

 

＜継続群＞ 

1．「教師」，「コーチ」，「友人」，「家族」といった「重要な他者」の存在が運動・スポー

ツの「継続」に強い影響を及ぼしている． 

2．「重要な他者」は「スポーツ観」や「目標」に大きな影響を及ぼしている． 

3．「ポジティブなスポーツ経験」が「ネガティブなスポーツ経験」を打ち消しているこ

とが継続につながっている 

4．運動・スポーツを「みる」ことよりも「する」ことに重きを置いている． 

5．運動・スポーツの「継続」は現在の生活満足度に影響を及ぼしている． 

6．今後も運動・スポーツを継続する意志を有している． 

 

＜再社会化群＞ 

1．中学・高校時代の「重要な他者」である「部活動顧問」や「コーチ」が専門的知識や

スキルを有していなかったために，運動・スポーツを「する」ことに楽しみを見出す
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ことができなくなってしまったという「ネガティブなスポーツ経験」をしている． 

2．「大学進学」という「生活環境の変化」が運動・スポーツへの「再社会化」に影響を

与えている． 

3．「スポーツへの再社会化」によって「チーム・メイト」や「友人」などの「重要な他

者」との良好な関係性が築かれている． 

4．幼少期からさまざまな運動・スポーツを経験していることによって，運動・スポーツ

に対するポジティブなイメージ（「スポーツ観」）を有していることが運動・スポーツ

への「再社会化」に影響を与えている． 

5．運動・スポーツへの「再社会化」は現在の生活満足度に影響を及ぼしている． 

6．現在の生活に満足していることがスポーツの「継続」につながっている． 

7．今後も運動・スポーツを継続する意志を有している． 

 

 以上のことから，スポーツの「継続」には「重要な他者」の存在が強く影響しているこ

とが示唆された．そして，スポーツを継続していることによって現在の生活満足度も非常

に高いことが明らかになった．これは，河合ら（2007）や藤原・堺（2010）が行った量的

研究の結果を裏付けるものであり，質的研究でも同様の結果が得られたといえる．スポー

ツへの「再社会化」については，「大学入学」という生活環境の変化が影響を与えているこ

とが明らかになった．さらに，スポーツへの「再社会化」は現在の生活満足に強い影響を

及ぼしており，現在の生活に満足していることがスポーツの継続につながっていることが

示唆された．したがって，大学期における運動・スポーツ実施は，大学期における生活満

足度に非常に強い影響をおよぼし，今後の運動・スポーツに対する意志決定にも影響を与

えることが明らかになった．大学期における運動・スポーツ実施の重要性が示唆されたと

いえる． 

 本研究はインタビュー調査という質的アプローチを採用したため，結果を一般化できな

いことが本研究の限界としてあげられる．加えて，調査対象を H 大学の学生 10 名に絞った

ことは本研究の課題であろう．他の大学の学生を対象にし，サンプル数を増やすことによ

って異なる結果が得られる可能性が予測される．今後は質的アプローチに加えて量的アプ

ローチによる調査が求められるであろう．サンプル数を増やし，量的アプローチを採用す

ることによって，本研究を補完することが可能となり，さらなる発展が期待される． 

 

 注 1）SSF 笹川スポーツ財団による「青少年のスポーツライフデータ−10 大のスポーツラ

イフに関する調査報告書−」において，2013 年の報告からは運動・スポーツ実施レベルとし

て「レベル 0：過去 1 年間にまったく運動・スポーツをしなかった（0 回/年）」，「レベル 1：
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大学生の運動・スポーツ活動と生活満足度の 

関連に関する質的研究（2） 

—―「離脱」と「移行」の視点から―— 

 

伊藤克広，材井志帆，山口直輝，石井原咲秋，松田有沙 
 

１．緒言 

 大学期における運動・スポーツについて，近年ではその実施率の低下が問題となってい

る．大学生の年代を含む 10 代のスポーツライフについて，SSF 笹川スポーツ財団（2012）

は調査を実施している．それによれば，スポーツ実施頻度が高頻度群（週 7 回以上（364

回以上/年））の割合は中学校期（47.0%），高等学校期（28.6%），大学期（11.0%）と進学す

るにつれて減少している．また，性別によるスポーツ実施頻度の高頻度群の割合をみても，

中学校期男子（52.6%），高等学校期男子（35.9%），大学期男子（11.9%），中学校期女子

（41.7%），高等学校期女子（21.4%），大学期女子（10.2%）と，こちらも進学するにつれて

減少している．また，2012 年の同様の調査（同上，2013）においても，「週 5 回以上，1 回

120 分以上，運動強度『ややきつい』以上」の「レベル 4」注 1）の運動・スポーツ実施レベ

ルにおける男女の割合をみても，中学校期男子（52.8%），高等学校期男子（40.6%），大学

期男子（6.9%），中学校期女子（32.5%），高等学校期女子（30.7%），大学期女子（5.4%）

と，男女とも高等学校期から大学期へと進学する際に極端に減少している．このように大

学期において運動・スポーツ高頻度群・高レベル群が減少する要因として，中学校，高等

学校における比較的厳しい環境下での運動部活動等のスポーツ活動の反動によるバーンア

ウト（燃え尽き症候群）が生じてしまうことが考えられている． 

 こうしたことから大学生の運動・スポーツ活動に関する研究・調査が行われている．浪

越ら（2003）は，大学 1 年生を対象に「高等学校時代における運動部所属の有無及び運動

部活動経験が大学生の運動生活及びスポーツ生活にどのように影響を与えているのか」を

明らかにしている．その結果，運動部所属経験のある者は継続して運動を行う傾向がある

ことを報告している．河合ら（2007）は，大学体育会に所属する学生のスポーツ活動と生

活満足度の関係を，性別，学年，所属から分析し，体育会に所属している学生は生活全体

に対して「やや満足」しており，その中でも「人間関係」や「スポーツ活動」に対する満

足度は比較的高いことが明らかになったとしている．藤原・堺（2010）は，大学における

スポーツ実施と高等学校におけるスポーツ経験との関係を調査している．その結果，大学
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において運動部や運動系サークルに加入している者は高等学校時代にも運動部等のスポー

ツクラブに加入していた者が多く，大学生活への満足度も運動部や運動系サークル加入者

の方が非加入者よりも高いことを報告している．井上ら（2011）は，大学生の運動部活動

と生活習慣との関連を調査している．そこで，運動部に所属している学生の方が生活のリ

ズムが一定で規則正しい生活を送っている傾向にあると述べている．阿知波・山田（2012）

は，20 代女性の運動習慣のある者の割合が他の年代，性別に比べ最も低く，その解消のた

めには 20 代直前の女子大学生 1 年生の初期から，定期的に運動を行うように行動変容を促

すことが重要であるという視点から，女子大学生の運動行動変容ステージと生活習慣及び

生きがい感との関連を調査している．その結果，運動行動ステージが進むと生活習慣，健

康度，生きがい感が上昇する傾向にあったという． 

 以上みてきたように，大学生の運動・スポーツ活動に関する知見は蓄積されている．し

かしながら，その研究方法は質問紙調査を行う量的研究が多く，インタビュー調査を行い

事例について深く探求する質的研究は少ない．加えて，大学生の運動・スポーツ活動と生

活満足度との関連について，スポーツの社会化理論（山口，1998）における「離脱」と「移

行」の視点に基づいた質的研究も少ない．そこで本研究は，スポーツの社会化理論におけ

る「離脱」と「移行」の視点に基づき，大学生の運動・スポーツ活動と生活満足度との関

連を明らかにすることを目的とする． 

 本研究の意義は以下のとおりである．大学時代における運動・スポーツ経験は，成人期

の運動・スポーツ実施を左右し（藤原・堺，同上），健康や体力の保持増進に大きく関わる

ものであり，その後の人生をより豊かにする一助となるものである．したがって，大学に

おける保健体育関連科目が必修科目ではなくなった現代において，大学時代における運

動・スポーツ実施の重要性を再構築する基礎資料となる． 

 

２．方法 

２−１．調査対象 

 本研究は，H 大学の学生 10 名を対象とした．対象者は，高校まで運動・スポーツ活動を

実施していたものの大学進学を機に他の活動に「移行」した者，運動・スポーツ活動から

「離脱」した者，とした． 

 

２−２．調査期間 

 調査期間は，2015 年 1 月 15 日から 2 月 10 日までであった． 
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２−３．調査方法・内容 

 本研究では，半構造化インタビュー調査を実施した．インタビュー調査はそれぞれ約 60

分実施し，対象者よりさらなる詳細な情報が得られると判断した場合にはインタビュー内

容にとらわれすぎないよう配慮した．また，インタビューの実施前には対象者に対して，

研究の趣旨，目的，方法を説明し，ラポールの形成に努めた．加えて，インタビュー内容

は対象者の了解得てデジタルレコーダーに録音するとともに，筆記にて記録した． 

 表1は調査内容を示している．調査内容の選定にあたっては，樋上ら（1996），山口ら（2000）

を参考にした．また，その際には複数の研究メンバーによってトライアンギュレーション

を実施した． 

 

２−４．分析方法 

 本研究では，大学生の運動・スポーツ活動と生活満足度との関連を示す分析モデルを作

成した（図 1）．分析モデルは，山口ら（2000），山口（2010b）をベースにし，複数の研究

メンバーによるトライアンギュレーションを行い，分析モデルを検討した．矢印について

は，双方向の矢印は相互に影響を及ぼしていること，片方向の矢印は一方向に影響を及ぼ

していること，をそれぞれ表している．また，分析モデルに基づいて検証モデルを記載す

る際には，矢印の線の太さによって影響の強さ，実線によって正の影響，点線によって負

の影響，を示すようにした． 

 インタビュー調査の結果は，二段階で分析を実施した．第一段階は，山口（2010a）が開

発した「一行簡潔法」を用い，インタビュー結果を一行に簡潔にまとめた．そして，第二

段階は第一段階で一行にまとめたインタビュー結果を KJ 法にてグループ化し，図 1 の分析

モデルに照らし合わせ，モデル化した． 
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表 1 調査内容 

要因 質問項目 

個人的属性 
1．性別，2．年齢，3．学年，4．学部，5．出身地， 
6．居住状況 

過去の運動・スポーツ経験 
1．幼少期の運動・スポーツ経験 
2．中学校期の運動・スポーツ経験 
3．高校期の運動・スポーツ経験 

現在の運動・スポーツ状況 
「離脱」・「移行」 

1．現在の運動・スポーツ状況 
2．「離脱」あるいは「移行」の要因 

重要な他者 
1．過去の運動・スポーツ状況に影響を及ぼした他者 
2．現在の運動・スポーツ状況に影響を及ぼした他者 

スポーツ観 
1．運動・スポーツに対する考え 
2．運動・スポーツに対する意見 
3．運動・スポーツに対する思い 

生活満足度 1．現在の生活に対する主観的満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 分析モデル 
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３．結果および考察 

３−１．代表的サンプルの抽出 

 本調査の結果，ここでは「移行」と「離脱」の代表的サンプルを抽出した．「移行」は，

フィールド・ホッケー・プレイヤーという自らがプレイしていた立場からアメリカンフッ

トボール部マネジャーというプレイヤーをサポートする立場に「移行」した事例である．「離

脱」は，幼少時代はさまざまな運動・スポーツに触れ，中学・高校時代は野球をしていた

が，大学進学を機に野球から「離脱」した事例である．以下ではその具体的内容を詳述す

る． 

 

３−２．ケース１：「移行」，女性，21歳，大学 4年生，フィールドホッケー →  

         アメリカンフットボール部マネジャー 

 本事例は，小・中学校時代はバスケットボール，高校時代はフィールドホッケー（以下

「ホッケー」とする）を行っていたが，大学入学と同時にアメリカンフットボール部のマ

ネジャーに移行した．本事例は小学校時代に友達に誘われたことでバスケットボールを始

め，中学時代も継続してバスケットボールを行っていた．バスケットボールでは同じコー

チに指導を受けており，部員同士は仲が良かったが，そのコーチは「教え方が下手くそだ

ったけど，すごく厳しかった」ことが「ネガティブなスポーツ経験」となり，「何か違うス

ポーツがしたい」と徐々にバスケットボールに対する思いが薄れていってしまった．そし

て高校進学に際し「ホッケーは県内に 2 校しかなかったから入学する前から決めていた．」

とホッケーを始めた理由を述べている．ホッケーを始めた当初は専門的知識を有するコー

チはいなかったが，その後コーチが着任したことで環境が変容したようである．その点に

ついて「コーチが来てからの試合は負けても雰囲気が良かった．」，「技術が上達していくの

が楽しかったし，ゴールを決めたときの嬉しさ．」とその効果を認識しており，徐々にホッ

ケーにのめり込んでいった．そして，ホッケーを継続していく中で「好きになれば上手く

なれる」という「意識の高め方」を身につけたことは「スポーツ観」としてその後のスポ

ーツ経験へとつながっている．さらに「女子日本代表チームと練習できたこと」はホッケ

ーをやっていたからこそ経験できた「ポジティブなスポーツ経験」として強く印象に残っ

ているようである． 

 その後，本事例は大学進学を機に地元から離れた．進学した大学にはホッケー部がなか

ったためホッケーを継続することが困難となった．そのような環境の変化があったが「大

学でもサークルではなく何か部活をしたいと思っていて，部活をするならガッツリしたか

った．」と考えていたという．入学後間もなく体育会アメリカンフットボール部の新入生ウ
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ェルカムパーティがあり，参加したところ「雰囲気が楽しそうで，先輩の話を聞いてやり

がいがありそうだなと思ったのと，マネジャーの視点からスポーツを見てみたかった．」と

述べており，「先輩」という重要な他者の媒介もありマネジャーに移行したことがうかがえ

る．また，「もしサークルとかでホッケーがあったら入っていたかなあ．」とも述べており，

ホッケーに対する未練がまだ残っている姿も垣間見られた．本事例はマネジャーとして活

動を行っていく中で「選手や外部の人とのつながりを持つことができることや知らない仕

事ばかりで新鮮な感じがした．」，「自分がサポートしている選手が活躍したときに良かった

なあと思う．」とその魅力を感じており，これが「ポジティブなスポーツ経験」となりマネ

ジャーの「継続」につながっていることが推察される． 

 以上みてきたように，本事例はホッケー・プレイヤーという自らがプレイしていた立場

からマネジャーというプレイヤーをサポートする立場に「移行」し，マネジャーを継続し

ている．ホッケー・プレイヤーからマネジャーへの移行と現在の生活満足度については，

運動不足を多少感じているものの「マネジャーとしてチームに貢献できている．」，「マネジ

ャーとして充実している．」，「遊ぶときは遊んでいる．」と述べており，満足していること

が明らかになった．また，本事例は小さい頃から身体を動かすことが好きで「これからも

運動はしていきたい」，「自分がしているスポーツをみるのも好き」と運動・スポーツに対

するポジティブな「スポーツ観」を持っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 2 ケース 1 の検証モデル 
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述べており，「先輩」という重要な他者の媒介もありマネジャーに移行したことがうかがえ

る．また，「もしサークルとかでホッケーがあったら入っていたかなあ．」とも述べており，

ホッケーに対する未練がまだ残っている姿も垣間見られた．本事例はマネジャーとして活

動を行っていく中で「選手や外部の人とのつながりを持つことができることや知らない仕

事ばかりで新鮮な感じがした．」，「自分がサポートしている選手が活躍したときに良かった

なあと思う．」とその魅力を感じており，これが「ポジティブなスポーツ経験」となりマネ

ジャーの「継続」につながっていることが推察される． 

 以上みてきたように，本事例はホッケー・プレイヤーという自らがプレイしていた立場

からマネジャーというプレイヤーをサポートする立場に「移行」し，マネジャーを継続し

ている．ホッケー・プレイヤーからマネジャーへの移行と現在の生活満足度については，

運動不足を多少感じているものの「マネジャーとしてチームに貢献できている．」，「マネジ

ャーとして充実している．」，「遊ぶときは遊んでいる．」と述べており，満足していること

が明らかになった．また，本事例は小さい頃から身体を動かすことが好きで「これからも

運動はしていきたい」，「自分がしているスポーツをみるのも好き」と運動・スポーツに対

するポジティブな「スポーツ観」を持っている． 
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３−３．ケース２：「離脱」，男性，21歳，大学 4年生，野球 

