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本稿の課題

マイノリティ言語の保全・復興は、多文化主義政策において重要な位
置を占める。言語の保全・復興は、
多くのマイノリティの運動において、
重要な目標として掲げられ、そのための政策は、世界各国で広く実践さ
れている。国際的にも、1990年代以降、マイノリティ言語の使用の権利
やその保全への関心が高まり、ユネスコなどの国際機関が各種の事業に
取り組むほか、各国政府への働きかけも強化されつつある（Mowbray
2012; Wright 2016）
。多文化主義の政治理論においても、キムリッカや
テイラーに見られるように、言語の保全・復興は重要なトピックであり
つづけてきた。しかしながら、政策の正当化の原理や、政策の適切なあ
り方をめぐっては、多様な意見が存在し、政策実践を整序する理論は確
立されていない。
筆者は、別稿において言語政策をめぐるリベラル系多文化主義の理論
を検討し、その立論に限界があることを論じた1。キムリッカの議論を発
展させ、リベラル系多文化主義の論理をつきつめた A. パッテンの最新
1

「マイノリティ言語の地位をめぐる考察：リベラル多文化主義論の有効性を

めぐって」
『北大法学論集』71巻7/8号、2021年。本稿はこの続編にあたる。あ
わせてご参照いただければ幸いである。
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の理論も、マイノリティ言語の保全・復興政策を十分に基礎づけられて
いないのである。現状では、リベラル系の言語政策論は、現実世界で見
られる運動や政策実践と、大きな乖離を示している。すなわち、パッテ
ンの議論にしたがうならば、これらの運動や政策実践の多くが、正当性
を欠くものとされてしまう。
リベラルの議論が現実の政策実践から乖離するのは、二つの原因によ
ると考えられる。第一の原因は、
〈人間の言語使用の力学〉についての
想定が不適切な点にある。
〈個人が一生を通じてひとつの言語のみを使
用する〉というキムリッカの想定も、
〈個人が、自らの使用する言語を
自律的に選択する〉というパッテンの想定も、言語使用の現実から乖離
している。本稿では、社会言語学の知見に依拠しつつ、言語使用の現実
や、言語復興政策の手法や効果について、基本的な想定を見直したい2。
第二の問題は、リベラルが言語政策を論じる際に援用する〈基本的価
値〉
が、
現実の政策実践から乖離していることである。パッテンの議論は、
〈個人の自由〉の平等な尊重を、基本的な価値とし、
〈個人の選好〉を平
等に扱うことを基本原理としている。しかしながら、現実の政策実践は、
この論理のみに沿って行われるわけではなく、他の考慮要素が重要な役
割を果たしている。パッテン自身も、自らの理論の考察範囲が限定され
ており、これが別種の規範的要請によって修正されうることを認めてい
3
。とくに、考慮
るのである（辻2021, pp.1524-1525; Patten 2014, pp.11-27）

されるべきは、言語が共同体生活に果たす機能であり、現実の政策実践
はこの価値を基礎においている。本稿では、この点に注目することによ

2

従来、言語政策をめぐる政治理論は、正義論の一般理論から演繹した原則を、

言語政策に適用する手法をとってきたが、これらの議論が、現実の言語政策の
実践や、これに携わる言語学者の知見を十分に取り入れてこなかったことが指
摘されている（De Schutter 2007, pp.1-6）
。
3

パッテンの議論のこのような限定性は、様々な文化要素について問題になり

うるが、とくに「言語」をめぐる政策において、この問題は深刻になる。
「宗教」
をめぐる政策においては、
「個人の自由の尊重」が中心的な原理となるのに対
して、
「言語使用」は社会的性格が大きいため、別種の要請を考慮する必要が
大きい。
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り、政策の正当化の可能性を考察したい4。
本稿は、以下のような構成をとる。第１章では、社会言語学の知見に
依拠しつつ、マイノリティ言語の衰退のメカニズムと、それを保全・復
興させるための効果的な政策について考察する。第２章では、言語の保
全・復興の政策を、言語が共同体生活に果たす機能を根拠に正当化する
議論をとりあげる。以上を通じて、①言語の保全は言語共同体の集合的
行為を通じてしかなしえないこと、②言語保全の価値は、個人的な選好
の充足にくわえて、共同体生活を保全する点に存すること、③共同体生
活の価値に照らして、言語保全・復興の政策が正当化される可能性があ
ることを示したい。

第１章 〈言語使用の力学〉と言語復興の手法
リベラルの理論のはらむ弱点のひとつは、
〈人間の言語使用の力学〉
について、現実に即した想定がなされていない点にある。
〈個人が一生
を通じてひとつの言語のみを使用する〉というキムリッカの想定も、
〈個
人が、自らの使用する言語を自律的に選択する〉というパッテンの想定
も、言語使用の現実から乖離している。
言語使用は高い社会性を持つ。人間が言語を用いる主たる目的は、他
者との意思疎通にあるから、個々の人間は、他者の事情を無視して、習
得する言語の選択をすることはできない。換言すれば、人間はコミュニ
ケーションを行う場合に、相手に自言語を使用する圧力をかけ、相手の
言語行動に不可避的に干渉する。言語政策に関する規範理論を構築する
に際しては、このような言語使用・言語選択の現実を、よりよく認識す
る必要がある。以下では、この目的のために、社会言語学の研究に依拠
しつつ、言語使用の現実や、言語復興政策の手法や効果について、基本

4

これら二つの点をめぐる洞察は、コミュニタリアン系の政治理論と親和性が

高いため本稿はコミュニタリアン系の論者の議論を援用する。もっとも、今日
では、リベラル・コミュニタリアンの議論の相互浸透がすすみ、もはや両陣営
の間に明確な色分けは存在しない。本稿で取り上げるバウベックも、典型的な
コミュニタリアンとは形容できない。
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的な想定を見直したい5。
１．複数言語の並存状態
キムリッカやパッテンの議論は、複数の言語が、明確な境界をもって
存在しているモデルを考える。個々の言語は、安定性・自足性をもち、
それらの間の境界は、地理的な境界に対応していると想定される6。個々
の人間の、特定言語の能力の有無や、特定の言語コミュニティへの帰属
の有無も、二元論的に考えられる。すなわち、個人は特定の言語の能力
を身につけて、その言語の話されるコミュニティの中で生活する。稀に
は、新たに別の言語の能力を身につけて、他の共同体に移動する者もい
る。このように個々の人間は、ひとつの言語を話し、ひとつの地域の共
同体に所属することが、通例と考えられているのである。
たしかに、キムリッカやパッテンが念頭におく、ケベックの社会は、
このモデルにある程度は類似する。すなわち、ケベック州の地理的境界
内においては、社会生活の大部分はフランス語によって営まれ、他の言
語を用いなくても生活できる。
一生を通じて、
フランス語のコミュニティ
の中にとどまることもできる。フランス語の話者数も安定しており、消
滅の危機にはない。このように、
ケベックのフランス語コミュニティは、
社会生活をおおう包括性・自己完結性を、かなりの程度、備えているの
である。
しかしながら、このようなケベックの状況は例外的である。多くのマ
イノリティ言語のコミュニティは、包括性・自己完結性をすでに失って
おり、社会生活の相当部分が、他の支配的言語によって営まれている。
マイノリティ集団の構成員の多くはバイリンガルであり、自言語と支配
的言語を生活の場面に応じて使い分ける。もっとも、両言語の運用能力

