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R“sume
On parle souvcnt de llё ducation des Sourds en France au 18ё me siёcle, comme ёtant la

prcmiё re tentative de scolarisation en groupe de ce public dans des ttblissements Sp6ciaHs6s.

Par contre, son`volution au 19ёme siёcle et sa situation actuclle sont pcu connues au Japon,et
pourraient y devenir un modё le tres intёressant.

Dans cet article, nous donnerons prenliё rement une vue d'ensemble de l'histoire de
l'`ducation des SOurds pour p“ ciser les sttets de discussion,ct ensuite,■ ous examinerons la
situation actucne de l'6ducation des Sourds en France depuis les anndes 70.  Et pour flnir9■ ous
pr6senterons une tentative d'cnscignement bilinguc LSF‐ Fran9ais par une association,cn precisant
ses possibilit6s ct ses difflcult6s.

1.は じめに

フランスは、18世紀に世界で初めて「ろう教育」、すなわち、「ろう者」に対 して、集団

で、専門の施設で教育が行われたことで有名である。しかし、19世紀以降、フランスでろ

う教育がどのように変化 し、現在どのような教育が行われているかについては、日本にお

いてほとんど知られていないのが現状である。

確かに、フフンスの現在の「聴覚障害者」に対する教育政策は、いわゆるインテグレー

ションが主流であり、北欧や北米のようなバイリンガル・バイカルチュラル教育のモデル

ケースとして参考になるような部分は少ないといえよう。 しかし、 2世紀にわたって繰 り

広げられた「手話法」対「口話法」の論争、「ろう教育」と「国民教育」との関係、そして

現在「フランス手話(Langue de Signes Francaise,LSF)」 を一つの言語として認める立場
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から行われている、フランス手話と書記フランス語のバイ リンガル教育の試みなどは、過

去と現在の日本のろう教育にさまざまな示唆を与えるものと思われる。

本論文では、まず、フランスのろう教育の歴史を振 り返 り、次に 70年代以降の聴覚障

害者に対する教育の法整備や現状を概観 して、フランスの「ろう教育」における論点を考

える。その論点は、ろう教育で使用する手段をめぐっての「口話法/手話法」論争にとど

まらない。それ以外にも、「ろう者」観、「教育」観に直接関わる以下のような問題軸があ

げられる。

・ろう者は「教育」の対象なのか、それとも「慈善」「福祉」「治療」の対象とみなすのか。

。その対象は「集団」としてのろう者なのか、それとも、個々の事情に対 して「個別」に

対応するべきなのか。

・フランスにおける「ろう教育」の対象とされている人々とはどのように見なされてきた

のか (「 聾唖者」 ?「聴覚障害者」 ?「 ろう者」
1)?)

。教育の責任は国が担 うのか、それとも宗教系施設や NPOな どが積極的に担っていくベ

きなのか、そ して教育 とは何なのか (「 教育  6ducation」 ?「再教育 =リ ハ ビリ

r6ё ducation」  ?)。

そして最後に、非常に小さな試みながら、フランス手話 と書記フランス語の二言語教育

を行つている自主教育運動の事例における可能性 と困難を紹介 したい。

2.フ ランス「ろう教育」の歴史

2.1 前近代における「聾唖者」へのまなざしとその教育

「聾唖者」に対 して、読み書きや話 し方を教える試みは、ヨーロッパでは 16世紀頃か

ら始まったと言われているが
2)、

その試みが注 目を集めるようになったのは 18世紀に入

つてからである。18世紀の啓蒙思想の時代に、哲学者たちは、「聾唖者」を慣習によって

汚された音声言語を知 らない「原始状態」に置かれた人間とみなす一方で、教育によって

文明化 され うる対象ともみな し、関心を持つようになったのである。また、「聾唖者」同士

が使用する「手話」に対する関心も急速に高まった。大航海時代以降、世界の言語の多様

性が明らかになるにつれて、言語の起源や、「普遍言語」への探求など、言語の普遍的特質

に対する研究が発展 していたが、その中で、「聾唖者」の使用 している「身振 りことば

(mimique)」 こそが人類に普遍の言語なのではないか、と知識人たちの注目を集めるよう

になったからである (ノ ウルソン 1998:304・ 319)。
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そのような「聾FI者」と「手話」に対する関心は、18世紀半ば頃に、ド=レペ神父lAbb6

de rEp6e)を 始めとするフランスの教育者たちが、「手話
3)」

を「聾唖者」の教育に使用す

ることで強 く結びつく。 ド=レペによる教育の画期的な点とは、「聾唖者」を (そ の身分を

問わず)一定の「集団」とみなした点と、その集団を教育する特別な方法として、「手話」

を積極的に使用 した点にある。 ド=レペの教育はめざましい成果をあげ、フランス王ルイ

16世やオース トリア皇帝フランツ 2世などの時の施政者や、哲学者たちなど多くの人々の

注目を集め、「フランス式」といわれた彼 らの方法による聾学校がヨーロッパ各地で設立さ

れた。

一方、ド=レペの登場前は、「聾唖者」に対する教育は、主に貴族の子弟に対する個人指

導として、遺産相続の資格を得るために発話訓練を行 うといった方式の方が主流であった

(指文字や文字は使用されていた)。 このような考え方による教育方法は、18世紀後半に

ドイツ語圏のノ、イニッケ(Heinicke)に よって精緻化 されたために「ドイツ式」といわれ、

主に ドイツ語圏と英語圏で試みられていた。 ド=レペの「フランス式」教育とハイニッケ

の「ドイツ式」は互いにその長所を主張 しあって対立 していた。 しかし、 ド=レペの方法

は効率性や効果の点で勝っており、また、 ド=レペは、自分の教育方法を秘密にしたハイ

ニッケとは異なり、自らの教育方法をすすんで公開 してその普及に努めたため、18世紀末

ごろには、「フランス式」の方が ヨー ロッパ全体で も優勢になっていた (エ リクソン

2003: 130‐ 132,  Lane 1989:112)。

2.2 フランス革命後の「ろう教育」の変遷

フランス革命のさなかの 1791年、 ド=レペの興 した聾学校を引き継ぐ形で、国立聾唖

学院(Institution Nationale des SOurds‐ Muets)が 設立された。ここにおいて、集団とし

ての「聾唖者」は、国家が責任をもつて、手話によって教育される、という「ろう教育」

の一つのモデルが提示 された。それは、全フランス国民に対する義務 。無償教育をめざし

た革命初期の啓蒙主義的な「公教育」論の流れ
4)ゃ

、革命思想を広く一般大衆に伝えるた

めに、フランス国内のにおけるさまざまな「僅言●atOis)」 といわれる話 しことばによって

革命思想の翻訳が試みられた流れ
5)と

も重なるといえよう。

しかし、フランス革命の進展と、その後のナポレオンのヨーロッパ支配によって、言語

と国民との関係は大きく変化 していった。国王が処刑 された後、「フランス国民」を統一す

るのはフランス語である、という認識、すなわち、ある言語を読み 。書き 。話すことが、

ある国民であることの重要な指標とされるという、近代に特徴的な言語観が生まれた。そ
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の過程で、最初は革命思想という普遍的な理念を伝えるための手段として利用されていた

