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論文

私はコーダとして日本手話を継承すべきだったのか
中国出身のコーダとの対話的自己エスノグラフィー

中井 好男 *
（大阪大学）

概要

本研究は，ろうの両親を持つ聴者（コーダ：Children of Deaf Adults）である筆者が，中

国出身のコーダとの対話を通して，自身の経験の内省と異なる社会での経験の比較を

行うことによって，日本手話の継承に関する問題について考察する当事者研究である。

分析方法として，当事者同士の対話的自己エスノグラフィを用い，継承語という視点

から日本手話を捉え，その課題の外在化を目指した。分析の結果，筆者らは両親から継

承するろう文化と音声言語を基軸とする生活圏の文化との間に第三の文化を有してい

るが，周囲からの蔑視や社会から押し付けられる障害者家族の一員という社会的アイ

デンティティによって障害者家族の文化として形成されているため，それを拒絶して

きたことがわかった。また，この第三の文化を受容可能なものにするためには，コー

ダとしての能動的な社会的アイデンティティの構築に加え，第三の文化の基盤をなす

日本手話の継承も必要となることが指摘できた。

キーワード：当事者研究，言語・文化間の移動，第三の文化，社会的アイデンティティ，

マジョリティとしての特権
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1．日本社会における手話とろう文化

昨今の日本社会は，グローバル化がもたらす移住

者の増加を背景とした多言語化が顕著に現れてお

り，さまざまな言語の言語権やその使用者が抱える

課題と支援の重要性などが指摘されている。ここで

言う言語とは外国語のことであり，外国語やその話

者を対象とした言語政策や移民政策に関する議論や
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提言が多くなされている。また，真田，庄司（2005）

の『事典　日本の多言語社会』に記載されているよ

うに，日本の多言語社会を考える際は，独自の文法

体系を持つ言語としての日本手話やろう者の存在を

忘れてはならない。このろう者に関しては，『事典　

日本の多言語社会』の中で「ろう者の親の9割は聴

者」（森，2005，p. 159）と記載されており，ろう者は

音声日本語の母語話者がいる家庭で生まれ育つこと

を示しながらも，ろう者が用いる言語が音声日本語

ではなく手話であるということから「エスニック・*Eメール：uminchufunto@gmail.com
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コミュニティ」として分類されている。

現在行われている日本手話やろう者に関する実践

や研究としては，ろう者の手話と日本語の習得を促

すバイリンガル教育（阿部，2014）や聴者と学ぶ場

を共有し日本語を獲得するインテグレーション教育

（荒木，2014）などが挙げられる。これらの実践や

研究は，ろう者の手話と日本語の獲得に加え，ろう

者の手話や文化の継承，さらには，音声日本語社会

での手話やろう者の権利の確立をその課題としてい

る。その一方で，聴こえる両親がろう児を育てる際

の課題解決を目指す実践（田中，佐野，2017）も行

われており，ろう児が直面する言語や文化に関する

課題についても検討されている。このように，ろう

者のもとに生まれるろう者と聴者のもとに生まれる

ろう者の手話や日本語の獲得とろう文化の継承には

焦点があてられているものの，ろうの両親からその

両親の元に生まれてくる聴者であるコーダ（CODA: 

Children of Deaf Adults）への手話やろう文化の継承

について論じられているものは，管見の限り見当た

らない。

ろうの両親を持つコーダである筆者にとっては，

ろう者がエスニック・コミュニティとして分類され

てしまうことやコーダへの手話やろう文化の継承に

ついて注目されてこなかったことは，同じ家族であ

る両親と筆者を分断するようなものであり，日本手

話やろう者の位置付けが隷属的な日本社会の構造が

反映されているように感じられる。そこで，本研究

では，コーダの手話やろう文化の継承について，音

声日本語社会を生きるコーダという当事者の立場か

ら論じる。

2．本研究に至った経緯

本研究は，手話やろう文化が存在する環境で育っ

た筆者が自身のコーダとしての経験を分析し，日本

手話の継承意義について検討する当事者研究であ

る。以下に，本研究に至った経緯について記す。

まず，コーダに関する研究や支援などの社会的実

践は，欧米諸国において盛んに行われているもの

の，日本においては近年ようやく注目され始めてき

たという状況にある。日本で行われているものと

しては，コーダが生きる世界と「バイカルチュラ

ル」（Grosjean, 2010）な特徴を分析した澁谷（2009）

や家庭内での会話が成立しないことがコーダの人

格形成に悪影響を及ぼしているとする中津，廣田

（2020）などがあり，コーダの生活世界の記述や支

援の必要性についての指摘がなされている。これ

らの研究以外では，コーダの経験を記したエッセ

イ（五十嵐，2021）が出版されていたり，コーダに

関する研究会が実施されていたりするなど，研究成

果が蓄積されるのと同時にコーダという存在の認知

度が高まりつつある。とはいえ，コーダは音声日本

語話者であることに加え，手話やろう文化との接点

を持つという部分が隠れてしまう「見えないマイノ

リティ（Lovely & Ando, 2018；丸田，2020）」であ

ることから，コーダの経験についてはまだまだ看過

されている状況にあると言える。筆者はこの状況に

加え，コーダが研究対象であり支援する対象である

という弱者として位置付けられてしまうことへの疑

問から，コーダ自身が発信することで自身が経験し

てきた「生きづらさ」を一個人の経験に閉じ込める

のではなく，社会の課題へと外在化するために当事

者研究を行った（中井，丸田，印刷中）。本研究は

この当事者研究を継承するものであるが，そもそも

コーダとしての自身の経験を研究対象とするに至っ

たのは，韓国人移住者の経験を理解する研究（中井，

2019）で行った対話において自身の経験を内省した

ことがきっかけである。

中井（2019）で韓国人移住者の経験を分析したの

は，日本語教育に携わる移住者の経験から，日本社

会における外国人が置かれている環境や日本語教育

における課題への示唆を得るためであった。研究参
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加者は，結婚を機に来日し，日本語学校を経て大学