5

デ・シュッターは、言語政策をめぐる政治理論が社会言語学の知見を取り入

れるべきことを強調している（De Schutter 2007, pp.1-6）
。
6

キムリッカのモデルにおいて、ナショナル・マイノリティの言語は、自足的

な社会制度を基盤にもつことが想定されている。公用語の地位を持たず自足性
の低い言語は、
長期的には必然的に衰退するものと想定されている。このため、
言語の使用領域は、地理的に区画されていると想定されている。
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は、個人によって異なり、自言語の方が流ちょうな人もいれば、支配的
言語を主として用いる人もいる。このように複数の言語が並存し、それ
らの使用領域の境界が流動的なことが多いのである。
２．言語使用の領域と役割関係
ひとつの社会内で、複数の言語が使われる場合、それぞれの社会活動
の局面ごとに、言語使用のルールが存在する。すなわち、社会活動の「領
域 domain」や、
「役割関係 role relation」のそれぞれに応じて、明示的
ないしは暗黙のルールによって、使用すべき言語が決まっているのであ
る（Fishman 1991, pp.44-45）
。活動の「領域」には、家族、教育、宗教、
職場、娯楽、メディア、政治、などを区別することができる。また、ひ
とつの「領域」のなかでも、
「役割関係」が異なれば、言語使用のルール
が異なりうる。たとえば、同じ「職場」の中でも、使用者と労働者の「役
割関係」と、労働者同士の「役割関係」では、コミュニケーションのあ
り方が異なり、別の言語が使用されることがある。このように、ひとつ
の社会において、言語使用の局面は細かく分割され、人びとは、それぞ
れの局面に適切な言語を用いることを期待されるのである。
３．修得言語の決定要因
ある個人が、どの言語を修得するかは、様々な要因によって規定され
る（Piller 2016, ch.2）
。個人が最初に修得する第一言語は、保護者や養
育者の意図、および家族、近隣の人々の影響によって決定される。言語
はコミュニケーションの媒体であり、発話は相手の働きかけに対する反
応として行われるから、子供は話し相手が用いる言語を用いるように動
機づけられるのである。
つぎに、子供が初等教育の段階に進むと、授業運営の言語の習得を求
められる。多くの場合、支配的言語がこのために用いられるが、その影
響は大きい。中等教育の段階では、接触する大人や友人の範囲が広がる
が、これらの人びととのコミュニケーションにおいては、通用力の高い
支配的言語が用いられることが多くなる。
年齢が上がるとともに、自らの意志で、特定の言語の学習を自覚的に
選択できるようになるが、その際には、高等教育や就業の機会へのアク
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セスのための必要から、支配的言語の選択を迫られることが多い。
このように言語の習得は、多くの要因の影響のもとで、長期のプロセ
スを通じて行われる。
このプロセスを通じて、
個人の言語のレパートリー
は変化し、いったん身につけた能力を失ったり、別の語の能力を身につ
けたりする。習得する言語をきめるのは、本人の選好・選択のみではな
い。むしろそれ以上に、家族・コミュニティの影響や、社会内の諸言語
の通用力・地位が、習得する言語の決定に、大きな影響を与えるのである。
４．言語の序列・地位
上記の要因のうち、全体社会内における諸言語の地位は、言語の習得
を大きく規定する。力（power）ないし地位（status）の高い言語は、社
会の多くの領域で使われ、通用力が高いため、人びとはこれを習得する
動機を持つ。
それぞれの地域社会において、諸言語は、
（ａ）公用語の地位をもつ
もの、
（ｂ）公用語ではないが社会内の多領域で用いられるもの、（ｃ）
私的な場のみで使われるもの、に分けられる。これらの序列が、言語習
得の動機に影響を与えるのである。
この序列は、
世界のレベルにおいても考えることができる。デ・スワー
ンは、世界で話される諸言語を四つに分類する（De Swaan 2013）。（ⅰ）
「周縁言語（peripheral language）
」は、主に日常的な会話に限定して使
用されるものであり、今日の世界に存在する言語のうち、98% がこれ
にあたる。
（ⅱ）
「中心的言語（central language）
」は、国家の公用語となっ
ているもので、その数は世界に100ぐらいである。（ⅲ）そのうちの10ぐ
ら い は、 と く に 有 力 な 言 語 で あ り、
「 強 力 な 言 語 super-central
language」と呼ばれる。（ⅳ）英語の地位は別格であり、
「超・強力な言
語（hyper-central）
」である。
多くの場合、マイノリティ言語の地位は地域社会においても国際社会
においても低く、
通用性が低いことから、
習得の動機を生み出しにくい。
さらに、その言語に否定的イメージが付着している場合には、言語の継
7

承がいっそう困難になる 。このように、マイノリティ言語の継承をさま
7

社会言語学では、個々の言語についての、このような評価を「イデオロギー」
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たげる構造的な要因が存在しているのであり、これを存続させるために
は、特別の政策が必要なのである。
５．政府による言語保全・復興政策
マイノリティ言語の衰退は、マイノリティ言語が話される活動領域が
減少し、支配的言語が使用される領域が増えるという形をとる。これは
個人に即してみれば、生活の中でマイノリティ言語を話す機会が減り、
その運用能力が低下することを意味する。逆に、言語復興の政策は、個
人の運用能力を改善するとともに、それが使われる領域を増やすことを
めざすのである。
言語復興には、
政府や公的機関の主導する上からの政策と、言語コミュ
ニティ全体による草の根の運動の両方が必要になる。政府が、言語使用
のパタンに影響を与えるための政策は、社会言語学において「言語計画・
言語政策 Language planning and policies」
とよばれる8。近代国民国家の
形成期以降、
諸国は公用語の確立・安定のための積極的な言語政策を行っ
てきた。今日ではこれらの政策に加えて、マイノリティ言語の消失を防
ぐために、同様の政策をおこなうことが必要とされているのである。
この政策には、３つの要素が含まれる（Wright 2016, ch.3）。①言語の
地位の向上（ステータス・プランニング status planning）、②言語の形
態の標準化（コーパス・フランイング corpus planning）
、③その習得の
促進（習得プランニング

acquisition planning）である。

①言語の地位の向上：言語の地位は、それが用いられる活動領域の広
さや機能、
その言語の話者の数などによって規定される。前述のように、
言語の地位は、その言語を学習・使用する意欲に大きな影響を与えるか
ら、マイノリティ言語の保全・復興のためには、その地位を向上させる
とよぶ（McCarty 2013, ch.2）
。
8

社会言語学において、
「言語計画 Language Planning」が、めざされるべき言

語使用の状態を指すのに対して、
「言語政策 Language Policies」はそのための
具体的な政策手段を指すものとして、概念上は区別されるが、その境界はあい
まいであり、両者をまとめて、
「Language Planning and Language Policies」と
称することが多い（McCarty 2013, ch.2）
。本稿では、両者を含む意味で、
「言
語政策」の語を使うことにする。
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ことが重要である。このための最も効果的な手段は、マイノリティ集団
が自治権を獲得し、その言語を公用語に指定することである。公用語と
しての使用は、行政、司法、教育、メディア、公共討論など、さまざま
な場における、言語の使用機会を飛躍的に増加させ、言語習得の意欲を
向上させるのである9。
②言語の形態の標準化：ある言語の、コミュニケーション手段として
の有用性を高めるためには、正書体、文法、語彙、発音などにおける標
準化が行われる必要がある。それは自発的な言語使用を通じて自然に実
現するものではない。人間の言語使用には、均質化・統合に向かう力学
と、創造的な発話を通じて、分裂・断片化に向かう傾向が、並存してい
るため、自然な実践にゆだねた場合、多くのバリエーション・方言が持
続することになる。
支配的言語は、
19世紀から20世紀にかけてのネイション形成の時期に、
このような標準化のプロセスを経験し、その後も、学校教育や、語学試
験などを通じた標準化が行われている。マイノリティ言語の地位を向上
させ、また、また効率的な教育を実施するためには、これと同様の標準
化が必要になる場合が多い。
標準化の作業においては、言語使用を記録し、使用例を整理して、正
統な用法を確定してゆく。マイノリティ言語の内部にバリエーション・
方言がある場合には、正統の基準をめぐって、集団間の対立が起こる場
合も多いから、標準化を進めつつも、多様な用法を許容するための調整

