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ご来賓の皆様、  

ご来場の皆様、  

そして親愛なる同僚の皆さん、  

 
 

今年は国際言語年ですので、私の故郷であるアフリカの伝統に従って先
ま

ずはホスト国の言葉でご挨拶申し上げます。 

     コンニチワ 

     コンバンワ 

作法に則り、次は私の母国語で、続いてユネスコの公用語でご挨拶いた

します。 

 

     � Kaaro o 

     � Ku is� agbayé o 

 

 

国連総会によってユネスコは国際言語年の活動調整役に任じられました

が、ユネスコ執行委員会はこれを重く受け止めています。一過性で単発

的、象徴的な活動でお茶を濁してはならない、と私たちは考えています。

私たちの使命は“現場で実践すべき具体的行動の提案につながる考察の

機会を繰り返し設けること”だと理解しています。ゆえに、来る10月の
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ユネスコ執行委員会の第180回会期におけるテーマ討論の主題として私

たちが選んだのは、「消滅の危機に瀕している土着言語の保護、および

“持続可能な発展”の枠組み内で言語が“万人のための教育”推進に果

たす寄与」です。私たちの願いは、こうした会議を通じて言語に関する

論議が質的に高まることです。 

 

グローバリゼーションという現状のもと、言語が直面する問題の実情は

十分過ぎるほど認識されています。少なくともユネスコにおいては間違

いありません。 従って私はここで、言語の死滅、アイデンティティーの

危機や侵害、文化的多様性の侵害、人類にとって貴重極まりない知識の

不可逆的消滅といった話題を持ち出して、事情通である皆様を退屈させ

ることは差し控えます。 

 

その代わりに、認識が不足している課題に触れたいと思います。それは

「行動開始の緊急性」です。この短い講演のために、やや挑発的なタイ

トルを選んだ理由もそこにあります。ここで、いくつかの神話を糾弾し、

偽らざる真実を呈示することになりますが、どうぞご了承ください。歴

代ユネスコ事務局長の一人、ハイメ・トレス・ボデ氏の言葉を引用すれ

ば、「ユネスコのもう一つの名は真実」だからです。真実の話題が出ま

したので、私から皆様に打ち明けておきたいエピソードがあります。言

語学者である友人たちに、今回のような会議の開催を重要な出来事とし

て誇らしく告げたところ、私の熱意は「無邪気な有頂天ぶり」という表

現で水を差されました。「またユネスコの会議ですか！」「成果といっ

ても、空しい希望の表明しか期待できませんよ。ユネスコの公務員たち

が作成する報告書の中身となるのがせいぜいでしょう。」といった反応

でした。ここ15年ほどの言語に関するユネスコの取り組みを振り返ると、
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こうした悲観的見方もやむを得ないと私自身も考えます。事実、言葉に

行動が追い付いていないのです。現状を認識し、学問的知見に基づいた

言語学者たちの勧告を受けているにもかかわらず、言語に関して実行さ

れている取り組みは不十分、いえ不十分どころではありません。改めて

強調いたします。最大の挑戦課題、それは「行動」です。  

 

本会議は、“コミュニケーション・実存に関わる表現・文化や社会の発

露、それらのツールである諸言語に対するグローバリゼーションの影

響”という今日の重要問題を取り上げます。言語は人類が誇る最も創造

的で精緻な財産であり、事実、生命に負けず劣らず貴重なものです。 

 

従って、全ての言語の保護と促進は多様性の継承を約束するものであり、

言語に関する取り組みは私たちが望むグローバリゼーションのありよう

を示す指標、手懸りとなることを私たちは決して忘れてはなりません。 

 

与えられた短い時間のなかで、私の話の流れは次のように要約すること

ができます。 

 

a) 言語の問題に関する根深い幾つかの神話を打破する。 

同時に 

b) 言語に関する自明の理、つまり個人の成長過程における言語の

役割、並びに「ミレニアム開発目標」「万人のための教育」

「持続可能な発展」といった国際社会が定めた総括的目標の達

成のために言語が果たす役割の重要性を再確認しつつ、いくつ

かの基本的真実を改めて指摘する。 
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カナダの言語学者マッケイが的確かつ歯に衣着せぬ表現で述べているよ

うに、「諸言語が平等なのは神と言語学者の前だけ」という指摘は明白

な現実です。しかしユネスコの観点に立つと、民主主義の基本原則、諸

文化の平等な尊厳、人権、差別の排除、チャンスと機会の均等といった

理念に鑑
かんが

み、諸言語は政治リーダーたちの前でも平等であるべきなの

もまた明らかです。 

 