「僅言ΦatOis)」 が、今度はその存在こそがフランス国民の統一を妨げるものとして敵視さ

れるよ うにな り、その根絶がめざされ ることになった
6)。

このような状況下において、啓

蒙思想 下で「普遍言語」としての可能性 が注目されていた「手話」も、その研究が進んで、

個々の手話の規約性が明 らかになるにつれ、次第に音声言語である「国語」に比べて劣っ

た存在であるだけでな く、あつてはな らない存在 とみなされるようになっていった。そ し

て、「聾唖者」に話す ことを教えるとい う可能性が再びクローズアップ されてい くことにな

る。

また、「聾唖者」を「欠損者」、または「退化 した者」とみな し、「教育」の対象ではなく

「慈善」、または「治療」の対象とす る考え方 も、フランス革命後期か らすでに生まれてい

た。革命後、国有化 された聾pI学院 を「教育施設」とみなすか、「自然の孤児 (Karacostas

1990: 63)」 である「聾唖者」たちを収容す る「施療院」 とみなすかについて議論がお

こつた。その結果、国立聾唖学院は、当時の内務省の管轄 とな り、「慈善」路線が前面に出

ることになった。この「慈善」「福祉」の文脈は現在も続いてお り、ろ う児のための施設は

国立 。県立 。私立の別 を問わず 日本でい う「厚生労働省
7)」

の管轄になっている。

さらに、イタール医師 (Itard)が パ リ聾唖学院に赴任 した 1800年か ら、ろ う教育の「医

療化」が女台まった。イタールは「聾唖者」に対 して、聴覚を刺激 した り、人体実験まがい

の無謀な外科手術を試みるなどによつて、「聴覚障害の治療」 とい う方向を打ち出 した
8)。

また、パ リ聾学院の生徒たちに肺結核 などの患者が多いのは、発話を行わないために呼吸

器官が発達 しないためだ として (実際 には寄宿舎の環境が劣悪だつたせいであるとみな さ

れてい る)、 発話訓練を、「衛生」や「体育訂1練」の文脈に位置づけた (エ リクソン 2003:

158‐ 159)。 「聾唖者」は、その豊かな手話表現のために、特に性的衝動を抑え られない「過

剰な本能」をもつ者 とみなされ (S6guillon 1994:12,39)、 寄宿舎生活の中で、その身体

を厳 しく管理 され るよ うになった。

「聾唖者」を欠損者 とみなす 「病理モデル」は、近代医学や科学の発展につれて次第に

精級化 されていった。フランスでも、「耳が聞 こえない」とい う病気に対 して、ことばを話

させ るとい う「治療」を施す、とい う「口話主義」的手法が導入 された。1827年には、パ

リ聾唖学院において発話訂1練が必修 とな り、1832年には、パ リ聾唖学院では最高学年にお

いては発話訓練を集中的に教えるために、ろ う者の教師は最高学年の担任 をもてないよ う

ローテーシ ョンにするな ど、手話法 と口話法の両方を使用する「混合法」が取 り入れ られ

るようになった
9)。
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一方で、パ リやボル ドーの国立聾唖学院は、前述 した通 り、ろう児に対する「救済施設」

としての意味合いを持つていた。それは貧困層出身のろう児
10)が

自活 していくために無償

で職業訓練を施すという役割を担 うことでもあつた (Presneau 1998:144)。 しかし、こ

のようなあらゆる社会階層のろう児が集まり、寄宿舎で集団生活を行 う施設に、自らの子

どもを入れることをいやがるブルジョワ層のろう児の保護者も現れた。保護者たちは、子

どもを家庭の中にとりこみつつ、幼児期から口話法による訓練を行 う通学施設の設立を求

めた。つまり、 ド=レペの登場前に行われていた、富裕層に対する個人指導としての発話

訊1練、とい う「ろう教育」のもう一つのモデルが、再び脚光をあびるようになってきたの

である。19世紀半ばには、このような保護者の要望を受けて、私立 (主 に宗教系)の ろう

児向け通学施設も急速に増えていくが、そこの教師はほとんど手話を知らなかった。手話

で教育できるようになるためには、パ リ聾唖学院でかなり長い問勉強 しなくてはならず、

そのような教員養成制度が全 く整っていなかったからである。つまり、19世紀後半のフラ

ンスでは、18世紀末からの二種類の教育―「富裕層のろう児に対する個人指導の口話法教

育と、貧困層のろう児に対する集団指導の教育 (Lafon 1980:9)」 ―のための施設が競合

するようになっていた (第 1表 )。

「大きな施設」 「小 さな施設」

責任主体 主に公立 (国 立/県立など) 私立 (主 に宗教系 )

教育方法 手話法または混合法 口話法

就学形態 寄宿制 通学制

就学年令 9歳頃か ら入学 (実際にはもつと

年上であること多 し)

幼児期か ら

就学層 あらゆる階層、特に貧困層 富裕層

職業訓練 あ り な し

第 1表

19世紀後半におけるフランスろう教育の二つの施設 (CuXac 199o:103よ り作成)

このように、フランスにおけるろう教育は、言語ナショナ リズム、医学・科学・進歩志

向、社会階層間の対立、教育観や子ども観の変化など、近代化にともなうあらゆる問題を

反映させつつ、「手話法」と「口話法」、「公的施設」と「私的施設」、「教育」と「慈善・治
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療」の間で 1世紀ものあいだ揺れ動き、時に激しく対立していたのである。