9

ウェールズ語の復興は、代表的な成功例である（Wright 2016, pp.290-291）
。

ウェールズ語による文化や芸術は、近年まで活力を保っていたが、これだけで
は、話者の人口の減少を止められなかった。復興の転機となったのは、1990年
代のウェールズへの統治権限の移譲であり、これによって、政治・経済におけ
るウェールズ語の地位が大きく高まったのである。この改革において、ウェー
ルズ政府の諸部門が英語に加えて、ウェールズ語による公共サービスを提供す
ることになった。経済界もこの取り組みに追随し、二言語でのサービスを提供
するようになる。この結果、バイリンガル人材の雇用が増え、多くの人が子供
の教育において、バイリンガル教育を選択するようになった。このように、政
治・経済の領域における地位の高まりにより、話者の数は、減少から増加に転
じたのである。
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が必要になる。このような作業には、相当量の財政的・人的資源の確保
が不可欠である。
③習得の促進：言語習得のうえで、特に重要なのは、学校教育の場で
ある。とりわけ、マイノリティ言語が衰退し、コミュニティが言語継承
の機能を低下させている場合、学校が果たすべき役割は決定的になる。
ところで、学校におけるマイノリティ言語の教育には、様々な手法が
ある。第１の方法は、学校が正規教科としてマイノリティ言語を教える
ことである。この手法による教育は、一定程度の会話力を涵養するとと
もに、その言語にたいするプライドを回復させ、学習意欲を高める点で
大きな意義がある（Hinton 2001, p.7）
。しかしながら、これだけでは、
生活の中での実際の使用にはつながらず、その効果は限定的である。よ
り進んだ手法は、教育の一部をマイノリティ言語で行う「バイリンガル
教育」である（ibid., pp.7-8）
。この手法においては、クラスの中で、当該
言語が実用されるメリットがあるが、クラスの外まで言語が広がらない
場合が多い。流暢な話者を育てる最善の方法は、教育課程のすべてをマ
イノリティ言語で行う「イマージョン教育」である（ibid., pp.8-9）
。これ
らのいずれにおいても、言語教育の実施のためには、カリキュラムの再
編、教員の養成、教材開発など、多くの労力や資源が必要である（ibid.,
pp.10-12）
。なお、言語習得の促進においては、学校教育のほかにも、
就学前児童や、成人に対しての学習プログラムも、重要な意味を持つ。
６．地域コミュニティによる取り組み
言語復興の実現のためには、政府による上からの政策とならんで、草
の根の運動が必要である。政府は、言語の地位を向上させて学習の誘因
を強めたり、財政支援を行ったりするが、これらの政策が効果をあげる
ためには、地域社会の強いコミットメントが不可欠なのである。
幼少期の子供の言語修得には、家族が決定的な影響を与えるが、これ
に加えて、近隣の人びとの影響も重要である。これらの人びとが、子供
の言語環境を形作り、マイノリティ言語に触れさせることができるので
ある。
学童期にも、家族やコミュニティの役割は持続する。マイノリティ言
語教育についての学校の姿勢は、千差万別である。一方では、上述のよ
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うなイマージョン教育の実践例があるが、他方では、学校運営が主流派
によって行われ、マイノリティ言語への軽蔑が残存している学校も少な
くない（Wyman 2013）
。マイノリティ・コミュニティが、伝統言語を
尊重している場合でも、これが学校運営に反映されるとは限らない。し
たがって、マイノリティ・コミュニティは、学校がマイノリティ言語の
教育にコミットするように、ねばり強く働きかける必要がある。
コミュニティはまた、学校内の言語教育の実施についても、大きな役
割をはたす。多くの人々にとって、マイノリティ言語を学ぶ動機のひと
つは、伝統的な文化実践や、伝統的価値にアクセスすることである。伝
統文化と対照することなく言語を学んでもその意味の理解は難しい。そ
こで、コミュニティが、教室の中に伝統的な文化を持ち込んだり、フィー
ルド学習や、伝統儀礼の体験などを通じて、生徒を伝統文化に触れさせ
たりすることが重要である（Hinton 2001, pp.9-10）。
子供に対する日常的な働きかけも重要である。子供が学校に入り、コ
ミュニティの外部に交際の範囲が広がると、通用性の高い支配的言語を
使う機会が増える（Hinton 2001, pp.7-9）
。やがて、子供は支配的言語を
身につけ、一定の年齢になるとマイノリティ言語を話すのをやめてしま
う。このような傾向に抗して子供の言語使用を維持するには、家族やコ
ミュニティによる励まし、子供の民族的誇りなどを動員しなければなら
ない。すなわち、教育能力のある家庭では、家庭内でマイノリティ言語
の使用を励行するべきである。また子供の学習を支援するために、親が
ナイト・クラスを受講したり、言語の授業でのボランティアをしたりし
て、言語能力を高めることが有用である。
大人たちがマイノリティ言語の使用を続けるうえでも、コミュニティ
の連帯は重要である。言語使用の変化の要因は複雑であり、高い運用能
力 を 持 つ 大 人 で も、 使 用 を や め て し ま う こ と が あ る（Hinton 2001,
pp.13-14）。話す機会が減れば、会話の能力が徐々に低下し、そうなる
と間違いを犯すことが怖くなって、人前で話すことが躊躇されるように
なる。このような悪循環によって、マイノリティ言語の使用は急速に減
少するのである。
若者への無理解が、言語継承を妨げることもある。北米先住民の若者
の多くにおいて、伝統言語への敬意は高く、学習意欲も高い。しかしな
北法73（2・64）310

論

説

がら、彼らはしばしば、年長者から、伝統言語をうまく話せないことを
批判される。すなわち、
「伝統文化に背を向けている」
「英語を好んでい
る」
とみなされ、
若者の主観的な忠誠心や苦悩が理解されないのである。
その結果、
若者は疎外感をもち、
拙い言語をはなすことの気まずさから、
伝統言語を話さなくなるのである（Wyman 2013）。
これらの事態に対処するうえでは、コミュニティ全体による取り組み
が不可欠である。年長の話者に対しては、
言語学習の指導や、セレモニー
におけるスピーチや礼拝の運営を依頼することで、言語を話す意欲を引
き出すべきである。若者に対しては、コミュニティ全体で、言語学習を
支援することが必要である。いずれにおいても、コミュニティ全体の強
10
。
いコミットメントが不可欠なのである（Hinton 2001, pp.13-14）

７．言語復興の諸段階と戦略
フィッシュマンによれば、マイノリティ言語の復興は、一般的な使用
の奨励を通じては成功することが少ない。
言語使用の状況に応じた政策・
活動を、戦略的に行うことが必要なのである（Fishman 1991, p.86）
。と
くに重要なのは、復興を行う「領域」を適切に選定することである。支
配的言語と競合する領域では、支配的言語を使う誘因が強く、マイノリ
ティ言語の使用を増やすことが困難である。そのため、支配的言語と重
ならないように、領域を設定し、これをマイノリティ言語の支配領域と
して確保してゆくことが必要なのである。
フィッシュマンは、言語復興の拠点となる「領域」を、家族および、
地域コミュニティに定める（ibid.,p.5）11。言語を伝承するうえで、これを
子供に第一言語として伝えることが重要であるが、家族および地域のコ
ミュニティは、これを最もよく果たしうるからである。他方で、政治・
10

フィッシュマンによれば、言語復興が成功するのは、それがマイノリティ

集団の大きな運動の一環として位置付けられている場合である（pp.18-20）
。言
語復興のみの運動が成功することはまずない。
11

フィッシュマンによれば、最初に復興が行われるべき領域は、家族・コミュ

ニティの領域であり、これは一般的に妥当する原則である。それを他の領域に
拡張してゆく際には、コミュニティごとの事情を勘案して、領域を選択するこ
とが適切とされる。
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経済の中枢領域においては、主流派からの強い抵抗が予想され、支配的
言語の支配を崩すことが難しい。中枢領域での改革は、話者人口や政治
権力などのバランスが変化したのちに、はじめて可能になるのである。
フィッシュマンは、このような認識にたって、マイノリティ言語の状
態を測定する「世代間断絶スケール」
（Graded intergenerational disruption
scale）を提示する（ibid., pp.87-109）
。これは言語の衰退の段階を８つの
ステージに分けるもので、言語復興はこの段階を逆にたどってゆくこと
を意味する12。それぞれのステージと、それぞれに適した言語復興の活
動は以下のとおりである。
◦第８ステージ：マイノリティ言語の話者が、社会的に孤立し、そ
の言語を使用していない状態。このステージでは、言語復興の活
動は、資料を収集して言語を復元すること、言語復興にむけて意
識を高めるために大人向けの講習を行うこと、などに向けられる。
◦第７ステージ：マイノリティ言語の話者が、社会のなかで、その
言語を話している状態。この段階では、彼らの協力を得て、若者
に言語をつたえる事業が行われるべきである。
◦第６ステージ：マイノリティ言語が、インフォーマルな会話や社
交の媒体として機能しているが、フォーマルないし専門的な会話
には、支配的言語が用いられている状態。この段階では、マイノ
リティ言語の使用機会を増やし、とくに育児の場の使用を促すこ
とが目標である。このために、
話者の地理的な集住や、各種メディ
アやイベントを用いた交流の活発化がめざされる。
◦第５ステージ：マイノリティ言語の読み書きができる状態。この
段階では、印刷メディアを使って、話者の結びつきを強化する活
動が提唱される。

12

言語の衰退・再生の水準を測定するモデルには、他にも、UNESCO (2003)