 本事例は，幼少時代には空手，水泳，テニス，ソフトボールなどさまざまなスポーツを

経験し，中学・高校時代には野球を行っていたが，大学入学後は野球を継続せず「離脱」

している．本事例が幼少時代にさまざまなスポーツを経験した背景には，「空手と水泳は，

体が弱くて，泣き虫で親が無理矢理入れた」と「親」の影響，「当時『テニスの王子様』が

流行ってた．」とマンガの影響，「ソフトボールは家から近くて，毎日練習できた」と距離

的・物理的要因，がそれぞれあったと述べている． 

 そして中学時代から野球を始めたが，中学では学校部活動ではなくシニアリーグのチー

ムに所属していた．高校へ進学する際「やるならレベルの高いところでやりたい．」という

自身の「スポーツ観」とコーチ（「重要な他者」）のすすめがあったため，強豪と言われる

高校野球部に入部した．野球部ではレベルの高さからその練習は非常に厳しく，「今考えた

らコーチも理不尽やった．」と回顧しており，その練習は「ネガティブなスポーツ経験」と

して印象に残っているようである．また，本事例は肘を 2 回手術するなどケガにも悩まさ

れたと言い，「ケガで練習できないとスタメンを取られる可能性があったから，ケガしてる

ことを言い出せなかった．」と当時を振り返っている．こうした語りから「厳しい練習」，「理

不尽なコーチの存在」，「ケガ」，「スタメン落ち」などが野球における「ネガティブなスポ

ーツ経験」として現在でも記憶されていることがうかがえる．こうした環境の中で高校 3

年間野球を継続できた背景には，「友人」や「親」といった「重要な他者」の存在がある．

本事例がケガのために野球部を辞めようか迷っていた際，友人たちからは「ケガで練習来

れへんくても続けよう．」，親からは「辞めてもいいよ．」といった言葉をかけられたといい，

こうした言葉がけがあったことで野球部を辞めることを踏みとどまったと語っている．加

えて，「上下関係の大切さ」，「レベルの高いチームで優勝する喜び」などは野球における「ポ

ジティブなスポーツ経験」として語られている． 

 本事例は中学，高校と野球を継続してきたが，大学進学に際しては「野球はケガもある

けどやりきった感があった．3 年間頑張ったし，高校で燃え尽きた．」と語っており，この

語りから高校において野球を行うことに「バーンアウト」していたことがうかがえる．こ

れが本事例が野球から「離脱」した最も強い要因であることが示唆される．また，本事例

は自宅から大学に通学しており，「家から遠いし，クラブをする時間がない．」と述べてお

り，時間的要因も野球を辞めた背景にあることが理解できる．さらに「大学に入ったら他

のスポーツをしてみたかった」と，野球以外のスポーツに対する興味・関心が芽生え，フ

ットサルやスノーボードを始めている．現在では地元において友人たちとフットサルなど

を行っているようである． 

 以上みてきたように，本事例が野球から離脱した要因は「バーンアウト」であることが
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わかった．野球からの離脱と現在の生活満足度についてたずねたところ，「半々ぐらい」，「他

のスポーツもできて，遊ぶ時間も増えて，最初は楽しかったけど，今は充実感がない．」，「野

球を辞めて後悔してる．たまに野球をやりたくなる．」と述べており，現在の生活満足度は

あまり高くないことが理解できる．このように現在の生活満足度はあまり高くないものの，

「これからも何か運動はすると思う．趣味でゴルフとか草野球とか．」と語っており，運動・

スポーツに対してはポジティブな「スポーツ観」を有している．この点では野球における

「ネガティブなスポーツ経験」が現在あるいは将来の運動・スポーツ実施にネガティブな

影響を与えていないことがうかがえる． 
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＜移行群＞ 

1．中学・高校時代におけるコーチや顧問教諭が，その運動・スポーツ種目に関する専門

的知識やスキルを有していなかったことから，非効率的な練習や厳しい練習などを経

験しており，それが「ネガティブなスポーツ経験」として残っており，それが「移行」

に影響を及ぼしている． 

2．運動・スポーツを「する」ことも「みる」ことも好きという「スポーツ観」を有して

おり，ネガティブなスポーツ経験を体験していても運動・スポーツに対する興味・関

心は失っていない． 

3．「これまで経験していない他の運動・スポーツも行ってみたい」という欲求も「移行」

に影響を与えている． 

4．運動・スポーツを「楽しむ」ことに重きを置いている． 

5．運動・スポーツの「移行」は現在の生活満足度に対してある程度影響を及ぼしている． 

6．現在の生活に満足していることは，現在の運動・スポーツ実施あるいは運動・スポー

ツ関連活動の「継続」につながっている． 

7．今後も何らかの運動・スポーツを生活に取り入れていきたいという欲求を有している． 

 

＜離脱群＞ 

1．高校時代の運動部活動における厳しい練習や非効率的な練習といった「ネガティブな

スポーツ経験」が「バーンアウト」につながっている． 

2．「バーンアウト」が大学進学の際の運動・スポーツからの「離脱」につながっている． 

3．「他の運動・スポーツを行ってみたい」という欲求（スポーツ観）を有しているが，

実際の運動・スポーツ実施につながっていない． 

4．その背景には時間的要因，経済的要因が存在する． 

5．運動・スポーツから「離脱」することで，友人と遊ぶことやアルバイトといった他の

活動に傾倒している． 

6．運動・スポーツから「離脱」したことを後悔している． 

7．運動・スポーツからの「離脱」は現在の生活満足度に負の影響を及ぼしている． 

 

 以上のことから，運動・スポーツの「移行」には中学・高校時代における「ネガティブ

なスポーツ経験」が影響をおよぼしていることが示唆された．しかしながら，スポーツを

「する」ことも「みる」ことも好きという「スポーツ観」を有しているために運動・スポ

ーツに対する興味・関心を失うことがなかったことも明らかになった．そして，運動・ス

ポーツの「移行」は現在の生活満足につながっており，その生活に対する満足感が移行後
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の運動・スポーツの継続につながっていることが明確になった．運動・スポーツからの「離

脱」の背景には，中学・高校時代における「ネガティブなスポーツ経験」を経験したこと

による「バーンアウト」が存在していることが明らかになった．この点について，浪越ら

（2003）の「運動部所属経験のある者は継続して運動を行う傾向がある」という報告とは

異なる傾向が示されたといえる．さらに，大学入学を機に「他の運動・スポーツを行って

みたい」という「スポーツ観」を有しているが，時間的要因，経済的要因から実行には移

せていないことも明らかになった．このように運動・スポーツからの「離脱」は，現在の

生活満足度に負の影響をおよぼしていることが分かった．このように，運動・スポーツの

「移行」は現在の生活満足度にポジティブな影響をおよぼしているが，運動・スポーツか

らの「離脱」は現在の生活満足度にネガティブな影響をおよぼしている．このことは，大

学期における運動・スポーツ実施の重要性を示唆しているものといえる． 

 本研究はインタビュー調査という質的アプローチを採用したため，結果を一般化できな

いことが本研究の限界である．加えて，調査対象を H 大学の学生 10 名に絞ったことは本研

究の課題であろう．他の大学の学生を対象にし，サンプル数を増やすことによって異なる

結果が得られる可能性が予測される．サンプル数を増やすことによって，本研究を補完す

ることが可能となり，さらなる発展が期待される． 

 

 注 1）SSF 笹川スポーツ財団による「青少年のスポーツライフデータ−10 大のスポーツラ

イフに関する調査報告書−」において，2013 年の報告からは運動・スポーツ実施レベルとし

て「レベル 0：過去 1 年間にまったく運動・スポーツをしなかった（0 回/年）」，「レベル 1：

年 1 回以上，週 1 回未満（1〜51 回/年）」，「レベル 2：週 1 回以上週 5 回未満（52〜259 回/

年）」，「レベル 3：週 5 回以上（260 回以上/年）」，「レベル 4：週 5 回以上，1 回 120 分以上，

運動強度『ややきつい』以上」の 5 段階の基準を設け分析している． 
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川端康成 The Master of Go における感情表現の描写* 
 

 

瀬 良 晴 子 
 

１．はじめに 

川端康成作『名人』の、エドワード・サイデンステッカーによる英語訳 The Master of Go1

について、感情表現に焦点をあてて意味分析を行う。瀬良（2014）では、同じく川端康成

作『雪国』のサイデンステッカー訳 Snow Country2 の感情表現を調べた。翻訳と原作の比

較をするのではなく、Snow Country という作品における感情表現を分析した。本論でも同

様に、The Master of Go における感情表現を分析する。分析に用いるソフトウェアが英文用

のものであり、前述の瀬良（2014）や、After Dark（村上春樹原作、ジェイ・ルービン訳）

を分析した Sera（2015）などと同じ手法を用いて意味分析し、比較を可能にするためでも

ある。原作と翻訳の間には、さまざまな違いがあることが考えられる。しかし、本論やそ

れに先立つ一連の研究では、英語訳における感情表現の分析と、英語訳を読んだ読者の印

象や批評を比較しているので、翻訳に関する問題点は、本研究の当面の研究課題ではない。 

The Master of Go は、1938 年に行われた本因坊秀哉名人の引退碁の試合について、川端

が 2 つの新聞のために書いた観戦記に基づいている。小説として発表されたのは戦後であ

る。英語訳の裏表紙には、次のように、この作品の概要が書かれている。 

 

In 1938 Kawabata covered a championship Go match for two leading Japanese newspapers. 

But it was not until well after the Second World War that he published the events of that epic 

contest as fiction and when he did so he was faithful to his famous declaration of 1945: that 

henceforth he would only write elegies. 

The Master of Go is indeed an elegy both to the skill and distinction of a great player and to 

the old aristocratic mores of which Kawabata was a passionate disciple. In the contest the 

young challenger is aggressive, ebullient, lusting for battle; the Master aged, frail, solitary. 

Their confrontation symbolizes the clash between generations, between ideals, between old and 
                                                           
* 本稿は、2015 年 11 月台北科技大学（台湾）で開催された APLX2015 (International Conference on Applied Linguistics) に
おける口頭発表「Depictions of Emotions in Yasunari Kawabata’s The Master of Go: A Semantic Analysis」を基にしている。 

1 原作の『名人』は 1951 年の出版であるが、本論では 1976 年の Penguin Books の英訳版を用いている。本文中の本作品

引用に際してのページ数は、この版のものである。 
2 原作の『雪国』は 1937 年の出版であるが、本論では 1957 年の C.E. Tuttle 版を用いている。本文中のこの作品引用に際

してのページ数は、この版のものである。 
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new Japan. Throughout, the Master is a figure of loneliness and sadness, but a protagonist who 

in the face of defeat and death maintains his dignity to the end. 

（下線は論者） 

 

ここでは、この試合を、単に碁における対決であるだけでなく、新旧の日本の対決ととら

えている。名人 the Master は、川端自身が尊敬の念をいだいていた碁の伝統の最後の担い手

であった。年老い、病をおして引退試合にのぞみ、敗れても威厳を保つその姿からは、

loneliness と sadness という感情が、呼び起こされる。 

サイデンステッカーは、翻訳に寄せた Introduction で、この作品を‘a sad, elegant piece of 

reportage’(p.5)であるとしている。また本因坊秀哉については、‘Shusai the Master becomes a 

sad and noble symbol’(p.6)と述べている。悲しさ (sad) と高貴さ・威厳 (noble, dignity)は、本

作品における感情表現を考える上で、重要な要素であることが予想される。 

 

２．分析方法 

意味分析をするにあたっては、これまでの研究と同様、ウェブ上で使用するコーパス分

析・比較のためのソフトウェア、Wmatrix3 を用いた。まず、テキストをスキャナで読み込

み、OCR で文字認識し、テキストファイルを作成した。読み取りミスなどについて、手作

業で確認・修正した後、Wmatrix にテキストファイルをアップロードした。その後、Wmatrix

に備わっているコーパスのうち、BNC Sampler Written4 を参照コーパスとし、主に意味のレ

ベルで、比較検討を行った。Wmatrix では、比較のための統計指標として、LL (the 

log-likelihood statistic) が用いられている。以下、LL と省略している。この数値で 6.63 が、

統計的に有意であるかどうかの境界である。つまり、2 つのコーパスを比べて、ある語や、

ある意味カテゴリーについて、この数値がおよそ 7 以上であれば、どちらかのコーパスに、

それらの語やカテゴリーが統計的に多く用いられていると考えることができる。また、

Wmatrix は、意味分析のために USAS Tagset (UCREL Semantic Analysis System) を用いている。5 

表 1 に示したように USAS Tagset の主分類は 21 である。これらはさらに、いくつかの下位

レベルに細分類される。 

 
  

                                                           
3 Wmatrix の利用方法や、その他の詳細な情報は、http://ucrel.lancs.ac.uk/wmatrix/を参照。 
4 BNC Sampler Written は、968,267 語からなる BNC Sampler written corpus である。 
5 USAS Tagset については、http://ucrel.lancs.ac.uk/usas/ を参照。 
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3 Wmatrix の利用方法や、その他の詳細な情報は、http://ucrel.lancs.ac.uk/wmatrix/を参照。 
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表 1 USAS Tagset 主カテゴリー 

A 
general and abstract 

terms 

B 
the body and the 

individual 

C 
arts and crafts 

E 
emotion 

F 
food and farming 

G 
government  
and public 

H 
architecture, housing 

and the home 

I 
money and commerce 

in industry 
K 

entertainment, sports 
and games 

L 
life and living 

things 

M 
movement, location, 
travel and transport 

N 
numbers and 
measurement 

O 
substances, materials, 
objects and equipment 

P 
education 

Q 
language and 

communication 

S 
social actions, states 

and processes 
T 

Time 
W 

world and 
environment 

X 
psychological actions, 
states and processes 

Y 
science and 
technology 

Z 
names and grammar 

   

 

３．「感情」についての意味分析  

３．１ 「感情」のカテゴリーとその下位分類 

 表 1 において、E (emotion)では、次の下位分類がある。6 

E1 General 

E2 Liking 

E3 Calm/Violent/Angry 

E4 Happy/Sad 

E4.1 Happy/Sad: Happy 

E4.2 Happy/Sad: Contentment 

E5 Fear/Bravery/Shock 

E6 Worry/ Concern/Confident 

 

それぞれの下位項目には、さらに＋、あるいは－の符号が付されて、その意味カテゴリー

における、肯定的あるいは否定的な位置を示すことがある。Archer et al. (2002) では E4.1+ 

の例として amused, cheerful が、E4.1- の例として dejected, despair が示されている。 

 
  

                                                           
6 USAS については、Archer et al. (2002) (http://ucrel.lancs.ac.uk/usas/usas%20guide.pdf) を参照。 
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３．２ Snow Country : Sad 

瀬良（2014）で行った Snow Country の意味分析では、BNC Sampler Written Corpus と比較

して、もっとも多く用いられていた感情のカテゴリーは、表 2 に示したように、E4.1- (Sad)

であった。このカテゴリーには、sad (21), emptiness (4), cried (3), embarrassed (3)などの語が

含まれている（カッコ内の数字は生起数）。ヒロイン Komako の境遇を考えると、多くの読

者がこの物語から受ける印象は「悲しさ」であると予想される。また、Komako 自身も、自

らの感情を直接的に表現する [This makes me very sad (p.46), It makes me very sad (p.148)]。

Wmatrix の分析結果は、読者やヒロインの感じる感情と一致するものであった。 

 

表 2 Snow Country と BNC Sampler Written との感情のカテゴリーの比較 

 Snow Country BNC Sampler 
Written   

数 % 数 % LL 
E4.1- 73 0.20 979 0.10 27.86 Sad 
E4.1+ 90 0.25 1370 0.14 24.08 Happy 

E1 32 0.09 373 0.04 16.79 Emotional Actions, States And 
Processes General 

E3+ 41 0.12 623 0.06 11.03 Calm 

 

３．３ The Master of Go: Worry 

 一方、The Master of Go を、同じく感情の意味カテゴリーにおいて、BNC Sampler Written 

Corpus と比較した結果が表 3 である。統計的に、もっとも多く用いられているのは、E6- 

(Worry)であった。 

 

表 3 The Master of Go と BNC Sampler Written との感情のカテゴリーの比較 

 
The Master of 

Go 
BNC Sampler 

Written   
数 % 数 % LL 

E6- 89 0.24 961 0.10 48.33 Worry 
E3+ 45 0.12 623 0.06 13.42 Calm 
E3- 92 0.24 1647 0.17 10.15 Violent/Angry 

 

E6- (Worry)のカテゴリーに属する語で、The Master of Go において、2 語以上用いられて

いる語を、表 4 に示した。 
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表 4 E6- (Worry) に属する語 