院を修了したあと，日本語教育や在日コリアン支援

に携わる Jさん（仮名）である。この Jさんと1回あ

たり70分から120分の対話を計4回行い，移住者の

経験についての内省を行った。Jさんの経験を聞き，

解釈していく対話の中で，筆者の過去の経験や在日

コリアンの経験に類似している点があるということ

について以下のように指摘されている。

〈Jさんとの対話からの抜粋〉

筆者： あんな人（ろうの両親）の子ども（＝筆者）大

変やねってよく言われることもあったんです。

僕ら子どもやったし弱かったので，親を無視し

て，あんな変なんやから僕も困ってるんですっ

ていう嫌な言い方をして，そっちについていこ

うとするんですよ。すごい嫌な気分になるんで

すよ。でも，それは一つの生き方っていうか。

J： でもそれってすごい似てるのが，在日の人は，

私は韓国人でないし，あのグループじゃないよ，

日本人に切り替え，日本人よりも日本人らしく

生きている在日もいっぱいいますし，それとす

ごい似てますね。（中井，2019，p. 292）

上記の対話では，筆者がろう文化との接点を隠

し，音声日本語話者に同調しようとしてきた経験

は，在日コリアンが韓国の文化を捨てて日本人に同

化しようとするのと同じ構図であることが指摘され

ている。また，別の対話で，Jさんは自身の経験を，

日本語能力を日本語ネイティブに近づけることで日

本社会に参加しようとしてきたと解釈している。筆

者はこれらの対話から，日本社会を生きる人々には

「日本語」や「日本文化」を身体化した非障害者であ

ることが求められているのではないか，さらに，他

のマイノリティの経験を探るだけではなく，コーダ

としての自身の経験を内省する意義が示唆されてい

るのではないかと考えた。これを踏まえ，筆者は自

身の経験から社会の課題を見出すべく，ろう者の姉

弟を持つ聴者であるソーダ（SODA: Siblings of Deaf 

Adults/Children）と対話を行い，見えないマイノリ

ティの生きづらさを分析するという当事者研究の着

想を得てを実施した（中井，丸田，印刷中）。

当事者研究は，障害の有無にかかわらず苦労に

直面している当事者が，自身の苦労を取り除くべ

き「無意味な症状」として他者に治療されるのでは

なく，自分の人生という文脈の中で自身の苦労の意

味を探る活動を当事者の手に取り戻そうという当

事者運動を背景として生まれたものである（熊谷，

2020）。自身の苦労の意味を自ら探る当事者研究は，

自分固有の経験を素材にして，そこから知識を生み

出すものであり，自分の経験について自分が知って

いる知識の総体（自伝的知識基盤）とその知識の中

から意識にのぼった自伝的記憶を合わせた自己の物

語を構築する営みである（熊谷，2020）。この当事者

研究の枠組みに，筆者自身が経験した生きづらさを

外材化する手法として，聴者の両親とろう者の姉弟

を持つソーダとの対話を通した協働自己エスノグラ

フィー（Channg et al., 2013）を取り入れた。自己エ

スノグラフィーというのは，個人の経験の記述を通

して，社会や文化についての理解の深化が期待でき

る手法（井本，2013）であるが，この自己エスノグラ

フィーをソーダと協働して行い，それぞれの自己エ

スノグラフィーを完成させるとともに，対話を通し

て相違点や類似点をもとに見えないマイノリティと

しての筆者らの生きづらさを対象化した。筆者はろ

うの両親と筆者の3人家族であり，共同研究者であ

るソーダは聴者の両親とろう者の姉弟の5人家族で

ある。家族にろう者がいること，日本手話や日本語

対応手話，ホームサインが用いられるコミュニケー

ション環境にあるという点で両者は類似している

が，家族の誰がろう者であるのかという点で異なっ

ている。このろう者家族との関係性の違いは，家族

の中での自身の役割についての自己認識をもたらす
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表1．筆者と風さんの言語環境

筆者 風さん

＊母親とは口話や日本語対応手話を用いるが，父親とは
日本語対応手話が主な手段となる。しかし，口話はさ
ることながら日本語対応手話や筆記を得意としないた
め，ホームサインを用いるか母親を介してコミュニケー
ションを取ることが多い。

＊口話というものがないため，両親間や両親と子どもの
間では必ず中国手話が用いられる。

注）日本手話は独自の文法体系を持った言語であるが，日本語対応手話は音声日本語の語順と文法のまま単語を手
話単語に置き換えたものである。また，口話というのは音声日本語を媒体としたコミュニケーションのことで，聴
覚障害者が聴者の口の動きを読み取るとともに，音声を発することでやりとりをする方法である。

「役割アイデンティティ」（Serpe & Styrker, 2011）と

も関わる部分であり，それぞれが経験してきた生き

づらさの相対化を可能にする概念となっている。分

析の結果，筆者は幼少期の頃に獲得していた日本語

対応手話と音声日本語のそれぞれのコミュニケー

ション形態の違いが生み出す「認知的不協和」（フェ

スティンガー，1957/1965）という状況に置かれて

いたことが考察された。これは，視覚言語である手

話を用いるろう者とのコミュニケーションでは，相

手の手の動きや顔の表情を見るために，相手にしっ

かりと視線を送るが，それを不快に思った聴者から

視線について指摘されることで，自身の行動と内心

に矛盾を抱える状態にあったということである。ま

た，筆者らは両親と聴者とのやりとりにおいて通訳

することを求められることで，障害のある両親の世

話をするべき「ヤングケアラー」（Becker, 2000）と

いう役割を内包していた。それに加えて，その行動

を褒められ続けることによって，ろう者への差別や

偏見であるスティグマが自身に内在化され，障害者

の家族であるという「自己スティグマ」（Corrigan, 

2004）を作り出していたことがわかっている。

3．本研究の概要と目的

先述のように，ソーダとの協働自己エスノグラ

フィーでは，コーダとしての自身の生活世界にあっ

た生きづらさを社会的文脈の中で捉え，生きづらさ

を外在化することができた。しかし，日本社会で暮

らすコーダが抱える問題を探究していくためには，

自身の経験の内省とさらなる理解の深化が課題と

なった。そこで行ったのが本研究の対話的自己エス

ノグラフィ（沖潮（原田），2016）である。対話的自己

エスノグラフィーでは，自己エスノグラフィーの作

成の際に行う内省に対話者を据えるが，この対話者

という他者の視点が自己の相対化を促進するとされ

ている（沖潮（原田），2016）。熊谷（2020）は，当事

者研究で扱われる自己の物語の真理性に関する議論

の中で，「一人きりのエピソード記憶は十分な現実

対応性をもたないが，類似した意識経験を持つ他者

との，言語を介した，経験と確信度のコミュニケー

ションを通じて，双方の意識内容の現実対応性は高

まっていく」（p. 74）と述べているが，対話者を据え

るという対話的自己エスノグラフィーの手法は，当
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事者研究の特性との整合性を持ち合わせていると考

