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アリゾナ州における英語公用語化運動
―少数言語者の言語権に注目して―

末藤　美津子

Official English Movement in Arizona:
Focusing on the Minority Language Rights

Mitsuko Suefuji

要約
　アメリカにおいて英語を合衆国の公用語と定めようとする運動は、1980年代に台頭した。この英語公用語化運動の成果
として、いくつかの州では英語公用語化法案が成立し、2008年現在では、25の州が英語を公用語と宣言している。それぞ
れの州における英語公用語化法案は一様ではなく、英語以外の言語への許容度に濃淡がある。本稿では、英語以外の言語を
使用することへの制限が最も厳しいと言われた、アリゾナ州の英語公用語化法案に注目し、その法案の成立をめぐる経緯を
整理する。そのなかで、英語公用語化運動の推進者の側と、それを阻止しようとする人々の側とで、少数言語者の言語権が
どのように考えられていたのかを明らかにする。
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1. はじめに
　公用語を定めるということは、その社会で複数の

言語が使用されていることを前提とし、その中の特

定の言語を選び出し、公的機関や公教育で使用する

ことを法的に認めることである。このことはまた、

それ以外の言語を社会の公的な領域から排除すると

いう側面ももっている。その意味で、公用語の制定

には言語の公共性の承認と排除という両義性が含ま

れている。

　たとえば、古くからイギリス系住民とフランス系

住民が覇権を争ってきたカナダでは、英語とフラン

ス語の二つの言語が公用語と定められているし、中

国系、マレー系、インド系のエスニック・グループ

が混在するシンガポールでは、華語（中国語）、マレー

語、タミール語に、異なるエスニック・グループ間

の共通言語として奨励されている英語を加えた、四

つの言語が公用語とされている。もちろん、カナダ

にも英語とフランス語以外の言語を母語とする先住

民や移民の人々が少なからず居住しているし、シン

ガポールでも四つの公用語の他に 30以上の言語が

話されているが、こうした言語は公的な空間から締

め出されている。だが、複数の公用語を定めるとい

うことは、公共性をもつ言語の数を増やすという意

味合いが強いことから、一般には多言語社会の実現

を目指した動きと理解されている。

　一方、アメリカにおいて公用語を制定しようとす

る試みは、こうした動きとは少々異なる。というの

も、アメリカの英語公用語化運動は、英語という唯

一の言語に公共性を与え、英語以外の言語を排除す

ることを目的としているからである。それゆえ、そ

れは、多言語社会の実現を目指すものというよりは、

むしろそれを阻止する意図を内包している。そこで

本稿は、アメリカの英語公用語化運動について、少

数言語者の言語権の視点から検討したい。具体的に

は、州レベルの英語公用語化法案の中でも最も言語

制限が厳しい法案が提出されたアリゾナ州に注目

し、その法案の成立をめぐる経緯を整理し、英語公

用語化運動の推進者の側とそれを阻止しようとする

人々の側とで、少数言語者の言語権がどのように考

えられていたのかを明らかにする。
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　ここで、言語権について簡単に整理しておきたい。