数 % 
trouble 12 0.03
concern 9 0.02
nervous 9 0.02
tension 8 0.02
worried 5 0.01
worry 4 0.01
tense 3 0.01
concerned 3 0.01
bother 3 0.01
apprehensive 2 0.01
suspense 2 0.01
distress 2 0.01
bothered 2 0.01
worrying 2 0.01
uneasily 2 0.01
care 2 0.01
troubles 2 0.01

 

もっとも多いのは trouble であり、troubles も 2 例ある。どのような文脈で用いられている

か調べるため、trouble について、コンコーダンスを表 5 に示した。 

 

表 5 trouble のコンコーダンス 

time to time . " " I have the same trouble myself , " said the Master . " I ha 
ous indigestion as well . Otake 's trouble was more extreme . He was unique a 
had , it seems , been aware of the trouble since spring . He had lost his appe 

d practice in a ten-mat room . The trouble was that the eight-mat room next do 
a circle over his chest . " I have trouble breathing, and I have palpitations 

I have caused you a great deal of trouble , " said Otake . " Do care for your 
, but I have to admit I still have trouble . " The season had come for horse  

e is very upset . And he is having trouble with his digestion , I believe . " 
ce , the Master should have had no trouble winning . As always , however , he 

Black is thicker . White is having trouble . Our Master is getting a little se 
s not enthusiastic , and he had no trouble defeating me even at a rook-bishop 

was taken with chest pains and had trouble breathing . He died before dawn two 

 

太字で示した trouble は the Master に関するものである。彼は病身であり、慣れない新しい

規則のもとで戦っている。そのため、この作品において、感情を表すもっとも特徴的な語

が trouble であるのは驚くにあたらない。それでは、先に見たように、裏表紙や Introduction
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に記されていた loneliness や sadness という感情は、どこから呼び起こされたのであろうか。

表 3 の E6-(Worry), E3+(Calm), E3-(Violent/Angry) や、表 4 に示した E6- に属する語からは、

sadness が感じられない。 

 

４．意味カテゴリー分析結果 

 The Master of Go から感じられる sadness が、どこから呼び起こされるかを考えるため、

まず、意味カテゴリーの分析結果の全体を概観しておこう。BNC Sampler Written Corpus と

比較して、LL 値 615.64 から 70.63 で、The Master of Go に特徴的に多く用いられている上

位 15 カテゴリーを表 6 に示した。 
 

表 6 The Master of Go と BNC Sampler Written との意味分析結果（上位 15 位まで） 

 The Master 
of Go 

BNC Sampler 
Written   

 数 % 数 % LL 

S7.1+ 889 2.36 8413 0.87 615.64 In power 

K4 196 0.52 738 0.08 383.62 Drama, the theatre and show business 

Z8 3884 10.29 72023 7.44 352.66 Pronouns 

T1.3 685 1.81 8327 0.86 287.50 Time: Period 

K6 81 0.21 107 0.01 282.99 Children's games and toys 

K5.1 267 0.71 2053 0.21 253.50 Sports 

A8 195 0.52 1409 0.15 200.98 Seem 

B1 435 1.15 5489 0.57 166.73 Anatomy and physiology 

K5.2 42 0.11 68 0.01 134.67 Games 

S7.3 48 0.13 103 0.01 134.20 Competition 

O4.3 303 0.80 3747 0.39 122.06 Colour and colour patterns 

X9.2- 66 0.17 369 0.04 91.21 Failure 

M1 592 1.57 10157 1.05 80.50 Moving, coming and going 

S7.3+ 46 0.12 206 0.02 78.27 Competitive 

B2- 122 0.32 1275 0.13 70.63 Disease 

 

４．１ S7.1+: In power  

 BNC Sampler Written Corpus と比較して、The Master of Go に、統計的にもっとも多く用い
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４．１ S7.1+: In power  

 BNC Sampler Written Corpus と比較して、The Master of Go に、統計的にもっとも多く用い

られている意味カテゴリーは、S7.1+(In power) である。これは表 1 にあげた主要 21 カテゴ

リーの中の、S(social actions, states and processes) の下位カテゴリーである。具体的にどのよ

うな語が含まれているかを確認するため、このカテゴリーに属し、4 例以上用いられている

語を、表 7 に示した。 

 

表 7 S7.1+ (In power) に属する語 

数 % 

master 569 1.51 
board 126 0.33 
managers 32 0.08 
sir 18 0.05 
won 12 0.03 
power 9 0.02 
control 9 0.02 
invincible 7 0.02 
victory 7 0.02 
ranks 7 0.02 
mahjong 7 0.02 
masters 6 0.02 
order 6 0.02 
powerful 5 0.01 
rank 5 0.01 
organizers 4 0.01 
forced 4 0.01 
powers 4 0.01 

 

ほとんどすべての語が、碁の試合と関連しており、この作品にこれらの語が多くみられ

るのは当然である。しかし、これらの語は、感情の表現と関連しているとは言えない。 

 

４．２ B1: Anatomy and physiology 

表 6 にあげた、The Master of Go に特徴的に多くみられる意味カテゴリーの中で、どのカ

テゴリーが感情の表出と関連があるかを知るためには、それぞれのカテゴリーに含まれる

語を、文脈において検討する必要がある。本論中に、すべての検討結果を紹介することは

できないが、表 6 の S7.1+から B2-までのカテゴリーについて、文脈中で調べた結果、

B1(Anatomy and physiology) が、もっとも密接に感情表現と結びついていると思われた。カ

テゴリーB1 に分類されて、7 例以上用いられている語を、表 8 に示した。 
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表 8 B1 (Anatomy and physiology) に属する語 

数 % 

face 57 0.15
eyes 27 0.07
head 27 0.07
hair 17 0.05
hands 16 0.04
hand 14 0.04
chest 10 0.03
eyelids 9 0.02
eyebrow 9 0.02
body 7 0.02
back 7 0.02
cheeks 7 0.02
shoulders 7 0.02
legs 7 0.02
fingers 7 0.02
breathing 7 0.02
heart 7 0.02

 

カテゴリーB1 の中で、もっとも多く出現している語 face（57 例）のコンコーダンスの 20

行目までを、例として表 9 に示した。太字で強調したものが、the Master の顔について言及

したものである。いくつか dead face が見られるが、これは語り手が the Ｍaster の死後、頼

まれて撮影した写真に言及したものである。死者は感情を持つはずがないが、the Master の

死に顔の写真に関連して、feeling, feel が用いられていることが、下のコンコーダンスから

分かる。 

 

表 9 face のコンコーダンス 

side on his knees , his always pale face was blanched . Roused by the Master  
ong . He also had a large , longish face , on which the individual features w  

in the pictures I took of the dead face . I was most apprehensive through th  
ns that if the pictures of the dead face were received in Kamakura she was to  

diately was the captive of the dead face . The pictures were a success. They  
low was the mark of death , and the face was tilted ever so slightly upward ,  

ceiling struck the lower pan of the face ; and , since the head tilted slight  
tly pleasing melancholy to the dead face . The long eyebrow brought twinges o  

t as always , a flicker crossed his face as if it had caught the shadow of a  
rom the swollen-eyed , heavy-veined face , it too somehow came as a saviour .  
yes closed and his head bowed . The face of the writer Muramatsu Shofu , who  

unable to look up at the Master 's face . The sealed play , White 90 , was o  
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まれて撮影した写真に言及したものである。死者は感情を持つはずがないが、the Master の

死に顔の写真に関連して、feeling, feel が用いられていることが、下のコンコーダンスから
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表 9 face のコンコーダンス 

side on his knees , his always pale face was blanched . Roused by the Master  
ong . He also had a large , longish face , on which the individual features w  

in the pictures I took of the dead face . I was most apprehensive through th  
ns that if the pictures of the dead face were received in Kamakura she was to  

diately was the captive of the dead face . The pictures were a success. They  
low was the mark of death , and the face was tilted ever so slightly upward ,  

ceiling struck the lower pan of the face ; and , since the head tilted slight  
tly pleasing melancholy to the dead face . The long eyebrow brought twinges o  

t as always , a flicker crossed his face as if it had caught the shadow of a  
rom the swollen-eyed , heavy-veined face , it too somehow came as a saviour .  
yes closed and his head bowed . The face of the writer Muramatsu Shofu , who  

unable to look up at the Master 's face . The sealed play , White 90 , was o  

nst the light , the outlines of his face seemed blurred , ghostlike . The roo  
yebrow . In my pictures of the dead face , however , the right eyebrow was th  

d that , I suppose , was that . The face was dead , and the richness and soft  
n the pictures . Was it in the dead face itself? The face was rich in feelin  
as it in the dead face itself ? The face was rich in feeling , yet the dead  
neither of life nor of death . The face was alive but sleeping . One might i  

ense see them as pictures of a dead face and yet feel in them something neith  
r living nor dead . Was it that the face came through as the living face ? Wa  

（強調は論者） 

 

 次に、具体的な文脈の中で、face や身体を表す他の語が、どのように使われているかを、

いくつかの例を用いて検討しておこう。 

 

I was struck by a certain intensity of feeling in the pictures. Was it in the dead face itself? The 

face was rich in feeling, yet the dead man himself had none. … Was it that the face came 

through as the living face? Was it that the face called up so many memories of the living man? 

(p.29) 

（強調、下線は論者） 

 

死者が感情を持つはずがないことを理解しながらも、語り手は豊かな感情を、the Master の

死に顔から感じとる。もちろん、語り手が自問しているように、生きていた頃の記憶と結

びついているのかもしれない。しかし、the Master の顔それ自体は、特別な感情を呼び起こ

すものではなかったとも、語り手は説明する。 

 

No one could have described the Master's face as handsome or noble. It was indeed a common 

sort of face, with no single feature of great merit. The ears, for instance―the lobes were as if 

they had been smashed. The mouth was large, the eyes were small. (p.29) 

（強調、下線は論者） 

 

それでも、次の引用に見られるように、語り手は the Master の閉じられた目から、sadness や

grieving を感じる。同時に、discipline in art, the power to quiet his surroundings, force of spirit

など、芸術としての碁と結びついて、the Master の精神力も感じていることが分かる。 

 

Through long years of discipline in his art, the Master seated at the Go board had the power to 
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quiet his surroundings, and that same force of spirit was in my pictures too. There was a deep 

sadness in the lines of the closed eyelids, as of one grieving in sleep. (p.29)  

（強調、下線は論者） 

 

次の引用箇所では、ultimate in tragedy, martyrdom of art の表現が見られる。芸術としての碁

とともに消え去る運命の人であったことを、the Master の顔から、語り手が感じとっている

ことが、さらに明確にうかがえる。 

 

There was something unreal about the pictures, which may have come from the face, the 

ultimate in tragedy, of a man so disciplined in an art that he had lost the better part of reality. 

Perhaps I had photographed the face of a man meant from the outset for martyrdom of art. It was 

as if the life of Shusai, Master of Go, had ended as his art had ended, with that last match.  

(p.30) 

（強調、下線は論者） 

 

 しかし、the Master 自身は、顔やことばに感情を出す人ではなかった。 

 

It was not like the Master to discuss his feelings so openly. He was not one to show emotion on 

his face or in his speech. (p.62) 

（強調、下線は論者）  

 

顔に感情が表れるとしても一瞬のことで、しかも、いったん碁盤に向かうと、その顔から

は感情は、まったくうかがえなくなる。 

 

An expression flickered across the Master's face as of astonishment or foreboding, and at the 

same time as of feigned bewilderment, meant to please and amuse. Even so an ambiguous 

expression was unusual for the Master. … Seated at the board, however, he had not let his face 

reveal a trace of his feelings. (p.68) 

（強調、下線は論者） 

 

対戦者に対して、めずらしく怒りをあらわにした場合でも、碁盤に向かうと、やはり一切

感情を見せないのであった。 
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（強調、下線は論者） 

 

 しかし、the Master 自身は、顔やことばに感情を出す人ではなかった。 

 

It was not like the Master to discuss his feelings so openly. He was not one to show emotion on 

his face or in his speech. (p.62) 

（強調、下線は論者）  

 

顔に感情が表れるとしても一瞬のことで、しかも、いったん碁盤に向かうと、その顔から

は感情は、まったくうかがえなくなる。 

 

An expression flickered across the Master's face as of astonishment or foreboding, and at the 

same time as of feigned bewilderment, meant to please and amuse. Even so an ambiguous 

expression was unusual for the Master. … Seated at the board, however, he had not let his face 

reveal a trace of his feelings. (p.68) 

（強調、下線は論者） 

 

対戦者に対して、めずらしく怒りをあらわにした場合でも、碁盤に向かうと、やはり一切

感情を見せないのであった。 

 

‘He makes a play like that, and why?’ growled the Master. ‘Because he means to use two days to 

think things over. It's dishonest.’… I had not been aware, at the moment of play, that the Master 

was so angry and so disappointed as to consider forfeiting the match. There was no sign of 

emotion on his face or in his manner as he sat at the board. No one among us sensed his distress.  

(p.123) 

（強調、下線は論者） 

 

 具体的な身体部分ではないが、the Master の姿 figure も、語り手の感情をかき立てること

が、brought tears to my eyes, profoundly moved といった表現から分かる。さらに sadness と

いう語が、ここに見られる。 

 

Nothing more ― and yet the retreating figure of the Master somehow brought tears to my eyes. 

I was profoundly moved, for reasons I do not myself understand. In that figure walking absently 

from the game there was the still sadness of another world. The Master seemed like a relic left 

behind by Meiji. (p.52) 

（強調、下線は論者） 

 

 碁の観戦記をもとにした小説であるので、対戦中の会話より、碁を打つ姿など身体につ

いての描写が多いのは、当然と言える。The Master of Go の場合、ここで見たように、身体

の描写が、語り手の感情と密接に結びついていた。また、身体を表す表現と同時に、芸術

としての碁、その殉教者としての the Master の運命の悲しさを示唆する、the ultimate in 

tragedy, martyrdom of art, relic などの表現も注目に値する。 

 

4.3 S7.2+: Respected 

 4.2 に見たように、The Master of Go においては、B1 (Anatomy and physiology) という意味

カテゴリーに属する語が、the Master や語り手の感情を描写するのに、重要な役割を果たし

ていた。他の意味カテゴリーでも、感情の描写に関わるものはないか、意味分析の結果を

もとに確認しておく。表 10 は、表 6 に続くもので、The Master of Go と BNC Sampler Written

との意味分析の比較結果のうち、LL 値が 67.54 以降の意味カテゴリーである。やはり The 

Master of Go に、対象とするコーパス BNC Sampler Written より、統計的に多く用いられて

いるものである。 
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 表 10 The Master of Go と BNC Sampler Written との意味分析結果（上位 16 位以降） 

 The Master of 
Go 

BNC Sampler 
Written  

  

 数 %  数  % LL   
X3.2-  53 0.14  320  0.03 67.54 Sound: Quiet  
A7  63 0.17  448  0.05 66.26 Probability  
A3+  1202 3.18  24177  2.50 62.99 Existing  
N5---  23 0.06  65  0.01 54.87 Quantities: little  
L1+  26 0.07  93  0.01 52.87 Alive  
K1  154 0.41  2058  0.21 50.78 Entertainment generally  
X2.1  260 0.69  4139  0.43 48.54 Thought, belief  
E6-  89 0.24  961  0.10 48.33 Worry  
A13.1  68 0.18  653  0.07 45.92 Degree: Non-specific  
K5  26 0.07  117  0.01 44.05 Sports and games generally  
A1.7+  92 0.24  1071  0.11 42.64 Constraint  
M8  63 0.17  610  0.06 41.94 Stationary  
N4  368 0.97  6620  0.68 39.56 Linear order  
Z6  433 1.15  8052  0.83 38.67 Negative  
X2.6-  22 0.06  100  0.01 36.95 Unexpected  
N3.8+  100 0.26  1282  0.13 36.82 Speed: Fast  
S7.2+  39 0.10  316  0.03 34.41 Respected 

 

 表 10 にあげている意味カテゴリーに属する語を、文脈の中で調べていくと、

S7.2+ (Respected) が、the Master、あるいは the Master に対する語り手の感情を表現するの

に、関係があると考えられた。このカテゴリーに 2 例以上含まれる語を、表 11 に示す。 

 

表 11 S7.2+ (Respected) に属する語 

数 % 
respect 7 0.02 
dignity 6 0.02 
admiration 5 0.01 
respects 2 0.01 
admire 2 0.01 
honour 2 0.01 
respected 2 0.01 
honoured 2 0.01 