えられる。そこで，本研究では，日本社会を生きる

ろう者の家族という点で類似するが，ろう者との関

係性が異なるもの同士の対話を通して作成した自己

エスノグラフィー（中井，丸田，印刷中）をもとに，

同じコーダではあるが筆者とは異なる中国社会を生

きてきた来日8年目の留学生（風さん：仮名，言語

環境については表1を参照）との対話を行い，日本社

会でコーダとして生きてきた筆者の経験の相対化と

理解の深化を目指した。筆者と風さんは，コーダに

関連する研究会で知り合った。本研究への参加を依

頼する際，研究の目的や個人情報の保護，対話はい

つでも中止できること，話したくないことは話さな

くてもいいこと，データとして用いられたくない部

分は論文には使わないことなど，研究参加に関する

説明を行い同意を得ている。

分析に際しては，筆者と風さんの間での相違点で

ある日中両社会の背景に加え，言語環境の違いに着

目した。社会の違いが両者それぞれに与える影響も

さることながら，家族とのコミュニケーション形態

は，社会的な背景や両親が受けてきた教育，両親の

価値観などの影響を受けるためである。特に，コー

ダを取り巻く言語環境については Pizer et al.（2012）

が以下のような指摘をしている。音声言語が優勢と

なる社会では，手話への意識が複雑で手話の継承教

育が確立されていない上，言語への適応手段の多い

コーダがろうの両親に合わせたコミュニケーション

が取られており，コーダの言語使用については非常

に多様であるとされている。風さんは両親とのコ

ミュニケーションに中国手話を用いているが，筆者

の家族の場合は，両親の母語である日本手話に加

え，口話，日本語対応手話，ホームサインといった複

数のコミュニケーション方法があるだけではなく，

家族のメンバー間で用いるものが異なっている。ま

た，風さんの環境との比較でも明らかなように，筆

者は両親の母語である日本手話を用いておらず，日

本手話を継承していない状況にある。

以上を踏まえ，本研究では，この日本手話への意

識や継承について，日本手話で何ができるのかと

いった習得や能力の程度の問題としてではなく，日

本手話やろう者とその家族を取り巻く社会的文脈か

ら捉えることを試みる。第二言語習得の分野におい

ては，ネイティブとノンネイティブ，ノンネイティ

ブの言語習得過程を説明する中間言語といった概念

がネイティブスピーカリズムをもたらしているとい

う批判がなされてから（Firth & Wagner, 1997），地

位や身分といった社会構造が生み出すアイデンティ

ティをもとに第二言語と第二言語話者を社会に位置

付けて捉えようとする研究が行われるようになって

いる（Block, 2003）。本研究は，筆者らの手話への意

識や継承について取り上げるが，そもそも筆者らの

手話の獲得が現在進行形で進んでいるわけではない

上， 現在の筆者にとって日本手話は第二言語として

位置付けられるものであること，さらには，日本手

話のネイティブスピーカリズムの確立を目的として

いるわけではないことから，本研究においても日本

手話の継承について言語やアイデンティティとの関

連で捉えることとする。

一方で，継承語については，複数の言語文化環境

で育ついわゆる「移動する子ども」等を対象に多く

の研究が行われている。継承語の定義にはさまざま

なものがあるが，本研究では，習得順番から見れば

第一言語であるが，移動先の主要言語に移行したこ

とから第一言語として完全に習得されなかった言語

（近藤ブラウンほか，2019）であると捉える。これは，

筆者にとっては両親の母語である日本手話が第一言

語ではあったが，成長とともに家庭の外で音声日本

語に触れる機会が増え，それに応じる形で家庭内で

も両親の母語ではない口話や日本語対応手話による

コミュニケーションが行われるようになったことか

ら，家庭外の主要言語である音声日本語へと移行し

ていったと考えられるためである。継承語は親子間
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のコミュニケーションを支えるだけではなく，認知

力の育成や自己肯定感の確立に不可欠なものとなる

（中島，2016）。また，日系移民に関する研究では，子

孫のアイデンティティ形成の上で継承語である日本

語が重要な役割を果たすことが指摘されている。さ

らに，親の育った国とは異なる国や地域に住む子ど

もや複数の国を移動する子どもは，ある特定の文化

ではなく，関わりを持ってきた文化を取り入れた独

自の文化を持つことから，第三の文化を持つサード

カルチャーキッズと呼ばれることがある。このサー

ドカルチャーキッズは継承文化や生活圏の文化では

なく，第三の文化やそれを持つ人々に帰属意識を持

つと言われている。また，第三の文化とは，異なる文

化と関わる過程で人々が創り，共有し，学習する１

つのライフスタイルを包括的に捉えるものであり，

行動パターンといった表層文化だけではなく，暗黙

の了解や共通の信仰，価値観などの深層文化からな

るとされている（ポロック，リーケン，2010）。日

系移民の子孫も，このサードカルチャーキッズであ

り，親から継承する文化を持って生活圏の文化と接

触，衝突することで第三の文化を創造する。その際，

精神的な葛藤を経験することもあるが，継承文化と

つながる継承語は心の発達の一助となるだけではな

く，第三の文化の創造においても必要不可欠である

とされている（内山，2017）。さらに，継承語の不在

は自分にあるはずであり育むべきでもある親の文化

への帰属的意識の欠如，すなわちアイデンティティ

の部分的欠如を引き起こすとも述べられている。こ

れらの指摘を筆者らの環境に当てはめると，筆者ら

は国を跨ぐような空間の移動ではなく，手話と音声

日本語という言語間に加え，家庭内のろう文化と家

庭外の音声言語の文化の間も移動しており，両親か

ら継承するろう文化を備えた筆者らが，生活圏の音

声言語の文化と接触することで，第三の文化である

コーダの文化を作り出してきたと捉えることができ

る。さらに，筆者や風さんはコーダの文化に囲まれ

て育ってきたわけではない。筆者らは成長過程にお

いてコーダの文化に属していたのではなく，それぞ

れが自らコーダの文化を創り出してきた。つまり，

第三の文化としてのコーダの文化は，筆者らに属す

るものであると同時に，同様の経験や文化を持つ

コーダに帰属意識を持っているということになる。

以上を踏まえ，本研究では筆者と風さんの経験と

いう記憶の解釈を通して，音声日本語が特権的地位

を持つモノリンガルの日本社会の中で，コーダであ

る筆者が生きてきた第三の文化とはどのようなもの

であるのかを明らかにするとともに，筆者にとって

の日本手話の位置付けやその継承について考察する

ことを目的とする。

4．対話的自己エスノグラフィー

4．1．分析手順

本研究の対話的自己エスノグラフィーは以下の

手順で進めた。まず，風さんとの対話を3回行っ

た（2020年1月11日（70分），2020年4月19日（95

分），2021年3月25日（75分））。1回目の対話は対面

であったが，それ以降はビデオ通話である。1回目

の対話はお互いを知る目的で行い，対話後に話の流

れや風さんの返答とその際の様子をフィールドノー

ツに記した。2回目以降の対話は ICレコーダーに録

音すると同時に対話時の様子をフィールドノーツに

記した。対話では，筆者の自己エスノグラフィを共

有しながら風さんの経験を聞いた。そして，その中

で風さんが抱いた筆者の自己エスノグラフィーに関

する疑問や筆者が判断した両者の類似点や相違点を

もとに話し合った。対話後は，録音データを文字化

し，その文字化資料やフィールドノーツを踏まえて

自己エスノグラフィを俯瞰するとともに自身の経験

を内省した。加えて，風さんの経験を文章化した上

で，筆者の自己エスノグラフィと比較検討し，親か
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ら継承するろう文化と生活圏の音声言語文化，コー