言語権とは、自分たちの言語を使ったり学んだりす

ることを人権としてとらえる考え方であり、今日、

国際社会においてさまざまな形で承認されている。

たとえば、言語の違いによる差別があってはならな

いことを初めて明らかにしたのは、1948年に国連

で採択された「世界人権宣言」（1）であるし、また、

自分たちの言語を使用する権利を人権として明確に

位置づけたのは、1966年に国連で採択された「市

民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規

約）」（2）である。

　その後、マイノリティの言語権をめぐっては、

1992年に国連で採択された「民族的又は種族的、

宗教的及び言語的少数者に属する者の権利に関する

宣言（マイノリティ権利宣言）」（3）において、マイ

ノリティの人々が自分たちの言語を使用する権利を

有すること、ならびに、マイノリティの人々が母語

を教えたり学んだりする機会が保障されるべきこと

が示された。一方、子どもの言語権をめぐっては、

1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」（4）

において、マイノリティの子どもたちが自分たちの

言語を使用することが、権利として認められるべき

であると規定されている。

　以上のような国際的な宣言ならびに規約や条約の

国内的な位置づけをめぐっては、各国において若

干の相違が見受けられる。そもそも、「世界人権宣

言」や「マイノリティ権利宣言」は、その実施を各

国に義務づけるものではないが、「自由権規約」や

「子どもの権利条約」に関しては、各国がこれらの

規約や条約を批准して初めて国内で有効性をもっ

てくる。ちなみに、日本は「自由権規約」を 1979

年に批准しているが、「子どもの権利条約」を批准

したのは 1994年で、国連加盟国の中で 158番目で

あった。一方、アメリカに目を向けてみると、「自

由権規約」を批准したのは、日本よりもずっと遅い

1992年であるばかりでなく、「子どもの権利条約」

に至っては、まだ批准すらしていない。国連加盟国

のうち、「子どもの権利条約」を批准していないのは、

ソマリアとアメリカの 2ヵ国のみである。このよう

に、アメリカが、子どもやマイノリティの権利にか

らむ国際的な規約や条約に必ずしも迅速に対応して

いないことには、留意すべきであろう。

　ところで、本稿が対象とするアメリカの英語公用

語化運動に関しては、いくつかの先行研究があるの

で、それらの概要を押さえておきたい。まず、運

動の概略については木村正則（5）や松原好次（6）ら

が、連邦レベルの運動については吉川敏博（7）が取

り上げ、州レベルの運動に関しては示村陽一（8）の

フロリダ州や吉川敏博（9）のカリフォルニア州の研

究がある。総じて運動の経緯を紹介するものが多い

中で、吉川のカリフォルニア州の研究は、バイリン

ガル投票の廃止から英語公用語化法案の成立そして

反バイリンガル教育提案の成立に至るまでの動きを

丹念に紹介し、英語公用語化運動の背後にある市民

の意識にまで目を向けている。また、内田綾子（10）

は先住民の視点から英語公用語化運動を分析してい

る。一方、少数言語者の言語権に焦点を当てたもの

としては、落合俊行（11）、石原昌英（12）、鈴木敏和（13）

の研究が挙げられる。落合は英語公用語化運動が少

数言語者の投票権にどのような影響を与えるのかを

論じており、石原と鈴木はともにカリフォルニア州

の公立学校におけるバイリンガル教育の廃止を求め

た提案 227（Proposition 227）を言語権の視点から

分析している。ただし、落合が少数言語者の投票権

のみを問題としているのに対して、本稿は広く言語

権を問題とし、石原と鈴木がカリフォルニア州の反

バイリンガル教育の動きを対象としているのに対し

て、本稿はアリゾナ州の英語公用語化運動を対象と

する。

　なお、少なからぬ先行研究が反バイリンガル教育
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の動きも英語公用語化運動の一部として位置づけて