など複数が存在する。これらは、
話者の絶対数および人口比、
世代間の継承状況、
使用される領域、再生の見込み、などの指標を組み合わせて作られる。フィッ
シュマンのモデルの特徴は、これらの指標に、衰退・再生の力学についての洞
察や、再生の手法を組み合わせている点にある。
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◦第４ステージ：マイノリティの子弟むけの初等中等教育がマイノ
リティ言語で行われる状態。この段階では、学校教育をマイノリ
ティ・コミュニティがコントロールし、青少年を話者のコミュニ
ティ内につなぎとめることがめざされる。
◦第３ステージ：職場において、マイノリティ言語が使用される状
態。マイノリティの経営する企業の内部や、マイノリティ・コミュ
ニティ内で行われる企業活動などにおいて、マイノリティ言語の
使用を要求することが考えられる。
◦第２ステージ：下位のレベルの政府機関、メディア、地方政府機
関のサービスがバイリンガルに運営され、全国の放送局の一定時
間がマイノリティ言語に割り当てられる状態。
◦第１ステージ：高等教育、職業、政府、メディアの中枢領域の一
部が、マイノリティ言語によって運営される状態。
フィッシュマンは、以上の段階のうち、第４ステージまで到達すること
を、言語復興のさしあたりの目標として設定する（ibid., p.105）
。このレ
ベルまで到達すれば、言語の継承や、それを通じたコミュニティ生活が
可能になるからである。
８．バイリンガリズムの構想
上述のように、マイノリティ言語が、生活の全領域をおおう自足性を
達成することは少ない。したがって、マイノリティ言語の話者は、支配
的言語の能力をも身につけ、
両者を使い分けながら活動することになる。
この場合、言語保全・復興のために必要なのは、両者の領域の境界を維
持し、
マイノリティ言語の使用される領域を確保することである。フィッ
シュマンは、家族や地域コミュニティなど、ローカルなレベルで、マイ
ノリティ言語を用いた活動を行いつつ、他方で、支配的言語を用いて、
中枢領域にアクセスするすることを想定する。家族や地域コミュニティ
は、子供への言語の継承のために重要であり、また文化を共有し、相互
に助け合い、人生の意味を理解し合うなど、実質的な共同体生活が展開
する領域としての価値が高いのである（ibid., pp.5-6）。
これとほぼ同様な領域の分割は、他の研究者によっても提唱されてい
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る（Wright 2016, ch.13; Hinton 2010, pp.36-37; Hinton 2001 pp.12-13）。
支配的言語は、高等教育や就業の機会にアクセスする手段として必要で
ある。このためマイノリティ・コミュニティの構成員は、支配的言語の
能力を獲得するが、それを主としてフォーマルな用途に使用する。他方
で、マイノリティ言語の復興運動は、帰属感やアイデンティティを求め
る動機から生じている。それは文化表現の手段であり、芸術、宗教、ア
イデンティティ表現の領域において大きな意味をもつのである。この境
界線が維持され、マイノリティ言語の使用領域が確保されれば、両言語
が安定して並存できると考えられるのである13。
以上のように、言語使用の実践は、固定的なものではないが、それは
個人の選択よりも、当該言語をとりまく社会や政治の構造の影響を強く
受ける。マイノリティ言語の保全・復興は、この社会的力学に変更を加
えるものであるから、
容易になしとげられることではない。それは、個々
人の行動を方向づける構造自体の変革をめざすものであるから、個々人
の自発的な行動にゆだねるのみでは不十分である。マイノリティ言語の
保全・復興のためには、マイノリティ・コミュニティの共同の取り組み
と、政府の政策・制度による推進の両方が不可欠なのである。

第２章

共同体生活の価値による正当化の可能性

リベラルの理論の第二の弱点は、言語政策を論じる際に援用する〈基
本的価値〉
の想定が、
現実の政策実践から乖離していることである。パッ
テンの議論は、〈個人の自由〉の平等な尊重を、根本的な価値とし、
〈個
人の選好〉を平等に扱うことを基本原理として組み立てられている。す
なわちすべての個人が、みずからの好む言語への支援を、国家から受け

13

これと同様な使い分けがみられるのが、国際語としての英語の場合である。

グローバル化が進む中で、多くの人々が第二、第三言語として英語を使用する
が、これらの人々の多くは、英語を職業など実務上のコミュニケーションの用
途にのみ利用し、繊細な感情表現や親密なコミュニケーションの用途には用い
ない（Wright 2016, pp.309-310）
。
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ることを最善の状態と考える。しかしながら、現実の政策実践は、この
論理のみに沿って行われるわけではなく、パッテン自身も、自らの理論
の 考 察 範 囲 が 限 定 さ れ て い る こ と を 認 め て い る の で あ る（ 辻2021,
pp.1524-1525）
。
この点に関して考慮すべきは、言語使用が持つ社会的性格である。言
語は、意思疎通の媒体であるため、言語を共有することは、円滑なコミュ
ニケーションの条件である。しかも、言語は特定の文化的伝統を保存す
る媒体となるから、言語の共有は共通のアイデンティティを強化し、緊
密な社会関係を涵養すると考えられる。このような言語の作用が公共的
生活の維持に重要な役割を果たすとすれば、
この機能を維持することは、
言語政策を決める際の重要な考慮事項となるはずである。実際のところ、
言語保全・復興の運動や政策政策は、個々人の自己実現ではなく、コミュ
ニティの共同生活や集団的利益を守ることを目的に掲げることが通常な
のである。
本章では、言語保全・復興政策を、このような観点から基礎づける、
二種類の議論を取りあげる。第一は、
〈言語コミュニティに参加する価
値〉を根拠とした議論である。第二は、
〈民主的統治〉の手段として言語
保全・復興政策を基礎づけるものである。この二つの議論は、相互に矛
盾するものではなく、同時に援用されることが多いが、ここでは両者を
区別したうえで、それぞれの論理を検討したい。
１．言語コミュニティに参加する権利
はじめに取り上げるのは、
「言語コミュニティへの参加」を、人間に
とっての重要な価値と位置づけるデニス・レオムの議論である。レオム
はカナダの法学者であり、フランス語の話者の権利を擁護する議論を
行ってきた。彼女が強調するのは、言語使用の公共的性格であり、言語
14
を通じた共同生活の価値である 。彼女は、これを根拠にして、話者コ

ミュニティの集団的権利を基礎づけるのである。
14

レオムは、カナダにおけるフランス語の話者の権利をめぐる争点を多数と

りあげ、これを法学的観点から考察する中で、貴重な洞察を提示している。こ
こでは本稿の関心に沿って、彼女の議論を体系的に再構成してみたい。
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レオムは、言語使用のもつ社会的次元から議論をおこす。言語を話す
ことは、それを聞きとどける人がいなければ意味を持たない。言語を話
すコミュニティがなければ、個人はそれを話せなくなる。したがって、
ある言語を話す自由とは、単に発話を禁止されないという消極的意味で
なく、その言語で活動できる環境が存在するという、積極的な意味で理
解されなければならない。換言すれば、言語を話す自由とは、その言語
で展開されるコミュニティの活動に参加する自由を持つことである
（Réaume 2003, pp.289-290）
。
共通の文化を介した共同生活への参加は、人間の創造性の発揮される
場である。それは人間の生の重要な部分であり、言語はその重要な要素
であることが多い。構成員は言語を話すことで、言語を維持し、文化を
再生産する活動に参加することになる。個人にとって、自言語を話す集団
の存在は、他人と共同で享受される価値なのである（ibid.）
。
レオムは言語の持つこのような性格を「参加型財 participatory good」
となづける。「参加型財」は、一般の「公共財」とは区別され、それを享
受 す る た め に、 他 者 も そ れ を 享 受 す る 必 要 が あ る 点 を 特 徴 と す る
15
。このような財を享受する権利は、参加者の全
（Réaume 1988, pp.7-10）

体に帰属する集合的権利（collective right）として観念されるべきであ
り、個人の権利（individual right）の集積と理解されるべきでない。た
とえば、ゲームの参加者は、外部から干渉されずに、そのゲームのあり
方を共同で決める権利を持つのであり、これは、個々人がそのゲームに
加入する権利とは区別される。言語コミュニティの場合も同様であり、
言語コミュニティは、その話者全体が集団的に、自らの言語や文化のあ
15

Jones (2014) は、レオムの「参加型財」の概念の精緻化を試みている。参加

型財の典型的な例は、友情、集団ゲーム、パーティーなどであり、それらを享
受するためには、他の参加者が必要になる。また、参加することそれ自体が、
享受することを意味する。
「参加型財」の概念は、
「公共財」
（万人に享受可能な
財）の概念とは異なる。
「公共財」のなかには、個人で享受できるものも多く、
これらは「参加型財」にはあたらない。たとえば、
「きれいな空気」は、公共財
であるが、個人で享受することができる。また、
「参加型財」の中には、享受
する人の範囲が広い場合（言語や文化）も、狭い場合（ゲーム、友人関係）もあ
り、後者の享受は万人に開かれていないので、
「公共財」には当たらない。
北法73（2・70）316