2.3 ミラノ国際会議とフランスのろう教育

これ らの対立に決着をつけるべく開催 されたのが、1880年 のミラノ国際会議であつた

11)。
この会議は「純粋口話教育」の絶対的な優越を掲げ、手話の全面的な禁上を採決 した

ことで有名であるが、この決議の影響をもつともうけたのはフランスであつた
12)。 _番参

加者数が多かつたイタリアは、当時国家統一を成 し遂げたばかりで、「言語問題」に強い関

心が払われてお り、「聾唖者」にもイタリア語を話させることに強く執着 していた(Cuxac

1990:101)。 また、そのほかの国はほとんど参加者を出しておらず、それほど強い影響は

受けなかったことが考えられる。 しか し、フランスにおいては、この会議の決議は決定的

な役割を果たした。この決議に基づいて、国立聾唖学院を管轄する内務省が、その教育方

法に介入することができたからである。

当時、フランスは 1871年の普仏戦争の敗北によつてナポレオン 3世の帝政が倒れ、対

独復讐に燃える極めて愛国主義的な共和政が成立していた。「ドイツ法」と言われた口話主

義を取 り入れることははばかられたが、「純粋口話法」とされれば、む しろフランスの共和

国理念や当時のナショナ リズムの高揚 との親和性は高かつた。なぜなら、ろう児に対する

積極的な口話教育は、「フランス国民」以外の固有のアイデンティティ (地域集団など)を

持つことを許さず、「国語」のもとで強力な近代国民国家体制を作 り上げようとするフラン

スにおいて、あらゆる困難を乗り越えて「フランス語」を習得する国民の、究極のモデル

ケースの役割を果たしうるからである (Furetノ OzOuf 1977:326)13)。 それはまた、科学

による「現代の奇跡
14)」

として、キリス ト教権から脱却 しようとする共和国を支持する役

割も果た していたと思われる。「聾唖」であることは、フランス人という「人種」の「退化」

として扱われ、それに抗 して戦わなくてはいけないものとされた。そこにおいては、ろう

児に発話させることが最大の目標とな り、そのためには衛生医学・視聴覚技術・言語学な

ど、当時急速に発展 していた最新の科学的知見が総動員された。

一方、1880年代初頭は、フランスは全国民の「義務・無償・世俗教育」制度をうちたて

た時期でもあつた。1882年 3月 28日 の法律では、第 4条で「6才から 13才 までの男女

児童に対 し、初等義務教育が施される」ことがうたわれたが、そこには「盲者、聾唖者に

対して初等教育を与える方法は、行政令によって定められる」という文章が付加 されてい

た。つま り、ろう児は 「(義 務)教育 (6ducation)」 の対象か ら除外 され、「リハ ビリ

(r66ducation)」 の対象とされたのである(Gi1lot 1998:46)。 ろう児のための施設は内務省
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(日 本でい う厚生労働省)の 管轄のままであつた。その内務省は 1884年に管轄施設の教

諭になるための免状を創設 したが、免状取得のためには口話訓練技術が必修とな り、ろう

者がろう学校教師になる道は閉ざされた。ろう者の教師は聾唖学院から去 り
15)、

手話で教

育を受けた年長ろう児からの、日話法で教育を受ける年少ろう児の隔離の必要が説かれた

(Moody 1998:31)。 さらに 1889年 7月 に、内務省は「純粋口話法」をろう児の唯一の教

育方法として公式に認可 し、ろう教育の現場において手話は禁止されることになった。

また、その教育を主に担つたのは、「小 さい施設」である私立キリス ト教系の有償の専門

施設で、その数も十分でなかったため、特に農村地域のろう児に対する教育の普及は遅れ

た
16)。

ろう児やその他の障害児に対す る教育の無償・義務・世俗化を求める運動や調査、

審議が行われ、そのための法案も提出されたが、議会で可決されることはなかったCVialノ

Hugon 1998,VialノPlaisanceノ Stiker 2000)。 ろう者は、近代化の過程で、一方で圧倒的

な「障害」を乗 り越えて「国語」を習得する国民のモデルケースとして手話の使用を否定

されながら
17)、

他方では「国民教育」の枠組みから除外されるという、二重の排除の構造

を背負 うことになったのである。

3.ろ う教育の現状

3.1 ろう児の教育のためのさまざまな機関

19世紀末以来の「ろう教育」の状況に大きな変化が起こったのは 1970年代である。1975

年、「障害者基本法い
°
 75・ 534 30juin,loi d'Orientation en faveur des handicapё s)」 力`公

布され、第 4条で「障害児および若い障害者は教育の義務のもとに置かれる」として、障

害者教育の義務化をうたったと同時に、障害者教育が、可能であれば「国民教育」の枠組

みの中に「インテグレーション」する形で行われるという流れが明記 された。さらに、1982

年 1月 の国民教育省通達 (Circulaire n° 82・ 2 et 82‐ 048 du 29 janvier 1982)に よつて、

障害児の普通学校へのインテグレーションを促進する具体的な政策が打ち出された。従来

の、特別な施設に特定の障害者を集めて教育することは、子どもを地域社会から引き離 し、

隔離することにつながると懸念されたか らであり、財政上もその方が安上がりであるとい

う事情もあった。

国民教育省の管轄下の学校において、障害児のインテグレーションを推進する流れは、

近年ますます強まっている。「聴覚障害者」であることは、現在生徒たちが抱えているさま

ざまな困難の中の一つであり、それぞれ個別にきめ細やかな対応をとる、というのが、イ
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ンテグレーション政策の基本である。その一方で、生徒に対するインテグレーションのた

めの対策は急速には進まず、その後も多数のろう児の生徒が、「厚生労働省」管轄の専門施

設で教育を受けている (第 2表 )。

1905年 就学ろう児数 1998年就学ろ う児数

「厚労省」管轄国立施設 607 750

「厚労省」管轄県立施設 300 1250

「厚労省」管轄私立施設 3162 9000

合 計 4067 11000

普通小学校 +CLIS 750

中等 学校 +SSEFISな ど 1900

合 計 2650

第 2表

1905年と1998年のろう児の就学状況CVialノ Hugon 1998:32,Gi1lot 1998:58よ り)

一世紀近く、「国民教育」の文脈か ら切り離されていた「ろう教育」は、ここで新たな局

面を迎えた。すなわち、「教育」を受けたいのであれば、普通学校へのインテグレーション

を行 うが、そうでなければ従来の「福祉」「保健」の文脈で、ろう児に対する特別な施設で

「治療」をうけるという新たな三分法が立ち上がったのである。 しかも、この二つの選択

を管轄する省庁が異なっていることは、ろう教育の統一的な政策を考えるにあたって大き

な障害 とみなされている
18)。

現在 、子 どもはその障害が判 明 した時点 で 「県特殊 教育委員会 (Commission

Dёpartementale de l'Ё ducatiOn Spё ciale,CDES)」 に登録 される。そこで、障害の度合

が認定され、どのような学校・施設で教育を受けるかについて指導を受け、保護者がその

教育方法を決定する。普通小中高校は、家族からインテグレーションの要求がある場合、

障害児を差別なく受け入れなくてはならないとされている
19).ろ

う児の選択肢としては、

国民教育省管轄の普通学校にインテグレーションするか、「厚生労働省」管轄の施設に入る

かに大きく分かれ るが、インテグレーションの方法や、手話や LPC(Langage Parlё

Comp16t6、 フランスの「キュー ド・スピーチ」)の使用の有無などで、その教育方法はさ

らに細かく分かれる。
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普通学校へのインテグレーションの方法は、個人インテグレーション(普通学級に一人)、