 

6 例見られる dignity は、先に見たように英訳版の裏表紙にも、‘a protagonist who in the face of 
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 表 10 にあげている意味カテゴリーに属する語を、文脈の中で調べていくと、

S7.2+ (Respected) が、the Master、あるいは the Master に対する語り手の感情を表現するの

に、関係があると考えられた。このカテゴリーに 2 例以上含まれる語を、表 11 に示す。 

 

表 11 S7.2+ (Respected) に属する語 

数 % 
respect 7 0.02 
dignity 6 0.02 
admiration 5 0.01 
respects 2 0.01 
admire 2 0.01 
honour 2 0.01 
respected 2 0.01 
honoured 2 0.01 

 

6 例見られる dignity は、先に見たように英訳版の裏表紙にも、‘a protagonist who in the face of 

defeat and death maintains his dignity to the end’と、the Master の描写に用いられていた。表 11

において、上位の 2 語である respect と dignity について、コンコーダンスを表 12 に示した。 

 

表 12 respect と dignity のコンコーダンス 

all sides and angles , but out of respect for the dead man I could not bring 
acted as I had , probably , out of respect for the Master . I should have been 

eared , which quite dispensed with respect for elders and attached no importan  
d attached no importance to mutual respect as human beings . From the way of G 

e import . If the Master could not respect the original contract , then the ho 
nderstand it perfectly -- I had to respect and admire the players . I was pres  

utely in anyone he was inclined to respect , and he was a man with a deep sens  

was unwontedly meek . Perhaps the dignity with which the real professional fa 
ould as well be said to deny human dignity , and yet , in the balance , the in 

was no margin for remembering the dignity and the fragrance of Go as an art . 
board . There was a cold , severe dignity in it . For a time it was as if , f 
as if it were a pursuit of supreme dignity and importance -- and I could not p 

he remarked upon the extraordinary dignity with which Wu saw visitors to the d 

 

Respect は主に、the Master や the players など碁に関して、あるいは elders や human beings

など、社会一般について用いられている。否定的な意味を持つ quite dispensed with や attached 

no importance は、新しい碁について用いられている。Dignity は主に、碁に関するものであ

る。以下に、これらの語が用いられている文脈を、いくつか示す。  

 

It may be said that the Master was plagued in his last match by modern rationalism, to which 

fussy rules were everything, from which all the grace and elegance of Go as art had disappeared, 

which quite dispensed with respect for elders and attached no importance to mutual respect as 

human beings. (pp.44-45) 

（強調、下線は論者） 

 

目上の人や、人間としての相互の尊敬 respect に言及する箇所であるが、芸術としての碁と

現代的な碁の対比が見られる。現代の碁については fussy rules など否定的な語が用いられ、

芸術としての碁については、grace や elegance がその資質とされており、語り手の伝統的な

碁についての敬意が読み取れる。 

 次の例は、具体的な身体の部分ではないが、身体に関する語 posture が、dignity と同じ文
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脈で用いられたものである。 碁盤に向かう the Master は、語り手にとっては、dignity の具

現であると感じられているのであろう。 

 

It was his posture at the Go board. There was a cold, severe dignity in it. (p.65)  

（強調、下線は論者） 

 

次の例では、dignity と respect、さらに、同じ S7.2+ (Respected) のカテゴリーに属する

admire が用いられている。碁を芸術ととらえる語り手の、the Master に対する深い敬意が

うかがえる。 

 

To report on Go as if it were a pursuit of supreme dignity and importance ― and I could not 

pretend to understand it perfectly ― I had respect and admire the players. I was presently 

able to feel not only interest in the match but a sense of Go as an art, and that was because I 

reduced myself to nothing as I gazed at the Master. (p.89) 

（強調、下線は論者） 

 

 観戦記事を報じる記者としての立場を、語り手は以下のように説明している。試合自体

より対戦者たちを観察したことから、この作品で身体表現が重要な位置を占めていた背景

が分かる。また対戦者たちを monarchs、試合の運営者や記者たちを subjects にたとえてい

ることから、ここでも語り手の、碁に対する敬意が明確に読み取れる。 

 

There was little chance that my amateur audience would understand the more delicate niceties of 

Go, and for sixty or seventy instalments I had to make the manner and appearance and gestures 

and general behaviour of the players my chief material. I was not so much observing the play as 

observing the players. They were the monarchs, and the managers and reporters were their 

subjects. (p.89)  

（下線は論者） 

 

S7.2+ (Respected)の意味カテゴリーに属する語群は、直接感情を表す語ではない。しかし、

話し手の心の作用に関するものであり、多くは身体表現とともに用いられ、この作品にお

いて、感情を表現するのに重要な働きをしていると考えられる。 
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（下線は論者） 
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５．Balossi (2014) 
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６．結論 

 本論は、瀬良（2014）の Snow Country や、Sera（2015）の After Dark の意味分析に続き、

文学作品 The Master of Go における感情表現に注目して、意味分析を行った研究である。 

 文学作品においても、日常生活においても、感情をもっとも直接的に表現することばは、

sad, happy などの感情を表す語である。Wmatrix を用いた意味分析の結果、Snow Country で

は、USAS Tagset の E (emotion)のカテゴリーの下位区分である E4.1- (Sad)が、もっとも特徴
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的な感情カテゴリーであることが示された。これは、この作品から読者が受ける感情や印

象と一致した。Balossi (2014)の例では、Virginia Woolf 作 The Waves の登場人物の一人 Susan

は、自然に関する語彙で、自らの感情を表現していた。 

 The Master of Go では、意味分析の結果、もっとも特徴的な感情カテゴリーは E6-(Worry)

であると示された。これは、翻訳版の裏表紙や翻訳者による Introduction に述べられていた

sad という印象とは異なっていた。伝統的な碁の最後の名人、病身の the Master が、引退試

合に敗れるというストーリーは、多くの読者に、「悲しさ」を感じさせることだろう。それ

では、この「悲しさ」は、本作でどのように表現されていたのだろうか。E (emotion)以外

の意味カテゴリーについて検討した結果、B1 (Anatomy and physiology) と S7.2+ (Respected)

が、この作品において、感情表現と密接に結びついていることが分かった。 

 碁の試合には、碁石を打つ音が響くような静寂の感がある。挑戦者の大竹は、時々軽口

もたたくが、全般的に静かな緊張感の中で、試合が行われる。碁盤に向かうと、感情を表

に出さない the Master の孤高や悲壮さが、彼の顔など、身体の外面的な描写により伝えられ

るのは、自然なことだと思われる。 

 また、本論 4.3 でも論じたように、語り手は、伝統的な碁に深い敬意をいだいている。尊

敬や威厳と関連のある意味カテゴリーである 7.2+ (Respected)の語彙により、語り手の the 

Master に対する感情が語られるのも、また自然なことだと思われる。 

 文学作品だけでなく、日常生活でも、わたくしたちは色々なことばや方法で、感情を表

現する。直接「悲しい」や「うれしい」と感情のカテゴリーに属する語で表現することも

あるが、ボディ・ランゲージや他のカテゴリーに属する語を用いて、感情を表現する方が、

むしろ多いと考えられる。「雨が降っているね」も感情を表現することがあるだろうし、と

きには、沈黙も効果的な感情表現手段である。 

 The Master of Go では、滅びゆく伝統的な碁の殉教者ともいえる the Master の感情や、彼

に対して語り手がいだく感情は、「身体」と「敬意」に関する意味カテゴリーの語彙と結び

つけて、効果的に表現されていた。 

 

謝辞 

本研究は JSPS 科研費 15K02610 の助成を受けたものである。 
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多文化共生社会のための言語教育政策に向けて 

——―多文化児童のバイリンガル育成の視点から― 

 

松 田 陽 子 
 

１．はじめに 

１-１．社会の多文化化に対応する言語教育政策 

 ことばというものは、生育の中で自然習得する面が大きく、毎日の生活、思考のために

無意識に使用しているため、それが人間の根幹をなすものということを自覚的に考える機

会は多くない。思考するための言語、自己を表現するための言語、家族と心を通わせてコ

ミュニケーションするための言語を十分に育成できない状況について、想いを巡らす機会

もあまりない。また、日本では、「バイリンガル」というと、日本語を母語とする人が英語

と日本語を同等に使える日英語の均衡したバイリンガルをイメージすることが多く、それ

以外の二言語、時には三言語の組み合わせで、多様なレベルで言語を使い分ける人たちの

ことを一般的にはあまりイメージされないだろう。英語という世界共通言語になりつつあ

る特殊な言語使用の浸透についても、さまざまな議論が行われているが、本稿では、日本

社会の居住者として、英語だけでなく、中国語や韓国朝鮮語、ベトナム語、ポルトガル語、

スペイン語、フィリピノ語、等、多様な言語を家庭で使用したり、家族のルーツの言語と

して学習したりしながら、同時に日本語も生活・学習言語として使用する複言語環境にあ

る児童たちのことについて考えたい。 

 21 世紀の社会では、世界中で人の移動の勢いが以前にも増して急激に加速している。日

本でも、2013 年の統計では外国人登録者数が 206 万人を超え1、国際結婚家族も 21,000 件

にのぼっている2。そのため、日本語に不慣れな住民の数も増え、各自治体では、多言語で

情報提供を行うところが増えてきている。兵庫県のホームページは 6 言語3、神戸市のホー

ムページでは 8 言語で生活情報等を提供している4。すなわち、これまですべての情報が日

                                                           
1 法務省 在留外国人統計 H26.3 報道発表資料より。 
 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00040.html（2015.11.1 アクセス） 
2 厚生労働省 人口動態統計 婚姻件数の表より。 
 http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/indexyk_1_2.html（2015.11.1 アクセス） 
3 兵庫県公式ホームページでは、日本語、英語、韓国朝鮮語、中国語（繁体・簡体）、フランス語、ロシア語のページが

作成されている。 
 http://web.pref.hyogo.jp/fl/index.html（2015.11.1 アクセス） 
4 神戸市公式ホームページでは、日本語、英語、中国語（繁体・簡体）、韓国朝鮮語、フランス語、スペイン語、ポルト

ガル語、ベトナム語のページが作成されている。http://www.city.kobe.lg.jp/foreign/index.html（2015.11.1 アクセス） 
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本語に限定されて発信されていたのが、外国人住民の多い地方自治体では、必要性に応じ

て、多言語での情報提供を何らかの形で行うという方針決定がなされているということで

ある。これは、自治体レベルでの行政の言語政策の変化と言えよう。 

 言語習得に関する施策としての言語教育政策については、小学校への英語教育導入とい

う動きが注目されているが、一方で、多文化化が広がりつつある学校教育現場では、親と

共に海外から移動してきた子ども達の日本語習得の問題がクローズアップされ、年少者へ

の日本語教育の重要性が認識されるようになり、その対応のために地方自治体や政府の施

策も徐々に進展してきている5。しかしながら、その子ども達が家庭で親とのコミュニケー

ションに使用している家庭言語である母語・継承語については、大部分の児童が外国籍で

あることから、私的な問題として、政府の言語教育施策としてはほとんど顧みられていな

い。その結果、子どもたちが母語を喪失し、家庭でのコミュニケーションに障害を来たし、

日本語習得が学習に必要なレベルに達するまでの数年間に、認知的発達が遅れ、自信を失

い、アイデンティティの揺らぎに戸惑い、学校での学習から落ちこぼれるケースが増えて

きていること、それが進学や学校卒業後の社会参画に負の影響を及ぼしているといった問

題について、国の政策レベルではほとんど光が当てられていない。この状況を直視し、言

語権・学習権の視点からの言語保障6という考え方からも、多文化児童を負の連鎖に巻き込

まないための施策を考え、彼らが多文化社会のプラスのエネルギーの源としてその言語資

源、文化資源が活用されるような言語育成を目指す言語教育政策を実施していくことが喫

緊の課題である。 

 言語政策にはさまざまな側面があり、多言語で情報提供したり、社会参画ができるよう

にするといった多言語対応政策もその一つであり、また、言語習得や言語普及をどのよう

な方針で行っていくのかという言語教育政策もその一つである。Kaplan and Baldauf（1997）

は「言語政策は、ある社会、集団やシステムにおける計画的な言語の変容を達成するため

の考えや、法律や規則、実践などの集合体である。（筆者訳）」（p.xi）と説明している。そ

して、Cooper（1989）は、「言語計画7は社会変容を伴うものであり、言語計画そのものが、

変化への関与であり、社会変容の一例である。（筆者訳）」（p.164）と述べ、言語計画と社会

的変容が相互に密接に絡み合うものであることを指摘している。すなわち、どのような言

語教育を推進していくべきかは、社会の変容によって決定づけられるという側面と、言語

教育政策のあり方によって社会の変容にも影響を及ぼすということである。日本語以外の

                                                           
5 文部科学省 海外子女教育、帰国外国人児童生徒教育等に関するホームページ（CLARINET へようこそ）参照。 
 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/main7_a2.htm（2015.10.11 アクセス） 
6 言語権・学習権については後述。言語権研究会（1999）等、参照。 
7 言語計画（language planning）という用語と言語政策（language policy）という用語が存在し、ほぼ同義として使われ

ているが、若干の意味合いの違いがあるという指摘もある。この議論については、松田（2009）の中でも論じている。

（pp. 7-8） 
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的変容が相互に密接に絡み合うものであることを指摘している。すなわち、どのような言
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ているが、若干の意味合いの違いがあるという指摘もある。この議論については、松田（2009）の中でも論じている。

（pp. 7-8） 

  

言語が家庭の言語として使用されている状況にある子どもたちが増加している今日の社会
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くと考えられる。  
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2011）、「人権的アプローチ」と言えよう。その後、90 年代後半ごろからは、市民活動に関
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外国人をできるだけ支援していくという考え方が広がったが、これは「福祉的アプローチ」

と言える8。そして、近年は、「社会参画的アプローチ」として、すべての人が同等に個人

の能力を十分に発揮して社会参画ができるよう、社会環境を作っていくという考え方や、

さらに、「社会資源的アプローチ」として、多様な言語・文化背景を持つ人たちが社会にと

って、さまざまな意味でのプラスの資源であり得るので、さまざまな言語・文化を尊重し、

育成していくべきであるという考え方などが広がってきていると考えられる9。本研究はこ

れら 4 つのアプローチのすべてを視野に入れて、多文化共生社会に向けての言語教育課題

の一つを考察するものである。 

  

１-２．本研究の目的と方法 

 本研究は、主として筆者と共同研究者が 2007 年から行ってきた母語・継承語学習に関す

る科研による調査・研究10、2014 年から行っているトヨタ財団の助成事業に関わる共同研

究11、および、国内外の多くの先行研究をもとに、母語・継承語教育を進展させることをめ

ざす言語教育政策提言のための論点を整理し、その試案を考えるものである。 
                                                           
8 1995 年の阪神淡路大震災の際に、多くの外国人が情報弱者となり、市民の力でさまざまな支援が始まったが、後に「多

文化共生センター」という名称の NPO ができた。塩原（2010）は、オーストラリアの多文化主義の政策の変化につい

ての考察の中で、「福祉多文化主義」という概念について「1980-90 年代の労働党政権下で強調された移民向け社会福

祉サービスを一般の行政サービスに組み入れることを目指す『主流化（mainstreaming）』という考え方が意味していた

ことであった」と論じている。（p.50） 
9 オーストラリアの言語政策においても、移民の言語を「問題」として捉えた時代から、「権利」という視点が強まる時

代、そして、「資源」という視点を強調して取り組む時代へと変化してきている。（松田 2009） 
10 ①平成 19-21 年度 基盤研究（C）「外国人児童の母語学習支援をめぐるネットワーク形成の国際比較」研究代表者 松

田陽子 ②平成 22-24 年度基盤研究（C）「外国人児童への母語学習支援体制の構築に関する国際比較研究」研究代表

者 松田陽子 ③平成 25-27 年度基盤研究（C）「国際家族と学校・NPO をつなぐ母語・バイリンガル教育支援―言語

資源育成の視点」研究代表者 松田陽子（①から③の研究分担者：野津隆志、久保田真弓、乾美紀、落合知子） 
11 「バイリンガル環境で育つ子どもたちの言語形成に考慮した教育環境整備事業―韓国との連携で広げるネットワーク

構築へ」（代表 吉富志津代） 
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 本研究では、多文化社会が広がりつつある中で、複言語環境で育つ多文化児童も十分に