論

説

り方を決定する権利を持つ。このように、個々の話者の権利とは区別さ
れて、話者の集合であるコミュニティ全体が、言語実践のあり方を決め
る権利をもつと考えられる。
包 括 的 な 文 化 を 持 つ 集 団 は、
「 文 化 的 自 己 決 定 」を 持 つ（Réaume
1995, p.132）
。コミュニティの文化は、特定の価値を重視し、これが社
会実践に具体化される。それらは公的・私的な制度によって支えられて
いる。コミュニティは、その文化実践や制度のあり方に働きかけ、これ
を維持ないし、変容させる。これを、
「文化的自己決定」として観念す
ることができるのである。
文化的自己決定は、３つの形態で行われる（Réaume 1995, p.132）。第
一に、文化は個々の構成員の行う選択を通じて変化する。個々の構成員
は、文化実践のなかで、既存の文化の諸要素を評価し、支持・拒否・修
正することで、これを維持したり、変容させたりするのである。このよ
うな個人的な選択が積み重なることで、文化は変容を遂げるのである。
第二に構成員は、相互の交際・交渉・説得をつうじて、互いの価値観や
選択に影響を与え合う。第三に集団はよりフォーマルな決定を通して共
同のプロジェクトを組織し、また公的制度を作ることで、文化実践に働
きかけることもある。レオムは、
このような集団的な自己決定の営為が、
尊重を受けるべきことを主張する（Réaume 1995, p.134）。
もっとも、すべての文化集団が、同レベルの尊重を受けるわけではな
い。レオムによれば、共同生活の充実の程度に応じて、適切な尊重のレ
ベルは変化する。言語集団についていえば、自言語の保全の権利を要求
できるのは、自己完結性の高く、生活全体を覆う言語文化をもつ集団で
ある（Réaume 1991, p.49）
。また、その言語集団が持続可能であるだけ
の人数を持ち、その言語を用いて、共同体生活を運営する意志を持って
いることも必要である（Réaume 2003, p.291; Réaume 1988, pp.25-26）。
このような共同体生活は高い価値を持ち、他の人々は、この共同体の自
己決定を尊重すべきなのである。
複数の言語コミュニティが共存するための原則は、それぞれの共同生
活を相互に尊重し、再生産・発展の活動を妨げないことである。言語コ
ミュニティの繁栄のためには、第一に、多様な社会領域でその言語を使
い、これを通じて言語を発展させることが必要である。第二に、言語を
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子供や新入者に継承し、
話者を確保することが必要である。言語集団が、
外部からの妨害を受けずに、自律的にこのような活動を続けてゆけるこ
とが、文化的自己決定の意味するところである（Réaume 1991, p.44）。
レオムは、言語を維持するために、構成員の活動を規制することには
否定的である。すなわち、構成員が自発的に言語コミュニティを離脱す
る自由は否定されるべきではない。本人の望まない形で、共同体生活に
参加することは、その意義を大きく失わせるからである。したがって、
外部からの不当な介入・妨害のみが抑制されるべきである。しかしなが
ら、
これは自発的な離脱が起こる状況に問題がないというわけではない。
多くの場合、構成員が離脱する原因は、外部からの不当な圧力である。
マイノリティ集団は、外部の圧力に抵抗できないがゆえに、代わりに、
その構成員に対して、
離脱を規制せざるを得ないのである。したがって、
構成員の離脱を妨げるマイノリティ集団を批判するよりも、離脱の原因
で あ る、 言 語 集 団 間 の 不 適 切 な 関 係 こ そ を 是 正 す べ き な の で あ る
（Réaume 1994, p.134; Réaume 1995, p.140）
。
それでは、言語集団が、文化的自己決定を尊重しあうためには、どの
ような制度が必要なのであろうか。この問題を考えるために、はじめに、
二つの言語集団が無交渉の状態で、独立して存在するモデルを考えてみ
よう。この場合、文化的自己決定の原則が禁ずるのは、一方の集団が、
他方の集団に対して、強制力を用いて、自らの文化を強要することであ
る。他方、一方の言語集団の構成員が、他方の言語集団の内在的魅力に
惹かれて自発的に移動し、自言語を放棄する場合には、不当な介入とは
見なされない。たとえば、人数の多い言語集団が、その構成員に多様な
活動機会を提供できるがゆえに、他の集団からの新入者を獲得したとし
ても、これは不当な圧力とは見なされない（Réaume 1991, p.44）。
これに対して、ひとつの国家内に複数の言語集団が存在するモデルで
は、事情が大きく異なる。この場合には、諸集団が、多くの公的制度を
共有することになる。これには、立法府、司法制度、行政サービス、教
育制度など、国家が直接運営する制度のみならず、経済制度なども含ま
れる。これらの制度が、もっぱら主流派の言語によって運営されれば、
マイノリティ集団の自律性は大きく棄損される（Réaume 1991, pp.46-47;
Réaume 1995, p.136）
。すなわち、マイノリティ・コミュニティの構成
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員も、主流派言語を用いてこれらに参加せざるを得なくなり、マイノリ
ティ言語が用いられる活動領域は大きく限定される。使用機会が減るこ
とで、マイノリティ言語の発展が阻害される。また、マイノリティ言語
の習得の動機が減少するため、新入の話者の獲得も難しくなる。こうし
て、マイノリティ言語の継承が困難になるのである。このように、公共
制度を共有することでマイノリティ言語が圧迫され、マイノリティ言語
の衰退が引き起こされる場合には、主流派集団が、マイノリティ集団の
文化的自己決定を侵害しているといえるのである。
言語集団の十分な繁栄にとっては、その言語で公的生活を送ることが
必要であり、そのためには、社会の主要制度に自言語を通じてアクセス
できることが重要である（Réaume 2002, pp.617-619）。公共生活の多く
の部分は、国家の制度に媒介されて行われる。公的生活においては、政
府自体も、重要なアクターであり、政府は、マイノリティ言語コミュニ
ティに、完全な構成員として参加する必要がある。すなわち、公職者に
対して、自言語で意思疎通できることが重要なのである。これによって
マイノリティは政府を自らの代表と感じ、社会に受容されている感覚を
持つことができる。
このような状態を実現するために、二つの手法を組み合わせることが
必要である。第一に、
言語集団の境界に対応して、統治制度を分権化し、
それぞれの集団が自言語にしたがって社会制度を編成する権限をもつこ
とが望ましい。第二に、全国共通の制度については、主要言語を通した
アクセスが保障されるべきである。レオムの念頭におくカナダでは、連
邦制と、連邦レベルの二言語政策によって、これらがおおむね実現して
いる。
（１）カナダの連邦政府は、二言語政策のもと、英仏語の両者を公用
語に指定し、両者を対等に用いて政府組織を運用している。レオムによ
れば、これに加えて、両集団の構成員を多数含んで機能する組織、たと
えば、民間企業にも、一定の規制を行うことが望ましい。すなわち、マ
イノリティ言語を用いた経済活動の機会を確保するために、一定割合の
フランス語使用を企業に義務付けることが考えられる（Réaume 1994,
p.132）。また政府部門にマイノリティ集団の構成員を登用すること、主
流派集団の一定割合が、マイノリティ言語を習得することも必要である
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（Réaume 2003, pp.293-294）
。
マイノリティ言語による公的制度へのアクセスを保障する以上の政策
「受
は、
いわゆる「受容（accommodation）
」の政策とは性格を異にする16。
容」の政策は、主流派言語を習得していない者に対して、社会の基本制
度へのアクセスを保障するために、マイノリティ言語を用いたアクセス
を許容するものである。しかしながら、
「受容」の政策は、不便を緩和
するための配慮ではあるが、マイノリティ言語をつかった公共生活の価
値を認めるものではない17。このため、主流派言語を習得している人に
対しては、
「受容」の政策は不要であり、マイノリティ言語の使用が認
めれられないことになる。レオムの主張する政策は、
「振興（promotion）」
のカテゴリに属するものであり、言語コミュニティの維持・発展には、
これが必要とされるのである。
（２）カナダにおいては連邦制の下で各州が公用語を定めるが、ケベッ
16

マイノリティ言語への尊重・支援の政策には、
「振興」
、
「受容」
、
「寛容」の

３つのレベルが区別される（辻 2021, pp.1497-1499）
。支援はこの順番に、より
手厚いものになる。新来の移民などは、いまだ主流派言語を修得しておらず、
これに伴う不利益を避けるため、
「受容」
の政策を必要とすることが多い。他方、
古くから国内に存在する地域的・言語的マイノリティや先住民は、多くが主流
派言語を話せるが、彼らの固有の言語が周縁化され消失する危険に直面してい
る。彼らに対しては、
「振興」が必要になる。
17