ダとしての第三の文化という視点をもとに，日本社

会の課題について考察を行った。次に，風さんと共

有した筆者の自己エスノグラフィーとそれをもとに

生じた対話データを示しながら，分析結果について

記述する。

4．2．分析結果

4．2．1．親から継承する言語と文化

まずは両親から継承する言語とろう文化につい

て，両者の言語環境や経験から考える。以下に，表1

で示したような筆者の家庭環境と幼少期の経験につ

いて記した自己エスノグラフィーの一部とそれをも

とに行った対話のデータを示しながら，筆者の解釈

について記述する。対話データにおける風さんの発

言は「風：」，筆者の発言は「筆：」と示している。

〈言語環境とコミュニケーションに関する自己エス

ノグラフィーの抜粋〉

• 私の家は音のない世界が無標であり，音そのもの

が有標性を帯びる。私の家では聴こえる私がマイ

ノリティになる。例えば，家の中では私がどれだ

け叫んでも飼い犬以外は反応しない。話そうが歌

おうが全て私の独り言になる。私が両親を呼ぶと

きは，両親の視界に入る，体を触る，風を送る，

テーブルや床を叩いて振動で伝える，小さなもの

を投げたりする。私の声は家でのコミュニケー

ションに何の役にも立たない。

• ろう学校を卒業し口話に長けている母親とは対照

的に，小学校を卒業することなく職人の世界に

入った父とは，日常生活の基本的なことしか伝え

合うことができない。父は口話も文字も得意では

ない上，世間で通用するようないわゆる一般知識

や常識も乏しい。考え方や価値観の違いからくる

ミスコミュニケーションはろうや聴を問わず生じ

るものであるが，少しでも話が複雑になると言葉

もうまく通じない上，説明しても理解してもらえ

ないため，絶望に近い感覚を味わっていた。

ここにも記されているように，筆者は両親とのや

りとりの際，主に日本語対応手話，ホームサインを

用いており，家庭内コミュニケーションにおいて音

声日本語は機能しない。また，父とコミュニケー

ションがうまく取れなかったのは，父が日本手話以

外を得意としなかったこと以上に，筆者が父の母語

である日本手話が使えなかったことが原因である。

筆者のこの環境とは対照的に，風さんは両親とのコ

ミュニケーションに問題を抱えることは一切なかっ

たと述べている。

〈言語環境とコミュニケーションに関する対話①〉

風： （両親とは）口話は通じないんです。

筆： 風さんは両親としゃべるとき，もう完全に手話

なのね？

風： そう。

筆： じゃあ，中国手話のネイティブなんだ？

風： はい。まあネイティブといってもそんなにレベ

ルが高くもなくて，ちょっと恥ずかしいですけ

ど。

筆： いえいえ。鉛筆で何か文字書いて伝えるとかっ

てこともなかった？

風： ありました。

筆： やっぱりじゃあ，それと両方使ってるんだよね。

風： 空書とかも（笑）。

筆： で，お父さん，お母さんが風さんの口を見てると

かもあるの？やっぱり。口を読んで理解するっ

ていうか。

風： ないです。

風さんは両親とは幼少期の頃からずっと中国手話

を用いてコミュニケーションを取っており，ネイ
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ティブに近い能力があることを自認している。それ