集団インテグレーション (普通学校内の障害別統合学級)、 完全インテグレーション (全て

の時間を普通学級で)、 部分インテグレーション (い くつかの教科を普通学級で)な ど、さ

まざまな形態がある。また、従来の普通学校への個人インテグレーションの場合には、そ

の生徒に対 してなんのサポー トもないまま教室に入れ られる、いわゆる「原始的インテグ

レーション(int6gration sauvage)」 の状況に陥ることがあるため (Glllot 1998:50、 「随

行者(accOmpagnement)の ないインテ グレーシ ョンがあってはならない」 と提起 された

(Gillot 1998:13)。

1999年 、国民教育省は障害者統合教育のための総合計画 (Plan Handiscol)を 開始 した。

そこでは、個人インテグレーションが推奨され、個々の障害児に必要なさまざまな援助を

行 うための受け入れ計画が練 られなくてはならないと明記 された。インテグレーションの

ための随行者の派遣などのサービスは、「厚生労働省」の管轄で活動する「特殊教育と自宅

治療のためのサービス (Service rOducation spё ciale et de soins a dOmicile,SESSAD)」

が担っている。 3歳から 20歳までの聴覚障害児へのサービスは、「家庭教育および統合

教育の支援サービス(Service de soutien a

l'6ducation familiale et lintё gration sc61aire,SSEFIS)」 と呼ばれ、学級の中での手話

通訳、キュー ド通訳、ノー トテーキングなどの実質的な補助だけでなく、聴能 。発話訓練、

カウンセリングなども行 う
20)。

一方、個人インテグレーションが困難な児童の場合には、国民教育省管轄の普通学校内

に、障害別の特別クラスを作ることが認められている。「統合学級 (Classe dint6gration

scolaire,CLIS)」 は、1991年に、集団インテグレーションのために創設され、初等教育

においてさまざまな障害をもつ生徒の特別クラスを編成する。聴覚障害児のためのクラス

は CLIS2と 呼ばれる。中等教育における聴覚障害児のための特別クラス「統合教育ユニッ

ト(Unit6 pё dagogique dintё gratiOn,UPI)」 はそれより遅れ、2001年に創設された。こ

れらのクラスは特殊教育免状をもつ教師によって運営され、それぞれの障害にそったカリ

キュラムがある。聴覚障害児用のカリキュラムは、「個人インテグレーション」を可能にす

るために、特に口話フランス語の訓練に重点が置かれている ①alle 2003:42)。 SSEFIS
のサポー トも受けられる。

「厚生労働省」管轄の施設は、まず全国に 4つある (パ リ、ボル ドー、メッス、シャン
ベリー)国立聾学院 (Institut National des」eunes Sourds)が ある。予算は国と社会保険
から出されてお り、インテグレーションした児童への援助や中等教育・職業教育 (寄宿制
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度もあり)を行つている。パリ国立聾学院からは大学進学者は出ていないという。全国に

15程度ある公立 (県立 。行政地域立)の施設と、全国に 100程度の私立、または非営利

団体経営の施設は、予算は県保健福祉局 (DDASS)に 依っている。また、これらの施設は

1988年 の政令 (D6cret n° 88・423 du 22 avril 1988,rannexe xxIV quater)に よつてそ

の設備や職員の種類 。人数などを細かく規定されているが、実際にそれを視察 。監督する

人材の不足などから、その中身や教育方針などにかなりの格差があるとされる (た だ し、

さまざまな先進的な試みも、非営利団体の教育施設で行われている)。 また、地域によつて

その数に大きなばらつきがあり、1998年の時点で、96あ るフランス本国の県の うち 20

の県にこれ らの施設が 1つ もなかった (Glllot 1998:69)。 これらの「厚生労働省」管轄

の施設では、聴能 。発話訓練などの「医療措置」を行 うと同時に、普通学校の免状を持つ

教師による学科教育も行われている。

3.2 ろう教育のための教員養成

1976年、健康省 (日 本の厚生労働省)令によつて、ろう者が当省管轄施設の教師になる

道が開かれ (Dalle 2003:47)、 ろう教育の現場における一世紀に及ぶ「手話の禁止」が (事

実上)解除されることになった。しかし、ろう教育に携わる教員になるための資格免状は、

80年代まで多々の組織のための多様な資格があつたため、極めてわか りにくく、特に管轄

2省庁に共通の国家免状の設立が求められた。しかし、「厚生労働省」は管轄施設で教える

ための「聾児教育教諭免状 (Certi■ cat d'Aptitude au ProfessOrat de l'Enseignement des

Jeunes SOurds, CAPEJS)」 を 1986 年1に倉」謬:し (Docret n° 86・ 1151 du 27 octobre

1986)、 国民教育省は教員免状保持者に対 して出される資格 として、1997年 に「適応・

統合教育の特殊教育免状 (Certi■cat d'Aptitude aux Actions Pё dagogiques Sp6cialis6es

d'AdaptatiOn et dlntogration Scolaire,CAAPSAIS。 聴覚障害は option⇒ 」を設置 して

以来
21)、

共通の免状は未だに作られていない。しかも、国民教育省の出す特殊教育のため

の免状は、すでに (普通学校の)教員免状を有 しているものに出される形であるため、ろ

う者には事実上道が閉ざされている
22)。

CAPE」Sはシャンベ リー大学にある「国立聾児教育教員養成センター (Centre National

de Formation des Enseignants intervenant auprё s des Jeunes Sourds,CNFEJS)」 で

取得することができる。このセンターは大学学士 (licence,修 学年限最低 3年)取得者が

入学でき、修学期間は 2年である。この資格はろう者も取ることができ、1997・ 98年にお

いて学生の 2割がろう者であった。 しかし、ろう者の教師は依然不足 してお り、その「教
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師」としての立場も不明確である。また、そもそも大学に進学する聴覚障害者は、後述す