レオムはこれに関連する多くのトピックについて議論を行っている。カナ

ダの司法制度においては、かつて法廷における言語の使用の権利が限定的にと
らえられてきた。刑事裁判の被告は、フランス語で話すことができるが、裁
判官や検察官は、フランス語に堪能であることを要求されず、
（通訳を介して）
英語で話すことが許容されていた。この基礎にあるのは、
「受容」の発想であ
り、意思疎通ができれば十分とする考え方である。しかしながらレオムによれ
ば、フランス語を用いた活動の保障こそが重要なのであり、政府もフランス語
を用いて当事者と交渉すべきであり、この目的のためにフランス語の話せる裁
判官や検察官を割り当てるべきとする（Réaume 1994, pp.37-38; Réaume 2002,
pp.618-619）
。レオムまた、航空管制の言語使用の問題をあげている。航空管制
は、
「安全」を根拠に、英語で行うことが定められているが、ケベック内にお
いて、管制官もパイロットもフランス語を第一言語とする場合にも、英語を強
制する必要があるかどうか、実質的な検討を行うべきであるとする（Réaume
1994, pp.136-137）
。
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ク州はフランス語を公用語として、公共生活を組織している。レオムに
よれば、共同体生活の発展のためには、対面的接触が重要であるから、
地域ごとに公用語を設定する「領域主義」の原則はおおむね適切である
（Réaume 2003, pp.294-295）
。ただし、ここで尊重されるべきは、それぞ
れの言語コミュニティの自律性であるから、領域内の使用言語を均質に
することをめざすべきではない。内部に存在する他の言語コミュニティ
には一定の自律性を認めるべきである（Réaume 1991, p.47, 49）。各州は
英語・フランス語のうち、話者の多いものを公用語としているが18、も
う一方の言語を話す集団の権利をも尊重するべきなのである19。
ところで、マイノリティ言語の使用領域の確保にあたっては、
〈個々
人の言語使用の権利の保障〉とならんで、
〈言語コミュニティの活力の
維持〉を重視すべきである。前者のみに着目すれば、権利の衝突の調整
は難しくなり、万人の利益を両立させるような分割は不可能になる。地
理的領域、活動領域をどのように分割しても、自言語を使って活動でき
ない個人が生じてしまう。しかしながら、後者に力点を置く場合には、
分割ははるかに容易になる（Réaume 2003, p.292）。社会全体において、
一定の言語使用が達成されれば、マイノリティ言語の発展の場が確保さ
れ、
言語コミュニティの健全性が維持される。たとえば、職場において、
すべての従業員に、自らの第一言語を話す権利を保障することは不可能
であるが、職場全体で、マイノリティ言語の使用頻度を上げることは困
難ではない（Réaume 1994, pp.131-132）
。このため、個々の局面で個々
人の言語使用をコントロールする必要はなく、一般的な趨勢をコント
ロールすれば足りるのであり、領域の分割に伴う困難が緩和されるので
ある。

18

ただし、ニューブランズウィック州は、英語・フランス語を公用語とする

二言語政策をとっている。
19

かつてケベックでは、商業看板にフランス語表記を求め、英語の看板のみ

ならず、二言語表記の看板までも禁止していた。レオムは、この規制が英語系
コミュニティの共同体生活を過度に制約するとして、批判的である（Réaume
1994, pp.134-135）
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２．民主政治と公共文化
マイノリティ言語の保全・復興政策を擁護するもうひとつの議論は、
民主的統治の価値に訴えるものである。リベラル・コミュニタリアン論
争以降、規範的政治理論の領域では、自由民主主義社会の維持のために
共有されるべき文化・価値観のあり方が、議論されるようになった。近
年は、社会経済的格差の拡大や、文化的多様性の増大とともに、この問
題への関心がいっそう高まっている。このような流れの中で影響力をも
つ議論のひとつに、デイヴィッド・ミラーの「リベラル・ナショナリズ
ム論」がある（Miller 1995; idem 2007）
。以下では、ミラーの議論を検討
したのちに、これと関連づけながら、ライナー・バウベックの重層的デ
モクラシー論を検討し、マイノリティ言語の保全・復興政策の正当化に
ついて考察したい。
リベラル・ナショナリズム論は、リベラルな諸原理にコミットし、文
化的多様性を尊重しつつも、他方で、ナショナリズムが民主政治に果た
す役割を重視し、その涵養を主張するものである。ミラーは次のような
議論を展開する。
「ネイション」は、倫理的共同体の一種であり、構成
員相互間には、部外者に対しては向けられない特別の道徳的義務が存在
する（Miller 1995, ch.3）
。すなわち、互いに同胞としての感情をもつこ
とで、高度な義務が生み出される。民主主義国家は、社会契約にもとづ
く権利・義務の関係のみでなく、ナショナリズムの生み出す連帯の感情
を活用することで、よりよく機能することができる（ibid., pp.71-73）
。
たとえば、相互の助け合いが成り立つためには、必要な時に自分も助け
てもらえるという信頼関係が必要である。ナショナリズムは、このよう
な信頼関係を支えるうえで、重要な役割を果たす。これによってはじめ
て、福祉制度の維持も可能になるのである。
ここで、構成員相互間の義務の内実を決めるのが、
「公共文化」であ
る（ibid., pp.68-69）
。公共文化は、自由民主主義の基本原理にかかわる
ものから、日常生活のマナーまで、社会生活を規制する多様な規範を含
んでいる。それは歴史的に、様々なアクターによる交渉・議論・集合的
決定によって形作られ、また更新されてきたものである。それは伝統か
ら力を引き出す一方で、新しい時代にあわせて修正することも可能であ
る（ibid., p.70）
。したがって、ナショナルな公共文化から、排外主義的
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要素・差別的要素を除いて、マイノリティ集団を包摂するものへ変えて
ゆくことも可能である（ibid., pp.141-145）
。このようにミラーの議論は、
民主主義を機能させるうえでの必要によって、ナショナリズムの涵養を
正当化するものであり、リベラルの立場とも矛盾しない理論構成がとら
れている。
ミラーの議論は一定の説得力をもつが、問題となるのは、多様なレベ
ルの政治共同体のなかで、国家レベルの共同体のみを特権化し、下位の
マイノリティ集団を軽視している点である。ミラーの関心のひとつは、
グローバル化のもとで、福祉国家の連帯を維持することであり、この点
からは、
彼の関心が国家レベルの共同体に向かうことは理解できる（ibid.,
pp.186-187）
。ミラーによれば、グローバル化によって、人びとの経済
的立場は、グローバルな市場の力に従属するようになる。ここから利益
を受けるのはエリート層に限られ、非エリート層との較差は拡大する。
これを抑制できる「福祉国家」というプロジェクトは、ナショナルな構
想として生まれ、そのようなものであり続けてきた。福祉国家は、ネイ
ションの力に支えられることで、初めて機能しうるからである。かくし
て、国家レベルのナショナリズムを、外におけるグローバル化と、内に
おけるマイノリティの挑戦から擁護することが、ミラーの関心なのであ
る。しかしながら、このようなミラーの議論は、ネイションが人々の忠
誠を独占できた条件が失われたことを、むしろ明らかにするものであろ
20
う 。われわれはむしろ、このような変容を受けとめるところから、議

論を始めたい。
ミラーに向けられる批判の第一は、マイノリティ集団に対する正義を
めぐるものである。W. キムリッカは、一方で、ミラーにしたがって、
国 家 レ ベ ル の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 涵 養（
「 ネ イ シ ョ ン 形 成 nation

20

福祉国家を守るというミラーの実践的関心が妥当であるとしても、
「ナショ

ナリズムの涵養によって福祉国家が救えるのか」
、
「望ましいタイプのナショナ
リズムを作り出せるのか」
、
「その政策が福祉国家擁護という目的によって正当
化できるのか」などの点を論じる必要があり、論証のハードルは高いと思われ
る。ここでは、そこまで議論を広げずに、むしろ、状況の変容を受けとめると
ころから議論を行いたい。
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building」）を是認するが、他方で、これが正当性をもつ条件として、マ
イノリティへの適切な権利付与が不可欠であると論じる21。近代国家は、
かつて先住民やナショナル・マイノリティを編入してきたが、ほとんど
の場合に、編入の条件は不当であった。あるいは、当初は正当な条件が
提示された場合でも、のちの歴史のなかで、それが放棄され、不当な抑
圧が行われてきた。国家は、このような過去の不正義を是正し、これら
の集団と適切な関係を確立しないかぎり、マイノリティに服従を要求す
る 正 統 性 を 持 ち え な い の で あ る（Kymlicka 2001; idem 2016; idem
2018）。正義にもとづくこのような論理によって、キムリッカは先住民
やナショナル・マイノリティに対して、自治権や文化的な自己決定権を
付与するべきことを主張するのである。
ミラーへの第二の批判となりうるのが、国家およびナショナリズムの
役割の低下の指摘である。ミラーの主張とは異なり、国家が他のレベル
の共同体に対して優位を主張する根拠が、弱まりつつあるというのであ
る。社会言語学者 S. ライトは、近年のマイノリティ言語の復興運動の
背景として、この点を強調する（Wright 2016, chs.2, 3）。西洋において
19世紀から20世紀の半ばまでは、
ネイション・ステイト全盛の時代であっ
た。中央集権的国家機構が整備され、統一的な法制度や一国単位の市場
が形成される。他方で、対外的には、軍事的競争が激しくなり、経済ブ
ロック間の対立が深まる（pp.41-43）
。やがて各国は、総力戦に突入して
ゆく。この時期、民族自決の原則によって、各ネイションに政治的独立
性が認められたが、この資格を得るためには、経済的、および軍事的に、
世界の競争の中で生き延びられる規模を持つことが要求された。このた
22

め、小集団の分離独立は困難であった（pp.40-41） 。
この時期には、国家の統合を強化し、国家の活動に国民を動員し、犠
牲を強いるために、強力なナショナリズムが不可欠であった。ドイツ・