いるが、筆者は、この二つは密接なつながりをもち

つつ、ともにいわゆるイングリッシュ・オンリーの

運動の範疇に分類されると考えるものの、前者が後

者に含まれるとは考えていない。というのも、前者

の反バイリンガル教育運動は、公立学校からバイリ

ンガル教育を排除し、英語を使って英語を教える教

育の実現を目指したものであるのに対して、後者の

英語公用語化運動は、あくまで州あるいは連邦の公

用語を英語と定めることを目的としているからであ

る。

2. 英語公用語化法案の成立
（1）州レベルの英語公用語化運動

　1965年の移民法改正によりアジア系やヒスパ

ニック系が急増し、人口構成のバランスが大きく変

動したことから、1980年代には、白人たちの間に

反移民感情が広まり、英語以外の言語に対する嫌悪

感や恐怖心が増幅された。また、1968年以降、莫

大な政府予算が投入されてきたバイリンガル教育が

十分な成果を上げていないと指摘する研究結果が公

表されたことも、こうした傾向に拍車をかけた。移

民や英語以外の言語に対する人々の漠然とした不安

や不満を背景に、英語を人々の共通言語にしようと

する試みが台頭する。1981年に上院議員の S.I.ハ

ヤカワが、「英語をアメリカの公用語とするための

憲法修正案（English Language Amendment: ELA）」

を連邦議会に提出したことをきっかけに、いわゆ

る英語公用語化運動が展開されることとなった。

1983年には、S.I.ハヤカワとジョン・タントン（John 

Tanton）によって U.S.イングリッシュという団体

が組織され、今日に至るまで英語を人々の共通言

語にするための運動が繰り広げられている。現在、

U.S.イングリッシュの代表はヒスパニックの実業

家であるマウロ・ムジーカ（Mauro E. Mujica）で、

会員数は公称 180万人である（14）。

　そもそも、U.S.イングリッシュはタントンの強

い移民排斥の思いから作られた組織で、1980年代

の後半には、あまりに差別的な本質が露呈されたこ

とから、執行部の辞任を招くような事件も引き起こ

された（15）。だが、1993年に代表に就任したムジー

カは、従来の移民排斥という本音を巧妙に隠蔽し、

もっぱら英語を共通言語とすることによってアメリ

カ社会にもたらされる効率性を説くものへと、戦術

を大きく転換した。また、U.S.イングリッシュの

運動そのものも効率性を重んじる立場にたち、草創

期から試みてきた連邦レベルでの合衆国憲法の修正

を諦め、連邦レベルにおいてもいくつかの州と同じ

ような英語の公用語化を定める法律の制定を目指す

こととなった。1996年には、H.R.123という英語

公用語化法案を下院で成立させるという実績を上

げ、同様の法案を連邦議会に引き続き提出している。

　一方、州レベルでの英語公用語化運動は、それぞ

れの州で異なる様相を呈しているが、その背後には

常に U.S.イングリッシュの影が付きまとっている。

州の憲法や法律を改正して英語を公用語と宣言して

いるのは 1990年には 16州であったが、2008年現

在は 25州となり（16）、その数は増え続けている。

　しかしながら、なかには、アリゾナ州、アラバマ

州、アラスカ州のように、一旦、住民投票で英語公

用語化の提案が成立した後、裁判所から違憲の判断

が下され、その提案が無効とされた州もある。この

3州に関して、住民投票で英語公用語化法案が成立

した年とそれが取り消された年はそれぞれ、アリゾ

ナ州が 1988年と 1998年、アラバマ州が 1990年と

1999年、アラスカ州が 1998年と 2002年となって

いる。ただし、アリゾナ州やアラスカ州では法案が

成立すると直ちに訴訟が提出されたのに対して、ア

ラバマ州では法案が成立して 10年ほど経過した後

に訴訟が起こされたので、実際に裁判で争われた期
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間に目を向けると、アラスカ州やアラバマ州ではせ

