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評論 展望

はじまりは…
筆者は、オーストロネシア語族という、太平洋およ

び周辺地域に広がる音声言語を対象に、言語の記述や
歴史研究をすすめている。何年か前に一連の言語変化
について考察していたとき、変化の原因が、人間の聴
覚と認知の関係にあるように思われるものがあるのに
気がついた。もしその仮説が正しければ、手話には並
行する変化はみられないはずだ。それが、私がはじめ
て手話言語関連の文献を参照し、この分野での研究が
非常に限られていることに気づくきっかけであった。

18 世紀末以来、言語学では、音声言語にみられるさ
まざまな現象を分析し、成果を蓄積してきた。音声言
語は聴覚を使う。手話言語は視覚を使う。手話言語の
研究がすすみ、音声言語との共通点と相違点について
の理解がすすめば、人間の認知やコトバに対する知見
が深まるだけでなく、言語学における既存の概念を覆
す可能性をもっている。20 世紀半ばから細々と続いて
いた手話研究は、次第にその重要性が認識されるよう
になり、現在では、人間言語の普遍性を追求する理論

2014年民博手話言語学フェスタの一場面。ろう聴、両方の研究者が参加するためには、手話通訳者の存在が大きい。民博で毎年開催する
手話言語学関係の国際会議では、日本語 －日本手話、英語－アメリカ手話、日英同時通訳が入る（2014年 10月、民博講堂）。
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発音する口の形で表示される。これに対し日本手話で
は、日本語対応手話にはみられない文法構造が使われ
る。動きの方向による動作者・被動作者の関係の標示

（方向 3 → 3）や、文末の主語の人称の標示（PT3）な
どである。わかりやすいのは、小指をたてた手形の機
能の違いだろう。日本語対応手話では、この手形は、

「さん」にあたるものとして、「さ」「ん」という口形
（口の動き）とともに利き手（ここでは右手）で表現さ
れる。これに対し日本手話では、「佐藤さん」という登
場人物を表すものとして、非利き手で表現される。そ
の後に続く、利き手から非利き手に向かう動きで、「誰
が誰に」という動作の方向性が表現される。

理論的には、日本語対応手話と日本手話の間でのコ
ミュニケーションは成り立たない。聴覚障害者の中に
は、日本語対応手話を使う人も日本手話を使う人もお
り、通訳手配のときには、いずれかの指定が入ること
もある。現実の生活の場では、話者間での意識的・無
意識的な歩み寄りがみられる。日本語の異なる方言の
話者が、文脈と標準語化を通して意思疎通するのと似

言語学や、言語と脳や認知プロセスとの関係を調べる
心理言語学などでも関心がもたれるようになった。

2011 年、国立民族学博物館（民博）では手話言語研
究推進事業が始まり、筆者はその RA（リサーチ・ア
ドミニストレータ）の役割を担い、現在に至っている。
現在はまだ萌芽段階にある手話言語の研究が、言語学
の未来にどのような新しい知見をもたらす可能性があ
るのか、自己の専門である言語の歴史研究の視点から
いくつかの例を紹介する。

「手話言語」と「音声言語の視覚表現」
手話が、その場限りのジェスチャーの組み合わせや

パントマイムのようなものであるという誤解は少なく
なったものの、日本では、「手話」イコール「日本語を
手ぶりで表現したもの」であると思っている人は、ま
だまだ多い。実際、そのような伝達方法も存在して
おり、「日本語対応手話（または手指日本語、Signed 
Japanese）」と呼ばれる。これに対して、言語学の研究
対象となる手話言語は、各地域のろう者が使う視覚言
語のことで、地域名をつけるのが一般的だ。日本の場
合には「日本手話（Japanese Sign Language）」という。

日本語対応手話が日本語の文法に従うのに対し、日
本手話は独自の文法体系をもっている。例として、図
1 に「加藤君は佐藤さんを好きです」の表現を示した。
ここでは、左から右へ、時系列に沿った要所要所のみ
かけを示してある。日本語対応手話では、日本語の文
を発音しながら同時に手を動かし、手形や口形で視覚
化する。「は」「を」のような要素は、／わ／／お／と

図 2　音声言語の視覚表現と、視覚言語との関係

図 1　 「加藤君は佐藤さんを好きです」という文の日本語対応手話（上）と日本手話（下）の表現の一例（図中の矢印は動きの方向、枠線はひとまとまりの動
きを示す。本稿の他の図でも同様）。
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言語により使える要素が決まっている。さらに、これ
らの要素の組み合わせ方の規則や、語彙の目録、そし
て語彙の組み合わせの規則を、同じ手話の話者は共有
している。しているから話が通じる。図 1 でみた、方
向による動作者・被動作者の標示や、位置による項の
設定などもその一部である。