21

この点をめぐるキムリッカの議論については、
以下を参照されたい。
辻 (2021),

pp.1521-1523。
22

経済的、軍事的な自足性を達成できない集団は、ネイション・ステイトと

なることを否定された。たとえばチェコとスロバキアの独立にあたり、両者が
単一の国家にまとめられたのはこのような理由による（Wright 2016, p.40）
。
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ロマン派の観念を引き継ぎつつ展開したナショナリズムの思想の中で
は、それぞれのネイションが、独特の個性を持つことが想定され、民族
の言語はその中核として高い価値を与えられた23（ibid., pp. 36-40）。それ
ぞれの民族は、太古にさかのぼる歴史の神話を作り出し、集団的アイデ
ンティティを強化したが、この作業には言語学者が大きな役割を果たし
た（ibid., p.30）
。言語の標準化は、一方では、全国単位の統治や経済活
動を円滑にするという機能的要請に応えるものであったが、同時にそれ
は、他の集団との差異を明らかにし、国民の連帯感を強化するうえでも
大きな役割をはたした（ibid., p.50）
。このため各国は、標準語の確立の
ために多大な努力を行ったのである24。標準語の確立は、太古からの民
族的アイデンティティを回復するプロジェクトとして表象され、自国語
の語彙を純化するという目的が掲げられた。このために外国由来の単語
を排除し、
これを自国風の造語によって代替する作業も推進された（ibid.,
pp.64-67）。標準化された言語は、公教育のシステムをつうじて社会に
浸透させられた（ibid., pp.69-71）
。言語の標準化は、国家単位のネイショ
ン文化を強化し、
これへの同化が、
国家への忠誠と同一視された。他方、
マイノリティ言語は抑圧され、周縁化された（ibid., pp.73-75）。
ところがこのような状況は、20世紀の末に、大幅に変化する。経済の
領域ではグローバル化がすすみ、
国境を超えた活動が増加するとともに、
国民経済をコントロールする国家の機能が大きく低下する。軍事的には、
国際的・超国家的な安全保障の制度が発達し、共同の秩序維持が行われ
るようになる。とくに、ヨーロッパ諸国においては、域内の経済圏が統
一され、安全保障の権限が国家から EU に移譲されることで、国家の役
割は大きく低下した。
こうした状況を背景に、人びとの政治的忠誠の対象も分化をとげる。

23

フィヒテは、異なる言語ごとに、異なるネイションが存在すると主張し、

ヘルダーは、言語が民族の魂を体現しているとした。ネイションと言語のつな
がりは非常に強力であった（ibid., pp. 50-51）
。
24

国家形成がネイション形成に先行した西欧よりも、ネイション形成が先行

したドイツなど中東欧において、標準語確立の政策はより精力的に推進された
（ibid., pp. 50-52）
。
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一方では、EU レベルの統治の機能が増大し、これを民主的にコントロー
ルするために、EU レベルのシティズンシップ意識の強化の必要が語ら
れるようになる。他方においては、国内のマイノリティ集団が、国家か
らの自立をめざすようになる
（ibid., pp. 248-249）。これらのマイノリティ
集団は、その規模が小さいために、従来は国家を形成する資格を与えら
れず、文化的にも抑圧を被ってきた。しかし、近年、経済的なグローバ
ル化と、地域的安全保障が進展したことによって、経済的にも、軍事的
にも、大規模国家に包摂されている必要が減少し、自立を求めるように
なったのである。このように、国家の機能が低下し、主流派ナショナリ
ズムへの同化の要求が正当性を減じるなかで、マイノリティ言語や文化
の復興の動きが生じてきたのである。
こうして、かつて国家レベルに集中した政治的機能が、国際・超国家
レベル、および地方・ローカルレベルに移転されることになる。安全保
障や経済の管理は、国家を超えるレベルへ移譲される。他方で、より親
密な帰属意識は、国家より下位の共同体に向けられる傾向が強まる。こ
うして人間のアイデンティティは、これら３層に分かれるのであり、言
語使用のルールも、そのそれぞれに応じたものに分化すると考えられる
のである。
このような動向に照らしてみた場合、ミラーの議論の限界も明らかで
あろう。福祉国家の維持のために、国家レベルの連帯感を維持するとい
う関心は正当に思われるが、共同体生活の単位が分化しつつあることに
対応して、尊重されるべき「公共文化」の単位も、重層的に考えること
が適切と思われる。この点を修正するならば、ミラーの議論は、マイノ
リティ・コミュニティの言語保全政策を基礎づけるために、転用するこ
とが可能になる。実際のところ、以下に検討するバウベックは、共同体
の重層化を前提としたうえで、ミラーと類似する議論を展開しているの
である。
３．自治の権利にもとづくマイノリティ言語の保全
ライナー・バウベックは、グローバル化や地域統合を念頭に、「重層
的シティズンシップ（multi-level democracy）
」の規範理論を展開する政
治学者である。彼はすべての人が持つ、
民主的な自治への権利を根拠に、
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マイノリティ言語の保全政策を基礎づける。以下では、はじめに、彼の
自治の構想を概観し、
次にこれをふまえた彼の言語政策論を検討したい。
バウベックが問題とする「民主的統治」とは、構成員の参加を介した
政治的決定の仕組みである。民主的統治の担い手が「人民（デモス）」で
あり、一体になって、政府をコントロールする。民主的統治が成り立つ
ためには、外部の介入を受けない独立した場を確保し、個々人が平等な
構成員として、集団的自己決定に参加できる制度が必要である。彼によ
れば、人間が自由や幸福を実現するうえで、特定の政治体における民主
的統治に参加することには高い価値が存在する（Bauböck 2018, pp.1011）。民主的統治の目的は、政治的決定に対して民主的な正統性を与え
ることである。民主的な正統性は、正義の実現の手段にとどまるのでは
なく、それ自体、固有の価値を持つ。両者は相互に独立した価値なので
ある。非民主的な統治体制は、私的な自由や一般的利益を実現できるか
もしれないが、民主的正統性の価値をもたないのである。
民主的統治は、複数のレベルで行われるが、このうち最も重要なもの
は、国家のレベルである（Bauböck 2018, pp.15-18）。他のレベルの政治
共同体と比較した場合、国家のレベルでは、境界が明確であり、構成員
の変動が比較的少ないため、
強い程度の自治が成り立ちやすい。他方で、
国家がすべての統治権限を独占することは不適切である。すなわち、第
一に、
国家の統治権は、
国家を超えるレベルの統治によって制約される。
このレベルの統治は、種々の国際機関に媒介されるが、とりわけ EU に
おいては、国家統合を通じて国家の権限の一部が、国家を超えたレベル
の組織に移譲されている（Bauböck 2018, pp.61-62）。第二に、下位のレ
ベルについては、民主主義の観点から、地域単位の自己統治が必要であ
る（Bauböck 2018, pp.58-61）
。全国レベルの政府は、全国レベルの主流
派によってコントロールされる可能性が高いから、ここに権力が集中す
25

れば、地域の利益が尊重されない危険がある（Bauböck 2014, p.752） 。
地域レベルの自治の必要は、当該の共同体が、民族的マイノリティを代
表している場合にはいっそう高まる。バウベックによれば、歴史的に自
25