を踏まえ，筆者は風さんが中国手話を獲得している

ということであれば，筆者と同様に，あるいはそれ

以上に聴者とのコミュニケーションの齟齬を経験し

ているのではないかと考え，以下のようなコミュニ

ケーション上の経験について共有した。

〈言語環境とコミュニケーションに関する対話②〉

• 幼稚園の教室で，私はクラスメートと一緒に座っ

て，その先生の話を黙って聞いていたのであるが，

突然，なぜ人の顔をじろじろ見ているのかとその

先生に叱られ，廊下に立たされてしまった。その

時に見た，怒りを露わにしながら私を睨みつける

先生の表情と，話をしている先生の顔を見ていた

だけなのになぜ叱られたのかというもやもやが，

今でも強く記憶に残っている。

• また，（小中学校の）学期末の通知表や三者面談で

は，もっと自信をもったほうがいい，おとなしす

ぎる，気が弱いという評価とともに，しっかり人

の顔を見て意見を言えるようになったほうがいい

とアドバイスをもらうことがたびたびあった。こ

の先生の言葉に強烈な違和感を覚えていた。それ

は，私は相手が怖いから視線を送れないのではな

く，視線を向けて相手に不快に思われることが怖

かったからである。

筆者の自己エスノグラフィーには，このような幼

稚園や小中学校でのコミュニケーションに関する記

憶が綴られているが，筆者は当時，聴者とのコミュ

ニケーションにおける「認知的不協和」（フェスティ

ンガー，1957/1965）を抱えていたと分析している

（中井，丸田，印刷中）。聴者である教師に筆者自身

の視線の送り方について指摘されたことをきっかけ

に，相手を見るべきか否かという点で，コミュニ

ケーションに関する認知に矛盾を抱えた状態に陥っ

ていたということである。これは，両親とのコミュ

ニケーションを通じて，筆者には相手をしっかり見

るというろう者とのコミュニケーション様式が内在

化されていたことを裏付けるものである。風さんは

両親と中国手話でコミュニケーションを取っている

ことから，ろう者のコミュニケーション様式を身に

つけていると考えられるため，筆者と同様の経験を

しているのではないかと問いかけたが，風さんには

筆者のような認知的不協和に陥ることはなかったも

のの，風さんのコミュニケーションの特徴について

は他者から指摘されることがあると述べている。

〈言語環境とコミュニケーションに関する対話③〉

筆： 私は視線の送り方で先生に怒られたことがあっ

て。あ，これはろう者とのコミュニケーション

の特徴かもっていうのがあります？

風： 喜怒哀楽を表すとき，大袈裟な表情をするとか

言われますね。特に自分は怒っていないのに，

彼女にはすごく怒ってるように見えるらしいで

す。

筆： なるほど！同じですね（笑）表情以外は指摘さ

れたことある？

風： 何かを表現する時には言葉よりも先に手の方が

動いてしまうことが多いですね。

筆者の自己エスノグラフィーの記述と風さんとの

対話では，筆者も風さんもろうの両親に育てられた

ことから，ろう者特有のコミュニケーション様式を

継承していることに加えて，風さんに関しては風さ

んの両親の母語である中国手話も継承していること

が示されている。特に，筆者は両親から継承された

コミュニケーション様式を持ちながら，生活圏の文

化と接するところに生じる衝突を受け入れ，それに

適応する形でコミュニケーションスタイルを確立し

ていたことがわかるが，このコミュニケーションス

タイルは筆者が有していたコーダとしての第三の文

化であったのではないかと考えられる。
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4．2．2．生活圏における葛藤と対処方略

次に，ろう文化を身につけた筆者らが音声言語を

基盤とする生活圏で感じた葛藤とその対処方略につ

いて取り上げる。まずは筆者の経験の記述を記載す

る。

〈生活圏での葛藤に関する自己エスノグラフィーの

抜粋〉

• 買い物などで出かけた先で両親の通訳をするとき

に，両親を黙らせた上で自分勝手な「通訳」をし，

他者の視線が届かない場所に移動したあとで両親

に適当に説明をして辻褄を合わせることもあっ

た。これは，ろう者特有の声を聴かれたくない，

手まねと顔の大げさな表情を見られたくないとい

う思いがあったからである。両親とのやりとりを

他者に見られると，恥ずかしさや焦りに似た感覚

が胸の中に湧き上がってくる。そのため，例えば

家に友人を招いたときなどは，私は両親に友人の

前に出てきて話さないように頼むことがあった。

それでも，友人に両親のデフヴォイスを聞かれた

り手話を見られたりして，揶揄われることもあっ

たが，私は抗議するのではなくその友人と一緒に

なって笑いとばし，後になって複雑な思いをする

ということがたびたびあった。

これは筆者が生活圏で聴者とやりとりをする中で

感じてきて葛藤とその対処として取ってきた行動

で，Jさんとの対話の中でも言及された，日本社会

を生きるマイノリティの「生き方」に関する部分で

ある。それは，好奇の目に晒されたり，揶揄われた

りしても決して批判するのではなく，自身のマイノ

リティ性を覆い隠して相手に同調してしまうという

ものである。このような経験については，風さんに

も同様の経験があったと以下のように語っている。

〈葛藤に関する対話①〉

風： 高校の時はすごい嫌でしたね。一番人に知られ

たくない時期かもしれません。そうじゃなかっ

たですか。

筆： うん，高校生の時ね。でも，あんまり高校生の

時って，友達家に来たりしないよね。

風： しないです。それでも（家のこと）ばれちゃいま

す。たまにどうしても（両親が学校に）来なく

てはならないっていうときがあるんですね。両

親も子ども（風さん）がそれ（両親がろう者であ

り手話を使うこと）を嫌がっているっていうの

を知ってて，（学校に）来ても全然しゃべらなく

て，手話をしなくて，途中お弁当とか持ってく

れたり，ばれないように多分していると思いま

す。（中略）何かばかにされちゃうんですね。日

本の状況どうなのかよくわからないんですが，

中国はまだ昔のように，しゃべれない人と知的

障害の人を同等視するっていうのがあるんです

ね。

〈葛藤に関する対話②〉

風： （手話で話しているところを）すごい猟奇的に

見るんですよ（笑）。普段出かけたとき。

筆： で，直接は，何や？あれとかって，変なのとは

言わないんだよね？

風： あんま，ないんですね。

筆： かわいそうだなっていう認識もない？

風： かわいそうだなっていうよりも，すごいなって

いうところありますね。多分，中国の普通の

人っていうのは，そういうのを見ると，あれ？聞

こえなくてもちゃんとコミュニケーション取れ

てるんだっていうのはすごく猟奇的に感じて，

その部分が大きいんですよね。すごいなと，逆

にそっちのほうが思っちゃうんですよ。聞こえ

ないから何もできないと想定してるから。要は

頭の悪いとか，そういう偏見があって，でも，
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ちゃんとコミュニケーションとかも取られてい