ゆえにユネスコは「真の言語政策とは、社会を言語の多様性に順応、適

合させることに他ならない」と.高らかに宣言せねばならず、国連の諸機

関もこのユネスコの訴えに唱和すべきでしょう。 

 

プロモーションと発展のチャンスを等しく付与することで言語差別を政

治的に排除することは可能としても、役割と機能の平等、すなわち威信

とステータスの平等を諸言語に確保することは現実として不可能です。

しかし、こうした平等は必要でしょうか？ 多言語環境において、諸言

語はそれぞれ異なる機能を引き受け、異なる役目を果たしています。む

しろ、こうした役割や機能がダイナミックな形で補完しあう方向で努力

すべきなのです。第一に、均一言語というビジョンはフィクションであ

り、現実性を欠いた絵空事です。ジェンダー、言語使用域、スタイル、

専門分野用語などの社会方言、地域方言といったカテゴリーが複雑に積

み重なり、さらにカテゴリー間で相互作用が起きているゆえに、あらゆ

る言語は不均一なものなのです。 

 

しかし知的に誠実であろうとするなら、あるナイジェリアの言語学者の

指摘に倣
なら

って、“少数言語だけでなく嘗
かつ

て植民地支配を受けた、もしく
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は現在新植民地支配を受けている国々の多くにおいて何千万人もの話者

が使っている言語に対する一般的な扱いは次の五つのキーワードに要約

できる”と認めざるを得ません。キーワードは、最悪なものから一番

穏便
おんびん

なものへと、順に並んでいます。 

 

1) 抹殺 

2) 同化 

3) 黙認 

4) 無視 

5) 保護 

 

さて、神話についてお話ししましょう。第一は、多言語使用にまつわる

もので、多言語は国家における国民の一体化を妨げる、という神話です。 

 

この神話に従うと、言語政策とは“一つの言語のみが国民の一体化を保

証すると見なす欧州国家流の前提に基づく言語管理”を意味します。複

数の言語が存在することは国民の一体化にとって障害であるから、一つ

の言語に限るべきであり、大目に見ても二つ、例外的に三つです。言い

換えると、国民の一体化には単一言語主義の公式化が必要であり、多言

語の併存は民族間紛争を激化させる、というものです。トランスエスニ

ックで部族色のない言語‐多くの場合旧宗主国のヨーロッパ言語‐のみ

が紛争を防止、抑えることができる、と考えるわけです。 

 

しかし実際は多言語使用が標準であり、常態なのです。単一言語使用は

むしろ例外であり、多言語使用のほうが一般的なのです。例えばアフリ

カの国々では、平均して30％以上の人々が少なくとも三つの言語を話し
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ています。その一方、言語の数は実態からかけ離れて誇張されています。

アフリカに幾つの言語が存在するかについては1200から2500まで色々な

数字があります。これほど開きがあると統計学的には無意味です。言語

に対する認識不足がある、もしくはデータの意図的な操作があると思わ

れます。おそらく、そのどちらも多少とも当てはまるのでしょう。アフ

リカでは言語と方言は明白に区別されていません。南アフリカ共和国ケ

ープタウンの大学の一つでガーナ出身の社会言語学者クウェシ・プラ氏

が実施した研究により、アフリカ大陸の西から東に散らばる複数のアフ

リカ言語群の間では相互理解がかなりの程度
てい ど

可能であることが明らかに

なっています。マリではドゴン語に関する詳細な方言調査が行われ、標

準方言が存在し、他の八つの方言との相互理解度は70％であることが分

かりました。“ドゴン語は数多くの方言に分割され、この一帯では二つ

の隣り合った村の住民でも互いの言葉が分からない”という広く信じら

れてきた定説を覆すものです。世界全体でみると、地球上で話されてい

る言葉の半数はたった七カ国に集中しています。 

 

もしこの神話にいくらかでも真実が含まれているとしたら、人類史上で

内戦など存在しないはずです。言語自体が紛争を生み出すのではなく、

支配のための闘争に端を発する憎しみのメッセージが人々を焚きつけ、

戦争へと駆り立てるのです。アフリカにあって単一言語使用が際立
きわ だ

つ数

少ない国の一つであるルワンダで起こったジェノサイド、そして悪名高

きラジオ局「ラジオ・ミル・コリーヌ」が果たした焚きつけ役としての

役割はこの事実を極めておぞましい形で私たちに告げています。言語的

に極めて均質的なもう一つの国であるソマリアの崩壊もこの神話が荒唐

無稽であることを雄弁に語っています。 
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二番目の神話は、グローバリゼーションの時代に母語を全面的に使用す

