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英語論の構図
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Abstract

The present paper is written with the aim of ordering various kinds of arguments between
proponents of English Linguistic Imperialism (ELI) on the one hand, and proponents of World
Englishes (WE) and English as an International Language (gIL) on the other. For this purpose,
I attempt to categorize these arguments into five groups, and show the similarities and differences
in their underlying assumptions.

The spread of English all over the world has led to two principal views relating the present
situation of language diversity in the global context: one is ELI, the other comprises WE and EIL.
Over tlte past few decades, these views have been the subjects ofcontroversy. Although they have
something in common, such as tolerance toward diversity of languages, proponents of these
views have criticized each other. To categorize these argumonts enables us to look beneath the
surface ofthis mutual criticism and understand beffer the controversy regarding the global spread
of English.

はじめに:2つの英語論

英語の世界的普及により、「英語帝国主義論」と「国際英語論」という2つ の英語論が議

論されてきた。これ ら2つの英語論は、各々の視点が対象とする現象の分析次元の違いが

認識 されずに、相互批判が繰 り返されてきたのではないだろうか。前者は、言語の多様性

を、後者は、英語の多様性を主たる研究対象としている。このように、 2つ の英語論は、

ともに「多様性」への寛容という点においては共通 している。 しかしながら、英語帝国主

義論者の多くは、国際英語論を結局は英語帝国主義に加担 し、多言語状況を抑圧する論で

あると批判する。これに対 し、英語の多様性を擁護するものの中には、英語帝国主義は思

い込みに過ぎないと批判する。
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2つの英語論が互いに排他的な批判を繰 り返 しても、あまり生産的であるとは思えない。

今後、 2つの英語論を建設的に展開させ、英語の世界的普及によりもたらされた言語状況

を包括的に理解するためには、論争が展開されてきた異なる分析次元を認識 し、 2つの英

語論の根底にある共通点と相違点を明らかにすることが重要であると考える。その際、統

合理論の構築を試みるよりも、多元的な各々の英語論を整理する枠組みの提示に意義を見

出したい。英語論の構図を示すことで、相互批判が行なわれることの多い 2つの英語論で

あつても、実は、共通 した言語観に支えられている場合があることや、あるいは各々の英

語論において、一見すると同じように見える場合であつても、様々な違いがあることが明

らかになるだろう。

2.多言語状況の捉え方

2つの英語論を考察する際には、「多言語状況をどのように捉えるか」という視点 (言語

観)が関わつてくる。例えば、「世界には 5,000の 言語がある」といつた言語観は、多くの

者にとって国1染み深いものであるかもしれない。実際、学校教育で用いられている英語教

科書にも、この様な記述は見られる
2)。

ここには多言語状況に対する 2つの言語観が存在

すると考える。第 1に、言語は数えられる性質なのか否か、第 2に、言語は何らかの共同

体と結び付くものなのか否か、である。

2.1可 算名詞的言語観 /不可算名詞的言語観

多言語状況の問題を考察する際、「世界には 3,000か ら6,000の 言語がある」とか「ケニ

アには 44の言語がある」という記述をしばしば日にする。この場合、言語は数えられる名

詞として捉えられている。

「言語」を数えるためには、何らかの共同体と結び付けて捉えなければならない。多く

の場合、この言語観は 2.2で述べる「国民・民族文化との同一性」に基づいた言語観と親

和的である。すなわち、「XX」 という国民や民族という共同体を前提とし、「XX語」「XX英

語」とい う言語共同体の存在を想像 した上で、多言語状況とは、それ ら言語共同体が複数

並存 している状態であると想定する立場である。これを本稿では、「可算名詞的言語観」と

呼ぶことにする。この言語観においては、言語は、明確に他と区別 しうる実体として存在

すると捉えられている。
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一方で、ここには「地域語の連続体」という発想が欠けている。 これは、言語 とは本来

的に境界が不分明で、少 しずつ異なる言語が鎖のように繋がつている状態が普通であるこ

とを指す概念である。例えば、スウェーデン語とノルウェー語などのように、明確な言語

的差異が見 られない場合であつても、それらが「異なる言語」として扱われるのは、それ

ぞれが異なる国民国家や民族の「国家語」や 「民族語」として創造されたからであつて、

それ以前に明確に区分されていたわけではない。

この様な観点から、言語を有機的な実体として捉えることそのものを問い直す言語観が

ある。これは何も、従来 「XX語」「XX英語」と呼ばれてきたものの内部における雑種性、

複数性を想定 し、主張するというわけではない。雑種性にしろ、複数性にしろ、そ ういつ

た表現そのものが、対立概念として「純粋性」を論理的に内包 している点で、可算名詞的

言語観 と本質的な違いはない (cf.小 坂井 2002:ii)。

この言語観のもとでは、言語は閉 じた体系性を作ることはない。言語に一定の形状また

は限界を想定せず、したがって「数」の概念を適用 しないことから言語を考察する立場を、

本稿では「不可算名詞的言語観」と呼ぶことにする。

2.2国 民・民族文化との同一性 /異種混交性

言語を有機的な実体と見なす可算名詞的言語観の場合、言語は共同体の形象に重ね合わ

せられて捉えられる。この場合の多言語状況の配置は、「異なった言語 と言語共同体の外圧

的な並存」 (酒井 1996a1142)と して理解されている。言語と重ね合わせられる共同体は、

多くの場合、「国」や「民族」である。本稿ではこれを「国民 。民族文化との同一性」と呼

ぶことにする。

なお、「民族」という概念も「国 (民 )」 とい う概念と同様、実体を持つものではない。

小坂井 (2002)に よると、

複数の国民や民族がいるために国境や民族境界線ができるのではない。その逆に

人々を対立的に差異化 させる運動が境界を成立させ、その後に、境界内に閉 じ込め

られた雑多な人々が 1つの国民あるいは民族として表象され、政治や経済の領域に

おける活動に共同参加することを通 して、次第に文化的同一性が進行するのである。
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つまり、「民族」とい う単位も「国家」という単位と同様に、「政治 。経済など外的条件の