手話言語とオーストロネシア系言語の共通点
手話言語の特徴のひとつは書記法―言語を書き記す

方法―がないことだ。日本手話話者の中には日本語で
メモをとる人がいるが、これは同じ意味内容を別言語
で書いているだけで、「日本手話で書く」こととは違う。
近年、動画の扱いが容易になるまでは、手話には音声
言語の「文献資料」にあたるものはなかった。文献資
料がない言語の系譜や変化を研究するにはどうしたら
よいのか。困った手話言語の研究者から声がかかり、
意外なところで自分の研究と手話研究がつながった。
筆者が専門とするオーストロネシア系の言語も、書記
法がなかった言語が大半をしめる。方法論的に応用で
きる点があるのでは、というわけである。

歴史言語学は、言語の発達史やそれに伴う変化のパ
ターンを科学的に分析する分野である。サンスクリッ
ト語、ラテン語、古典ギリシア語が同じ系統であると
いう 18 世紀末の発見にはじまり、文献が豊富な印欧語
族の研究を中心に発達した。「語族」とは、同じ祖先

（「祖語」）から発達した言語のグループのことをいう。
起源が共通していても、分岐し変化を重ねるとみかけ
が変わってしまうため、表面的な類似性では系統関係
は特定できない。歴史言語学で言語の系統関係を科学
的に検証する手法を「比較方法」と呼ぶ。比較方法の
応用の成功例として知られているのがオーストロネシ
ア語族である。約 1,200 言語の多くが近年まで書記法
をもたなかったが、現在話されている言語を比較分析
することで、言語間の系統関係が明らかになっている。
言語の系統関係は、図 3 のような樹形図を使って表す
のが一般的である。

手話言語の語族
手話は、音声言語の系譜や地理的分布からは独立し

たものである。たとえば、米国とイギリスではいずれ

ているように思う。日本語対応手話と日本手話の間は
連続的につながっていると考えられており、間に位置
する言語を「中間手話」と呼ぶこともある。中間手話
をみると、日本手話と日本語の言語接触により起こる
変化をその場で観察することができる。日本語には、
日本語対応手話以外にも、文字や書き言葉といった視
覚による表現方法があり、日本手話に影響を与えてい
る。日本語の視覚表現と日本手話との関係を、それぞ
れの他言語からの影響も含めて図 2 にまとめてみた。

人間の言語の特徴と手話言語
人間の言語の特徴としては、まず、基礎となる構成

要素（音素）の数が限られていることがあげられる。
たとえば日本語の東京方言であれば、母音は 5 つ、子
音の数は数え方によって変わるが 14 ～ 20 といったと
ころだろうか。次に、この有限の構成要素を組み合わ
せた無限の「コード」、すなわち、形と意味の結びつき
が、話者間で共有されていること。たとえば、/neko/
という音のつながりが「ネコ」を指すという情報が話
者間で共有されているからこそ、日本語を話したとき
に意味が通じる。さらに、これらの表現がどのように
結びついて何を表すのかという規則（文法）が話者間
で共有されていなくてはならない。「ネコ」に「が」「か
ら」などの文法語を規則に従って組み合わせたり、「飛
び降りる」を「飛び降りた」と変化させることで、文
を無限につくりだすことができる。限られた要素を用
いて生成される無限の表現―これこそが「言語」の特
徴であり、「二重分節性」と呼ばれている。ただしこれ
らの文法規則は、話者が知識としてもっているわけで
はない。話者がもつのは運用能力である。言語学者の
仕事は、対象となる言語で使われる文を観察したり、
話者による正誤の判断を参考にして分析をすすめ、各
言語の規則を記述することである。

コードの共有と規則に基づいた運用という点では、
手話言語も音声言語も違いはない。手話が一過性の
ジェスチャーの寄せ集めではなく、有限の要素に基づ
く文法体系をもつ存在であることを最初に示したのは、
アメリカの言語学者ストーキーである（Stokoe 1960）。
手話の音素、すなわち最小構成単位は、手形、手のひ
らの向き、指の向き、動きの 4 つの要素で記述され、
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譜を考えるときに考慮すべき点を整理する手がかりと
して興味深い。以下ではこの中で、1. を例にとり、音
声言語との共通点と相違点について述べる。

孤立言語と新しい言語
「起源をみいだせない言語」というと、音声言語の場

合には、「孤立言語」という意味になる。孤立言語とい
うのは、他の言語との系統関係が特定できない言語、
という意味で、日本語もそのひとつである。ただし、

「特定できない」という表現に反映されているように、
これは、現在得られる当該言語に関する情報と言語学
の手法では知るすべがない、という意味であり、どこ
かに起源があることが前提となっている。ある日突然、
日本に日本語を話す人たちが出現した、という解釈に
はならない。