て，ああ，そこで感心しちゃう，っていう人が

多いですね。

このように両者は，人前では手話を使わないよう

にしていただけではなく，両親にも使わせないよう

にしていた。筆者は焦燥感に似た感覚を覚えるこ

と，風さんは「知的障害者」として見られてしまう

ということをその理由としてあげているが，手話や

そのコミュニケーションを生活圏の中で隠してしま

うことによって，聴者であるマジョリティに溶け込

もうとしていたと捉えることができる。国際児に関

する研究では，マジョリティの言語と文化知識は優

位性を持っていることから，国際児はマジョリティ

の言語を使い，その文化に所属するようになること

が指摘されている（鈴木，2008，2014）。また，他者

から否定されたり排除されたりした国際児は，自身

が持つ民族アイデンティティに葛藤するだけではな

く，国際児としてのアイデンティティをも隠蔽して

しまうと言われている（高畑，2000）。これは筆者ら

においても同様であり，音声言語を基軸とする社会

では，手話やろう文化よりも音声言語とそれをもと

にする文化が優勢となるため，その使用者でもある

筆者らは手話やろう文化と接点を持つ自らのマイノ

リティ性を隠蔽していたと捉えることができる。こ

れは音声言語社会を生きる筆者と風さんのコーダと

しての生き方であるが，マイノリティ性を隠し，生

活圏を構成する音声言語とその文化に迎合してきた

ことは，筆者らがコーダとして創り出してきた第三

の文化であると言える。

4．2．3．生活圏における私という存在

次に，生活圏での筆者らのアイデンティティにつ

いて検討する。筆者の自己エスノグラフィーには，

生活圏において自身に与えられてきた社会的地位に

関するものがある。

〈筆者自身が捉えた生活圏における私に関する自己

エスノグラフィーの抜粋〉

• 小学校に上がってからは，家族のことで大変なの

にとても頑張っていると先生によく褒められた。

しかし，私の両親の何が大変なのか，私が一体何を

頑張っているのかがわからず，常に腫れ物に触る

ような言動に違和感とばつの悪さを感じていた。

それと同時に，他の友だちがされているようにと

にかく普通に接してほしいとも思っていた。

• 地域のコミュニティのつながりが強かった幼少

期，近所の人たちにはいつも温かく見守っても

らっていたが，やはりその視線にも教師と同じよ

うな同情心を感じることがあった。また，こと

あるごとに，「苦労しているのに頑張っているい

い子」と褒められることに嫌気がさすこともあっ

た。両親と一緒に近所の人と立ち話をしていると

きや買い物先などで，「子どもさん（＝私）がしっ

かりしていてよかったね」と両親に通訳させられ

るのがむずがゆくてたまらなかった。一方で，母

方の祖母や親類からは，何があっても負けてはい

けない，意地でも頑張れ，何か問題を起こすと家

庭環境のせいにされると言われ続けた。そのせい

か，私には常に両親の障害がつきまとうのだと感

じていた。

• 私は音のある世界で生きてはいたが，他人の話を

聞かなくても済み，声に煩わされることもないた

め，家の中や両親のろうの友人たちの集まりにい

るほうが，居心地がよかった。しかし，ろう者家

族の集まりでは，私はろうの両親のグループでは

なく，その子どもであるコーダのグループに入れ

られていた。そして，他のコーダたちと話しなが

ら，ろう者同士で和気あいあいと談笑している両

親を見るたびに，私の知らないろう者の世界があ

るようにも感じていたのを覚えている。

上記のような社会的相互行為を通して，筆者に
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は「障害者の家族」という自己スティグマが内在化

されている（中井，丸田，印刷中）。聴者から両親

のデフヴォイスを揶揄われたり，両親のためによく

頑張っていると褒め続けられること，さらには，聴

者のようなコミュニケーションの獲得を目指す口話

教育を受けてきた母に口話を用いて育てられること

によって，筆者は手話やろう者が音声日本語やその

話者よりも劣っているというメタメッセージを受け

取ってきた。このメタメッセージを受け取ること

によって，「家族のことは隠したほうがいい」とい

う思い込みのストーリーであるドミナントストー

リー（White & Epston, 1990）を有してしまい，そ

れによって「障害者の家族」という烙印を自身に負

わせていたということである。この自己スティグマ

は，筆者と他者との直接的なやりとりだけではなく

母親を介しても伝えられており，構造的スティグマ

（Hatzenbuehler, 2016）としての特徴を持っている

（中井，丸田，印刷中）。しかし，ここで着目したいの

は，この自己スティグマの形成に介在する社会的ア

イデンティティである。自己スティグマは，他者と

の相互行為で作られ，それが自己に内在化されたも

のであるが，この相互行為において他者から求めら

れる社会的アイデンティティとそれに応じて自己が

開示できる社会的アイデンティティの乖離がスティ

グマとなるからである（ゴッフマン，1963/2001）。そ

もそも筆者らは，音声に頼らないコミュニケーショ

ンを行う両親が，音声を通じてメッセージを得たり

伝えたりする必要があるときにそれを支援すること

を期待され，その役割を果たしてきた。しかし，幼少

期から，学校や地域コミュニティの住人に障害のあ

る両親のために頑張っていると褒められ続けること

によって，自身の役割や自己認識を両親のコミュニ

ケーションを支援する子どもから「障害者である両

親のために頑張る非障害者である子ども」へと変容

させていたと考えることができる。また，聴者であ

る筆者は聴者同士でいるほうがいいと両親から線引

きされてきたことも，非障害者としての社会的な自

己認識の形成に影響を及ぼしていた可能性が懸念さ

れる。このような自己認識の形成の過程において言

えることは，筆者には「障害者である両親のために

頑張る非障害者である子ども」という社会的アイデ

ンティティを他者から押し付けられてきたのではな

いかということである。そして，他者との相互行為

で作られた自己認識や社会的アイデンティティは，

筆者のコーダとしての考え方や行動，つまり，コー

ダとしての第三の文化の構築に影響を与えていたと

考えることができる。一方で，風さんは周囲の人と

の関わり合いについて次のような発言をしており，

中国社会をコーダとして生きてきた風さんにも同様

の現象が起きていることがわかっている。

〈生活圏における私に関する発言①〉

風： 小学校のとき，地元の小学校なので，もちろん校

長先生もそういう事情を知ってるので，すごい

特別に扱っていただいてるんですね。で，この

子は両親が耳の不自由な人，ちゃんと，まあ自

分は，兄は勉強がすごく嫌いで，すごいいたず

らもしてたので，あんまり先生たちに，よく先

生たちに，両親がこんなに大変なのに，ろくに

勉強しないっていうのを言ってて，で，自分は

割と大人しくて，兄に比べて。勉強も好きだっ

たし，そういう面では，すごいこの子，まあ親

孝行してて，すごい勉強してるっていうのは，

向こうは感じてるんですね。そういうところで

ちょっと何かプレッシャー感じちゃう。ちゃん

と勉強しないと兄のように言われちゃうので。

で，違和感はもちろん感じちゃうんですよね。

例えば自分の親がろうだから，なぜそのために

自分もちゃんとがんばらなきゃいけないの？っ

ていうのがありますね。
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〈生活圏における私に関する対話②〉