ることは孤立の危険を招き、国際言語の促進の妨げとなる、というもの

です。ユネスコ教育研究所が五大陸の多言語使用国である40以上の国々

で実施した研究、およびアフリカ22カ国を対象として同研究所がアフリ

カ教育開発連合と共同で最近まとめた報告書はこの神話の信憑性を揺る

がし、調査対象国の大部分の国で公用語とされる国際語（唯一の公用語

と定められている場合もあります）導入への支援や援護の古典的な図式

を損なうことなく、母語のプロモーション継続を図る多言語使用主義の

国々の政治リーダーたちに自信を与えるものです。こうした研究により、

時期尚早な母語使用停止は学習者の思考能力の発達と学力の向上にブレ

ーキをかける、という重要な事実が明らかにされたのです。 

 

「未発達言語」もしくは「科学的言説に不向きな言語」に関する神話も

あります。言及する価値もないのですが、根深く有害な神話ですので

一言
ひとこと

触れておきましょう。シェイク・アンタ・ディオプ教授といった学

者たちが半世紀以上も前にこの神話の打破に立ちあがっており、イスラ

エル、マレーシア、インドネシアといった国々が実践によって誰の目に

も明らかに論破しています。 

 

最後の神話は政治家たちの関心を引くものであり、教育システムにおい

て母語を授業で使用する教育語として採用する場合のコスト、識字教育

を含めて非公用語を広い意味でプロモートする際のコストにまつわる神

話です。こうしたコストは“手が届かぬほど”と言わぬまでも“膨大”

である、と言われています。 
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今現在、こうした主張を裏付ける本格的な調査研究は一つも存在しませ

ん。これは神話であるだけにとどまらず、都合の良い脅し、母語教育に

踏み切らぬための口実となっています。どのようなコスト論であれ、例

えばですがアフリカ各国で母語が排除され、覇権主義によって宗主国の

言語が使用されたことが、しかも独立後の約半世紀にわたってこれが続

いたことで我々が負ったコストがいかほどであるかを先ず算出しなけれ

ば検討に値すると言えないでしょう。 

 

アフリカが負ったこのコストは法外です。しかも、犠牲を払った人々が

期待した成果と実際に得た成果、彼らの経済的な貧しさを考えるとおぞ

ましい程に巨額である、と言えるでしょう。私は同時に、ユネスコはそ

の使命ゆえに、“母語を使用しないことで生じたコスト”という把握し

がたく数量化が難しい概念も考慮に入れ、ユネスコ加盟諸国と政治リー

ダーたちに伝えるべきだと考えます。このコストに含まれるのは、隷属

化、傷つけられた、もしくは否定的にゆがめられたアイデンティティー、

頭脳流出、知識やノウハウの時として修復不能な消失等々です。 

 

駆け足ではありますが以上の神話を検討した結果、次のような結論を引

き出すことができます。すなわち、決然として大胆な多言語主義政策を

世界の国々に推奨すべきです。その政策とは、世界の言語の多様性を反

映し、正規教育の場への母語導入を促進する政策であり、諸言語の話者

たちとともに政治と文化の構成単位を決定し、そうした枠組みの中で、

諸言語のそれぞれに異なる役割と機能のダイナミックな補完性を活かす

ような政策です。さもないと、私たちは以下に挙げる危険を冒すことに

なります：  
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1． 南の国々（発展途上国）の教育予算が現在もこれからも底なしに

増え続ける中、「万人のための教育」の目標を決して達成できな

い危険。 

2． いくつかの言語における新たな技術用語の考案、科学研究におけ

る使用を妨げ、それによって南北（先進国と途上国）との間の溝

をさらに広げる危険。 

3． 途上国の頭脳の先進国への流出を促す一方で、南の国々の内部に

“北”（エリート層）を作り出すことで国内の社会的格差が広が

る危険。 

4． 自覚せぬままに私たちも言語の抹殺と文化のジェノサイドにつな

がる政策の共犯者となる危険。 

5． 半身不随の、すなわち非人間的なグローバリゼーションを促進し

てしまう危険。 

6． 人々の心の内に平和を築くという私たちの基本的使命を果たせな

い危険。 

 