これに対して手話言語の場合には、少なくともふた
つの解釈があり得る。ひとつは、音声言語と同じく孤
立言語とするもの。もうひとつは、その地で独自に発
生した言語という解釈で、こちらは手話言語固有の解
釈といってもよい。

ある集団に、聴こえないメンバーがひとり入ると、
コミュニケーションのニーズを満たすために視覚によ
る伝達方法が発達する。これは、「ホームサイン」と
呼ばれ、言語と同等の機能をもつわけではないが、日
常生活で必要なコミュニケーションを可能にする。も
し聴こえない子供が複数いれば、規範化した手話との
接触がなくても、自然に文法規則、すなわち言語とし

も英語が話されるが、前者ではフランス手話の系譜を
ひくアメリカ手話が、後者ではそれとは系譜の異なる
イギリス手話が用いられている。また、台湾手話は日
本手話の系譜をひくが、台湾の主要な音声言語は中国
語であり、日本は日本語である。ただし、これら手話
の系譜に関する知識は、オーストロネシア語族のそれ
とは異なり、主として既知の歴史的なできごとに基づ
いており、現状では、その範囲内での議論にとどまっ
ている（Fischer 2015）。系統樹はほとんど用いられな
いが、試しに現時点で知られているフランス手話関連
手話（の一部）を系統図の形に書いてみたものが図 4
になる。

手話言語については、系譜という観点から、以下の
三つに分類する論考がある（Wittmann 1991）。

1． 起源をみいだせない言語
2． 規範的手話の影響を受けて発達したと考えられる

言語
3． 1.、2. の中で、他の言語と類縁関係があることが

わかっている言語
分類基準の是非はともかく、これらは手話言語の系

図 3　言語の系統関係を示す樹形図の一例

図 4　 手話言語の系統図の一例。Wittman 1991, Fischer 2015に基づき試作したもの。実線矢印は分岐を、破線矢印は強い影響があった
ことを示す。
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話という分類はわかりづらい。名前と定義がずれてい
ることや、話者の性質や使われる場面などの社会的背
景など、それぞれの説明に言語の特徴以外のさまざま
な要素が混在しているということもその一因であろう。
けれども、おそらく一番の理由は、言語の発達段階と
いう、音声言語にはこれまで部分的にしか存在しな
かった概念が用いられていることではないか。これま
での音声言語を主体とした歴史言語学の研究には、言
語の起源や衰退を含む、いわば言語の一生ともいうべ
きサイクルは視野に入っていなかった。

音声言語では、消滅する場面は観察されるものの、
言語が無から新しく発生する場面はみられない。一方
で、手話言語は、必要に応じて生まれては消え、消え
ては生まれを繰り返してきたのであろう。その中で、
社会的な状況が整った場合に、規範手話が生まれ、音
声言語と併存するに至る。手話言語の変化の観察から
導きだされる「言語の生命サイクル」は、これまでの
歴史言語学にはなかった概念である。

垂直継承と水平継承
音声言語の「どこかと系統がつながっている」という

感覚の背景には、「言語は継続して継承されるもの」と
いう前提があるように思われる。親からの子への伝播、
すなわち垂直継承（vertical transmission）が一般的で
あり、途切れることなく続いてゆく。手話言語の場合
にも、ろうの親に生まれた聴こえない子供は、手話を
第一言語として身につける。親がろうである聴こえる
子供（コーダ、CODA=child of deaf adult）の場合にも、
手話を第一言語として身につけるケースは多い。これ
らは音声言語同様、親から子への垂直継承の例である。

手話言語が音声言語と異なっているのは、垂直継承
に比べて水平継承（horizontal/lateral transmission）に

よる言語習得者が多数をしめてい
る、という点である。聴覚障害を
もって生まれる子供のうち、両親
のうちどちらかが聴覚障害をもつ
のは 8%、両親ともに聴覚障害を
もつのは 4% に過ぎないといわれ
ている。残りの 92% は聴こえる
親から生まれ、手話を学ぶのはほ

ての要件を発達させてゆくという。つまり、要不要に
応じて新しい言語が別々の地点で発達し得るのである。
これが地域に広まり、言語としての機能を十分に備え
たものになれば「村落手話（village sign language）」
となる。さらに聴こえない子供たちのコミュニティー
ができ、そこで共通語が形成されてゆくことで、「都市
手話（Deaf-community sign language）」と呼ばれるも
のが発達する。