風： 一人っ子政策の時期ですね。自分は正直，この

世に来なかったはずなんです。両親がろうだか

ら，村の幹部たちにお願いして，かわいそうだ

から2人っ子でも罰金で済むようにお願いして

るんですね。うん。普通だったら自分は多分，

（笑），ほぼ自分のところの家庭っていうのは男

1人しかいないんですよね。すごい異例な存在

ですよ。で，兄にもよく，例えばけんかのとき

に，おまえはこの世に来るべきじゃなかったみ

たいな，そういうのをよく言われまして。そこ

でもちょっとすごい，つらいなって思ったりす

るんですね。

筆： そっか，罰金，なるほどね。じゃあ変な言い方

をすると，両親がろう者だったので罰金で済ん

だっていうとこもあるんだよね，きっとね。

風： うん。それですごい近所の人たちに嫉妬とかも

されちゃって（笑），中国は男の子を，特に農

村部ではすごい重んじるんですね（笑）。2人も

いるっていうのがすごいうらやましいことです

ね，ほかの近所たちにとっては。

〈生活圏における私に関する対話③〉

風： 小学校から高校まで，大学までもそうなんです

けれども，すごい嫌いなのは，例えば，こうい

う家庭の子どもに対する支援みたいのあるんで

すよね。学費の減免とかそういうのがありまし

て，貧困生という名前があるんですね（笑）。貧

困な家庭の学生。うちは両親が障害者で，経済

的にも貧しいわけなんですね。それで毎年，貧

困生たちが集まって，そういう授与式みたいの

がありまして，それがすごい嫌ですね。公開さ

れちゃうので，すごく嫌いですよ。（中略）自分

はそんなにしたくないんだけど，親戚のばあ

ちゃんたちに申請しないとだめよみたいなこと

をよく言われてて，毎年，そう。（中略）大学のと

きも貧困生たちが，そのまま振り込むんじゃな

くて，例えば企業の人が援助して，そのとき絶

対，授与式みたいのあるんですよ。で，みんな

集まって1人ずつ手渡しみたいな感じで（笑），

700元とか何千円をもらうみたいな。そういう

のはすごく嫌いで，寄付してくれることはすご

くありがたいんだけど，なぜ公開しなきゃいか

ないのかなっていうのが。正直，ろうよりも貧

困っていうことはすごく劣等感感じちゃうんで

すよね。

〈生活圏における私に関する対話④〉

風： （中略）例えば，同じクラスにいるとき，まあ授

業とか自習活動とかしてるときに，名前呼ばれ

るんですね。呼ばれた人は，他のところで何か

会議みたいなのがあるよっていうふうに。

筆： そういう感じで，バレていくって感じなのね？

風： そうなんです。

以上が風さんとの対話の抜粋であるが，この対話

から風さんには「貧困な障害者家族の一員」という

自己スティグマが内在化されていた可能性があるこ

とが指摘できる。風さんは，親がろう者であること

から小学校の校長先生に特別視され，親のために勉

強しなければならないと言われていたことに違和感

を感じていた。また，「貧困生」という奨学金制度や

一人っ子政策という人口抑制政策がもたらした風さ

んへの根拠なき卑下に晒されることで，ろう者は障

害者であり，貧困者でもあるというメタメッセージ

を受け続けてきた。それによって，風さんにも家族

のことは隠しておいたほうがいいというドミナント

ストーリーが形成され，結果的に「貧困な障害者家

族の一員」という自己スティグマを刻むことになっ

たと考えられる。風さんは，高校に入ってから家族

のことを隠すようになっているが，どうしても隠し

きれない場面では「貧困な障害者家族の一員」とい
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う自己スティグマがもたらす劣等感に苛まれてい

た。そして，この風さんの自己スティグマの形成に

介在していたのが，「両親に障害があるゆえの貧困

者」という押し付けられた社会的アイデンティティ

であったと言える。風さんの家庭は経済的に余裕が

あると言える状況ではなかったこともあり，親族か

ら「貧困生」に申請させられてきた。また，奨学金

の受給時には，他の学生の前で集合時間がアナウン

スされ，集められた場所で一人ずつ現金を手渡しさ

れており，貧困生への申請とその「公開」を通して，

風さんには上記の社会的アイデンティティが与えら

れてきたのである。風さんは他者から押し付けられ

た「貧困生」という社会的アイデンティティを持っ

て学生時代を過ごしており，このアイデンティティ

が当時の風さんの第三の文化を形成していたのでは

ないかと考えることができる。

4．2．4．コーダとしての第三の文化の拒絶から受

容へ

以上のような風さんとの対話を通して，両者の経

験からコーダとしての第三の文化についての存在に

ついて考察する。

上述の自己エスノグラフィーや風さんとの対話で

は，ろう文化を継承した筆者と風さんは，音声言語

文化と接触することによって葛藤したり，他者との

交流の中で自身に自己スティグマを形成し，精神的

な苦痛を覚えたりしてきた経験が記されている。本

研究では，これらの経験を，筆者らが親から継承し

た文化を持って音声言語話者がマジョリティとなる

生活圏の文化と交わる部分で持ち続けてきたコーダ

としての第三の文化として捉えている。しかし，こ

の否定的な側面を持つ第三の文化については，筆者

も風さんも受け入れてはこなかったことが次の記述

や対話から読み取れる。

〈コーダとしての第三の文化の拒絶に関する自己エ

スノグラフィーの抜粋〉

• 父が学校に行っていないせいで私と通じ合う言葉

が少ないからなのか，そもそも考え方が違うから

なのかは分からないが，父はこういう人だと受け

止めつつも，乗り越えられない壁が厳然と目の前

に立ちはだかっているように感じていた。父とは

しばらくは向き合ったものの，結局私はその壁を

乗り越えるのではなく，父を避けるという方法を

選んだ。

• 私は高校に入ってからは，完全に聴者の世界で生

きるようになった。高校や大学で出会う人たちは

自身の家庭事情を知らないし言う必要もないから

である。また，手話やろうと距離を置くことで，

哀れみや同情はもちろん，不当な扱いを受けずに

すむことがその理由であったかもしれない。大学

卒業後は，しばらく働いたあと，オーストラリア

に行くことを決意した。幼い頃から英語への憧れ

の気持ちを持っていて，いつか海外で暮らしてみ

たいと思っていたためであり，渡豪が決まったと

きは，これまでとは全く違う新しい世界への期待

に満ち溢れていた。オーストラリアでは，様々な

言語や文化を持つ人々と関わることを楽しんでい

た。

上記の記述に関連する相互行為やアイデンティ

ティについて，ゴフマン（1963/2001）が次のように

述べている。人は，生年月日や学歴など，その個人の

唯一性に基づく社会的事実や行為を含む生活史であ

る個人的アイデンティティと社会的経験を通して作

られたキャラクターなどに関する主体的感覚である

自我アイデンティティを有している。また，スティ

グマを負わされている人々は自身の属性が理解され

ない集団にいるとき，自身のスティグマを隠すため

に他の役割を演じるということである。筆者が通っ

ていた高校は筆者自身の個人的アイデンティティが
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晒されていない環境であったことから，コーダであ