るとお り極めて少数であり、そのような「成功 した」聴覚障害者は、多くの場合普通学校

で日話教育を受けた者である。そのためフランス手話は得意ではなく、「ろう者のための手

話を使 う先生」になりたがらないという。「マイノリティの、マイノリティによる、マイノ

リティのための教育」を実行 しようとする際の構造的な問題がここでも確認できる。

3.3 フランスのろう教育における手話の位置づけ

ろう教育の現場における手話の位置づけも極めて複雑な状況である。

1976年 に「手話の禁止」が事実上解除されて以降は、教育現場への手話導入に対 して積

極的な政策がとられているようにも見える。1985年、社会保険省と国民教育省によって作

成された報告書「聴覚障害児の教育におけるコミュニケーション手段と教育的解決」が出

さえしたCapport Boui1lon ノ Delhonl ノFournier ノ KettleL Ministёres de l'Education

Nationale et des Affaires SOciales,dё cembre 1985)。 そこで、「フランス手話の使用は、

絶対的に優先されなくてはならない」と明記された。このことは、「フランス手話」と「フ

ランス語」を教科として習得するだけでなく、この二言語を教育の手段として使用する「二

言語教育」への大きな弾みとなった。1987年 には、CAPEJS養成プログラムにおいてフ

ランス手話が必修科日となった。

さらに、1991年には、「公衆衛生と社会保障についての措置法」、いわゆるファビウス法

(Loi n° 91・ 73 du 18 janvier 1991,Loi Fabius)の 第 33条において、「若いろう者はその

教育において、二言語コミュニケーションー手話とフランス語―と、日話コミュニケーショ

ンとの間で選択する自由を有する」という条文が盛 り込まれた。これは、フランスにおい

て、初めて法律によってフランス語と少数言語の「二言語」による教育を認めた条文 とし

て画期的なものとされる
23)。

2000年代に入 り、教育現場における手話の導入に対する認識はさらに進展する。2002

年 2月 12日 には、当時の教育相ジャック・ラングが記者会見において「手話に対する古

い不正を償い、その教育的、文化的な正当性を認め、 しかるべきレベルまでそれを教える

手段を提供する」とい う、フランス手話を国民教育の枠組みの中で教育言語として認める

談話を発表 した
24)。

そ して 2005年 2月 に制定された「障害者の権利と機会の平等、参加

と市民権のための法律(Loi n・ 2005/102 du llお vrier 2005)」 75条 において、「全ての関

係する生徒がフランス手話の教育を受けることができるようにしなければならない。 (中

略)それ (フ ランス手話)は職業教育も含む資格試験や選抜試験において任意選択科 日と
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して選択することができるものとする。その行政機関における普及は援助される」という

条文が教育法典 (Code de rё ducation)に 挿入 されると定められた。

「フランス手話の教育」に対する理解は進みつつあるが、ろう児が「フランス手話によ

る教育」を選択する余地はほとんどないのが現状である。1998年の「ろう者の権利」レポ

ー トに載せ られた、管轄 2省 によって行われた 5000人のろう児に対するアンケー トによ

ると、純粋 口話教育を行 う9つの施設で教育をうけているのが 5%、 32の 「二言語教育」

を実施 している施設で教育を受けているのが 4%、 残 りの 91%が 64の施設で、日話教育

を基本にさまざまな身振 りによるコミュニケーション (フ ランス手話、フランス語対応手

話、キュー ドスピーチ LPCな ど)を使用する教育を受けているという (Gi1lot 1998:73)。

しかし、「二言語教育」を行つているとしている施設においても、ろう者の教員はせいぜい

2人ほどしかおらず Qlonica COmpany 1999:25)、 その位置づけは「補助教員」「手話

を教える教員」にすぎない。ろう者が取得できる免許 CAPEJSは、「厚生労働省」管轄の

施設で教える資格でしかなく、教科教育法を修めていないためである (Dalle 2003:54)。

十分に「二言語教育」を行つているといえる教育施設、すなわちフランス手話と書記フラ

ンス語による教育を実践している施設は十数校にすぎないという (Moody 1998:38、 Dalle

2003:49)。 法律はできたが、それを保障するための教員養成や教育施設など制度面の整

備が追い付いていないのが現状である。

このような教育は、成果があがつているのだろうか。1998年の「ろう者の権利 -115

の提案」レポー トには、ショッキングな数字が示されている。すなわち、重度難聴者 (sourds

profonds)の 8割 が読み書きができず、重度難聴者のうち大学に進学したのは 5%、 とい

う報告である (Gi1lot 1998:75)。 フランスのろう者は、深刻な学力不足と、それにとも

なう雇用不足に悩まされている。最近では、移民家庭のろう児などで、親の言語も、フラ

ンス語も、手話も習得できていない「非言語状態 (a・ lingue)」 にある人々の存在も指摘さ

れている。また、テレビメディアでの手話使用は日本と比べても少なく、現在、月曜から

金曜までの 10時 50分から5分間のニュース番組 (国営放送 Fr 2)と 、本曜日 10時 35

分からと土曜日9時 40分からの 30分の番組 「日と手 (Ltuil etla main)」 (国営放送 Fr

5 http:ノ /www.france5,fr/oeil・ et・ mainめ のみである。一般の番組では、宇幕入 りまたは手

話通訳つきのものは少なく、情報格差の問題も大きいと思われる 。

4「少数言語」としてのフランス手話 (LSF)と 自主教育運動
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「五月革命」といわれる 1968年の学生運動に始まる社会運動の大きなうねりは、フラ