下に人々が分断され境界が設けられる」 (ibid.)こ とによつて成立しているのだ。 したが

って、例えば「英語の本質は民族語」と捉える言語観は論理が逆立ちしていると言えるだ

ろう。なぜなら、民族 という境界線が引かれる以前から「英語」は存在 していたはずだ し、

その「英語」も「民族」という虚構に基づいて線引きをされたからである。

一方、言語には、はつきりとした輪郭はなく、 1つの言語共同体に同一化することが出

来ないと考える言語観がある
3)。

本稿で対象としている英語の場合にも同様に、国民や民

族と言語 とが互いに対応 していない異種混交性の媒体という現実もある (酒井 1997)。 こ

れを本稿では、「異種混交性」と呼ぶことにする。外部の観察者からすれば、異なった言語

的特徴を有する状況であつても、当の集団構成員は言語境界線を見出さず、 1つ の言語と

して認識する場合もあるのである (cf.小坂井 2002:12)。

ただ し、筆者は前者のような、国民・民族文化 との同一性を前提とした言語観を排除す

るつもりはない。確かに、言語は、本来的に国民や民族といつた枠組みとは無縁なのかも

しれないが、実際に流通 している前者のような言語観を単なる虚構だと言つて排除してし

まうことは、かなり危険であるように思える。国民・民族文化 との同一性という言語観に問

題があるとしても、それが現実的に受け入れられ、また、現実を構成するよう機能 してい

るからである。

3.社会性の在処

多言語状況を考察する際にもう1つ考慮すべき問題は、権力やイデオロギーといつた社

会性と言語との関係をどのように捉えるのか、という視点である。 1つは、言語の社会性

は抽象的な言語の体系には含まれず、そして、言語の使用における社会性は社会的現実の

反映であると捉える立場である。もう1つ は、言語そのものも社会性を内包 していると捉

える視点である。これ ら2つ は、二律背反するというよりは、「英語論の構図」を示す上で

の方法的分類であり、後者は前者に欠けている視点を追加する性格である。

ソシュールを祖 とする構造主義言語学は、言語の次元 (ラ ング)と 社会の次元 (パ ロー

ル)と に分けた。そ うすることで、言語のイデオロギー的要素はパロールの領域に押 しや

られ、言語そのものであるラングは、イデオロギーや権力とは無関係な「道具」であると

いう認識が成立する (糟谷 2000:287)。
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言語と社会の問題を明らかにしようとした社会言語学は、多くの場合、言語 と社会を分

けた上で、それらが単純に「反映する」とい う相互作用の観点から言語現象を考察してき

た。この言語観においては、社会的現実は静的なものとして扱われる。すなわち、「アイデ

ンティティ」や「階級」「民族」といつた社会学的な概念は、自明のものとして用いられる

(Cameron 1990:81)。 この様に、一方に言語、他方に社会性とに分け、それ らの相関性か

ら2つの英語論を考察する立場を、本稿では「相互作用の言語観」と呼ぶことにする。糟

谷 (2000)に よると、この立場では「抽象的構造である『体系』には、社会的な次元での

イデオロギーは介入 しない。 しかも、言語の『使用』におけるイデオロギー的要素は、あ

くまでも社会的現実の反映である。したがって、『 言語』そのものにはイデオロギーも権力

の問題 も存在しない」 (ibid.:287-288)と い う見解になる。

他方で、言語の次元にも権力やイデオロギーが内在 していると見なす言語観がある。本

稿ではこれを「社会性内在の言語観」と呼ぶことにする。ブルデュー (1990)は 、言語研

究における相互作用主義に疑間を投げかけ、「社会的関係は相互作用には還元できません」

(ibid.:179)と 批判 し、20世紀中頃にありふれていた「言語は手段である」という次元

に「言語が一集団の生活様式の一部分としてみなされるべきであるという次元」(スヌーク

1993:243)を付け加えた。これは、言語には意思を伝達するという機能があるという側面

を否定 しているのではなく、「言語は中立的である」とい う言語観を否定する立場である。

この社会性内在の言語観においては、相互作用の言語観 とは異なり、社会的現実を動的な

ものとして分析する点も特徴である。言語そのものは、別に実在 している何かを意味付け

たり、正当化するだけではなく、また、その様な社会的実在に条件付けられて相互行為を

媒介する手段となるわけではない。言語そのものが、自ら何かを創造 し、実在させるもの

であるとい う観点である (盛山 2000)。

4.多 言語状況への視点を巡つて

本節では、 2つの英語論において、多言語状況への視点がどの様に現われているのかを

考察する。

4.1国際英語論の場合

日本語で「国際英語論」と呼ばれるものには、主として wE(World Englishes)論 とEIL
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(English as an lnternatiohal Language)論 とがある。英語帝国主義論において、国際

英語論を批判する場合、この WE論 とEIL論 の概念が混同 されているようである。例 えば、

英語帝国主義論の代表的論者である大石 (1997a)と 津田 (1990)は 、次のよ うに言及 して

いる。

「国際英語論」の立場では、英語が国際 コミュニケーシ ョンの重要な役割 を担 つてい

るか らと、それを不動の事実として固定化 して しまい…

(大石 1997a:69 傍点は原著、下線 =筆者 )

(国 際英語論では)英語は英語民族の私有物ではなく、広 く世界全体の言語であるか

ら、英語民族の英語 のみが正 しいモデルであるとい う考えを捨て、非英語民族の使 う

英語をそれぞれ正 当な型 と認め国際共通語 として使用する…。

(津 田 1990:66 注釈、下線 =筆者 )

