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研究成果の概要（和文）：本研究においては、多様な形態のコミュニケーションから疎外された情報弱者のありかたを
可能なかぎり網羅的に記述し、その社会的包摂のために必要なユニバーサルデザイン、ユニバーサルサービスの様態を
、社会学、社会言語学、障害学、教育学、言語政策学などの角度から多面的にあきらかにした。具体的には、知的障害
者、聴覚障害者、視覚障害者、発達障害者、ニューカマーなど、コミュニケーション／言語上、不利な立場におかれる
ひとびとがおかれている状況がその対象とされた。

研究成果の概要（英文）：In this study it is aimed to find out and describe comprehensively the social 
circumstances in which the disabled people are excluded from communication in a variety of forms. As its 
result it specified what to be done in order to achieve their social inclusion strengthening Universal 
Design and Universal Service from various academic perspectives. In concrete terms the study shed light 
on problems facing the intellectually disabled, the hearing-impaired, the visually impaired, the 
developmentally disabled, new inhabitants of foreign origin etc.

研究分野： 社会学

キーワード： 情報保障　コミュニケーション　言語権　障害学　社会言語学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
 本研究は、先年の共同研究、「情報弱者の
かかえる諸問題の発見とメディアのユニバ
ーサル・デザインのための基礎研究」（科学
研究費補助金基盤研究（C）2008〜2010 年度、
課題番号 20530493，「社会言語学」刊行会編
『社会言語学 別冊 I』（2011））の成果をひき
ついだものである 。 
 科研費によって実施された前回の基礎的
研究（2008〜2010 年度）では、諸問題の発
見を可能なかぎりひろげ、同時に可能な範囲
で問題のほりさげをおこなった。今回は様々
な専門分野にわたる 5 名の研究分担者、2 
名の連携研究者、6 名の研究協力者が相互に
連携をとりつつ諸課題に通底する本質的問
題の共有化をはかりながらも、各領域におけ
る、ユニバーサル・デザインのための具体的
方策を明確化するための論点整理をすすめ
ることを意図した。情報のユニバーサル・デ
ザインに付随する普遍的課題の抽出・モデル
化は、周辺諸学への学術的含意もちいさくな
く、基礎研究として意義ぶかいものと考えら
れる。 
 しかし、当該問題に関する人文・社会科学
的な研究は端緒についたばかりである。ユニ
バーサル・デザインは本質的に社会的弱者の
人権を不必要におさえこまないための汎用
技術・形態であるはずで、技術や社会システ
ムの具体的改善につながらないような次元
にとどまっては、研究の自己目的化におわる
からである。したがって、本研究は、本質的
に基礎的研究にはちがいないが、同時に、情
報弱者の言語的人権等、具体的課題にこたえ
られるような改善案提出を意識した作業と
なる。 
 
２．研究の目的 
 
 「情報弱者のかかえる諸問題の発見とメデ
ィアのユニバーサル・デザインのための基礎
研究」（基盤研究 C、2008〜2010 年度）で
の成果をふまえて、情報弱者むけユニバーサ
ル・デザインにともなう課題の整理と具体化
のための基礎的研究をおこなう。障害学ほか、
広範な領域の研究者を結集することによっ
て、情報保障の責務をおう公的機関はもちろ
ん、さまざまな次元での公共空間における情
報保障、図書館ほかデータベースへのアクセ
ス権の保障、等々、諸領域でめざされるべき
情報弱者むけユニバーサル・デザインの具体
的方策をさぐる。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究では、前回科研（2008〜2010 年度
／基盤 C）の研究対象である「日本列島の言
語状況、おもには日本語関連の情報・媒体の
諸課題を具体的素材」を継続して探究する。
しかし、広義の情報弱者の諸問題で前回は充

分ふみこめなかった領域にまで、各自射程を
ひろげるとともに、課題解決のための具体的
提言にふみこめるよう、打開策をイメージし
た問題整理に着手する。 
 第一に広義の知的障害者、第二に視聴覚障
害・身体障害者、第三に日本列島外にルーツ
をもつ児童・市民をふくめた広義の日本語非
識字層をとりまく諸課題をカバー・整理する
とともに、公共的空間やネットワークがそな
えるべきアクセシビリティなど、情報弱者に
不利にはたらかないユニバーサル・デザイン
のあるべき方向性をさぐるために、障害学・
社会学・社会言語学など諸分野に加え、アカ
デミズム外の知見も総動員する。 
 