自己の能力を伸長させる学習機会を得て、自己の言語資源を活用して社会参画ができ、さ

らにそれが社会にとってプラスのエネルギーになるような、よりよい共生社会を構築する

ことをめざす環境を作るためには、どのような言語教育政策が必要かを考察することに焦

点を当てる。さらに、それは一般児童にとって、どのようなインパクトがあるかについて

も論じたい。 

 

２．用語について―「多文化児童」「母語・継承語」「バイリンガル」 

 本稿では、海外から親と共に日本に移り住むようになった子どもたち、または、親が海

外生まれで本人は日本生まれの子どもたち、国際結婚家庭の子どもたち、等、外国につな

がる子どもたちのうち、主として小中学生に焦点を当て、「多文化児童」という用語を使う

こととする。これまで、このような子どもたちについては、外国人児童生徒12、ニューカマ

ーの子どもたち、外国にルーツのある子どもたち、外国につながる子どもたち、移動する

子どもたち、多文化な子どもたち、CLD 児童（Culturally Linguistically Diverse children）、言

語少数派の子どもたち、など、さまざまな用語が使われてきているが、国籍が外国籍とは

限らず、必ずしも移動する子どもたちだけでもなく、多面的な様相を含むため、用語の設

定が難しい。ここでは、家庭環境やルーツについて、二つ以上の文化、言語に関わる子ど

もたち（主として小中学生）を「多文化児童」という用語で表現するものとする。 

 また、「母語・継承語」という用語も、さまざまな意味を含むものであり、国によっても

時代によっても使用状況が異なっている。たとえば、カナダでは以前は、‘heritage language’

（継承語）が広く使われていたが、近年、‘home language’（家庭言語）という用語によっ

てその意味を示しているケースが多くなっているようである13。「母語」という概念につい

て、Skutnabb-Kangas（1981, p.18）は、最初に覚えたことば、もっとも自由に使えることば、

もっとも頻繁に使うことば、自分が帰属意識を持てることば、ないしは他者がそのように

判断することば、という定義をしている。「母語」というと、母親の言語というイメージが

強く、父親から継承した言語の場合には違和感が感じられる14。また、必ずしも、母親が子

どもに教えたことばということではなくても、祖父母の代で移動してきた場合、母親がそ

                                                           
12 文科省の用語では、小学生は児童、中学生以上は生徒というように区別して使っているが、本稿では、両者をまとめ

て「児童」としている。 
13 オンタリオ州の学校教育では、近年、「国際語」というカテゴリーの用語が使われている。（落合・松田 2014, p.107）

移民児童が家庭で使っている言語という意味で「家庭言語」という言葉も使われている。（Chumak-Horbatsch 2012, 
pp.13-14, 等）アメリカでは、1990 年代ごろから ‘heritage language’ という用語が広がってきた。（Hornberger and Wang 
2008, p.3）オーストラリアでは、移民のコミュニティ言語という名称が広く使われている。（松田 2009, 2011） 

14 両親が違う言語を話す家庭の場合は二つの言語を同時に習得していくこともあり、母語を二つ持っている状況になる。 
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12 文科省の用語では、小学生は児童、中学生以上は生徒というように区別して使っているが、本稿では、両者をまとめ
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14 両親が違う言語を話す家庭の場合は二つの言語を同時に習得していくこともあり、母語を二つ持っている状況になる。 

  

の言語を喪失してしまい、子どもが新たに母親のルーツのことばを習得するということも

含めて、「継承語」という用語を使う方が適切な場合もある。子どもたちにとって自分のル

ーツを継承していく言語という視点が必要であるが、継承語ということばのニュアンスと

して、親とのコミュニケーションに使われることば、子どもの時に最初に習得した基盤と

なる言語という意味合いが若干、希薄に感じられてしまうこともある。そこで、本稿では

両方の意味を包含させるため、「母語・継承語」と記述する。 

 「バイリンガル」という用語についてもさまざまな定義や使い方がある。たとえば、日

本では社会的有用性の高い英語と日本語とのバイリンガルのイメージが強く、これは「主

流派バイリンガル（majority bilingual）」であり、それに対して、マイノリティ言語と日本語

のバイリンガルは、「少数派バイリンガル（minority bilingual）」と言える。（山本 2014, 

pp.14-15）また、完全に二つの言語を同等に習得し運用できる均衡バイリンガル （balanced 

bilingual） だけでなく、一つの言語が優勢となった言語で、もう一つの言語は日常的に運

用できるレベルにある偏重バイリンガル（dominant bilingual） というケースもある。さら

に、両方が十分に発達していない（二重）限定バイリンガル（double limited bilingual, ダブ

ルリミティッド）というケースもある。（同上, pp.10-11）本稿では、これらのうちの小数派

バイリンガルが主たる対象となり、均衡バイリンガル、ないしは偏重バイリンガルを目指

すという意味で用いている。そして、限定バイリンガル（ダブルリミティッド）になるケ

ースについての問題を視野に入れて論じる。 

 

３．先行研究 

 本研究の背景となる母語・継承語習得とバイリンガル育成に関する研究としては、カナ

ダの Jim Cummins の研究が 1980 年代から広く知られるようになり、この分野の骨格をなす

研究となっている。 カミンズはバイリンガル育成のメカニズムとして「相乗効果を生む加

算的バイリンガリズム」「二言語相互依存」「会話力・教科学習言語能力」「対人コミュニケ

ーション活動充足」という４つの柱を打ち出している。（中島 2010, pp.28-33, カミンズ 2011, 

pp.27-35, 他）特に、「二言語相互依存」の原則（第一言語の知識が第二言語の習得に影響

するという理論）、「転移」（第一言語の知識が第二言語習得に移行し得るという理論）、「し

きい説」（両言語が上のしきいを越えると認知面にプラスになるが、両言語が下のしきい以

下の状態ではマイナスの影響があるという理論）、「生活言語（BICS: basic interpersonal 

communication skills）」と学習言語（CALP: cognitive academic language proficiency）」の違いの認識

などの理論枠組みが大きな影響力を持ってきている。 
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（Cummins and Swain 1986, p.83, Figure 5.3 をもとに筆者作成） 

 

 さらに、学校教育の現場での社会的な力関係と結びつけた視点から、エンパワーメント

を「力を共に創りだすこと」と定義し、「抑圧的社会から協働的社会への変革を視野に入れ

てマイノリティ児童・生徒をエンパワーする枠組み」としての「エンパワーメント理論」

を展開している。（カミンズ 2011）具体的な教授法について、エンパワーメント理論やバイ

リンガル理論に基づき、個人のアイデンティティを投影させて多様な言語力を持つ人たち

が協働しながら学ぶ「アイデンティティ・テキスト」という教育手法も開発している。

（Cummins & Early 2011, 中島 2010, pp.222-225） 

 カミンズの著作や理論を広く日本に紹介し、母語・継承語の教育・研究に大きく貢献し

ている中島和子は『マルチリンガル教育への招待——言語資源としての外国人・日本人年少

者』（2010）の中で、国内外のバイリンガルに関する研究や実態を詳細に解説すると共に、

かれらの言語を「資源」と考えて育成するというカミンズらの理念を強く打ち出している。

そして、日本の課題として「モノリンガルの視点に留まらず、多言語能力を持つ社会実現

のためには、社会的マルチリンガリズム（social multilingualism）の視点に立った国レベル

の言語政策が急務であると同時に、個々人の複言語能力（individual plurilingualism）をフル

に伸ばす言語教育施策も推進されるべきであろう。」（p.376）と主張している。 

 1990 年代後半から 2000 年代には、日本語教育の分野でも居住者・年少者に対する日本語

教育が注目されるようになり、これからのあるべき姿を模索する研究が広がっている。岡

崎眸は、「多文化・多言語共生時代の日本語教育―共生言語としての日本語学習」（2005）

という論考の中で、日本語母語話者と非母語話者の接触場面で使用される日本語を「共生

言語」と規定して、母語場面で使われる日本語と切り離し、日本語母語話者も共生日本語

を学ぶことを提起し、関連の論考を多数発表している。（岡崎眸 2005, 2007） 母語を使っ

た教科学習の必要性も注目されるようになり、岡崎敏雄の論考として「年少者日本語教育

と母語保持研究」（岡崎 1998）が展開され、その後、「言語生態学」の視点から「日本語・

言語1（母語） 言語2（日本語）

表層面

深層面（共有面）

図１：バイリンガル力の氷山モデル
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の言語政策が急務であると同時に、個々人の複言語能力（individual plurilingualism）をフル

に伸ばす言語教育施策も推進されるべきであろう。」（p.376）と主張している。 

 1990 年代後半から 2000 年代には、日本語教育の分野でも居住者・年少者に対する日本語

教育が注目されるようになり、これからのあるべき姿を模索する研究が広がっている。岡

崎眸は、「多文化・多言語共生時代の日本語教育―共生言語としての日本語学習」（2005）

という論考の中で、日本語母語話者と非母語話者の接触場面で使用される日本語を「共生

言語」と規定して、母語場面で使われる日本語と切り離し、日本語母語話者も共生日本語

を学ぶことを提起し、関連の論考を多数発表している。（岡崎眸 2005, 2007） 母語を使っ

た教科学習の必要性も注目されるようになり、岡崎敏雄の論考として「年少者日本語教育

と母語保持研究」（岡崎 1998）が展開され、その後、「言語生態学」の視点から「日本語・
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母語相互育成学習」についての研究が広がっている。（岡崎 2005, 清田 2007, 等） 穆紅 

（2015）は、これらの論考を基礎として、母語と日本語の会話力の認知面の関係を精査し、

母語による言語活動との関係も分析したうえで、言語少数派の子どもに必要な言語的支

援・非言語的支援について「生態学的支援システムの構築」という視点から考察する研究

を行っている。これらの研究は、母語の活用が日本語習得にも大きく役立つことを重視し

ているが、母語を体系的に育成することを目指すものではない。 日本語教育学会誌の『日

本語教育』第 128 号（2006）では、年少者日本語教育を特集しており、その中で、湯川笑

子の「年少者教育における母語保持・伸張を考える」という論考が掲載され、日本語教育

の分野でも母語に関する課題が取り上げられるようになってきている。 

 政策面では、田尻英三編『日本語教育政策ウオッチ 2008―定住化する外国人施策をめぐ

って』（2009）や、日本語教育政策マスタープラン研究会『日本語教育でつくる社会―私た

ちの見取り図』（2010）などがあり、定住外国人の日本語教育の問題点を明確にしつつ、こ

れまでの場当たり的な対応やボランティアに大きく依存する体制などからの変革を訴えて

いる。前者は、日本語教育政策の問題点についての論考であり、母語習得の必要性を積極

的に政策として掲げるものではない。後者の中では、言語権・学習権についても考察され

ており、母語の学習権についても言及されている15。また、日本の言語政策について、富谷

玲子（2014）は、日本語教育の政策課題やニューカマーの社会参加の必要性を論じるとと

もに、「複言語・複文化を持つことをマイナスとして捉えるのではなく、社会の大いなる資

源として役立てることのできるという発想の下で、ニューカマーの言語権を保障するため

に国としての言語政策が打ち出されるべきではないだろうか。」（p.20）と論じている。 

 日本における多文化児童の言語状況に焦点を当てた研究も2000年代には広がりを見せて

いる。中島和子は「ポルトガル語を母語とする国内小・中学生のバイリンガル会話力の習

得」（2005）等の多数の実証研究を行っており、高橋朋子（2009）『中国帰国者三世・四世

の学校エスノグラフィー―母語教育から継承語教育へ』は中国帰国者の 3・4 世の子どもた

ちに焦点を当て、かれらの母語・日本語の両言語の学習、発達状況を精査している。櫻井

千穂（2008）はスペイン語を母語とする子どもについて、その両言語を発達させる学校教

育について考察を行っている。その中で、外国人児童の学びを促す在籍学級の枠組みを考

え、それを十分に活かすには、他の日本人児童たちの「言語意識」への働きかけが重要で

あることを指摘している。母語・継承語教育の現状についての考察も多数行われている。

松田陽子（2010）は、兵庫県の現状、真嶋潤子・他（2010）は、大阪府・兵庫県の現状、

石井美佳（1999）は神奈川県内の母語教室について報告している。 

                                                           
15 平高・山田「言葉にかかわる権利を考える―言語学習権（日本語・母語）」（2010, pp.81-95） 
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 母語教室で具体的にどういう学びが実践されているかについて、落合知子（2012）、北山

夏季（2012）が公立小学校で行われているベトナム語教室について、松田陽子・中山尚子

（2010a）は公立小学校での中国語教室の活動についての調査研究を行い、それらの母語教

室の意義を確認する作業をしている。その中で、特に、親の意識、教師や学校を含む社会

全体の意識の変革、親と学校と行政との連携の重要性を指摘している。これらの研究は、

母語・継承語教育の課題に取り組むには、当事者のみならず、周囲の社会全体の意識変革

が必要であるということを実証しようとするものである。また、松田陽子・中山尚子（2010b）

は、母語・継承語の意識が成長と共にどう変容していくかという側面に焦点を当てた調査

を行っている。 

 多文化児童の生活や教育に密着した研究も広がってきており、たとえば、宮崎幸江（編）

（2014）は、『日本に住む多文化の子どもと教育―ことばと文化のはざまで生きる』の中で、

ペルー、ベトナム、カンボジアにルーツのある子どもたちの事例を検証・分析し、かれら

の直面することばの問題とアイデンティティに関わる教育課題を浮き彫りにしている。 

 海外での母語・継承語教育に関連した言語教育政策について、落合知子・松田陽子（2014）

はカナダの継承語資源育成のための教育実践に関する研究を行い、学習への「統合的動機

付け」に焦点を当てて考察している。松田（2011）の「多言語資源の開発をめざすオース

トラリア」は、オーストラリアの移民のコミュニティ言語（母語・継承語）をめぐる政策

について現地調査をもとに考察し、国家の言語政策が母語・継承語教育の推進にどのよう

に影響を与えているかについて論じている16。オーストラリアでは、国家の言語政策におけ

る方針にもとづき、政府の予算措置による支援を受けて、コミュニティ言語教室（母語・

継承語教室に当たるもの）が運営され、教師の育成、教材やカリキュラム開発も行われ、

国家レベルでの連携を促す組織づくりもされていることを指摘している。それは、国家レ

ベルでの言語教育政策により、明示的にその意義が公認されていることの結果であると考

えられる。  

 渋谷謙次郎・小嶋勇（2007）『言語権の理論と実際』や、言語研究会編（1999）『ことば

への権利―言語権とはなにか』等では言語権の問題に焦点が当てられている。言語権の具

体的な内容については、「世界言語権宣言」に基づき、「まず第一に、自集団の言語と自己

同一化し、これを学校において習得し、また公共機関で使用する権利、そして第二に当該

地域の公用語を学習する権利が挙げられている。」（p.10）という説明がなされている。つま

り、日本の状況では、多文化児童は、自身の母語・継承語を学校において習得し、公的に

                                                           
16 オーストラリアでは、母語・継承語という概念について、公的文書では「コミュニティ言語」という用語で扱われて

いる。松田（2009）『多文化社会オーストラリアの言語教育政策』では、コミュニティ言語を含むオーストラリアの言

語教育政策の全容について論じている。 
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 母語教室で具体的にどういう学びが実践されているかについて、落合知子（2012）、北山