バウベックは、スキナー＝ペティットに提唱されている新・共和主義の議

論を受け入れ、
「非支配 non-domination」の観念から、この点を強調する。
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己統治の経験をもつ集団、ないしは、それを望み続けてきた集団は、自
治を要求する強い権利を持っている。民族的マイノリティの多くは、こ
れに当たるのである（Bauböck 2018, pp.43-44）
。国家はこうした集団の
存在をみとめ、自治権を認める必要がある。国家がこれを拒否する場合
には、マイノリティ集団は自己決定の実現のために、分離独立により新
たな国家をつくる資格がある。他方、
国家がマイノリティの自治を認め、
正当な処遇を行う場合には、マイノリティ集団は分離独立を要求せず、
現存国家の支配を認めるべきである。
バウベックによれば、民主的統治には、基盤となる公共文化が必要で
ある（Bauböck 2017b, pp.10-11）
。ミラーと比較した場合、バウベック
においては、
「公共文化」の観念は、内部の多様性を許容するリベラル
な性格が強い。すなわち公共文化は政治に先立つ文化と区別され、あく
まで、政治的なものとして成立することが強調される。また主流派文化
の支配が抑制され、
マイノリティ集団のアイデンティティが尊重される。
すなわち第一に、公共文化は全ての人を包摂しなければならないから、
特定の善の構想を強要するものであってはならない（2017b, p.11）
。第
二に、公共文化は、政治共同体の重層性に対応して、重層的に存在する
（ibid.）
。すなわち公共文化は、市町村から、国家、さらに国家を超える
政治体まで、自治が行われるレベルのそれぞれにおいて存在するもので
ある。したがって、マイノリティが自治を行っている場合には、それを
支える公共文化も尊重されなければならないのである。このように、主
流派の文化を、唯一の公共文化として、全国民に強要することは不適切
なのである。
以上のような議論をふまえて、
マイノリティ言語の役割が論じられる。
一般に、共通の言語は、政府と国民の良好な意思疎通の手段となること
に加え、「公共文化」を形成する基盤となり、象徴的資源を提供し、連
帯感を涵養する（Bauböck 2017b, pp.10-11）
。また、固有の言語は、自
治の単位となるコミュニティの領土と構成員の範囲を確定する機能も持
つ（Bauböck 2017a, pp.134-135; Bauböck 2017b, pp.15-16）。国家の境界
が明白であるのに対して、マイノリティ集団の境界はあいまいになりが
ちであるから、それを確定するうえで、共通の言語をもつことの有用性
は大きいのである。これらの理由から、マイノリティ集団が自治を行う
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うえで、固有の言語を必要とする場合には、マイノリティ集団は、固有
の言語を維持する権利を持つと考えられる。それぞれの集団の自治に
とって、固有の言語が持つ必要性の程度は、外部から判断が困難するこ
とは難しく、マイノリティ集団自身が、民主的手続きによって決定すべ
きものと考えられる（Bauböck 2017b, pp.14-16）。
バウベックによれば、民主的統治にとっての必要は、リベラル系の言
語政策論において適切に考慮されてこなかった（Bauböck 2017b, pp.812）。リベラル系の理論は、言語の意義を、個人的利益の問題として定
義し、適切な言語政策を、
「個人の選択」への平等な尊重の観点から論
じてきた。しかしながら、前述のように、民主的統治は根源的な価値を
持ち、
「個人の選択」の価値とは独立したものとして考慮されるべきな
のである。
これら二つの要請の間には、緊張関係がある（Bauböck 2017b, pp.1011）。「個人の選択の平等な尊重」を考えるならば、国家は国民が好む多
数の言語を、すべて平等に尊重することが望ましい。他方、民主的統治
を機能させる目的のためには、民主的統治に用いられる言語と、そうで
ない言語を区別し、前者を尊重するべきである。これら二つの要請を考
慮するにあたり、両者の適切なバランスのあり方は、民主的な手続きに
よって決定されるべき問題である（Bauböck 2017b, pp.14-16）。
このように、言語のもつ公共的機能を考慮するならば、多くの国にお
いて、移民の言語が、ナショナル・マイノリティの言語と同様な保護を
受 け な い こ と も 説 明 で き る（Bauböck 2017a, p.136; Bauböck 2017b,
pp.16-19）。移民は出身地の政治共同体を離脱し、個人として移動し、
ホスト社会の共同体に統合されるべき存在である。彼らはホスト社会の
公的制度を壊して、独立した政治共同体の樹立を要求する権利を持たな
いのである。したがって、自治の権利から派生する言語権も持たない。
移民の言語にあたえられる配慮は、統合の促進のための「受容」のレベ
ルにとどまり、「振興」すなわち、公共的使用の支援のレベルにおよぶ
ものではないのである。
４．コミュニタリアン系多文化主義論の意義
以上、言語の持つ公共的機能に焦点をあてて、マイノリティ言語の保
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全・復興の政策を正当化する論理を検討した。上に見たように、この正
当化には、二つの論理が考えられる。第一は、レオムの提示するもので
あり、
「文化共同体の文化的自己決定権」に訴えるものである。当該の
文化の存立にとって、その言語が不可欠である場合に、説得力を持つも
のである。第二は、
「民主的な自己統治」の実現のために、「公共文化」
を維持する必要を強調し、これに必要な場合に、共通言語の保全を要請
するものである。
マイノリティ言語の保全・復興政策の基礎づけに関する限り、コミュ
ニタリアン的要素を組み込んだこれらの議論は、リベラル系理論が直面
するいくつかの困難を克服していると考えられる。第一は、言語を保全
する価値の本質にかかわる。レオムやバウベックの議論は、現実の言語
保全政策において掲げられる「充実した文化的共同体生活」や「民主的
統治の維持」という価値を、より明晰に表現していると考えられる。レ
オムの提示する「参加型財」は、このような種類の利益をとらえる概念
である。それは個人の享受する財・利益なのであるが、他人と共同の形
でのみ享受が可能なものである。その概念は一方で、個人の利益と切断
された集団的実体を主体とするものではなく、「個人の利益」の類型の
ひとつとして観念することができる。他方でそれは、個人的に享受可能
な利益を集積したものではなく、他人が享受することではじめて、自分
も享受できる種類の財なのである。このような価値の存在を正面から認
めて、理論構築を行う意義は大きい。
第二に、レオムやバウベックの理論は、移民の言語の扱いにおいて、
説得力のある議論を提示できる。多くの国において、国内の諸言語の処
遇において、明白な序列が存在する。主流派の言語の次に優遇されるの
は、古くから居住する地域的・民族的マイノリティや先住民の言語であ
26
り、新来の移民の言語の受ける配慮は、これらに比してわずかである 。

26

カナダは多文化主義政策を掲げ、1970年代から、移民集団の言語活動への支

援を他国よりも手厚くおこなってきた。その内容は地域によって大きく異なる
が、学校の放課後や週末をつかって、語学の授業を提供するものが多い。しか
しながら移民集団の「ヘリテージ言語」は、政策上、①連邦の公用語である英語・
フランス語、②先住民の言語と、区別して扱われ、教育プログラムの充実度や、
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「個人の選好」の平等な尊重を基礎におくリベラルの議論では、この状
況を正当化することが難しい。とくに、
「平等な尊重」の基準を「人口比
にしたがった資源配分」として具体化するパッテンの理論にしたがうな
らば、新来の移民の人口が、旧来のマイノリティを上回る場合に27、後
者の言語により手厚い保護を与えることは、不正義となってしまう28。
レオムやバウベックの議論は、この問題に対して説得力のある解決を
与える。すなわち、彼らの議論において、諸言語はその公共的な機能に
応じた配慮をうける。レオムにおいては、
「包括的性をもつ共同体生活」
を可能にする言語は、高い尊重をうける。バウベックにおいては、自治
に必要な公共文化を支える言語が、保全の対象となる。移民の言語は、
このような公共的機能が低いため、これらと同等な配慮を受けることが
できないのである。
以上に示したように、
マイノリティ言語が共同体生活にはたす機能は、
その保全・復興の政策を正当化する理由となるが、他方で、この政策は、
別の要請によって制約をうける。この政策は他の言語の使用を制約する
ものであるから、当該言語を奨励する程度が適切に定められる必要があ
投入される資源は、公用語や、先住民の言語のための教育よりはるかに劣って
いる。ヘリテージ言語の教育は、
十分なトレーニングをうけていないボランティ
アが、わずかの謝礼によって行っている例も多く、その質の向上が課題になっ
ている（Duff 2008）
。
27

たとえば先住民の言語の中には、話者の数が、数百から数千のものも少な

くない。
28

パッテンは、移民の言語をめぐる諸国の現実の政策と、彼の理論を両立さ

せる試みを行っているが、成功しているとはいえない。すなわちパッテンは、
移民が入国の条件として、自己の言語の選好を平等に配慮される権利の一部を
放棄した、という想定をおこなったうえで、このような取引が必ずしも不正に
あたらない、という議論を試みる（Patten 2014, ch.8）
。しかしながら、パッテ
ンのこのような試みに対しては、厳しい批判も寄せられている（Lu 2015）
。す
なわち、仮に入国時点でこのような取引を行うことが正当化されたとしても、
いったん市民権を取得した移民の子弟は、この権利を放棄したわけではないか
ら、彼らがマイノリティ言語の使用の権利を要求した場合には、これを拒否す
ることができないはずである。
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る。
第一に、保護の対象となる公共文化や、共通言語の内容が、より正確
に確定される必要がある。民主的な統治を支えるべき公共文化は、どの
程度の「厚み」を持つ必要があるのだろうか。バウベックは、公共文化
を「薄く」定義し、
それが多様な善の構想を包摂できることを重視する。
他方、自己統治へのコミットメントを重視する共和主義的な立場をとれ
ば、公共文化には一定の厚みが必要とも考えられる。共通言語の用いら
れる領域の範囲や、構成員に要求される共通言語の運用能力の程度も、
考察の対象になる。
第二に、
他の言語を使用するための適切な配慮を検討する必要がある。
とくに、当該のマイノリティの共同体の中に存在しながら、別の言語を
用いて、共同体生活を営んできた「内部マイノリティ」集団が存在する
場合には、その言語使用に対しては適切な尊重が与えられなければなら
ない。
以上のように、適切な言語政策の立案には、複数の要請の間のバラン
スが必要になる。そのバランスのとり方は、
当該言語がおかれた状況や、
はたしている機能に応じて、異なることになる。われわれは稿をあらた
め、具体的事例に即して、検討を行いたい。
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