ンスの言語の多様性に対する意識をも変革 した。「僅言 (patois)」 としてフランス革命以

来蔑まれ、その存在を否定されてきたフランスのさまざまな少数言語 (ブル トン語、バス

ク語、オクシタン語など)が、その社会的認知と「相違への権利 (Droit a la di∬ 6rence)」

を求めて政治・教育運動を展開 した。ろう者の「相違への権利」とフランス手話の復権を

求める運動は、これ らの少数言語運動にも影響 されつつ、70年代以降から次第に盛んにな

つた。1971年のパ リで行われた世界ろう者大会、やはり60年代から復権運動が盛んにな

つていたアメリカのろう者 との交流の再開、ろう者劇団(International Visual TheateL

IV「)の発展など、言語 。文化的マイノリティとしてのろう者の主張は次第に形を整えてい

く。これ らの運動は、先述 したような教育現場における「手話の禁止」の解除や手話通訳

の普及などに大きな役割を果たした。

さらに、1990年代は、ヨーロッパの少数言語のあり方についてさまざまな議論が行われ

るようになり、それに伴って手話に対 しての認識も大きく変化 した。1991年のファビウス

法で、手話とフランス語の「二言語」によるコミュニケーションで教育を受ける権利が認

められたのに続き、フランス手話を一つの「少数言語」として認知 しようという方向性が

あらわれてきたのである。

1992年、ヨーロッパ審議会(Conseil de l'Europe)に おいて、各国の少数言語を教育・メ

ディア・裁判などの公的な場面で保護 。使用することをめざす「ヨーロッパ少数 。地域言

語憲章(Charte EurOpёenne des langues rё gionales et minoritaires)」 が採択され、各国

にその批准がゆだねられた。フランスでは社会党政権の誕生した 1997年からその署名 。

批准についての議論が始まり、1999年、言語学者ャルキリーニによって、この憲章が批准

された場合に適用されるべき言語のリス ト「フランスの諸言語(Les langues de France)」

が作成 された。そのリス トには植民地の言語や移民の言語を含む 75も の言語が並べられ

たことで大きな議論を呼んだが、 リス トからはもれたものの、注においてフランス手話の

存在が言及されていることも重要な点である(Cerquiglini,1999)25)。 そ して、「障害者の権

利と機会の平等、参加 と市民権のための法律(Loi n°  2005・ 102 du llおvrier 2005)」 75

条において、「フランス手話は完全な言語として認められる」と明記 された。現在、「言語

としての手話」は認知されつつあるといえるだろう。

フランスでは、「少数言語」の復権運動は、当該言語を学校教育の中に導入させる運動を

中心に展開されてきた。運動は、一方で少数言語が「国民教育」の枠組みの中で教育され

ることを求め (大学入学資格試験の科 目への導入など)、 もう一方で、60年代終わ りから、
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特に初等教育において非営利団体が少数言語とフランス語の二言語教育を行 う自主教育運

動を展開 した。フランスの教育システムは公立=無償 。世俗/私立=有償・宗教系という

二本立てになっているが、その中で自主教育運動は、無償 。世俗教育でありながら公教育

とは異なる教育・教員養成システムを作り上げた。その成功に影響される形で、公教育の

中でも少数言語とフランス語の二言語教育の導入が進んでいる。2005年現在、少数言語と

フランス語の二言語教育を受けている生徒は、自主教育と公教育を含めてフランス全上で

40,000人にのぼる
26)。

ろう者の運動の中でも中心的な目的は、ほかの少数言語と同じく、「フランス手話による

教育」の導入である。ただし、ろう者の場合は、非営利団体による教育施設は「厚生労働

省」の管轄になってしま うという問題があつた。「手話」をまがりなりにも積極的に使用 し、

「集団」として専門の施設での対応を求めれば、「治療」の文脈、さらには私的な「慈善」

の文脈に組み入れられてしまい、ろう児を「教育」しようとすれば、普通学校の中にイン

テグレー トすることで「口話主義」による「個別」対応になってしまう。このようなフラ

ンスの聴覚障害者に対する教育の二項対立に対 して、「手話」を使用する「ろう者」として

の「教育」を、公立学校の中で認可することをめざす、あたらしい方向の自主教育運動も

現れた。

フランス手話と書記フランス語の二言語教育の試みは、1984年 に 2LPE(Deux Langues

Pour une Education二つの言語、一つの教育)に よって、シャロン=シュル=ソ ーヌとポ

ワティエで始まつた。2LPEは、その教育方針として以下の4つ を掲げた(Dalle 2003:37)。

(1)ろ う児の生徒は普通学校の中で、一つまたは複数のクラスを構成する。つまり、「集

団インテグレーション」を行 う。

(2)フ ランス手話はクラス内のコミュニケーション言語である。フランス語は書記表現、

ノー トとり、資料検索や (黒板での)コ ミュニケーション媒体として使用される。フラン

ス語とフランス手話は 2つの教科としても教えられる。

(3)教育プログラムは国民教育のもので、その教育方法が異なるのみである。

(4)教育チームはフランス手話を十分に会得 した教師によって形成され、そこにはろう

者の教師が高い割合で含まれる。

当初、全国的な組織 として始まった 2LPEで あったが、財政問題や受け入れ学校の確保

の困難、 さらには内部の対立などによ り、数年後には全国組織 としては解体 して しまった
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鰊 oody 1998:38)。 現在、国民教育の枠組みの中で、フランス手話と書記フランス語の「二