後述す るよ うに、EIL論では英語が国際 コミュニケーションの重要な役割を果た している

ことは認識 していても、そのことを「不動の事実 として固定化」するような態度はない。

また、WE論であれ、EIL論 であれ、非英語民族の英語 を尊重する点は共通 しているが、EIL

論において、それを「正当な型」と評価 し、「国際共通話」にす るような態度はない。それ

ゆえに、EIL論を支持す ることが英語帝国主義に加担することにはな らない ように思える。

EIL論 では英語だけを特別視するわけではない。EILは “English as a″ International

Language" の略称であ り、この “an" か ら示唆 され るように、数ある「国際語」の中の

1つであると認識 している。 さらに、国際語 とい う概念も「国際的」 とい う動的な場で用

いられ る言語のことを意味 してお り、あ らゆる言語が「国際語」とな り得 ると捉えている。

したがって、EIL論を支持す るからといって、そのことが英語以外の他言語 を蔑視す ると

いうことを意味す ることにはならない。EIL論を支持することと英語帝国主義に加担す る

ことは別次元にあるのである。

それでは、WE論 とEIL論の違いについて、多言語状況への 2つの視点を用いて考察す る。

4.1.l WE論 の場合

WE論 は、英国旧植 民地における国内コミュニケーシ ョン研究に端を発 している (日 野

1999)。 代表的な論者 としては、WE論の創始者である Kachru(1976)や、D'souza(2001)
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などがあげられる。

多言語状況への 2つの視点に関する言及を拾い上げると、例えば、D'souzaは、「一般

人の声 を聞 くことで、イ ン ドにおいて英語が どの様 な役割 を果た してい るのか」

(ibid.:145)を 調査することを宣言 している。ここから、不可算名詞的言語観に基づいて

いることが確認できる。最初から「XX英語」なる言語共同体を想定して調査に取 り組むの

ではなく、あくまでも個人の英語の特徴に焦点を当てているのである。

また、彼は「インド英語と呼ばれる実体の標準化の基礎および明確な輪郭を与えてくれ

る、英語の使用状況をより明らかにする必要がある」 (ibid.:158)と も述べていることか

ら、言語を実体化 し、国民・民族文化 との同一性を前提とする言語観に基づいていること

が分かる。従つて、繋がりとしては、「不可算名詞的言語観一国民・民族文化との同一性」

である。

WE論では、個人の英語の特徴を調査 し、英語の上着化を実証的データによって裏づけし、

それを国家と結び付けて「XX英語」という輪郭を規定する傾向がある
4)。

実証的裏づけを

伴った経験科学の立場から、XXと いう国家における英語の特徴を調査 し、その上で、対象

の正当性・妥当性を問題にする規範科学の立場から研究がなされている。もちろん、筆者

は規範科学を否定するつもりは毛頭ない。盛山 (1995)も 述べるように、自然科学との対

比において、社会科学は現象の中に見出される秩序を明らかにするだけではなく、あるベ

き姿としての秩序も構想 しているからである。む しろ、ここで問題にしなければならない

のは、ある XXと いう国家における英語の特徴を、なぜ国民・民族文化との同一性に結び付

けて論 じるのか、という点であろう。この点に関して、日野 (1999)は次のように言及 し

ている。

英国の植民地の独立そ して自立の過程において、旧植民地宗主国からの脱皮 と多民族

の国家的統合 という、二方向からの要請をともに満たすためのひとつの解答が、イギ

リス英語とは異なる独 自の英語を、民族を越えた国内共通語として認知するとい う考

え方であったのである。

(ibid.:197)

したがって、wE論 にお ける国民・民族文化 との同一性 との結び付 きは、いわば、「 (押 し付

け られ た)正 しい英語 =英国 の言語」とい う言説への対抗言説 として、「英国の英語 ≠独 自
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の英語」という構図の構築であると言える。ここでは、それぞれの英語の独 自性を強調す

るだけではなく、正当な英語ないしは標準形として認めようとする思想も見受けられる(日

野 2003:17)。

この様に、不可算名詞的言語観から始まり、それを国民・民族文化との同一性という言

語観に結び付けるのには、一定の前提が隠されている。それは、「インド英語」や「フィリ

ピン英語」などのように 、「XX英語」という言語観では、XXと い う国家において、共通 し

た言語すなわち英語を用いることが、そのまま意志の疎通や共感などが保証 される、とい

った思い込みによって支えられている点である (cf.酒井 1997)。 そのため、XXと い う国

家における個人の英語の特徴を調査 していたはずが、XXと い う国家において独自の、かつ

共通した特徴を「発見」することで、XXと いう国家における英語の特徴としてまとめあげ

られる。確かに、情緒的には、同 じ地域における人々とは「共通 した」言語的特徴を有す

といつた考え方は妥当であるかのように思える。 しかし、実際に同じ地域であつても、完

全な意味で「共通 した」言語的特徴を見出すことは困難である。ましてや地域よりも大き

な国家と結び付けるというのである。国民 。民族文化との同一性だけでは、英語論の全体

像を捉えることは困難であると言える
5)。

4.1.2 EIL論 の場合

EIL論 は、国際コミュニケーション研究に端を発 している (日 野 1999)。 その効力として

は、例えば「国際語」という概念の明確化が挙げられる。 日野 (2001)が概念化を試みる

「国際語」 とは、単に国際的なコミュニケーションの場面で使用される言語であるに過ぎ

ない。従って、「理論的にはどのような言語でも国際コミュニケーションの媒体として使 う

ことが可能であるから、『国際 XX語』の『 XX』 にはどんな言語でも入 りうる。たとえば『 国

際モンゴル語』や『国際ベ トナム語』などの概念ももちろん成立する」 (ibid.:263)こ と

になる。すなわち、国際語とは「国際的」という動的な状況に対 して用いられる 1つの手

段であるという言語観であり、英語だけを特別視するような概念ではない (日 野 2001;仲

2003a、 2003b;宇尾野 1979)。

EIL論では、英語一極集中状況に対する評価とい う点において、論者の態度が分かれる。

日野は、EILの概念を英語教育の枠内でのみ機能するものであると限定し (1997)、 その上

で英語一極集中状況に対する評価を肯定・否定のいずれの視点からも行わないとしている

(2001:264)。 英語教育の側面からEIL論 を構築する日野によると、英語一極集中状況に関
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する議論を扱 うことは、「英語教育を英語帝国主義の落とし穴に追い込むか、あるいは逆に