４．研究成果 
 
 本研究の成果報告書として発行された「社
会言語学」刊行会編『社会言語学 別冊 II』
（2016 年 3月）に収録されたものは、以下の
とおりである。 
・ましこ ひでのり「日本の 社会言語学は な
にを してきたのか。どこへ いこうと して
いるのか。—「戦後日本の社会言語学」小史—」 
・クァク ジョンナン「日本のろう教育は手
話をどのように位置づけてきたか—日本語至
上主義の批判的検討—」 
・打浪（古賀）文子「知的障害者の情報保障
の実現に向けた課題整理」 
・かどや ひでのり「情報保障概念の再定義」 
・糸魚川美樹「スペイン語における「女性の
可視性」をめぐる議論」 
・小澤かおる「性的少数者関係情報と情報保
障」 
・布尾勝一郎「看護師・介護福祉士候補者受
け入れをめぐる国会での議論の分析—日本語
教育政策の観点から—」 
・なかの まき「だれのための「ビジネス日
本語」か—言語教育教材としての「ビジネス
日本語マナー教材」にみられる同化主義—」 
・あだち ゆーこ「移民対象の日本語教育の
内容について—ドイツの移民対象向けの教科
書からの考察—」 
・あべ やすし「金融機関の窓口における代
読・代筆について—公共性とユニバーサルサ
ービスの視点から—」 
・仲 潔「五輪招致スピーチから再考する言
語観教育の必要性—〈コミュニケーション能
力の育成〉のために—」 
・仲 潔「続〈コミュニケーション能力の育
成〉の前提を問う —「キラキラ」できない学
習者と英語教師たち—」 
・寺沢拓敬「戦後 20 年の英語教育とナショ
ナリズム—「大衆の善導」と「民族の独立」—」 
 
 ほかにおもだった成果物としては、 
・あべ やすし「情報保障と「やさしい日本
語」」庵功雄（いおり・いさお）／イ・ヨン
スク／森篤嗣（もり・あつし）編『「やさし
い日本語」は何を目指すか—多文化共生社会



を実現するために』ココ出版、2013  
・あべ やすし「情報のユニバーサルデザイ
ン」佐々木倫子（ささき・みちこ）編『マイ
ノリティの社会参加—障害者と多様なリテラ
シー』くろしお出版、2014  
・あべ やすし『ことばのバリアフリー 情
報保障とコミュニケーションの障害学』生活
書院、2015 
・かどや ひでのり「学生に対するカリキュ
ラム外支援と教員の「外部化」−ケア労働と
しての教育という視点から−」『日本高専学会
誌』第 20 巻第 3号、2015 
・かどや ひでのり「漢字の問題化がすすま
ないのはなぜか—言語差別現象の一部として
の漢字—」『ことばと文字』4、2015 
・なかの まき「日本語点字の表記論—漢字を
つかわない日本語文字としての日本語点字」
『ことばと文字』4、2015 
・なかの まき『日本語点字のかなづかいの
歴史的研究—日本語文とは漢字かなまじり文
のことなのか』三元社、2015 
・ましこ ひでのり「障害者とリテラシー」、
野本京子／坂本惠 編集『日本をたどりなお
す 29 の方法—国際日本研究入門』、東京外国
語大学出版会、2016 
・ましこ ひでのり「「日本語漢字のこれまで、
今後」—非関税障壁ないしガラパゴス化とし
ての日本語漢字—」、日本のローマ字社 編『こ
とばと文字』4号、くろしお出版、2015 
がある。 
 あべ・やすしの 3論文と著書とは、相互に
緊密な関連性をもっており、特に著書は、こ
れまでの集大成というべき位置をしめてい
るだけでなく、打浪（古賀）論文や、それに
先行するかどや ひでのり／あべ やすし編
『識字の社会言語学』生活書院（2010）をは
じめとした、障害学と社会言語学を交差させ
るかたちで、情報弱者がたえずうみだされる
構造を明快にときあかした刊行物となった。 
 その結果、いくつもの反響があった。たと
えば『ことばと社会』18 号（近刊）には、『こ
とばのバリアフリー 情報保障とコミュニ
ケーションの障害学』をたかく評価する書評
がのる予定である。 
 「本書の展開のベクトルは，基本的に概念
の拡張にある。そしてそこであべが行ってい
ることは，第 4章の最終章の小見出しとして
も使われている「『あたりまえ』をひっくり
かえす」という手法である。ラディカルな観
点から情報保障もここでは俎上に上ってい
る。一見，万華鏡のような議論の展開に目眩
がする部分もあるかもしれないが，丁寧に読
んでいけば，論旨は筋立てられている。あべ
の主張は，取りこぼすことなく，関連しうる
と思われるすべての人を取り込むことにあ
ると思われる。」（森壮也「書評」）と評され
ている。 
 なかの・まきの著書第 III 部と論文は、日
本語点字をとおして現行の正書法を批判的
に検討したものといえる。社会的弱者にとっ

て障害となる現行表記がうきぼりにされた。 
 ましこ・ひでのりの 2論文は、障害者が情
報弱者と化す現状は、ほかの社会的弱者が情
報弱者と化す構造と通底していることをと
きあかした。 
 ましこ・ひでのり／あべ・やすし／なか
の・まき／かどや・ひでのり 4名の基本的見
解は、財団法人、日本のローマ字社主催のシ
ンポジウム「日本語表記と漢字の功罪」（2014
年 10 月 25 日、文京シビックホール）で報告
され、その概要は『図書新聞』（2014 年 12 月
6日、第 3185 号）でも紹介された。 
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