言語教育」を行っている団体仏ssociatiOn)は 、ポワティエの 2LPEと 、 トゥールーズの

IRIS(Institut de Recherches sur les lmplications de la langue des Signes, 手話言語研

究所。当初は 2LPEト ゥールーズ支部として創設、88年に IRISに改組)な どがある。本論

文では、IRISについて紹介 したい。

IRISは、手話に関する研究・活動をおこなう団体である(http:〃ass.iris.free.frの 。聴者 。

ろう者に対する手話教室、ろう者や手話についての情報・資料センター、ろう者の生活サ

ポー トなど様々な活動を行つているが、中でももっとも重要なものが、幼児から高校まで

の手話による教育である。

IRISによる教育の特徴は、その現実主義的な折衷策にある。まず、IRISは独 自のプロ

グラムによってろう者の教員を養成する。1999年現在で IRISの教員 8名 のうち 5名 がろ

う者である。ろう者の「教員」は CAPEJSの資格は持つているが、国民教育の中で教えら

れる「教員免状」を持っているわけではない。 しかし IRISの 教員は トゥールーズ学区に

おいて、個別に学校 と契約を結び、教師として教科を教えることを認可されているとい う。

教育施設は自前のものではなく、 トゥールーズ近郊の小 。中・高校 と契約を結び、そこ

の教室を借 りて、IRISに所属するろう者の教師を派遣する。教師の給与は IRISか ら支払

われる。教科学習はろう者の教師が教えるが、体育や課外学習、また給食などはその学校

の設備を使い、聴者の生徒と一緒になる。その意味では国民教育への「集団インテグレー

ション」と形式は同 じであるが、教室では「リハビリ」としての聴能訓練などは行わず、

ろう者による手話での「教育」だけを行っている点が大きく異なる。

もちろん IRISの活動にはさまざまな課題も多い。以下のような問題が指摘されている。

・独自の設備をもたずに普通学校に間借 りしているため、学校の一存によって教室自体の

「転校」を余儀なくされる (こ れまでにたびたび起こっている)。

・さまざまな手話能力のろう児がさまざまな年齢で転出入するため、手話能力のレベルや

学カレベルの差が大きくなり、統一的なクラス運用が測 りにくい。

・国民教育省と「厚生労働省」の狭間にある教育方針を「非営利団体」が行 うことによる

制度上の不備・不安定。

。自分の子どもが「ろう者」の社会に入つていくことを、子どもが奪われてしま うかのよ

うな感覚を持って しまう保護者もまだ多く、聴者の保護者が手話による教育をあまり望ま

ないため、需要がのびず、継続 して子どもが IRISに 通わない (Dalle 2003:52‐ 53)。

-71-



『言語政策』第 2号 2006年 3月

このようなさまざまな困難に直面している IRISであるが、「国民教育」の枠の中でその

施設を利用 しつつ、「治療」の文脈をもたない独 自の教育プログラムと教員養成システムを

有する活動は、日本におけるろう児へのバイ リンガル・バイカルチュラル教育運動にとつ

ても参考になる戦略を持っているものと考えられる。

5. 1冬オフリに

フランスのろう教育は、日本のそれと同じように、現在変革のただ中にある。子どもの

数の減少による「特殊学校」の統廃合とインテグレーションヘの流れ、その一方でより強

まる「言語的少数者」としての主張、「言語」としての手話への関心、自主教育運動におけ

る二言語教育の試みなど、日本との類似点は多い。本論文ではふれられなかったが、人工

内耳の問題 も大きな議論を呼んでいる。「ろう教育」の問題だけでなく、現在「公教育」そ

のもののあり方が問われ、激 しい論争が行われている点も、日本と似た状況にあるといえ

る。

国民の「平等」をめざし、そのもとで少数者を抑圧 してきた近代国民教育制度は、現在

各国で岐路に立たされているといえる。そして、さまざまな条件の子どもたちに対 してど

のような教育が行われるべきなのか、より広い視野にたつた分析がさらに求められるだろ

う。

本論文では、対象となる人々についてのカテゴリーを区別する。「聾唖者 sourds et
muets/sourds― muets」 とは、特に 19世紀までの概念で、耳が聞こえないために言語
を習得することができないと見なされた人々を指す。「聴覚障害者 dOficients
auditifs」 とは、特に 1975年以降に出てきた概念で、多様な障害の中でも、特に聴覚
に障害を持つ人々のことを指す。「ろう者 Sourds」 は、本論文ではフランス手話を用
いて生活 し、フランス手話によって教育を受けたいと望む人々のことを指す。また、「ろ
う児」は、「ろう教育」の対象となる子どもたちのことで、まだ「聴覚障害者」となる
のか、「ろう者」になるのかはわからない人々を指す。
16世紀のヨ‐ロッパとは、ラテン語以外の「俗語」による布教活動や教育活動が急速
な発展を遂げていた時代でもあった。「話 しことば」が「書記言語」へと形を整えつつ
あつた時期に、一般大衆のみならず新大陸における「野蛮人」や「聾唖者」を教育対象
とすることが可能になったことは注目すべきであろう。さまざまな「話 しことば」が書
記化 されたことは、単に日常使用 している「話 しことば」にもとづく教育を可能にした
だけでなく、それぞれの「話 しことば」にある文法・音韻規則の定式化にもとづいて、
そのことばを日常使用しない人々にも教えることを可能にしたからである。特にスペイ
ンで最初に「聾唖者」に読み 。書き 。話すことを教えようという試みが起こったのは、
15世紀末に「カスティーリャ語文法」がネブリーハによって編まれて以来、「話 しこと

注

Ｄ
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ばを書く」意識、「カスティーリャ語を知らない者にカスティー リャ語を教える」意識
が非常に高かったこと、また、その綴 りが英・仏語などとは異なり、非常に「表音的」
に作られており、いわば音韻論的思考が発達 していたことも関係 していると考えられる

(Presneau 1990 : 26)。

3)こ こでい う「手話」の内実はさまざまであった。 ド=レペの考案 したものは、フランス

語や ラテン語などをその文法的な要素を含めて手指で表す「方法的手話」であ り、それ
こそが「普遍言語」の可能性があるものと考えていた。それに対 し、ろう者が使用する
「慣用的手話」こそが重要であることを指摘 したのは、ド=レペの弟子で国立聾学院の

教師になったベ ビアンであった。また、指文字以外は使用 しない とい う方針の教育もあ
った (レイン 2000)。

4)フ ランス革命期の公教育論 とその変遷については、コン ドルセ他 2002。
5)「パ トワ (patOis)」 による革命思想の翻訳の試みについては、原 1995(主 にフランス

北西部の少数言語ブレイス語について)、  Boyer,θ ι′′.1989(フ ランスの南部全体で

話 され るオクシタン語について)な ど参照。
6)フ ランス革命期後半からのフランス語単一言語主義 と「但言 (patOis)」 根絶政策につ

いては、コン ドルセ他 2002: 261-276,de Certeau′ θι aF.1975参 照。
7)フ ランスでは省庁の名称は政権交代の折に変更 されることがある。特に日本の「厚生労

働省」にあたる省 は、20世紀になって「内務省 (Ministёre de l'Intёrieur)」 から、
社会厚生事業を管轄す る省が分立 して以来、「社会事業省 (Ministё re des Affaires
Sociales)」 、「連帯・健康 。社会保障省 (Ministё re de la Solidarit6,de la Sant6 et
de la Protection Sociale)」 な ど、たびたび改編 されてきた。 2006年 現在、ろ う児の
ための施設の管轄 は 「健康・ 連帯省 (Ministё re de la Sant6 et de la Solidarit`)」
となっている。

8)イ タールは、1800年 に南フランスの山村で発見 された「アヴェロンの野生児」の 「再
教育 =リ ハ ビリ訓練 (r66ducation)」 を試みた人物である。イタールは、「野生児」に対
して「聾唖者」に対するような発話訓練などを施 したが、はかばか しい結果は得 られな
かつた。晩年は手話法による教育に対 して理解 を示すようになったとい う。「聾唖者」
と「野生児」に対す る一見奇妙な関心の一致については糟谷 1995参照。イタールの「野
生児」や 「聾唖者」に対する「治療」の実体は、イタール 1975,Lane 1989:121-142
参照。

9)も つとも、国立聾唖学院では 1850年代まで手話は普通に使われてお り、ろう者の教師
も数多 く存在 した。「口話主義」による「訓練」の成果ははかばか しくない上に、 ド=
レペの頃から積み上げてきた伝統 と実績があったためであろ う。 1850年のパ リ聾学校
男子セクションは、 7人 の教師の うち 4人がろ う者だった とい う (Presneau 1998:
175)。

10)1850年代に行われた調査によると、ろ う児の半数以上が当時教育を受けていなかった
とい う報告がなされているが、それでも国立聾学院にいるろ う児たちは「もし彼 らが聴
者であった ら、教育を受けることができなかったであろう」とい う貧困層出身が大部分
であったとい ぅ(cuxac 1990:lo3)。

H)ミ ラノ会議 とその背景にっいては、あ物
"ι

ど
′

a″″″力
"ο

ゴοgゴθЮノ.″ 腸 .′ 1980,
Surdiι びs′νb.イ 2001,エ リクソン 2003:157-165,Cuxac 199o参 照。

12)フ ランスにおける 19世紀後半か らの手話に対す る激 しい嫌悪感の理由について、
Cuxac 199oは 興味深い分析を行 っている。医学的配慮 (発話 しないことは健康に悪い)