国際英語の教育はすなわち英語支配の強化のための営みであるという批判を受けることに

つながる」 (ibid.:264)た めに、「それ 自体はマクロ社会言語的には重要であるとしても、

『国際英語』教育研究においては考察の対象外 と見なすことが妥当である」(ibd.:265)と

している。従って、日野による一連の EIL論研究は、本稿で考察する様な、英語と社会的

特性 といった文脈とは異なる次元にあると考えるのが妥当である。

一方、筆者は英語教育の枠内においても、積極的に英語一極集中状況や英語帝国主義と

いつた問題に取り組むべきであることを強調 してきた。それは、以下の点によるからであ

る。第 1に 、英語一極集中状況や多言語状況の問題が、今や教育も含めた広 く社会的 。文

化的文脈の中で捉える必要があると感 じるからである。筆者は、多文化共生教育を視野に

入れているが
6)、

他者との間に相互理解を構築する努力を放棄せずに共生することはいか

にして可能か、という視点が英語帝国主義論の本質であると考えている
7)。

第 2に、仮に

言語をコミュニケーシヨンの「道具」 として提えるとしても、そのことが言語には社会性

が内在されないということにはならないと考えるからである。例えば、「包丁」は、料理を

する上で便利な「道具」であるが、同時にその鋭利な刃は、危険な性質をも持つ。これは、

「道具は目的によって使い方が異なる」 と言いたいのではない。そうではなく、たとえ料

理の道具として使用する場合であっても、危険な性質を、その道具から切り離すことはで

きない、とい うことを意味する。同様に、英語を「道具」として捉えるのであれば、英語

から社会性を切 り離して考えるべきではない。つまり、言語はコミュニケーションの道具

であると同時に、支配と従属の手段ともなり得るのである。そして、あらゆる「道具」に

「取扱説明書」が付随 していて、そこには必ず「使用上の注意」が記されているように、

英語を扱 う英語教育においても、「英語の使用上の注意」として、英語の持つ社会的特性を

扱 う責務があると考える。

さて、この場合の「繋が り」であるが、第 1の視点に関しては、不可算名詞的言語観を

支持する。EIL論では、言語 と国家との繋が りは、前提とされていない。第 2の視点につ

いては、筆者も先述の国際語の定義に従 う。すなわち、国際的な場面での使用言語のこと

を国際語と考える (仲 2003a、 2003b)。 その際、コミュニケーションに従事する者が自ら

の用いる言語を「Xx英語」であると、英語を実体として意識しているわけではないと考え

る。従って、これは異種混交性の言語観を支持することになる。以上より、「不可算名詞的

言語観―異種混交性」とい うことになる。
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また、筆者は上述 したように (→ 2.2)、 国民・民族文化との同一性に基づいた英語論を

否定するつもりはない。よつて、この場合の繋がりは「不可算名詞的言語観一国民・民族

文化との同一性」とい うことになる。

4.2英語帝国主義論の場合

英語帝国主義研究の発端は、英語一極集中状況による情報の不均衡や、コミュニケーシ

ョンの不平等などの問題意識にある。その効力としては、例えば、言語がモノ化すること

への危惧 (大石 1997a)や、言語の生態系への異議申し立てなどがある。

さて、この英語帝国主義論においては、多言語状況への視点に関 して、3つの立場に分

類できる。

まず 1つ 目の立場の代表的論者は、Phillipson(1992)や津田 (1996)な どがあげられ

る。その中で、まず津田の文言を追ってみよう。

津田が、英語帝国主義への抵抗策として提言 しているのは、「美 しい日本語」ない しは「大

人の日本語」(ibid.:195)の 創出である。津田の言 う「美 しい日本語」「大人の日本語」は、

その対極に彼が位置付ける「若者ことば」 (ibid。 )を排除し、均質化をしていくことによ

つて成立するものである。この「排除」と「均質化」によつて線引きを行 うことは、言語

を数えられる統一体とする姿勢の現われである。 したがつて、可算名詞的言語観に基づい

ていると言える。

また津田は、「日本人なら日本人としての誇 りを持つて、日本ではどこの国の人に対 して

も日本語を話すことが望ましい」 (1996:159)と も提言 している。その際、「これは『 日本

語帝国主義』でもなんでもなく、コミュニケーションにおける平等を追求する『言語相対

主義』である」(ibid.:160)と 断つている。しかし、これは日本語を押し付けるという意

味での「日本語帝国主義」を回避しているに過ぎない。多言語状況への観点については、

「日本人 と日本語」、「英米人 と英語」のように、言語 と国民・ 民族文化 との同一性 を前提

としてい る。以上よ り、津田の英語帝国主義論は、「可算名詞的言語観 一国民 `民族文化 と

の同一性」 という繋が りを持つ と言える。

Phinipsonは 、英 語帝国主義へ の抵抗策 と して 、言語権 の尊重や言語エ コ ロジー

(language eco10gy)を 提唱 している。 この言語エ コロジー とは、英語一極集中状況を生

み出す要因である「英語普及パラダイム (Diffusion of English Paradigm)」 への代案で

あ る。 そ の中で、彼 は 「言語 の洗練 と維持 (the cultivatiOn and preservation of
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languages)」 の重要性を主張 している (PhinipSOn&Skutnabb― Kangas 1996)。 このこと

から分かるように、言語の単一的な実体を想定し、かつ 「純粋性」を前提とした立場をと

つている。以上から、「可算名詞一国民・民族文化との同一性」という繋がりが見て取れる。

確かに、この様な「英語 vs.母語」といつた構造は、その分かりやす さのために説得力

を持つように思える。 しかし、「XX語」あるいは「XX英語」は絶えず自らを脱構築 してい

る。多言語状況というものは、「複数の民族語の並存ではなく、言語の同一性そのものが多

数性の抑圧を通 じてしか表象されえない」 (酒井 1996b:39)点 を看過するわけにはいかな

い。この様な多言語状況への認識だけであっては、言語の単一的な実体と均質性が前提に

されてお り、その意味において単一言語 主義の延長線上にあると言 えるだろ う (姜

1997:139)。

2つ 目の立場であるが、酒井 (1996a、 1996b、 1997)を取り上げる。酒井は、「言語を可

算名詞 として考え、数えられる統一体として捉えた言語が複数並存する状態を想定するこ

とから多言語主義の考察を始めてはならない」(1997:228)と 述べている。言 うまでもなく、

不可算名詞的言語観から出発 している。

第 2の視点についてであるが、彼は「国語主義や民族語主義に横領され、結局国民主義

に回収されてしまうようなことのない仕方で英語帝国主義を批判する」 (ibid.:231)こ と

を目標 としている。そ して、異種混交性の媒体としての英語の機能を見逃すべきではない

としている。

また、彼は「多言語性は、異なった言語 と言語共同体の外在的な並存 (多元主義的配置)