夏季（2012）が公立小学校で行われているベトナム語教室について、松田陽子・中山尚子

（2010a）は公立小学校での中国語教室の活動についての調査研究を行い、それらの母語教

室の意義を確認する作業をしている。その中で、特に、親の意識、教師や学校を含む社会

全体の意識の変革、親と学校と行政との連携の重要性を指摘している。これらの研究は、

母語・継承語教育の課題に取り組むには、当事者のみならず、周囲の社会全体の意識変革

が必要であるということを実証しようとするものである。また、松田陽子・中山尚子（2010b）

は、母語・継承語の意識が成長と共にどう変容していくかという側面に焦点を当てた調査

を行っている。 

 多文化児童の生活や教育に密着した研究も広がってきており、たとえば、宮崎幸江（編）

（2014）は、『日本に住む多文化の子どもと教育―ことばと文化のはざまで生きる』の中で、

ペルー、ベトナム、カンボジアにルーツのある子どもたちの事例を検証・分析し、かれら

の直面することばの問題とアイデンティティに関わる教育課題を浮き彫りにしている。 

 海外での母語・継承語教育に関連した言語教育政策について、落合知子・松田陽子（2014）

はカナダの継承語資源育成のための教育実践に関する研究を行い、学習への「統合的動機

付け」に焦点を当てて考察している。松田（2011）の「多言語資源の開発をめざすオース

トラリア」は、オーストラリアの移民のコミュニティ言語（母語・継承語）をめぐる政策

について現地調査をもとに考察し、国家の言語政策が母語・継承語教育の推進にどのよう

に影響を与えているかについて論じている16。オーストラリアでは、国家の言語政策におけ

る方針にもとづき、政府の予算措置による支援を受けて、コミュニティ言語教室（母語・

継承語教室に当たるもの）が運営され、教師の育成、教材やカリキュラム開発も行われ、

国家レベルでの連携を促す組織づくりもされていることを指摘している。それは、国家レ

ベルでの言語教育政策により、明示的にその意義が公認されていることの結果であると考

えられる。  

 渋谷謙次郎・小嶋勇（2007）『言語権の理論と実際』や、言語研究会編（1999）『ことば

への権利―言語権とはなにか』等では言語権の問題に焦点が当てられている。言語権の具

体的な内容については、「世界言語権宣言」に基づき、「まず第一に、自集団の言語と自己

同一化し、これを学校において習得し、また公共機関で使用する権利、そして第二に当該

地域の公用語を学習する権利が挙げられている。」（p.10）という説明がなされている。つま

り、日本の状況では、多文化児童は、自身の母語・継承語を学校において習得し、公的に

                                                           
16 オーストラリアでは、母語・継承語という概念について、公的文書では「コミュニティ言語」という用語で扱われて

いる。松田（2009）『多文化社会オーストラリアの言語教育政策』では、コミュニティ言語を含むオーストラリアの言

語教育政策の全容について論じている。 

  

使用する権利、そして、日本語を学習する権利を有するものであるということを意味する。

また、ろう者の手話言語についても「言語権」の考え方から、その習得の保障について論

じられている。（同上） 

 

４．文部科学省の外国人児童生徒に対する言語教育政策 

 1990 年の「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」の施行により、日系人の

労働が可能になり、90 年代には、ブラジルやペルーをはじめとする日系人ニューカマーの

来日が急増した。以後、中国人、フィリピン人、ベトナム人なども増加してきている。そ

して、親に伴って来日した日本語未習得の外国人児童生徒の公立学校への中途入学が増大

するようになった。日本語や日本文化のわからない児童の受け入れ態勢のなかった学校現

場の混乱により、これらの児童生徒への日本語指導の必要性の認識が文科省でも高まり、

日本語支援の施策については、教員の配置、教員研修の実施、JSL（Japanese as a Second 

Language）カリキュラムの開発等、不十分ながらも、徐々に広がってきている17。1991 年

に、初めて文部省（当時）が日本語教育を必要とする外国人の小中学生の調査を行い、そ

の時点では 5,463 人であったとされる。（太田 2000, p.15）2014 年の文部科学省の調査18で

は、小・中・高校、特別支援学校などに在学する日本語指導が必要な外国人、および日本

国籍の児童生徒は 29,198 人となり、91 年と比べると約 5.5 倍近くになっている。また、公

立学校の外国人児童生徒の在籍総数は、73,289 人（H26.5.1 現在、文部科学省「学校基本調

査」）である。これ以外に、外国人学校で学ぶ子どもたちや、不就学等で把握されていない

子どもたちもかなり存在する。また、現在では、外国籍だけでなく、日本国籍であっても

海外から移動してくる子どもたち、国際結婚家族の子どもたちなど、さまざまな背景によ

って日本語が未習得の児童が増えていることも明らかになってきている。 

 しかしながら、これらの数として把捉されているのは、多くの場合、各学校の教師の主

観的な判断によるもので、明確な評価基準が使用されているわけではなく、学校での学習

についていける言語力（学習言語力）を有しているかどうか、明確には把握されていない。 

 一方、母語のできる支援者が母語を活用して学習支援を行うことの必要性については文

科省の教育指針として言及されるようになり、「指導を補助する者は、必要に応じて配置し、

日本語指導担当教員が作成した指導計画に基づき、当該教員が行う日本語指導や教科指導

                                                           
17 最新の帰国・外国人児童生徒等に対する文部科学省の施策について H.27.7.1 研修資料を参照。 
 http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/todofuken_kenshu/h27_hokoku/pdf/shisaku03.pdf（2015.10.1 アクセス） 
18 以下のデータは、文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等に関する調査（平成 26 年度）の結果に

ついて」（H27.4 発表）より。http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357044.htm（2015.10.10 アクセス）言語別（外

国籍の場合）では、ポルトガル語、中国語、スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語、英語、韓国朝鮮語、が多く、

日本国籍の場合では、フィリピノ語、中国語、日本語、英語、ポルトガル語、その他、となっている。 
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等の補助や児童生徒の母語による支援を行うものとする。」と明示されている19。 

 しかしながら、母語を尊重しながら日本語を習得させるという理念や、日本語を習得す

るに伴って、急速に母語を喪失し、日本語が十分に理解できない両親とのコミュニケーシ

ョンに支障を来している子どもたちが増えつつあることについて、これらの施策では光が

当てられていない。また、日本語が絶対的な地位にあり、文化的同化圧力の強い学校や社

会環境の中で、家庭で親とのコミュニケーションに使っていることばに否定的なイメージ

を持つようになり、自分のルーツへの負のイメージを持ち、学習に必要な日本語力も十分

に発達せず、本来持っている学習能力が発揮されないまま学校生活を送るこどもたちの問

題にどう対応するのかということについて、国の施策は存在していない。 

 

５．多文化児童の言語課題 

５-１．多文化児童の言語課題の多様性 

 多文化児童の言語状況は非常に多様であり、そのことが、母語学習支援についての取り

組み課題を複雑にしているという側面がある。まず、個人的要因として来日時の年齢の影

響が大きいと考えられる。中島（2010）は、二言語の習得について、9～10 歳以前を言語形

成期前半、それ以後を言語形成期後半としている（pp.22-28）。そして、言語形成期後半に

移動した場合は、すでに母語・継承語での言語力の基礎ができ、抽象的な思考にも耐えら

れる力をつけていると考えられ、それを第二言語に転移しながら発達させることが容易に

なり、母語・継承語を維持することも可能になりやすいと考えられる。しかし、日本に幼

少時に来日して学校に入学すると、個人差や環境差が大きいが、母語・継承語を話す人が

集住している地域でない場合、2〜3 年で喪失していくことが多いと言われている（中島

2010）。環境に恵まれれば、家庭で使用する母語・継承語と日本語の両方を発達させて高度

の均衡バイリンガルになるケースもある。ただし、読み書きができることが重要であり、

そのためにはかなりの学習が必要となる。一方、基盤となる第一言語が十分に発達してい

ない状況で、その脆弱な基盤の上に第二言語が加わると、両方の言語発達が十分に行われ

ず、どちらの言語も不十分になるケース（ダブルリミティッド）も報告されている。（生田

2007, 中島 2005, 高橋 2009）日本語も母語・継承語も、抽象的思考をする力が十分に形成

されない状態のまま、小学校を何とか終え、中学では学習についていけなくなり、高校進

学を諦めざるを得なかったり、進学後にドロップアウトしている多文化児童が多数いると

                                                           
19 文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について」（特別の教育課程について定める件に関す

る通知）の５「特別の教育課程の指導者について」の項目。<www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/13…>参照。

（2015.10.10 アクセス） 
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等の補助や児童生徒の母語による支援を行うものとする。」と明示されている19。 
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ず、どちらの言語も不十分になるケース（ダブルリミティッド）も報告されている。（生田

2007, 中島 2005, 高橋 2009）日本語も母語・継承語も、抽象的思考をする力が十分に形成
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考えられる20。 

 また、言語問題は、 家族環境要因が大きく作用する。家族で母国との往来を繰り返す場

合は、母語・継承語の維持にはある程度役立つと考えられるが、日本語力の発達に影響を

及ぼす。同じ言語を使う兄弟姉妹、祖父母の存在等も言語維持に影響する。両親の言語に

対する考え方の影響も大きく、母語・継承語が重要であることを強く子どもに意識させる

努力をしているか、母語・継承語のメディアや本などへの接触環境が家庭にあるかどうか、

などが言語維持に影響する。（中島 2010, 松田 2010） 

 このような学習者の多様性のため、必要とされる支援も異なり、学習の動機付けも難し

く、周囲がその言語問題を正確に把捉することも困難であり、同じ学年でも言語能力がま

ったく異なるため、母語・継承語の学習をグループで行うには、多様なレベルや意識の児

童を同時に教えるための教材や教授法が必要になり、一層、その学習が困難な状況になる。 

 

５-２．学習や発達に影響する課題 

 まず、日本語の未発達による学習困難時期が数年続くことにより、人によっては、その

間の学習の遅れを取り戻すことが難しいという現状がある。一般に、生活言語（日常的な

会話に必要な言語）の習得は 1〜2 年でほぼ達成されるが、認知的負担の大きい学習言語能

力（学校での学習に必要な抽象的な思考にも使える言語力）の発達には 8 歳以後に入国し

た場合で 5〜7 年、8 歳以前に入国した場合は 7〜10 年かかると考えられる。（Cummins & 

Swain 1986）そのため、周囲も本人も日本語が習得できたと思っていても、特に小学校４年

以後に学習内容の抽象度が高まってくると、学校での学習についていくための日本語力が

不十分となり、そのため学習結果が向上しない。その結果、「勉強のできない子ども」とい

う認識が自他共にできあがってしまい、学習意欲も喪失していく。（高橋 2009）そして、そ

れが日本語力の未発達によるものという認識がなされず、知的能力や努力の欠如として認

識されてしまう。同時に、親の日本語力が不十分な場合には、子どもは、他の児童の親と

の違いを意識するようになり、自身のルーツへの否定的な感情を持つようになり、自己認

識が消極的になることがある。このような意識が学習意欲をさらに低下させ、悪循環を起

こしてしまう。 

 

５-３．家庭内コミュニケーションの欠如 

 もう一つの大きな課題は、家族間のコミュニケーションの欠如である。親の日本語力が

十分でない場合、母語・継承語を喪失していく子ども達が親との意思疎通が十分にできな

                                                           
20 学校教育についていけなくなったり、不就学やドロップアウトになる要因は、言語問題だけでなく、学校でのいじめ

や不適応、家庭環境、経済的要因などさまざまなことが指摘されている。 
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くなることが多くあることが広く指摘されている。子どもは、簡単な母語・継承語での会

話は理解できるため、親は子どもたちがわかっていると思ってしまうこともある。（劉 

2013）しかし、子どもは母語・継承語での発信力はなく、日本語で返答することが多く、

親子とも、複雑なことについてはコミュニケーションをとれない状況に陥り、悩みを相談

したり、進路についての意見を聞いたりするといったことができない。 

 そして、両親は日本語力が十分でないだけでなく、日本の学校のことが理解できないの

で、学校の教師とのコミュニケーションも難しく、学校から家族に宛てたさまざまな配布

物などを読むことができず、子どもの学校の問題が把握できない。宿題の支援などもでき

ず、進学についての相談にのることもできないという状況に陥る。また、日本語力を十分

に発達させるための家庭での言語環境も少ないことが多い。 

 

５-４．周囲の視線とアイデンティティの揺らぎ 

 多文化児童たちは、常に周囲の児童や先生からは「異なる人」というラベルのついた視

線で見られがちになる。名前が日本の名前と違っていたり、ことばが違っていたり、弁当

や持ち物が違っていたり、ちょっとした違いが、周囲からの圧力となり、場合によっては

いじめの対象となるため、他の人と同じでありたいという願望を持つことが一般的であろ

う。日本の学校教育は「日本人」を育成することが目的となっており、そのような環境の

中で生きていく多文化児童には、日本人とは異なる部分をそぎ落としたり、隠したりする

ことが必要と無意識に感じさせてしまう視線が存在する。（太田 2000, 2005）それが、自分

のアイデンティティに対する不安と葛藤となり、他者と違う自己を否定的に捉えてしまう

きっかけになる。そのため、母語・継承語を維持、伸長させる気持ちを喪失するだけでな

く、日本語力が十分ではない親についても否定的な見方をするようになることもある。そ

のような気持ちが支配的になると、家庭でのコミュニケーションに対する支障がさらに大

きくなると考えられる。 

 日本人というアイデンティティと、母語・継承語に関わる別のアイデンティティが自分

の中に共存したり、折り合いをつけたり、複数のアイデンティティをそのまま受け止めら

れるようになる児童もおり、多くのケースでは、成長と共にその不安や揺らぎを乗り越え

て、複数のアイデンティティを自分の中でバランスをとって自覚できるようになることが

観察されているが21、小学校高学年から中学にかけての頃は、そうすることが難しい段階に

あり、学校での学習や生活に挫折したり、意欲をなくしてしまうという状況に陥るケース

が多い。そして、最悪の場合は、そのアイデンティティの葛藤を乗り越えられないまま、

                                                           
21 松田・中山（2010b），宮崎（2014）他。 
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くなることが多くあることが広く指摘されている。子どもは、簡単な母語・継承語での会

話は理解できるため、親は子どもたちがわかっていると思ってしまうこともある。（劉 

2013）しかし、子どもは母語・継承語での発信力はなく、日本語で返答することが多く、

親子とも、複雑なことについてはコミュニケーションをとれない状況に陥り、悩みを相談

したり、進路についての意見を聞いたりするといったことができない。 

 そして、両親は日本語力が十分でないだけでなく、日本の学校のことが理解できないの

で、学校の教師とのコミュニケーションも難しく、学校から家族に宛てたさまざまな配布

物などを読むことができず、子どもの学校の問題が把握できない。宿題の支援などもでき

ず、進学についての相談にのることもできないという状況に陥る。また、日本語力を十分

に発達させるための家庭での言語環境も少ないことが多い。 

 

５-４．周囲の視線とアイデンティティの揺らぎ 

 多文化児童たちは、常に周囲の児童や先生からは「異なる人」というラベルのついた視

線で見られがちになる。名前が日本の名前と違っていたり、ことばが違っていたり、弁当

や持ち物が違っていたり、ちょっとした違いが、周囲からの圧力となり、場合によっては

いじめの対象となるため、他の人と同じでありたいという願望を持つことが一般的であろ

う。日本の学校教育は「日本人」を育成することが目的となっており、そのような環境の

中で生きていく多文化児童には、日本人とは異なる部分をそぎ落としたり、隠したりする

ことが必要と無意識に感じさせてしまう視線が存在する。（太田 2000, 2005）それが、自分

のアイデンティティに対する不安と葛藤となり、他者と違う自己を否定的に捉えてしまう

きっかけになる。そのため、母語・継承語を維持、伸長させる気持ちを喪失するだけでな

く、日本語力が十分ではない親についても否定的な見方をするようになることもある。そ

のような気持ちが支配的になると、家庭でのコミュニケーションに対する支障がさらに大

きくなると考えられる。 

 日本人というアイデンティティと、母語・継承語に関わる別のアイデンティティが自分

の中に共存したり、折り合いをつけたり、複数のアイデンティティをそのまま受け止めら

れるようになる児童もおり、多くのケースでは、成長と共にその不安や揺らぎを乗り越え

て、複数のアイデンティティを自分の中でバランスをとって自覚できるようになることが

観察されているが21、小学校高学年から中学にかけての頃は、そうすることが難しい段階に

あり、学校での学習や生活に挫折したり、意欲をなくしてしまうという状況に陥るケース

が多い。そして、最悪の場合は、そのアイデンティティの葛藤を乗り越えられないまま、

                                                           
21 松田・中山（2010b），宮崎（2014）他。 

  

自分のアイデンティティを確立できず、居場所のないまま成人してしまうということにな

る。（乾 2009） 

 

５-５．将来の社会参画に影響する課題 

 上述の課題が山積する結果、学力不足により高校進学が困難なケースも非常に多く、兵

庫県では進学率が約 53%程度（2006 年の調査）という報告がある。（乾 2008, p.32）これは、

日本人の全国平均の 96.5%（文科省の発表）と比べてかなり低い22。（乾 2015, p.15）これに

は言語問題や学力の問題だけでなく、親の支援や経済的な要因も大きく影響している。高

校に進学しても途中で退学するケースもあり、また、就業についても多くのハードルを抱

えることになる。自分の周りに進学、就職して、十分な社会参画に成功しているロールモ

デルが少ないといったことも、職業選択や就業を困難にしていることが考えられる。（田房

2005） 

 90 年代に親に連れられて来日してきた子どもたちは、すでに結婚し、自身が親になる世

代になりつつある。言語的ダブルリミティッドになってしまった子どもが、成長し、家庭

を築き、子育てをする状況の中で、日本語力不足による情報の欠落、母語・継承語の力も

不足し、子どもの教育への不安などが語られるようになってきている23。 

 