いぜい 2、3年以内であるのに対して、アリゾナ州

では 10年あまりもの長い間、訴訟が繰り返された。

当初、アリゾナ州の下級審は違憲の判断を下したに

もかかわらず、英語公用語化の推進者が納得せずに

上告したところ、連邦最高裁で差し戻され、州最高

裁が改めて違憲の判断を示し、最終的に連邦最高裁

が再審請求を退けるという紆余曲折を経たのであ

る。そこで次に、全米で最も厳しく言語を制限する

法案と言われたアリゾナ州の英語公用語化法案が、

どのように成立し、その後どのように廃案とされた

かを、その法案の規定とともに見ていきたい。

（2）アリゾナ州提案 106 の成立

　16世紀中ごろに、スペインの探検家や宣教師が

アリゾナに入ってきたとき、そこにはナバホやア

パッチなどのいわゆるアメリカ先住民の人々が多数

居住していた。両者は土地の支配をめぐって激しい

戦いを繰り返し、18世紀後半にはスペインが支配

権を樹立した。その後、1821年にメキシコがスペ

インから独立を勝ち得た際、アリゾナはメキシコの

領土となった。しかし、1846年から 1848年までの

米墨戦争の結果、ニューメキシコ、カリフォルニア

とともにアリゾナの大半はアメリカの支配下に入

り、さらに州南部の広大な土地は、1853年のガズ

デン購入（Gadsden Purchase）によってアメリカの

領土となった。

　こうした歴史的な経緯もあり、アリゾナは今日

においてもアメリカ有数の先住民居住地となって

いて、14ほどの部族がおよそ 20ヵ所の居留地に住

んでいる。また、メキシコ系アメリカ人の数も多

い。2000年の国勢調査によると、全人口 5,130,632

人のうち、白人が 63.8％、ヒスパニックが 25.3％、

アメリカ先住民が 5.0％、黒人が 3.1％となってい

る（17）。このアリゾナにおいて、英語を州の公用語

と定めようとする試みが起こった。

　1988年 11月 8日の選挙で、ロバート・パー

ク（Robert D. Park）が率いる「英語の公用語化を

求めるアリゾナ人（Arizonans for Official English: 

AOE）」という団体（以下 AOEと記す）が、いわ

ゆる英語公用語化法案である提案 106（Proposition 

106）を提出した。これは、アリゾナ州の憲法を修

正し、英語を公用語と定める条項を付け加えようと

するものである。AOEは、提案 106が成立すれば、

英語を話さない人々は一生懸命に英語を学ぶように

なるだろうし、英語以外の言語を話すことによって

引き起こされる、「民族の分離」や「民族の不信」

を終わらせることができるだろうとも主張した（18）。

一方、アリゾナ州知事のローズ・モフォード（Rose 

Mofford）は、提案 106の条文にあいまいな文言が

含まれていることから、もしそれが成立すれば、「ア

リゾナの問題を解決するよりは、むしろより多くの

問題を引き起こすだろう」と考え、提案に反対して

いた（19）。しかし、選挙の結果、提案は 50.5％とい

う僅差で可決成立し、アリゾナ州憲法第 28条となっ

た。

（3）アリゾナ州提案 106 の規定

　提案 106はどのようなことを規定しているのだ

ろうか。その概要を紹介しよう（20）。

　提案 106は、英語をアリゾナ州の公用語と位置

づけたばかりでなく、州政府が英語以外の言語を用

いることを禁止し、英語のみで活動することを求め

た。つまり、あらゆる行政サービスが英語のみで行

なわれることや、あらゆる公文書が英語のみで記載

されることを課したのである。また、こうした規定

が守られない場合には、アリゾナ州の人々に告訴す

る権利を認めたことも、その言語制限の徹底ぶりを

物語っている。

　一方、教育に関しては、英語が公立学校の教育を

支える言語であると宣言しつつも、学校において英

語以外の言語を使用することや学ぶことを制限して
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いない。すなわち、少数言語の生徒が英語を習得す