としてだけ理解されるべきではない。…・。む しろ多言語性は、ひとりの人間が異なった言

語と文化領域を動き回るマルティリングァリズム、あるいは複綜言語主義 としても発想さ

れなければならない」(1996a:142下 線は筆者)と 述べている。さらに、「(国 民 。民族言語

と国民・民族文化 との同一性とい う)特殊主義は英語が世界中で使用されているとい う事

態の一つの側面、すなわち、国民と言語とが互いに対応 していない異種混交性の媒体とし

て英語がある、という面を無視 している」(酒 井 1997:230-231)と も述べている。つまり、

酒井は、本稿で言 うところの国民・民族文化 との同一性および、異種混交性の両方を視野

に入れていることが分かる。この様に、酒井は、言語の「多元主義的配置」を看過 してい

るわけではない点に注意 したい。以上より、繋がりは「不可算名詞的言語観一異種混交性」

および「不可算名詞的言語観一国民・民族文化 との同一性」である。

糟谷 (2000)の 英語論も「不可算名詞的言語観一国民 。民族文化との同一性」および「不
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可算名詞的言語観一異種混交性」に分類できる。彼は、グラムシの「<こ とば>は本質的

に集合名詞であり、時間においても空間においても<単一 >の ものを想定しない。…・<こ

とば>と い う事実は、実際には、多かれ少なかれ有機的に凝集 し秩序だつた諸事実の多様

態である」 (Gramsci 1975:1330糟 谷 2000:280に 引用)と いう言葉を引き、それを支持 し

ている。このことから、不可算名詞的言語観に出発点を置いていることが分かる。その上

で、「『英語』は均質的な全体をつくつてはいない。…しか し、それだからといつて『英語』

という存在がまぼろしであるわけではない」 (ibid.:290)と 述べてお り、異種混交性の媒

体としての英語を念頭に置く一方で、国民・民族言語と国民・民族文化との同一性とい う

言語観も看過 していない。

3つ 目の立場の代表的論者は、大石 (1997a、 1997b)で ある。彼は、英語帝国主義への

抵抗策を論 じる中で、「言語的雑種主義を学び、同時に、言語的純粋主義等の陥穿に注意 し

つつも」(1997bi35)と 断つてはいるものの、とりあえず不可算名詞的言語観から考察を始

めている。ただし、「<複数性><ハイブリディティ><越境><脱国籍><ク レオール主

義>等 々と、言語的雑種主義 。混清主義、その文化的対応物たる文化多元主義、文化相対

主義という美 しい錯覚」 (ibid.:37)と 、批判的に捉えている。そして、「かの言語 (=英

語)を 実体化 して全体主義的恐怖を生み出す対象としている、というのか !と 、かりに自

問してみよう。あえて認めよう一―私がそうしていることを。なぜならば、かの言語はそ

れほどに強大な言語であるからなのである」(1997a:38 注は筆者)と 述べている。言語を

実体化 して捉える言語観を問題視 しながらも、敢えて「英語」を実体化 していることが分

かる。彼が実体化の際に想定している輪郭は、国民や民族といつた共同体である。それは

次の点から読み取れる。「超普遍化 した怪物 (=英語)には、世界の各言語からの特殊主義

的ナショナ リズムによつての総反撃しかない」(1997a:413 注は筆者 )。 以上から、大石の

英語論における多言語状況への視点は、「不可算名詞的言語観一国民・民族文化との同一性」

である。先述のように (→ 2.1)、 国民。民族文化との同一性は、可算名詞的言語観を前提 と

することが多い。 しか しながら、大石のように、不可算名詞的言語観を出発点としながら

も、英語一極集中状況への抵抗策として、戦略的に国民 。民族と言語とを結び付けて捉え

る論者もいる。

5,社会性の在処 を巡 つて

本節では、権力やイデオロギーといった社会的変異が、言語に内在するか否かに関する
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視点の対立か ら 2つ の英語論を考察す る。

5.1国 際英語論の場合

51.l WE論 の場合

WE論では、イデオロギーゃ権力は、英語には内在されず、英語を「中立的な道具」 と捉

える傾向があるようである。

英語には、態度の面において も言語の面においても有利な点がある。土着の言語や

方言、スタイルであれば時には望ま しくない言外の意味を帯びて しま う様な言語的

文脈において、英語 は中立性 を獲得 したのである。土着の言語がカース トや宗教、

地域な どと結び付 くのに対 し、英語は少な くとも非母語話者の文脈においては、そ

の様な結び付きを持たないのである。英語は、その起源においては外国の支配者 の

言語ではあったが、英語の使用者たちによって、欠点が薄められたのである。確か

に英語は少数のエ リー ト集団 と結び付いてはいる。 しか し、言語の中立性が生きて

くるのは、英語の使用者の役割においてなのである。

(Kachru 1986:9 強調は原文 )