や、手話に対す る偏見 と音声言語の至高性な どが ミラノ会議で主張 されたが、それ以
外にも裏の理由と して、当時、 「身体」に対す る差恥心/拒絶感が急速に高まうてい
たこと、1860年のサヴォフのフランスヘの併合 (サ ヴォヮの都市シャンベ リーには国
立聾唖学院が創設 された)や 1870年 の普仏戦争の敗北により、国家の言語的統一がか
つてないほど強 く求められ、そのために国内の少数言語を徹底 して破壊 しよ うとして
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いたこと、そして、「富裕層の小 さな施設」 と「あらゆる社会階層のための大きな施

設」の競合において、手話を使用する「大きな施設」の方が明らかに教育的効果が得

られ、ろう児達の学業的 。社会的成功が得やすいことに、富裕層が危機感を感 じたこ

とがあげられている。「このような矛盾は、日話法の独占によつてしか解決できない

ものであつた。ミラノ会議は、不条理によつて、ものごとを再び秩序づけたのである

(Cuxac 1990: 104)」 。

13)こ れは、 日本でも見 られた現象であつた (水原 1994:109-H2)。

14)当 時の写真入り月刊誌ιa/uiθ ″」sιrびθの 1906年 H月 号で、「現代の奇跡一聾者は『間

き』、唖者は話す」という特集が組まれ、パリ国立聾学院における科学・医学の粋を集

めた日話教育が紹介されている。そして、その記事は「これこそが現代の奇跡、本当

の奇跡なのではないか―すなわち、科学のそれである」とい う文章で締めくくられてい

る。

15)1878年 にパ リで開かれた第一回国際聾唖教育学会をきつかけに、特に純粋 口話教育の

手法についての研究誌 「国際聾唖者教育誌 (Revue lnternationale de l'Enseignement

des Sourds―Muets)」 が、1885年 に創刊 された。その第 3巻 9号には、「進歩には、

なにが しかの犠牲が伴 うものである」として、パ リ国立聾学院のろう者の教師が去っ

たことが記 されている (」aval 1887:286-287)。

1905年 の時点の調査では、ろう児の 3分の 1以上が未就学であつたとい う。 しかし、

それでもいわゆる「障害児」の中では、ろう児の就学率は非常に高かつた。視覚障害

児の 5分の 4が未就学であり、その他の障害をもつ子どもに対する教育施設はその当

時全 く整備されていなかったため、データをとることもできなかった (Via1/Hugon

1998:32)。
一方で、19世紀終わりから20世紀の初めにかけて、ろう者のためのスポーツサーク

ルや同人誌の発行など、ろう者団体が次々に設立されたことも見逃 してはならない。

手話は教育の場では完全に否定されたが、これ らの場所で使用され続けてきたと考え

られる。
1998年 6月 に、国会議員ジロー氏による首相宛てレポー ト「ろう者の権利 -115の
提案 イιθ″οル あssにお ―″J ρrρροsゴ ″ο″sl」 が提出された。このレポー トは、
フランスのろう者をとりまくさまざまな問題について幅広く調査 し、それをもとに
115の提案を行つたもので、フランスのろう者問題のバイブルともいわれる。「115

の提案」では、フランス手話の使用の権利の主張 (提案 14)や手話通訳の養成 (提案
26)な どの他に、提案 70か ら99ま でを教育システムヘの提言に当てている。そこで

まず最初に批判されているのは、ろう教育を管轄する省庁が二つあり、その連係がと

れていない点であり、提案 70において省庁横断的な常設委員会を設立を求めている

(Gil10t 1998 : 12) 。

1999年 H月 の国民教育省 と厚生労働省共同通達 (Circulaire conjointe du ministё re

de l'6ducation natiohale et du ministё re de l'emploi et de la solidaritё  n°  99-187
du novembre 1999)に よる。
SSEFISは 、後述の 「厚生労働省」管轄の医療教育施設に併設 されていることが多い。
また、 o歳か ら3歳までの幼児に対する早期教育をサポー トする、SAFEP(Service
d'accompagnement familial et d'6ducation prё coce,家 族への随行 と早期教育サー
ビス)を 併設 しているところもある(ONISEP 2001:23)。
この免状は、2004年 に「障害状況にある生徒の特別支援、適応教育、就学のための教
手手ジ色力ヽ (certificat d 'aptitude professionnel pour les Aides Spё cialisOes , les
Enseignements Adapt6s et la sc。 larisation des 61ёves en Situation de Handicap,
CAPA― SH)」 に置 き換 え られ た (dё cret n° 2004-13 du 5 janvier 2004)。
1979年 のデクレ(Dё cret n° 79-479 du 19 juin 1979)に より、中等教育免状の志願者
について裁定する国立適性委員会が設立されたが、この委員会は一貫してろう者の志
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願を拒んでいる。それは、ろう者があらゆるタイプの生徒を教えるに適さない (ろ う
児しか教えられない)と みなされているからだというが、「全国ろう児の親の会
(Association nationale des parents d'enfants sourds,ANPES)」 の会長であるダル

氏 は、 「ろ う者が通訳 をつ けて聴者の生徒 を教 えるとい うことを、逆 はよくあるにも

かからわらず、全く想像していないことに注目すべきである。すなわち、自称『バイ
リンガル』施設の多くは、手話をよく知らない聴者の教師をやとって、通訳の助けを
求めているのである。 (Dalle 2003:47)」 と批判 している。

23)しか し、ファビウス法制定の後に公布 された政令 (dё cret n° 92-H32 du 8 octobre
1992)や通達 (circulaire n° 93-201 du 25 mars 1993)で は、ファビウス法が認 めた「二

言語のコミュニケーション」 と「口話 コミュニケーション」の間の「選択の 自由」と

は、話 しことばとしてのフランス手話 と書記言語 としてのフランス語 を用いて教 える、
とい う二言語教育を選択できるとい う意味ではなく、読み 。書き・話すフランス語の

習得にあたって、フランス手話をコミュニケーションの道具 として使用 して もよい、
とい う「選択の自由」が想定 されてお り、「二言語 コミュニケーシ ョン」とい う表現の

曖味 さが批判 されている (Dalle 2003:43)。
24)談話の内容は、国民教育省のホームページ

http:www.education.gouvo fr/discours/2002/signeo htm彦舞月照。
25)そ の後、この憲章はフランスによって署名 されたが、その直後、憲章がフランス憲法

に違反するとい う憲法裁判断が下 され、未だに批准には至っていない (佐野 2001)。

26)フ ランスの少数言語教育については、「公教育における地域言語連盟 (Fё d6ration pour
les Langues Rё gionales dans l'Enseignement Public,FLAREP)」 ホームページ
http://www.flarep.com/2雰Л照。
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