６．複言語の習得によって拓かれる未来の可能性——グローバル人材の育成に向けて 

 前項にあげたような困難な課題が立ちはだかるとはいえ、多言語多文化環境に育ち、二

言語ないし、三言語を習得し、自身の体験をふまえた多文化共生社会の構築への意識を体

得したうえで、大学進学も果たし、さまざまな分野で活躍する人たちが増えてきているこ

とにも注目したい。それは、例外的なケースということではなく、家族の支援、学校の環

境、教師やボランティア等の周囲の支援、本人の能力と努力や、情報の活用など、さまざ

まな要因が重なって、複言語・複文化をうまく活用できるようになった人たちである。こ

のような人たちは、異文化に対する関心や受容性が強く、祖国とのネットワーク作りや、

海外の同言語話者とつながりやすいというメリットを持ち、国境を越えて活動することへ

の意欲を自然に体得し、日本人というアイデンティティと、親の祖国との絆によるアイデ

ンティティの両方を持ち合わせ、グローバルに活躍できる人材となる可能性が高い24。ブラ

                                                           
22 統計では、外国人集住地域では 78.9%となっている。これらの地域では教育支援も集中しており、それによって進学

率がある程度高められていると考えられる。また、大阪府では 84.5%にのぼり、これは高校の外国人生徒のための入

学枠がある学校が６校あるという状況が影響していると考えられている。（乾 2008, pp.30-34） 
23 2014 年 3 月 21 日に神戸で行われた母語に関する座談会（母語と日本語を習得した若者４名が経験を語った会。トヨ

タ財団の助成事業によるプロジェクトの一環）の会議録（録音の書き起こし）より。日系ブラジル人の A の語りより。 
24 筆者と科研の共同研究者が行った５名のバイリンガル大学生（多文化児童として育ち、一般入試で大学に進学した人）
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ジル日系人として家族と共に日本に移り住み、小学校 3 年生に入学した右田 （2013）は、

その後のさまざまな苦難を経て、教員の資格をとり、外国籍の子どもたちの支援活動をす

るようになった自身のことを語っている。移住者の第一世代から、次の世代の子どもたち

を支援する立場になる人たちが育ってきているということである。また、ボリビアから日

系人として幼少期に日本に移住し、スペイン語と日本語の二つの言語を獲得したことによ

って、祖国に帰って、日本語を教える仕事に就くといった、日本と祖国の架け橋のような

仕事をする人たちも出てきている25。 

 オーストラリアやカナダの言語教育政策においても、多文化児童の言語を社会資源とみ

なし、彼らの母語・継承語力を伸長させることを重視している。この言語能力が本人にと

っても、社会にとっても大きな力になり得ることを理念として掲げ、それが政策の推進力

となっている。（松田 2009, 2011, 落合・松田 2014, 中島 2010） 

 多文化児童の言語発達については、滞在年数や入国時年齢、家庭環境、性格や動機付け

など、さまざまな条件に左右されるが、母語・継承語を維持することと、第二言語（地域

の公用語）の伸長には相関関係があることが検証されている。（Cummins &中島 1985, 中島

2010, 生田 2006） また、Thomas & Collier（2002）のアメリカでの大規模調査では、4～7

年以上バイリンガル教育を継続している児童は、モノリンガル（一言語）教育の児童より、

すべての科目で優れた結果を出すという結論を出している。バイリンガル児童の言語力、

学習力を長期にわたって、同一環境によって検証することは非常に困難な研究であり、断

定することは難しいが、今後、そのような長期的な大規模な研究が進展することが望まれ

る。さらに、バイリンガル児童の進路選択の可能性の拡大や、就業におけるメリットなど

の調査も必要とされており、社会がそういう人材を必要とする時代になっていることとも

相まって、彼らをグローバル人材として育成していくという視点を強化していくべきであ

ると考える。 

 母語・継承語を習得する機会やモチベーションがない多文化児童たちにとっても、社会

が彼らの親たちの言語を価値あるものとして認めていることを認識できることは、本人の

複文化や複合的なアイデンティティを肯定的に認知することをプッシュする要因となり、

多文化共生社会の構築への意欲やグローバルな意識を強化することに役立つと考えられ

る。 

 また、母語・継承語学習の推進は当事者の問題としてのみ捉えるのではなく、複数の言

                                                                                                                                                                 
へのインタビュー調査（2015 年 9 月に実施）でも、全員が海外とつながる仕事に従事したいという意欲を語っている。

今井（2008）は、大阪府のニューカマー高校生 57 名へのインタビュー調査より、将来について「母国との架け橋とな

る仕事がしたい」（8 名）、「国際的な仕事がしたい」（12 名）という意見があったことを報告している。後者の調査で

は、全員がバイリンガルかどうかは明記されていない。 
25 2015 年 8 月 30 日に開催された「二つ以上の言語の狭間で生きる」という国際シンポジウムのパネリストの一人の

ロサ イセラ ドミンゲス 氏の語りより。 
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多文化共生社会の構築への意欲やグローバルな意識を強化することに役立つと考えられ

る。 

 また、母語・継承語学習の推進は当事者の問題としてのみ捉えるのではなく、複数の言

                                                                                                                                                                 
へのインタビュー調査（2015 年 9 月に実施）でも、全員が海外とつながる仕事に従事したいという意欲を語っている。

今井（2008）は、大阪府のニューカマー高校生 57 名へのインタビュー調査より、将来について「母国との架け橋とな

る仕事がしたい」（8 名）、「国際的な仕事がしたい」（12 名）という意見があったことを報告している。後者の調査で

は、全員がバイリンガルかどうかは明記されていない。 
25 2015 年 8 月 30 日に開催された「二つ以上の言語の狭間で生きる」という国際シンポジウムのパネリストの一人の

ロサ イセラ ドミンゲス 氏の語りより。 

  

語・文化を持つ多文化児童たちが、周囲の日本の子どもたちに与えるインパクトも重視す

べきである。落合（2015）は、公立小学校でのベトナム語母語・継承語教室を補助しなが

ら長く関与観察し、ベトナム系児童が母語・継承語やベトナム文化の学習の成果を学校全

体の中で可視化するイベントなどを通じて、マジョリティの側の日本の子どもたちにとっ

ても、「学校空間に、複数の価値の追求の可能性を具現化したプラットフォームが出現した

ということである。」（p.229）と評価し、「日本文化への同化志向の強い日本の教室空間にお

いて、外国につながる子どもたちの多くが、その言語能力や複数の文化への親和性を不可

視化し、やがては失おうとしている。彼らの持つ複数の言語の部分的な能力（それは将来、

発展する可能性を秘めている）や複数の文化への親和性を評価し、維持し、涵養していく

ことは、多文化化、国際化していく現代社会を生きていくすべての子どもたちに教育資源

を提供する有益な試みである。」（p.230）と結論づけている。 

 

７．多文化児童を対象とした言語教育政策試案 

７-１．政策の目標 

 上述の議論を踏まえ、まず、複数の文化・言語背景を持つすべての児童が、十分な教育

を受けるのに必要な言語を習得し、自己の能力を十全に発揮できるような環境にするため

の言語保障が必要であるという認識を広め、そのための施策を実現することを目指す。そ

して、すべての児童が家庭での親との十分なコミュニケーションがとれるような言語力を

発達させるという環境を作るという視点が必要である。さらに、複言語環境にある多文化

児童の持つ言語・文化力が、本人にとっても社会にとっても有意義な社会資源として社会

に認知され、多文化児童がそれらを発達させる機会を与えられるような社会を構築してい

くことを目標とする。それによって、個人も家族も学校も社会も、何らかの社会資源を得

られる可能性を広げられるような体制を作ることを目指すものである。 

 

７-２．多文化児童をめぐる言語教育政策試案 

 日本語だけでなく、母語・継承語の伸張をも目指すための政策提言を、「二つ以上の言語

環境で暮らしている外国につながる子どもたちの教育に関する提言」として、2014 年 10

月に吉富志津代を代表とするプロジェクトグループ26が、多文化児童の教育に関与している

兵庫県・神戸市の教育委員会、私学の関連団体、国際交流協会等への政策提言を行った（資

                                                           
26 「外国人児童生徒の言語形成を保障するバイリンガル教育環境推進のための政策提言プロジェクト委員」として提言

を作成した。メンバーは、代表の吉富志津代の他、筆者を含む 22 名。トヨタ財団の助成事業によるプロジェクトの一

環。注 11 参照。 
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料 1 参照）。本稿では、さらにその内容を拡充、発展させた政策試案を以下に提示し、将来

的には国のレベルでの政策として考慮されるべき課題として、その枠組みについて提案す

るための基礎資料とする。 

 

（A）日本語と母語・継承語の複言語育成の必要性の認識 

(1) すべての言語には同等の価値があることを踏まえ、日本語と母語・継承語の二言語（な

いし三言語）を育成することが個人にとっても社会にとっても有用であることを認識し、

その意義についての明確なビジョンを提示する必要がある。それらを多文化家族の親や、

学校、社会に対して広く啓蒙することが重要である。 

(2) 日本語教育を進めるにあたって、母語・継承語が喪失されることのないよう、両言語

の維持・伸張を重視した日本語教育の進め方の研究開発、意識改革、教授法開発の必要

性がある。 

 

（B）学習支援体制 

(1) 母語・継承語学習教室の設置と教育指導態勢の支援 

 母語・継承語学習教室の設置は、現在、個人や小規模の NPO の努力や、一部の地域の

学校の取り組みとして極めて小規模に行われているが、場所や時間の確保、教師の確保、

財源不足、運営のノウハウの欠如など、さまざまな困難がある。兵庫県では先進的な取

り組みとして、2006 年から 2010 年まで、母語教育支援センター校制度による公立小中学

校への母語教室の設置を推進したが、以後、停止している。大阪府ではいろいろな形態

の中で、公教育においても若干の母語・継承語学習の推進が行われている。全国的に公

的支援が行われるようになれば、母語学習を行うことについて、家庭の親や、学校の教

師達にもその意義が理解されやすくなる。特に、場所や指導者や教材等の教育リソース

の問題が大きいため、教室設置の支援が公的な立場から行われることが必要である。 

(2) 多文化児童の言語力の正確な把握を推進する体制づくり 

 多様な背景を持つ多文化児童たちの日本語力、母語・継承語力を正確に把握すること

が、学習支援にも大きな影響を与えることになる。言語力というのは、直感だけでは、

本人にも、家族にも、学校の教師にも計り知ることのできないものであるので、正確に

測定できるテストを行うことを義務づける体制が重要である27。それによって、学習プロ

グラムや、誰に何をどう支援するかを考える基礎情報とすべきである。 
                                                           
27 近年、日本語能力測定のための評価手法として、文科省が DLA（外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメント）

を開発しており、使用が広がっているようであるが、これの翻訳版等を作成して、母語・継承語能力の測定にも応用

することができ、実際に使用されている。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm（2015.11.3 アク

セス） 
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(3) 家庭と学校、NPO、行政の連携強化による学習支援 

 母語・継承語学習には、家庭での支援、学校の教師や周囲の子どもたちの理解、NPO

による支援、行政支援などが欠かせない。特に家庭と学校の教師が緊密に連携をとって

進めなければならない。多くの親たちは、日本語も母語・継承語も両方とも重要と考え

ている。（野津・乾・杉野 2014, 劉 2013）しかし、家庭でどのような言語使用をすべきな

のかに戸惑い、母語・継承語使用が子どもの日本語の発達を阻害するかもしれないと考

え、家庭言語のあり方や教育に悩むことが多い。まず、親が自信を持って二言語を共に

育てようという意識を確立し、それを学校も支持することが重要である。各家庭の事情

や、子どもの意識や欲求などはさまざまであるので、強要することは好ましくないが、

家庭でできることを確認し、母語に触れる機会を増やし、幼少時には読み聞かせを短時

間でも行うことなどが重要である。（中島 2010, Chumak-Horbatsch 2012）読み書き能力を

発達させることが言語保持や伸張には肝要であり、そのためには居住者のニーズのある

言語の絵本や書物を図書館などに多数配置したり、デジタル書籍化されたものをダウン

ロードして読めるような体制を充実させていくことが求められる28。 

 学校でも母語・継承語の運用力があることが肯定的に認知されることが必要であり、

周囲の子どもから偏見を持って見られることのないよう、学校教育カリキュラムの中に

異文化間教育を取り込むことや、教師のまなざしが複文化・複言語状況にある子どもた

ちについて肯定的であることが重要である。（松田・中山 2010a, 落合 2015）そして、文

化や言語の違いを肯定的に受け止める心をすべての子どもたちに教育していくことが不

可欠である。 

 また、現状ではボランティアに大部分を依存しているが、将来的には、母語・継承語

教育を行う研修を受けた人や教員が報酬を得て行う学習体制を作らなければならない。

そして、行政がボランティアや NPO 等の学習支援活動と連携して、教師研修や教材開発

などを行っていくことができるような施策が必要である。 

 

（C）研究体制 

(1) 母語・継承語教育についての研究支援、および、教授法の開発と指導者の育成 

 バイリンガル教育は、一般の人々の感覚として、非常に困難なことであるという認識

が強く、特にマイノリティ言語についてはその意義が理解されにくく、誤った認識が広

がりやすい。そのため、バイリンガル教育についての理論的研究体制を充実させ、その

成果について多文化家族だけでなく、一般の人々にもわかりやすく周知させることが重

                                                           
28 DAISY などによる多言語のデジタルアーカイブが、少しずつ開発されつつある。Rits-DAISY（立命館大学 DAISY 研

究会）参照。http://rits-daisy.com/?page_id=41（2015.11.3 アクセス） 
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要である。まだ研究の蓄積が少ないため、教授法についても模索状態である。教材も非

常に少なく、現場の教師達は手探りで教育を行っている。特に、レベルが非常に多岐に

わたる児童を同時に教える必要性があるため、多様な学習者を教える特別な方法が開発

されなければならない。海外でも取り組みが広がっているが、ICT を駆使するなど、新

たな方法を考えていく必要がある29。  

 そして、教師の養成をしていくことが最も重要であるが、就業としての保障がない仕

事であることが多いため、養成に力を入れることも困難な状況である。一部の自治体で

は若干の研修が行われているがまったく十分とは言えない。オーストラリアでは資格取

得のできるコースが無償で提供されており、それが公的予算で補助される体制があるが

（松田 2011）、そのような施策なしには困難な課題である。 

(2) バイリンガル教育の推進者や組織の連携強化、及び、言語教育研究センターの設置 

 母語・継承語の研究を推進するには、研究者のネットワークが必要であり、またその

研究成果の発信や、学習支援のためのリソースの提供、現場での実践者との連携が特に

必要である30。大規模で長期的な研究や、さまざまな支援活動を集約化することが、限ら

れた資源を活用するのに最も重要である。そのためには、核となる教育研究センターを

設置することが重要である。日本語教育や英語教育等の外国語教育も含めた総合的な言

語教育研究センターを設置すれば、多様な言語教育の視点から、さまざまなアイデアを

母語・継承語教育にも生かしていけるであろう。アメリカでは、UCLA に国立継承語リ

ソースセンター（National Heritage Language Resource Center）が設置され、無料で購読で

きるオンラインの Heritage Language Journal が発刊されている31。オーストラリアでは、

Community Languages Australia という組織がその役割を果たしている32。 

 

８．母語・継承語支援政策の一般社会への影響―多文化社会の統合的発展に向けて 

上述の政策試案は、多文化児童の教育のみを視野に入れたものではない。このような言

                                                           
29 Cummins が提唱し、実践の蓄積も広がりつつある「アイデンティティ・テキスト」（Cummins & Early 2011）や、その

考えを援用したビデオレター作成による国際交流授業などの取り組み（落合他、2015）は、この課題にも対応できる

方法と考えられる。 
30 筆者が代表を務める関西母語支援研究会は多文化児童のためのことばの学びについての包括的な情報提供をするウェ

ブサイトを 2014 年に作成し、関連研究の紹介や母語教室の紹介などを６言語で行い、情報ネットワークの構築を目指

している。（http://education-motherlanguage.weebly.com/） 愛知県では、「愛知 外国につながる子どもの母語支援プロ

ジェクト」のサイトが作られている。（http://www7b.biglobe.ne.jp/~akp/top.html） 鈴木庸子は母語学習の関連情報ポー

タルサイトとして、「ハーモニカ」というサイトを作成している。（http://harmonicacld.com/） このようなサイトが多

数できてくることで、情報交流、研究交流、さらに実践者の交流が増大することで、連携が拡大していくことを期待

し、次のステップを模索していきたいと考えている。 
31 http://hlj.ucla.edu/（2015.11.5 アクセス） 
32 http://www.communitylanguagesaustralia.org.au（2015.11.5 アクセス） 
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語政策が進展する一方で、日本の一般児童に対しても、多文化児童の持つ言語能力や文化