さて、ごく手短
てみじか

ですが、言語分野におけるここ15年ほどのユネスコの活

動を批判的手法で評価したいと思います。一種の自己批判ですが、その

目的は批判しようと待ち構えている皆様の気勢を殺
そ

ぐことではなく、ユ

ネスコは自身の弱点も不十分な点も自覚していることを皆さんにお伝え

することです。とは言え、批判に先立ち賞賛を述べるのが筋道です。

1951年の母語に関する歴史的な会議開催以来、ユネスコは言語の分野で

並はずれた功績をあげました。言語の標準化、新たな技術用語の考案、

言語に関する基本・応用研究、諸文化・文明を代表する作品の翻訳、基

本的言語インフラの開発、さらには言語プロモーションに関わる国や地
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域の機関、国際機関への支援といった分野で、ユネスコはまことに的確

で質の高い仕事を提唱、実行、支援してきました。こうした活動は大い

に満足できる結果を生み出し、言語のプロモーション、抑圧された文化

の解放、積極的な文明間の対話の重要な推進役としてのユネスコの評判

を短期間で確立しました。 

 

しかしここ数年、一種の方針転換が起こりました。ユネスコが優先順位

と戦略を変えたのですが、その理由については今後、適切な場を得て分

析する必要があるでしょう。ユネスコは現在、世界中の人々の要望に応

えて明らかな成果を上げてきた実践活動を放棄し、母語をたたき台とみ

なす一方で公用の国際語を優遇する疑わしい二言語主義を十分な検証抜

きで重んじています。これによって公用国際語はテロスすなわち目的と

なり、ユネスコ活動から最も大きな恩恵を得ることになります。こうし

たアプローチを正当化するのは、多くの地域で見られる多言語使用を無

視して混乱を引き起こすことを由
よし

としない限り不可能です。多言語使用

の実態は複雑であり、必要とされる対応策は単純な二言語併用主義とは

相いれないのです。 

 

言語の発展に寄与する実践活動をユネスコが放棄したことを考えると、

サイバースペースへのアクセスおよび消滅の危機に瀕している言語を優

先するユネスコの新方針にも懸念を抱かざるを得ません。“サイバース

ペースは全ての言語に開かれているべき”という主張に疑いの余地はあ

りません。しかし、現実の世界で活用の場を失った言語にとって、識字

教育の環境が整った言語に伍してサイバースペースに場所を与えられて

も何の意味があるのでしょうか？話者が千人ほどに減った言語の運命を
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気の毒がったとしても、その民族の存続や「エンパワーメント」を考え

ようとしないなら、そういった同情など真剣なものと言えるでしょう

か？ 同様に、ヨルバ語のように四千万以上もの人々が話しているとい

うのに、学校で教えられておらず、教育の全てのレベルで必ずしも教育

語として適合していないために遠からず消滅する危機に瀕している言語

についても無関心で存続について考えようとしていません。こうした態

度は、瀕死の病人一人の枕元で泣いて見せながら、同じ病で苦しむ村人

全員に適切な治療を施そうとしないでいるのと変わりません。 

 

ユネスコが言語の分野で威信を回復したいのであれば、戦略と優先順位

を見直すべきでしょう。これが結論です。 

 

皆様の討論に先立つこの短い講演を終えるにあたり、緊急に行動を起こ

すことの重要性を訴えるとともに幾つかの提案を掲げたいと思います。 

 

1． 言語、とくに母語が教育、経済や社会の発展にとって果たしてい

る役割についての認識を世界レベルで喚起する。 

2． 多言語、多文化の併存を擁護する活動を展開し、こうした併存が

正常なことであり、利点があることを強調する。 

3． 「言語に関するワールドレポート（ワールド・ランゲージ・レポ

ート）」を中心として、言語に関する知識をアップデートし、経

験や優れた実践例、国際的かつ異文化間の論議や将来展望の厳選

ケーススタディーを広く紹介する。 

4． 言語に関する分野横断的な特別組織をユネスコ内部に創設し、実

践活動と言語プロモーションの地域センターおよび地域下部セン

ターへの支援活動を再開する。 



言語とグローバリゼーション: 行動の時  

 13 

5． 国際言語年終了後にも運動を継続するため、国連内部に「言語・

多言語主義・文化の多様性に関する国際研究機関」を設立するこ

とを提唱する。その使命と中身については、ユネスコが会議を通

じて詳細を詰める。 

 

 皆様のワークショップに参加して、以上の全ての点に関して皆様

と意見交換するつもりでおります。皆様の論議が実り多いものとなりま

すよう、願ってやみません。 

 

     アリガトウ 

      

     Thank you 

    

   Merci pour votre très aimable attention 

（ご清聴ありがとうございました。） 

 

 

 