ろう学校を中心として広がる規範化された手話は都
市手話のひとつである。ホームサインと村落手話は、
ろう聴、両方のコミュニケーションに使われ、当該コ
ミュニティーの聴こえる成員も使う。他の手話言語と
は接触がないこともある。これに対して都市手話は、
ろう者が集まる学校や公共の場で規範化された結果、
地域的にも人数的にもある程度の話者数が存在する手
話である。ただし、いったん言語として成立すれば、
聴者でこの言語を学ぶものが出てくるので、ろう者の
みしか使わない、というわけではない。言語の特徴と
しては、村落手話は、①対象物を直接指すなどの要素
が多く、抽象化・文法化の度合いは低い、②背景情報
が共有されているので、言葉の形ではっきり描写する
必要がない、などがあげられ、都市手話では逆に、①
抽象化・文法化した要素が多い、②背景となる情報を
言葉で描写する必要があることがあげられる。①につ
いては、村落手話が都市手話ほど言語として成熟して
いないことを反映する。先に述べたように人間言語の
特徴は、コードの共有と二重分節性であり、それには
抽象化・文法化を伴うからである。一方、②は、手話
言語の特徴というよりも、社会的文脈の反映ではない
かと思う。文脈性が高い環境では、言語化の度合いが
低くなることは、音声言語でもよく知られている。

筆者にとっては、ホームサイン、村落手話、都市手

図 5  2016年 4月、日本財団助成手話言語学研究部門（みんぱく手話部門）が民博に発足した。 
左図は、部門手話名。右図は、部門ロゴ（作成：平林裕一）。
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すすむにつれ、そのあたりの解決策についても、ヒン
トが出てくるのではないかと思う。

そして、「コトバの研究の未来」へ
言語は、視覚もしくは聴覚信号の流れであるという

意味において物理的な存在であるが、それがつねに人
間により産出されるものであることを考えれば、ヒト
のもつファジーさをじかに反映する存在でもある。言
語変化のプロセスは、個人・共時レベルでは生物とし
てのヒトの制約を、集団・通時レベルでは、社会環境
が個人や集団に与える影響を反映する。手話言語と音
声言語は、言語としては等価であるが、話者のおかれ
た身体的、社会的背景や伝承・伝搬の環境が大きく異
なっている。手話の歴史上の変化をみることで、歴史
言語学の研究においても、これまでの言語の歴史観か
ら大きく脱皮するきっかけが得られるのではないだろ
うか。その過程でもちこまれる新しい視点、新しい知
識に対して、音声言語側からまた反論し、新しい知見
を積み上げられるようになってくれば、私たちの言語
観も、今とはずいぶん違ったものになるのかもしれな
い。そんな日が来るのを楽しみに、手話言語学研究推
進事業をすすめている。
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とんどが家庭以外の場である。音声言語の方言が地域
や社会階層を基盤としているのに対し、手話言語の分
布の基盤がろう学校にあることは、よく知られている。
また、一般学校に行き、成人してから手話に出会う聴
覚障害者も多く、さらに、社会生活においては、第二
言語として手話を学んだ手話通訳者と接する比率も大
きい。手話研究者が、言語の系譜が直線で描かれる系
統図に違和感をいだくのは、この部分との関係が大き
いのではないかと思う。

一方で、立ち止まって考えてみると、じつは、音声
言語にも、並行する例がみられる。ハワイ語の話者人
口は 19 世紀末には 30 万人であったと推定されるが、
1980 年には 2,000 人、そのうち 18 歳未満は 20 名程度
にまで減少し、絶滅危惧言語となった（Warschauer 
and Donaghy 1997）。その後、話者と行政の双方に支え
られて、ハワイ語のみを使う幼稚園が設立、卒業生が
育つとともに小学校、中学、大学、修士課程と教育機
関が増えてゆき、現在では、24,000 人がハワイ語を使っ
て生活し、そのうち 2,000 人がネイティブスピーカーで
ある。現在のハワイ語は、冗談まじりに「ハワイ大学
方言（UH dialect）」だといわれることがある。言語を
復興するにあたり、学校の先生たちは、わからない単
語や表現があると、ハワイ大学の研究者が編纂した辞
書や文法書を参照した。ここにも、親から子への言語
の継承が途切れたケースがある。しかし図 3 のような
系統図の上には、この事実は反映されない。

このことには、音声言語と手話言語の系譜研究の時
間的な深さの違いも反映されている。手話言語の場合
には、系譜の話は歴史的に記録が残っているものが対
象となり、早いものでも 18 世紀末から現在までたかだ
か 300 年の幅である。これに対して、音声言語では何
千年という単位で言語の発達史をみている。ハワイ語
のここ 50 年間の変化は何千年の中では小さいが、300
年の中では全歴史の中の 6 分の 1 をしめることになり、
無視できない。手話言語の系譜へのアプローチは、言
語の変化に関する、そんな当たり前のことを気づかせ
てくれる。系統図を用いた系統研究が必ずしもすべて
の言語変化の考察において有効ではないことは、歴史
言語学においてはすでによく認識されており、今後、
手話言語の継承やそれに伴う史的変遷に関する研究が
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