る際には、彼らの母語を用いることを認めていて、

バイリンガル教育も禁止してはいない。外国語教育

を承認しているということは、英語を母語とする生

徒にとっては第二言語教育を意味するが、少数言語

の生徒にとっては母語教育を認めていることにな

る。アリゾナ州提案 106は、学校教育の場におけ

る少数言語の生徒の母語使用と母語教育を許容して

いたのである。以上のことを踏まえると、提案 106

は、行政サービスの場における言語使用に関して厳

しい制限を課す一方で、言語教育に関しては実質的

な制限を加えていなかったと理解できる。

（4）他州の英語公用語化法案との比較

　アリゾナ州の提案 106の特質は、他州における英

語公用語化法案と比較すると、より鮮明になる。た

とえば、アリゾナ州と同様に住民投票で英語公用語

化法案が成立し、州憲法を修正したコロラド州（21）、

フロリダ州（22）、カリフォルニア州（23）では、それは、

英語が州の公用語であることを宣言するだけの象徴

的なものとなっている。

　一方、こうした象徴的な英語公用語化法案に比べ

て、より詳細な規定を備えつつも合憲とみなされて

いるのが、1996年にワイオミング州（24）で成立し

た英語公用語化法案である。ワイオミングの英語公

用語化法案は、英語以外の言語による公文書の作成

を禁止している。だが、州政府の職員たちが口頭で

英語以外の言語を使用することは認めていることか

ら、書き言葉としての英語、話し言葉としての多言

語という巧みな使い分けが、言論の自由を保障して

いる合衆国憲法の修正第 1条に抵触しなかった理由

と考えられる。

　コロラド州、フロリダ州、カリフォルニア州の象

徴的な英語公用語化法案や、ワイオミング州の詳細

ではあるが巧妙に合憲性を保持している英語公用語

化法案と比べると、アリゾナ州の英語公用語化法案

に潜む言語制限の強さが際立つ。では、このアリゾ

ナ州の提案 106の何が問題とされたのかを、いく

つかの訴訟事件の審議を通して見ていきたい。

3. 英語公用語化法案をめぐる議論
（1）連邦地区裁判所での審議

　提案 106の成立から 2日後の 1988年 11月 10日、

州のバイリンガル職員として勤務するヒスパニッ

クのマリア‐ケリー・ユニゲッツ（María- Kelly F. 

Yñiguez）が、アリゾナ州憲法第 28条は、合衆国

憲法の修正第 1条と修正第 14条（平等保護条項）

ならびに公民権法第 6条に違反するとして、アリ

ゾナ州を訴えた。合衆国憲法修正第 14条は、法の

平等の保護を謳っており、公民権法第 6条は、「合

衆国の国民は何人も、人種、皮膚の色、出身国のい

かんにかかわらず、連邦政府からの財政援助を受け

ている活動やプログラムに参加することができ、そ

の恩恵を享受でき、差別を受けることがない」こと

を規定している（25）。ユニゲッツは、スペイン語し

か話すことのできない多くのヒスパニック系の人々

に、スペイン語で行政サービスを提供するという、

彼女の仕事が続けられなくなることを恐れて、州知

事のモフォードに対する訴訟をアリゾナ州の連邦地

区裁判所に提出した。モフォードは、もともとは提

案 106を支持していなかったが、可決成立後は第

28条を実施する立場にあった。

　1990年 2月 6日、連邦地区裁判所は、アリゾナ

州憲法第 28条は合衆国憲法の修正第 1条にいう言

論の自由を侵している、という判決を下した（26）。

しかもそれは、ユニゲッツが仕事中に自分の望む言

語で話す権利を奪われるからということではなく、

この規定が極めて広範囲にわたって、人々が自分の

望む言語で話す権利を侵害しているとの理由から

だった。判決においてユニゲッツは、彼女のバイリ

ンガルの能力を必要とする、さらに言うならば、州
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政府の多言語サービスを頼りにしている、多くの英