資本について学び、グローバルな社会との身近な接点を持つことによって、意識を外に向

け、異なるものへの関心を深めさせ、異文化への柔軟性を養う貴重な機会となる。教師か

ら多文化児童へのエンパワーメントが必要であり、そのことを教育全体のカリキュラムに

内包することが、一般児童の意識の変容にもつながる（カミンズ 2011, pp.35-42）。 

 一般児童の中にも言語力の弱い児童や学習困難な児童がいるため、多文化児童にわかり

やすい授業の工夫は、そのような子ども達にとってもわかりやすい授業になると考えられ

る。また、日本語話者の一般児童に対しては、社会の急速なグローバル化に伴い、第二言

語として、英語だけでなく、さまざまな言語に幼少時から触れる機会を与え、異言語への

不安を取り除き、さまざまな言語についての意識としての「メタ言語力」（言語とはどうい

うものか、言語が違うとは何を意味するのかといった言語についての理解力）を身につけ、

言語習得する意欲や機会を増やす必要がある。 

 グローバル人材の育成が叫ばれている中で、多様な言語力、文化力、異文化コミュニケ

ーション力を持った人材を育成する一つの貴重なスペクトラムとして、母語・継承語教育

にも力を入れていくことが近道であると考えられないだろうか。 

母語・継承語の問題は、人数が増加しているといっても、非常にマイナーな存在である

多文化児童の課題であり、それに対応する余裕はないというのが多くの一般人や、学校関

係者、行政者の意見であろう。しかし、マイノリティの問題は、常に、マジョリティの社

会のあり方と関わっている。多文化社会において、マイノリティがマジョリティと同等に

社会参画すると、マジョリティの力が脅かされたり、職などの資源を奪われたりするとい

う考え方が生じがちである。この考えが主流になれば、マイノリティは周縁化され、その

力を社会に生かすことができず、マジョリティ社会の中で抑圧された状況に追い込まれる

ことになる。それは、マジョリティ社会にとって、ほんとうに望ましいことであろうか。

多文化の人が自身の言語・文化を維持しようとすると、国家が分断化されるという議論は、

カナダやオーストラリアのような移民国家でも強く存在していたが、実際には、これらの

国家も多文化主義政策のもとで、移民を統合的に包含し、発展を遂げてきている。（カミン

ズ&ダネシ 2005, 松田 2009）マイノリティの人々も同等に社会参画ができれば、納税者と

して、また、さまざまな能力を発揮できる人材として、社会を豊かにする力になれるが、

周縁化されることは、結果的には社会福祉に依存する立場に追い込まれ、アンダーグラウ

ンド社会に引き込まれて行く人を増やし、社会の分断化にもつながりかねない。多文化共

生というのは、マジョリティ社会が変容していくことで、マイノリティも共に社会参画し、

双方にとってプラスのエネルギーを得られるような統合的社会をめざして、一歩一歩、実

現のルートを探っていく試みではないかと思う。そのためにはいろいろな段階で、必要な

人文論集　第 51 巻

多文化共生社会のための言語教育政策に向けて
－多文化児童のバイリンガル育成の視点から－

101



  

制度設計、新たな政策の視点、市民社会の変容を伴う意識変革の醸成が必要であろう。 

 地方自治体は、児童生徒の問題に直接対峙する教師や親達との距離が近いため、問題に

直面している人々との接点が大きく、これまでも、国に先んじて、さまざまな対応に取り

組んでいることがある。多文化児童の集住する地域や、兵庫県もその一つである。一方、

国の機関では、生の声を聞く機会が少ないため、政策対応が後手に回りやすい。しかし、

現状では、国の方針が動かなければ、国の方針に従って予算措置などを行わざるを得ない

地方自治体の教育支援も行えないのが実情であり、国家レベルでの対応策を考えていくこ

とが急務である。国のレベルで動くのには多大な時間や意識形成、予算措置が必要である

が、まず、地方自治体が先導する形で行う政策に対しても国が何らかの支援策を行い得る

ように図り、知識や実践の蓄績をもとに、国家レベルでの政策を策定していくというやり

方が合理的ではないかと思われる。 

 もっとも根本的なことは、国の政策として「移民」という概念を認めていないという現

状をまず改革し、海外から渡日して一定期間以上生活しようとする人々を「移民」と認知

して、国の責任で対応していくという方針を明らかにすることである。そこが曖昧にされ

ているために、何らの方針を策定することもなく、行政の責任外のボランタリーなセクタ

ーの問題として、個人や学校、NPO やボランティアの努力に委ねてしまっていることであ

る。それによって非常に不十分で非効率的な対応が全国で行われており、置き去りにされ

ていく子ども達の問題が、あちこちで蓄積しているのである。早急な対応がなければ、社

会資本が損なわれるだけでなく、十分な社会参画ができず、マジョリティ社会とマイノリ

ティ社会が断絶していき、ますます多文化共生に反する社会問題が大きくなっていくこと

が予想される。 

政策策定には、ボトムアップの市民力とトップダウンの政策決定権を持つ力の影響の両

方が必要である。（松田 2009） 現状では、移民についての政策すら議論が低迷している中

で、国の政策が今後大きく変わる見通しについては暗澹たる状況であるが、まずは、ボト

ムアップの意識を強めるための研究や実践、意識改革が必要であり、同時に、地方自治体、

そして国の政策決定に対しての提言についても、共通の関心を持つ人々が連携し、研究や

実践を継続していくことが第一歩となるであろう。また、ろう児や難聴児の手話言語の育

成や、消滅寸前のアイヌの言語の復活についても、さらなる推進力が必要であり、さまざ

まな言語問題に携わる研究者・実践者・行政者の連携を進めていくことにより、ボトムア

ップの市民力を増大させていくことが喫緊の課題である。  
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 資料１ （一部抜粋） 

二つ以上の言語環境で暮らしている外国につながる子どもたちの教育に関する提言 

＜趣旨文＞ 

 兵庫県には、二つ以上の言語環境で暮らしている外国につながる子どもたちが多く暮ら

しております。そのため、神戸市を含む兵庫県において、さまざまな取り組みが展開され

ており、その先駆的な取り組みは、日本国内において評価を得ていることも少なくありま

せん。しかしながら残念なことに、その子どもたちのうち、学力形成が不十分な事例報告

が、すでに多くされているという現状も否めません。その原因はさまざまですが、一つに

は学習・思考の根幹となる第一言語の形成のプロセスにおける問題が考えられます。これ

は、子どもたちの学力や努力の不足という理由からではなく、学習言語レベルの日本語習

得には少なくとも 5〜7 年かかると言われており、その間に十分な日本語力がないまま、学

校での学習についていけない子どもたちが、落ちこぼれていくことが多いという結果なの

です。 

 そういった言語間の移動をした子どもたちの日本語習得はゼロから出発するのではな

く、母語のもとで形成、保持されている概念や言語力の上に、日本語の概念や言語力が置

き換えられるとされています*。（文末に説明）つまり、母語での言語力や理解力が日本語

にも影響すると考えられます。なお、ここでは第一言語とは、その子どもが思考をするた

めの一番強い言語をさすことにします。結果として、その子どもの第一言語は、日本語に

なることも外国語になることもあります。言語形成は、その子どもたちをとりまく言語環

境すべてに影響されるのです。  

 それゆえ、日本語での教育環境において、学習・思考レベルの日本語習得のためにも母

語を各自の環境にあわせて育てることはとても大切です。海外からの移民を多く受け入れ

ている諸国においても、移住した親に連れてこられた子どもたちの言語形成・学力形成の

ための母語教育の重要性は数多く指摘されています。 

 また、祖国を離れて日本の学校文化に適応しようとする子どもたちは、自分のルーツを

否定しがちになり、自信を失うことが多いことも報告されています。母語学習はそのよう

な子どもの自尊感情を高め、情緒を安定させ、アイデンティティの形成を促進させ、保護

者とのコミュニケーションを確保し、子どもに祖国と日本の懸け橋となるような進路選択

の可能性を与えます。 

 そして、このような当事者の利益のための母語能力育成だけでなく、外国につながる子

どもたちが多様な言語運用能力を持ち、多様な文化を理解できる存在へと成長することは、

その社会の国際交流、国際協力、外交、ビジネスの場においても有為なグローバル人材が

輩出されることであり、その社会の経済的・文化的資源ともなりうるのです。 
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 さらにクラスの中に外国につながる子どもたちがいることを大切に感じるような環境を

作っていくことは、クラスメートである日本人の子どもたちに国際理解教育、言語意識教

育の機会を与えるなど、教育資源を教室にもたらす可能性をも秘めています。 

 以上のことから、母語学習を視野に入れた言語形成を考える体制づくりは、その子ども

にとっての利益であるのと同時に、日本社会の言語資源の確保のためにも非常に重要であ

ると言えます。日本語以外の母語を持ち、二つ以上の言語環境で暮らしている外国につな

がる子どもたちが、学校教育を通して学習・思考レベルの言語力を形成するために、一人

一人の言語習得状況を踏まえ、年齢発達段階に応じて日本語と母語の双方を視野にいれた

学習指導を可能とする教育指導方針を確立する必要があることは明らかです。そのために、

子どもたちを取り巻く学校教員、教育カリキュラムなどに関わる教育関係者、子どもたち

とその保護者たち、日本人の子どもたちの保護者たち、コミュニティの大人たち、市民活

動に関わるメンバーたちなど、多様な立場の関係者への提案として、これをまとめました。

今後の教育環境を考える上で、これを十分に参考にしていただき、具体的な体制づくりを、

ともに進めていただきますようお願いいたします。 

2014 年 10 月 31 日 

外国人児童生徒の言語形成を保障するバイリンガル教育環境推進のための 

政策提言プロジェクト委員一同 

 

＊ カミンズの二言語相互依存仮説の説明と図 （省略）  

 

＜具体的な提案＞ 

１．第一言語を確立させるための日本語指導の拡充と同時に母語指導の位置づけをしっか

りと考慮してください。 

→日本語指導と同時に母語をも育成するための指導を含めたカリキュラムを開発 

たとえば、母語教育支援センター校制度の復活、芦屋中等学校のカリュキュラムの応

用や教師の活用など 

→「子ども多文化共生サポーター」制度の拡充による母語指導者を配備 

→母語指導者間のネットワーク形成と定期的な研修の実施 

→学校教員への母語学習の必要性理解、教室でできる具体的な支援方法、保護者／市民

活動とのネットワーキングの方法、関連の情報提供などに関する研修実施 

→母語指導者との協働体制の促進 

 

２．国籍に関わらず、外国につながる子どもの言語形成の個別状況を把握するしくみを作
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ってください。 

→現在、外国につながる子どもの日本語支援の必要性の有無は子どもの滞日年数によっ

て定められていますが、文科省が開発している DLA（注①）などを活用し、すべての

子どもの日本語能力および母語能力を正しく評価し、それぞれの子どもに応じた言語

支援メニューを提供できるしくみの確立が必要です。 

→発達障害や精神疾患などが性格に診断できずに放置されないために。 

 

３．日本語を母語としない児童生徒の保護者との連携の促進 

→保護者が自分の子どもの言語形成状況を知らないことが多く、保護者が自信を持って

積極的に家庭での母語学習を学校との連携でできるように情報提供や教材の紹介（注

②）を行うことが必要です。 

→すでに作成されている、学校教員、保護者、母語指導者の理解をすすめノウハウを提

供するためのマニュアルやパンフレット、DVD（多言語）で提供してください。 

 

注①：DLA とは文科省が開発している「外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメント」

であり現在は日本語能力測定のための評価手法であるが簡単な翻訳で母語能力の測定に

も応用され、実際、スペイン語、中国語、韓国語での測定が報告されている。 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1345413.htm 

注②：参考になるパンフレット、ウェブサイトは以下です。 

＊ウェブサイト「〜多文化な子どもの学び母語を育む活動から〜」関西母語支援研究会 

 http://education-motherlanguage.weebly.com/ 

＊ウェブサイト「愛知 外国につながる子どもの母語支援プロジェクト」 

 http://www7b.biglobe.ne.jp/~akp/top.html 

＊パンフレット『母語、ルーツにつながる言葉を育てましょう』（仮／作成中） 

人文論集　第 51 巻

多文化共生社会のための言語教育政策に向けて
－多文化児童のバイリンガル育成の視点から－

109





兵庫県立大学神戸商科キャンパス
「商大論集」「人文論集」投稿規程

１　趣　　旨
　『商大論集』及び『人文論集』は、兵庫県立大学経済学部、経営学部、会計研究科、
経営研究科、政策科学研究所で行われた研究成果を毎年定期的に発行し、各大学図書館、
学術研究機関などへ寄贈、公表する重要な論文集である。『商大論集』は年 3回、『人文
論集』は年 1回発行する。

２　投稿原稿
①　内　　容：投稿原稿の内容は、未発表のものに限る。
②　投稿原稿の種類：次のタイプの原稿の投稿を受け付ける。

(a) 査 読 論 文 ( 査読を希望するもののみ )
(b)  論　　　文
(c)  研究ノート
(d)  書　　　評
(e)  翻　　　訳
(f)  そ　の　他　「学術研究会運営委員会」（以下「運営委員会」という。）が認め

たもの
③　投稿資格：　投稿できる者は、次に掲げる者とする。

⑴　「兵庫県立大学神戸商科キャンパス学術研究会」（以下「学術研究会」という。）
の正会員及び準会員
⑵　「学術研究会」の名誉会員
 ただし、次に掲げる制約を設ける。
ア　論文の掲載は、一会計年度において、「商大論集」又は「人文論集」のい
ずれか１回とすること。
イ　投稿する論文については、運営委員会の承認を得ること。
ウ　論文掲載料（4千円）を支払うこと。
⑶　「学術研究会」の特別会員
　ただし、次に掲げる制約を設ける。
ア　論文の掲載は、一会計年度内において、「商大論集」又は「人文論集」の
いずれか１回とすること。
イ　投稿する論文については、正会員の推薦を得ること。
ウ　当該論文の掲載については、運営委員会の承認を得ること。
⑷　その他「運営委員会」が特に必要と認めた者
　なお、「学術研究会」の会員以外の教員、大学院生及び外部の共同研究者を
共著者とすることは差し支えない。

④　原稿の体裁および提出方法：
　原稿は、原則として電子媒体及びプリントアウトした原稿で提出すること。詳細
は「投稿の手引き」を参照。



３　投稿から発行までのスケジュール管理
①　論集の年間の発行計画に基づいて定められた投稿締切日に原稿を締め切り、そして、
発行予定日に発行できるようにする。
②　発行において、何らかのトラブルが発生し、発行が予定通りにいかない場合、速や
かに編集委員会を開いて協議し、すでに投稿者がいる場合は、編集委員会が状況を投
稿者に知らせる。
③　査読論文の扱いについては、下記４の通りであるが、査読の手続きが、発行のスケ
ジュールに影響しないようにする。
④　発行スケジュールについては、編集委員長ならびに編集委員会が、投稿者の不利に
ならないように責任を持って管理する。

４　査読を希望する投稿原稿の扱いについて
①　「商大論集」に投稿された原稿は、希望者に限り以下の手順と手続きによって査読し、
掲載する。ただし、当分の間、「人文論集」には査読を適用しない。
②　原稿は内容検討のため、査読希望論文について編集委員会が査読担当者を選び、査
読を依頼する ( 原則として 2名 )。
査読方法については、「査読の手引き」を参照。
③　編集については、編集委員会が行う。
④　投稿から発行までのスケジュール
a) 査読は原則として２ヶ月以内に完了し、査読の内容 ( 無修正で受理、条件付で受理、
棄却）を本人に通知する。「査読の手引き」を参照。

b)  受理後は、掲載の巻・号を投稿者に文書をもって通知する。
c)  以上の手続きは、編集委員長が責任を持って運営する。

５　その他
①　ページ数：掲載論文のページ数は、原則として、40,000 文字を上限とする。
②　抜 刷 り：著者には電子ファイル形式で交付する。印刷物での交付を希望する場合

は、著者負担とする。
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