Kachruは、「植民地時代の英語の遺産が現在の英語の地域変種 として残 る」 (ibid.:1)と

述べ、 さらに 「かつての英語普及の原因がた とえどの様 なものであれ、20世紀 とい う文

脈においては、それを前向きな発展であると考えるべきである」(ibid.:51)と も述べてい

る。これ らより、彼が英語を「中立的な」言語であると捉 えていることが窺える。

また、英語の権力性やイデォロギーは、植民地主義政策の結果であると見な しているこ

とも読み取れ るだろう。つま り、権力やイデオ ロギーは、言語に内在 されていると考える

のではなく、あ くまで も植民地主義 とい う社会の次元の反映であるとのみ捉えている。だ

か らこそ、「言語は中立的である」とい う言語観が生 じるのである。したがって、これは相

互作用の言語観に基づいていると言える。 この考え方においては、言語のモノ化思考が促

進 され る危険性 をみんでいる点に注意 しなければならない。

以上よ り、4.1.1で論 じた多言語状況への 2つ の視点 とあわせて考えると、WE論は、「不

可算名詞言語観 一国民 。民族文化 との同一性 ―相互作用の言語観」 とい う繋が りを持つ と

言 うことができる。

5.1.2 EIL論 の場合

-13-



『言語政策』第2号 2006年 3月

4.1.2で述べたように、日野 (1997、 1999、 2001、 2003)、 Hino(2001)に よる一連の EIL

研究は、本稿で扱 うEIL論 とは異なる次元にある。従つてここで言うEIL論 とは、筆者な

りのそれのことである。筆者は仲 (2002)において、英語教育の内部から英語帝国主義の

問題を対処 していくにあたって、EIL論 の理念を用いることを提言している。その様な文

脈の中で、言語を中立的な道具と見なす「言語道具観」に対 して、「あまりにも規範主義的

な理論」と言及している (ibid.:259-260)。 英語の世界的普及は、英米の植民地主義と不

可分な関係にあると認識しているが、そのことから「言語は中立的である」 とい う見解に

は繋が らないと考える。「包丁」を例に挙げて述べたように (→ 4.1.2)、 筆者は、言語を道

具として捉えたとしても、社会性から中立的な存在となるのではなく、社会性を内包する

ものであると考えている。つまり、社会性内在の言語観の立場をとつている。上述の多言

語状況への視点と合わせると、「不可算名詞的言語観―異種混交性―社会性内在の言語観」

および 「不可算名詞的言語観一国民・民族文化との同一性―社会性内在の言語観」という

繋が りを持つことになる。

5.2英語帝国主義論の場合

Phillipsonは 、英語帝国主義を「言語差別 (linguicism)」 の一形態 として位置付けて

いる。彼は、この言語差男1の 定義 を Skutnabb― Kangas(1988)に従い、「言語 を元に したグ

ループ間における権力 と有形的・ 非有形的資源の不当な分割 を正当化 し、引き起 こし、再

生産す るイデオロギー、構造お よび実践のこと」 (Phillipson1992:47)と している。そ し

て、英語帝国主義 を「英語 と他の言語 との間にある構造的・文化的不平等 を打ちたて、か

つ絶 え間なく再生産することによって強化・維持 される英語の支配のこと」 (ibid。 )と 定

義 している。

前者の言語差別 の定義に従 うと、「イデオ ロギー、構造、お よび実践」が言語差別を支え

ているのであるか ら、これ らは言語外の要素にのみ重点をおいているとい うことになる。

言い換 えると、言語には社会的変異は内在 されていないことを意味す る。実際、PhinipSOn

自らも構造的権力 に重点をお くことを強調 してお り (ibid.:72)、 さらには「言語帝国主義

は、その言語が悪いのではな く、使われ方が悪い」といった言及 も行つている(ibid.:318)。

また、Pennycook(1995:50)が 指摘するよ うに、Phillipsonは 、英語の世界的普及を経済

的・軍事的帝国主義の反映であるとのみ理解 している。以上から、相互作用の言語観に基

づいた論を展開 していると考 える。従って、繋が りは「可算名詞的言語観 一国民・民族文
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化との同一性一相互作用の言語観」である。

次に、津田による英語帝国主義論である。彼は、「言語は支配 と差別の装置である」

(1990:16)と 述べている。そして、ソシュールのラングとパロールの概念を用いてはいる

ものの、言語のイデオロギー的要素をパロールの領域に追い出すのではなく、「権力と支配

の手段 として使われるのは、この『 ラング』の方である」(ibid.:18)と 、言語に社会性が

内在することをはっきりと言及 している。また、津田は英語支配批判の一連の研究におい

て、ラング外の社会構造についても繰 り返 し批判の目を向けている。したがつて、「可算名

詞的言語観一国民・民族文化との同一性―社会性内在の言語観」とい う英語論である。

酒井の言語 と社会的変異との関係についての視点は、次の見解に端的に現われているよ

うに思われる。

言説は言語を、言語学や文学研究のまなざしのなかで対象化するのではなく、知識

の生産、反復、流通、変更、継承に関わるさまざまな制度的条件の複合体と同時に

立ち現われる実定性 として把握することを可能にしてくれる。それは個別言語だけ

でなく言語一般を歴史化する試みに繋がる。結論からいえば、言語の歴史化をなし

得るのは、言語は言説 |ヒ おじヽそそあるからである。言説が言語においてあるのでは

ない。

(1996b:51-52 傍点は原著 )

酒井は、言語 を実体化 して捉える言語観の解体を試みてお り、その意味で「言説が言語に

おいてあるのではない」とい う見解 は、4.2で言及 した彼の見解 と矛盾するものではない。

しか しなが ら、大石が指摘す るよ うに、「そのよ うな言説の姿をとった言語=英語それ 自体

のヘゲモニー性 (歴史性 。暴力性)を看過すべきではない」 (1997b:37)。 つま り、酒井の

英語論は、言語そのものが持つ歴史性や暴力性 を無化 とまではいかないまでも、少なくと

も弱化す る思考 とい う側面を持つ (ibid.:38)。 また、酒井は、「ヨー ロッパ語の普及は植

民地主義の宗主国の言語が広まった ものである」(1996:239-240)と も述べている。つま り、

言語の伝播を言語 とは別に存在す ると想定された植民地主義の普及 にのみ換言 している、

とい うことになる。従つて、これは相互作用の言語観に基づいていると言えるだろ う。上

述 した、多言語状況への 2つの視点 と合わせると、酒井の英語論は、「不可算名詞言語観―

異種混交性―相互作用の言語観」および「不可算名詞的言語観一国民 。民族文化 との同一

性一相互作用の言語観」という繋が りを見せることが分かる。

次に大石であるが、彼は酒井の英語論に対 し、「西欧起源の言語雑種主義・混清主義的思
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想」と結び付いているがゆえに、「言語 という存在のつくりなす支配・被支配といつた `ド