語以外の言語を話す人々の代表とみなされた。なお、

この年にユニゲッツが州職員の職を辞したことは、

後に裁判の争点となっていく。

（2）第 9巡回裁判所での審議

　この判決を不服とする AOEは、翌年の 1991年、

第 9巡回裁判所に上告した。今度は、ユニゲッツ対

AOEという形になった訴訟事件において、AOEは、

第 28条はアリゾナ州に「統一と政治的安定」をも

たらし、「民主主義の砦」となるばかりか、共通の

言語を奨励し社会全体の信頼を高めることにもな

る、と主張した（27）。

　しかしながら、1審と同様に第 9巡回裁判所は、

アリゾナ州憲法第 28条は、これまでに成立した州

レベルの英語公用語化法案の中でも最も制限的なも

ので、合衆国憲法修正第 1条に違反し、明らかに言

論の自由を侵す「現実的な危険」があるとの判断を、

1995年に下した。第 9巡回裁判所は、「民主主義と

国家の統一を促進することが重要であり、しかも、

そのためには共通の言語を人々に奨励することが重

要である」との認識のもと、そうした価値を実現す

るために、第 28条は適切な手段とはならないと判

断したのである。加えて、第 28条の影響がすべて

の住民に等しく及ぶのではなく、ヒスパニックとそ

の他のマイノリティにその影響が集中すると懸念さ

れることから、合衆国憲法の平等保護条項との関連

も考慮され、違憲判決が下された（28）。

　こうした判断は、ドイツ系移民の子どもたちへの

ドイツ語教育の是非を問うた、メイヤー対ネブラス

カ（Meyer v. Nebraska）の判決（29）を踏まえたもの

でもあった。この訴訟事件では、第一次世界大戦を

契機にアメリカ国内に高まった反ドイツ感情を背景

に、教区学校の教師がドイツ語の教育を行なったこ

とが問題とされた。最高裁は、英語以外の言語を母

語とする子どもたちに彼らの母語教育を禁止するこ

とは、合衆国憲法修正第 14条に違反する、との見

解を示している。

　結局、第 9巡回裁判所は、第 28条が民族や人種

にからむ差別を内包することを見抜いたうえで、合

衆国憲法修正第 1条を踏まえて判決を下した。ユニ

ゲッツは、自らの言論の自由を要求しているのみな

らず、アリゾナ州とその地方自治体に勤務する膨大

な数の職員を代表する形で、言論の自由に対する権

利の保護を求めていると判断された。英語以外の言

語を使用することを基本的人権ととらえたこの第 9

巡回裁判所の判断は、英語公用語化法案の合憲性を

判断する際の一つの基準を示したとも言われている
（30）。

（3）連邦最高裁判所及びアリゾナ州最高裁判所で

の審議

　第 9巡回裁判所の判決に納得しない AOEは、今

度は連邦最高裁に上告した。ユニゲッツはすでに州

のバイリンガル職員としての職を辞していたので、

AOEはアリゾナ州を訴えた。この訴訟において連

邦最高裁は、先の第 9巡回裁判所の判決が出された

時点でユニゲッツがすでに州の職員ではなかったこ

とから、この事件は未解決であるとみなした。こう

した場合、上級審は判決を下すことができず、事件

を棄却することになる。そこで、1997年 3月 3日、

連邦最高裁は、第 28条の合憲性を再検討するよう、

アリゾナ州の裁判所に命じた（31）。

　当時、アリゾナ州の最高裁では、第 1審裁判所で

第 28条の合憲性が認められた事件が上訴されてい

た（32）。ここでは、アリゾナ州の英語公用語化法案

が、フロリダ州やコロラド州における象徴的な英語

公用語化法案や、詳細な規定をもちながらも巧みに

合憲性を保持しているワイオミング州の英語公用語

化法案と比較検討され、慎重に審議が重ねられた。

そして、1998年 4月 28日、州最高裁はこれまでに

示された第 9巡回裁判所の考え方なども踏まえて、
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第 28条は合衆国憲法修正第 1条に違反するとの判