ロドロした'権力のダイナミズムを見えなくして」(1997b:38)い ると批判 している。大石

にとって酒井のような英語論は、「もの化 した英語の脅威を追いだ してしまうことができな

い」(1997a:413)も のである。社会性内在の言語観であるといえよう。大石の英語論は、

「不可算名詞的言語観一国民・民族文化との同一性―社会性内在の言語観」とい うことに

なるが、上述したように、大石は可算名詞的言語観および異種混交性の媒体としての英語

をも踏まえた上で、この様な英語論に至っている。

「言語は中立的な道具である」と見なす言語道具観を批判 し、英語論を展開するのが、

糟谷 (2000)である。彼は、言語道具観を「言語からイデオロギーと権力の問題を追放す

るためのもつとも洗練 された手口」(ibid.:288)で あると批判 している。そして、「言語に

内在する社会的権力の問題をとらえ」ることで、「言語帝国主義の問題の核心にようやく到

達できる」(ibid.:290)と している。 したがつて、4.2における考察と合わせると、「不可

算名詞的言語観―異種混交性―社会性内在の言語観」および「不可算名詞的言語観一国民・

民族文化 との同一性―社会性内在の言語観」とい う2つの立場の英語論を展開しているこ

とが分かる。

6.おわ りに:英語論の構図

以上のように、国際英語論と英語帝国主義論 という2つの英語論を考察してきた。論理

的には、 3対の変数の元に 2× 2× 2=8通 りの繋がりがあるはずだが、実際には以下の

6通 りの英語論が見受けられた。

<多言語状況への視点> <社会的変異の在処>

相 互 作 用 の 言 語

可算名詞的言語 国民・民族文化との同一性

社会性内在の言語

国民・民族文化との同一性 相 互 作 用 の 言 語

不可算名詞的言語

社 会性 内在 の言 語
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① 可算名詞的言語観一国民 。民族文化 との同一性―相互作用の言語観

(例 )Phillipson(1992)の 英語帝国主義論

② 可算名詞的言語観一国民 。民族文化との同一性―社会性内在の言語観

(例 )津田 (1990、 1996)の英語帝国主義論

③ 不可算名詞的言語観一国民・民族文化 との同一性―相互作用の言語観

(例 )D'sOuza(2001)、 Kachru(1976)な どWE論 、酒井 (1996、 1997)の 英語帝国

主義論

④ 不可算名詞的言語観一国民・民族文化 との同一性―社会性内在の言語観

(例)大石 (1997a、 1997b)、 糟谷 (2000)な ど英語帝国主義論、筆者の EIL論

⑤ 不可算名詞的言語観―異種混交性一相互作用の言語観

(例)酒井 (1996、 1997)な ど英語帝国主義論

⑥ 不可算名詞的言語観―異種混交性―社会性内在の言語観

(例)糟谷 (2000)な ど英語帝国主義論、筆者の EIL論

第 1図 :2つの英語論の構図

なぜ 2通 りの型が存在 しないのであろうか。

現実のことばは、各個人が時間的・空間的 。社会的 。様式的などの様々な要因によって

影響を受けながら、社会化の中で獲得されるものである。「言語」を数えられる名詞として

提えるとい うことは、これらの諸要因を包括する全体としての「言語」が存在すると意識

されるからこそ生 じるものである。つまり、可算名詞的に言語を捉える際に、暗黙のうち

に、同 じ共同体であれば、その言語的特徴も同 じであるという信念が働くために、フィー

ル ドワークなどにより記録された言語的特徴のうち、共通 した点に着 目することになる。

その際に最もよく用いられる共同体が、国民や民族である。 したがって、可算名詞的言語

観が異種混交性 と結び付くことはない。よって、「可算名詞的言語観―異種混交性―相互作

用の言語観」および「可算名詞的言語観―異種混交性―社会性内在の言語観」という繋が

りは存在 しないことになる。

以上、論 じてきたように、 2つの英語論から見た多言語状況や、言語とイデオロギーの

関係性は多様である。また、 2つの英語論には共通した言語観に支えられているものもあ

る。本稿では、これ らのうち、いずれかが「虚構」であり、いずれかが「真実」であると

言いたいのではない。いずれかの言語観に拠って、他の言語観を排他的に批判するのであ
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れば、英語の世界的普及によりもたらされた言語状況に対 して、包括的な理解ができなく

なって しま うと考える。各々の言語観に問題があるとしても、そうした言語観は現実的に

機能しているだけではなくてまさにその言語観のおかげで現実が機能 しているという側面

も見逃すべきではないだろう。このような英語論の包括的把握は、言語政策 (特 に英語に

関連するもの)を具体的に考察する上で貢献 し得ると考える。

本稿 は、 日本言語政策学会第 3回大会 (於 慶應義塾大学)における筆者の口頭発表 し

たもの、および仲 (2005)における議論の一部 を大幅に修正 し書き改めたものである。

仲 (2003a,2005)を 参照。

小田亮の Webページ[http:〃 www2.ttcn.ne.jp/～ oda.makoto/mokuji.12.10ed.htm]を 参

照。

4)こ の様な点において、WE論の見解は「国家語」の構築と同じであると言えよう。

5)ただ し、日野 (1999:198-199)が 紹介している Bhatia(1997)は 、ジャンル分析の方
法を国際英語研究に応用 し、国家という枠組みに捉われない英語論を模索している。こ

の様に、国際英語研究において、必ず しも国家を単位 とした分析に終始 しているわけで

はないことを書き加えておく。
6)誤解のないように断つておきたいが、日野氏も多文化共生教育を強く視野に入れている

点を強調 しておきたい。
7)酒井 (1997)を参照。

参考文献

宇尾野逸作 (1979)「 EHLの 原点」『英語青年』第 125巻 第 6号 28-30 研究社出版

大石俊一 (1997a)『 英語帝国主義論―英語支配をどうするのか―』近代文芸社

大石俊一 (1997b)「西欧言説の問題から西欧言語の問題へ」『安田女子大学大学院博士課程

開設記念論文集』31-43安田女子大学

小田亮研究ホームペー ジ uRL:[http:〃 www2.ttcn.ne.jp/～ oda.makoto/]

糟谷啓介 (2000)「 言語ヘゲモニーー<自 発的同意 >を組織す る権力」三浦信孝・糟谷啓介

(編 )『言語帝国主義とは何か』275-292藤 原書店

姜尚中 (1997)「『クレオール化』と複合的なアイデンティティ」三浦信孝 (編 )『多言語主

義とは何か』138-147藤原書店

小坂井敏晶 (2002)『 民族という虚構』東京大学出版会

酒井直樹 (1996a)『 死産される日本語。日本人一「日本」の歴史―地政的配置―』新曜社

酒井直樹 (1996b)「 ナショナリティと母 (国 )語の政治」酒井直樹、ブレット・ ド・バリ

ー、伊豫谷登士翁 (編 )『ナショナリティの脱構築』9-53柏書房

-18-



『言語政策』第2号 2006年 3月

酒井直樹 (1997)「 多言語主義と多数性―同時的な共同性をめざして一」三浦信孝 (編 )『多

言語主義とは何か』228-245藤原書店

スメーク、イバン (1993)「言語、真理そして権カーブルデューの代理執行機関―」R.ハ ー

カー他 (編 )『ブルデュー入門―理論のプラチックー』214-245昭 和堂

盛山和夫 (1995)『 制度論の構図』創文社

盛山和夫 (2000)『 権力』東京大学出版会

津田幸男 (1990)『 英語支配の構造』第二書館

津田幸男 (1996)『侵略する英語 反撃する日本語―美しい日本語をどう守るか―』PHP研

究所

仲 潔  (2002)「 英語教育は英語帝国主義にどう対処するか」森住衛監修・言語文化教育

研究論集編集委員会(編)『言語文化教育学の可能性を求めて』246-263 三省堂

仲 潔  (2003a)「教科書における English・ 英語と言説―中学校英語教科書の分析を通

して一」『異言語教育の今日的課題』57-67大阪大学大学院言語文化研究科

仲 潔  (2003b)「制度論としての JETプ ログラムー国際英語論の観点から一」『外国語教

育研究』第 6号 1-19外国語教育学会

仲 潔  (2005)『英語教育における言語観:期待される「英語学習者像」』大阪大学大学

院博士学位論文

日野信行 (1997)「 国際英語の概念に基づく英語教育の研究一その体系化への序論―」『言

語と文化の対話』89-101英 宝社

日野信行 (1999)「英語教育における『国際英語』研究の課題一国際英語思想史及び言語文

化論の視点を中心に一」『言語文化研究』 25号 185-203大 阪大学言語文化部

日野信行 (2001)「国際英語の多様性と英語教育」『言語文化研究』 27号 261-283 大阪大

学言語文化部

日野信行 (2003)「 <国際英語>研究の体系化に向けて一日本の英語教育の視点から一」『ア

ジア英語研究』第 5号 5-43 日本「アジア英語」学会

ブルデュー ピェール (199o)『 ピエール・ブルデューー超領域の人間学―』藤原書店

Bhatia、   Vijay K. (1997). IntroductiOn:Genre Analysis and WOrld Englishes.   ″br■ど

Eng■ゴs力θs v01.16, No.3. 313-319.

Cameron、  D。 (1990) Demythologizing soci。 linguistics:Why language does not reflect

-19-



『言語政策』第2号 2006年 3月

socioty` In ldeoFaguib,OF ιa″♂″aga ‐」oseph, J.E.

London: Routledge,

Tavlor, T。  (eds。 ), 79‐93.

D' souza、  Jean (2C101)  Oontextualizing range and depth in lndian EngliSh.  ″bF」ど

ιh′ゴゴstts、 Vol.20, No.2. 145-159.

Gramsci, A, (1975) 飩a■ernゴ dθf οaraere, a c1/ra α κ θbFratana, Torino: Einaudi,

Hino, Nobuyuki (2001) OFganiZing EIL Studies: Toward a Paradigm. ″s」ar7西hgJ■轟
",

Vol.4, No.1. 34-65.

Kachru, Braji B。 (1976) Mb‐dolsofEnglishfortheThirdWOFlld:White man' s linguistic

burden or language pFagmatics. ″ESα θレarι arf/・  Vol。 10, No.2, 221-239:‐

―――― (1986)動 ′́」
`力

動1″ οFFagF」だ蒟rιヵ●摯 ea4 F2r2σ
`ゴ

a″s ar7ピ 蒻♭ιわ″すoFおn■,aιr“

Jン′frsヵθs.  oxloFdI PergamOn Press.

Pen■yoook, A。  (1905)  English in the WOrld/The World in English。  ln ′b″りr a″ど

I″θ●4a」ゴ1/ J″‐ ι
…

 `ub.′ ″ο
",  TolleFson,J.W。

(eds。 ),  34-58.  CambFidge:

CambFidge Univerlsity Presst

Phillipson, R。  (1992) ιinguls`ゴε J″ρeriar」 s嘱  oxfQrd: Oxford University Press.

Philllpson, R, & Skutnab‐ ■KangaS, Tove.(1996) Engliish onl, T/Orldwid‐ o or Language

Ecology? Zgsα  θじ

“

′′万賢じκ Vol.30, N● 。3:Aut‐umn。  429-452.

Skutnab一Kangas, Tov●・(1988)Multilingualism and the EducatiOn of‐ MinoFity children.

In カリ″瀬 ′ヽノEZ″θ′′ゴa17′ Frar S力ame ιο Sιrugg■ヽ  Skutnab■Kangas and J. Cummins

(1988)9-44.Cl,vedOn.:Mult‐ 1lingual Matters.

(九州女子大学 )

-20-