断を示した。なお、この州最高裁の判決では、第

28条が真の標的とする、英語以外の言語しか話さ

ないマイノリティの言論の自由への権利に焦点が当

てられた。しかも、第 28条は、それまで不当な扱

いを受けてきた少数言語者の権利に何ら特別な配慮

を払っていないことも指摘された。

　いずれにしても、このアリゾナ州最高裁判所の違

憲判決によって、1988年に住民投票で成立した提

案 106は、およそ 10年間にわたる訴訟を経て無効

とされた。なお、AOEから連邦最高裁に提出され

た再審請求が、1999年 1月 11日に退けられたこと

で、アリゾナ州における英語公用語化法案をめぐる

一連の出来事に最終的な決着がつけられた。

4. 英語公用語化法案の廃案
　全米で最も厳しい言語制限を課したアリゾナ州の

英語公用語化法案は、こうして全米で最初に否定さ

れた英語公用語化法案ともなった。政府機関が英語

を使用すべきことを定めたこの法案は、あらゆる行

政サービスが英語で提供されるべきことや、あらゆ

る文書が英語で記載されるべきことを求めていた。

　こうした言語制限に対して、州のバイリンガル職

員ユニゲッツが、自らのバイリンガルの職務を遂行

できなくなるのではないかという懸念から訴訟を起

こしたところ、その後 10年ほど続いた裁判では、

一貫して、この提案 106が合衆国憲法修正第 1条

によって保障されている言論の自由を侵害する、と

の判決が下された。ただし、その言論の自由への権

利はさまざまな視点から解釈された。つまり、当初、

ユニゲッツは自らの言論の自由を求めて訴訟を起こ

したが、訴訟が進むにつれ、アリゾナ州の州職員の

言論の自由や、あるいはアリゾナ州で多言語の行政

サービスの恩恵を受けている少数言語者の言論の自

由へと、その焦点が移っていったのである。

　一方、英語公用語化を推進する人々は、英語を州

の公用語とすることによって、「民族の分離」や「民

族の不信」が解消され、「民主主義」や「国家の統一」

が促進されるとも説いていたが、訴訟の過程におい

て、英語公用語化法案が内包する民族や人種に根ざ

す差別が暴かれていった。つまり、英語を公用語と

することは、英語を母語とする者には何の不利益も

もたらさない一方で、ヒスパニックやアメリカ先住

民など英語以外の言語を話す人々には、不利益や不

平等をもたらすと考えられた。英語公用語化法案は

その支持者の主張とは異なり、「民族の分離」や「民

族の不信」を増長し、「民主主義」や「国家の統一」

を脅かすと、司法は判断したのである。

　ところで、アリゾナ州の提案 106は、英語以外

の言語を母語とする子どもたちの言語教育に関して

は、何の制限も加えていなかった。いわゆる移行型

のバイリンガル教育を認め、母語教育も禁止してい

ない。しかし、1999年に提案 106が完全に葬り去

られるや否や、今度は、こうしたバイリンガル教育

や母語教育が標的にされた。というのも、英語公用

語化運動を主導し挫折したパークが、ロン・ウンツ

（Ron Unz）と組んで、1998年にカリフォルニア州

の住民投票で可決成立した提案 227（Proposition 

227）と同様の反バイリンガル教育提案である、提

案 203（Proposition 203）をアリゾナ州でも成立さ

せようと動き出したからである。公立学校において、

英語を母語としない子どもたちにバイリンガル教育

を廃止し、英語のみの教育を強制しようとする提案

203をめぐって、アリゾナ州における言語の多様性

と共通性をめぐる攻防は新たな段階に進んでいく。

この問題については、稿を改めて検討したい。

5. おわりに
　日本は国際社会の中でも言語の均質性が極めて高

い国として知られているが、これまでにも何度か公
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用語の問題が議論されてきた経緯がある。たとえば、

明治の初めに森有礼は、日本の近代化のためには日

本語の代わりに文明語である英語を導入すべしと考

えたし、第二次世界大戦直後に志賀直哉は、敗戦の

精神的な痛手の中でフランス語を採用すべしと唱え

た。彼らの思いはともに、「日本語ペシミズム」（33）

に裏打ちされていた。

　一方、森の英語公用語論から１世紀以上経った

2000年 1月に、「21世紀日本の構想」懇談会によっ

て示された「英語第二公用語論」は、国際化時代の

国家戦略として登場した（34）。座長の河合隼雄によ

れば、「生きた英語教育の充実」という表現ではイ

ンパクトに欠けるため、「第二公用語」と唱えたと

いう（35）。この構想が発表された直後には、その是

非を問う議論が起こり、懇談会のメンバーの公用語

のとらえ方が批判された。今日の日本社会において

は、英語を母語とする人々が数多く暮らし、彼らが

自分たちの言語権の保障を求めているという状況で

もないのに、「英語第二公用語論」を唱えた人々は、

英語を日本の第二公用語にしようと企てたからであ

る。公用語とは何なのかという、そもそもの出発点

から大きなずれが生じていたように思われる。

　ところで、現在の日本の社会には、かつてアイヌ

語や琉球語を母語としていた人々や、韓国・朝鮮語

を民族の継承言語とする人々、さらには、中国語、

ポルトガル語、スペイン語などを母語とする人々が

少なからず暮している。こうした人々にとってこ

そ、公的な場面で自分たちの言語を使用したり、公

教育で自分たちの言語を学んだりする機会が保障さ

れるべきであろう。アメリカの英語公用語化運動の

是非を問う議論の中でも繰り返し指摘されてきたよ

うに、少数言語者の言語権を保障していくことこそ

が、今日の日本でも求められているのではないだろ

うか。
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