るという自身の個人的アイデンティティを隠して新

しく出会う人たちと交流し，その中で自我アイデン

ティティを再構築してきた。筆者が個人的アイデン

ティティを隠していたのは，自身の家庭環境につい

て言及することで，障害者家族の一員であるという

自己スティグマが表出するからである。これを第三

の文化という観点から見れば，筆者が音声日本語話

者というマジョリティの中に逃げ込み，コーダとい

う第三の文化との接触を拒絶してきたと捉えること

ができる。しかし筆者は，10年以上も距離を置いて

きたこの第三の文化と再度接触せざるを得なくなる

機会を得ている。それが記されているのが以下の自

己エスノグラフィーの記述である。

〈コーダとしての第三の文化との再認識に関する自

己エスノグラフィーの抜粋〉

• ニュージーランドの言語教育機関を視察したこと

が，私を再び手話やろうの世界へと引き戻すこと

となった。それは，視覚と聴覚に障害がある重複

障害者が留学生として英語学習に取り組んでいる

姿を目の当たりにしたからである。その留学生は

教師の板書を大きく書き直す板書テイクと教師の

話した内容を手話で伝えるサポートを受けなが

ら，他の留学生に混じって英語を身につけようと

していた。授業見学の間ずっと，私はその留学生

から目を離すことができなかった。授業が終わっ

たあとはすぐその留学生のところに駆け寄った

が，何かを伝えたい気持ちがあふれ出してくるだ

けでそれを言葉にはできず，結局，自身がコーダ

であることと，とにかく頑張ってほしいというこ

としか口にすることができなかった。これは，私

はろう者には学校に行く資格もなく，行けたとし

ても障害者が囲われた学校にしか行けないし，卒

業したとしても聴者のように働く機会もそもそも

ないと認識していたため，私の理解を超えるよう

な障害者の存在を前に愕然とし，言葉を失ってし

まったからである。

• （日本語教育の研究者が執筆した）ろう者の社会

参加に関する著書を偶然手にした。それ以降，言

語教育のみならず，社会から排除されてきたろう

者の社会参加についても考えるようになったが，

過去の経験を思い出すのが苦痛であったため，ま

ともに向き合うことはしなかった。しかし，親し

い研究者が日本手話に関する研究を始めようとし

ていたことに加えて，とある研究会でソーダと知

り合ったことが，心の奥底に閉じ込めてきた過去

の自分や思いに向き合う力を与えてくれた。現在

は，聴覚障害に関するシンポジウムやコーダの集

まりなどに参加し，新たな自分のあり方を再確認

することもあるが，過去に感じていた生きづらさ

や両親の置かれていた境遇などが思い出されて聞

いていられなくなることもある。丸田との対話を

重ねた今でも、私の中には整理しきれていない部

分があるということなのだろう。

筆者が偶然遭遇した重複障害のある留学生は，こ

れまであえて距離を置いてきたろうに関するあらゆ

ることに向き合う機会をもたらした。距離を置いて

きたのは，常に差別される環境にしかない両親と関

わりを持つことで，筆者自身も同様の環境に置かれ

てしまうことに精神的苦痛を感じてきたからであ

る。しかし，これまで当然と思ってきたのとは全く

異なるろう者の姿を目の当たりにすることで，自身

に根付くろう文化に目を向けずにはいられなくなっ

た。それはこれまで自身が両親に対して形成してき

た障害者観が間違っていたことに気がついたためで

ある。対話を行った韓国人移住者の Jさんは，日本

語ができなくても幸せだと言いきる在日コリアンに

よって，自身が能力主義に陥り日本語ネイティブ並

の日本語能力を求め，日本人社会に同化しようとし

ていたことに気づかされたという経験をもとに，彼
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らのことを「見返りを求めない贈与者」と表現して

いる。風さんとの対話以降，筆者にとってこの留学

生は Jさんが言っていた「見返りを求めない贈与者」

であり，自身の世界を見つめ直す機会を与える存在

だったのではないかと解釈している。

一方で，風さんも筆者と同様にろう文化との接触

は隠し通していた時期があったが，あるきっかけで

一変したと次のように述べている。

〈第三の文化の受容に関する発言①〉

風： 大学2年生ぐらいまではすごい嫌だったんです

けど。言語学の知識があってから全然人が変

わったという感じでしたね。やはり自分のアイ

デンティティという部分の発見になったのか

と。（中略）日本にやってきて，木村晴美さんの

手話，『ろう文化宣言』っていうのを本を読んで

て，それもすごい影響がありましたね。（中略）

（ろう者も）我々と全然変わらないじゃんみた

いな。

〈第三の文化の受容に関する発言②〉

風： 両親の友だちの子どもと友達になったりする

の，あまりないので。ちょっとうまく言えない

けど，やはりお互いに，例えば，相手は自分のあ

んまりかっこよくない側面を知られるので，そ

れが嫌なんですね。（中略）（言語学や手話に関

する）知識が共有できていないから，お互いに

聞こえない両親を持つっていうのは恥なんだっ

ていうふうに思ってるんですね。それは恥だと

してるから，あまり仲良くなれないのかもしれ

ません。（中略）（コーダの集まりは）こういう前

提で皆さん来られてるので，そういうふうにな

るんじゃないかと予測します。やはり共通する

前提っていうのが必要だと思います。

〈第三の文化の受容に関する対話①〉

筆： じゃあ，今はもう自分はコーダですよっていう

のは普通に言えるっていうか，

風： 全然。はい，普通に。

筆： 大丈夫な感じなのね。

風： 誰でも。はい。

筆： それは中国にいたとしても言えそう？日本だか

ら言える？

風： 全然，はい。

筆： 全然関係ないね。

風： 今は全然堂々と言えます。

筆： 偉い（笑）。そうですか。

風： いやいや，むしろそれは恥じゃなくて，すごい

自慢。

 （中略）

筆： やっぱ私には，どこかまだ人によっては言いた

くないというか，躊躇するかな。結構しんどい

というのか，身を削るような，大袈裟にいうと。

関係性が変わっちゃうでしょ。あと，じゃ，手

話できるんだとか言われたり，実際にちょっと

手話使う仕事お願いしたいんだけどって連絡き

たりとかして，いや，できたとしても日本語対

応手話ですよっていうと，なんだみたいな。そ

れを聴者にやられると，すごい嫌な気持ちにな

るんよね。なんか罪悪感。

以上のように筆者も風さんも高校期から青年期に

かけて第三の文化を拒絶していたが，筆者の理解を

超えるような重複障害者の出会いをはじめ，言語と

しての手話やろう文化，コーダに関する知識を得る

ことによって，再度コーダとしての第三の文化を受

け入れるようになった過程が窺える。そして，拒絶

していた第三の文化を受容するようになった背景に

は，両者が持っている社会的アイデンティティの変

容があるのではないかと考えられる。そもそも，第

三の文化を避けるようになったのは，第三の文化が
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「ろう者家族のために真面目に頑張る子ども」や「両

親に障害があるゆえの貧困者」という押し付けられ

た社会的アイデンティティを介在して相互行為する

中で創出される「障害者の家族」としての文化で

あったからである。こういった文化では筆者らは自

己スティグマが表出するため，個人的アイデンティ

ティ（生活史）を隠し，音声言語話者であるマジョ

リティとして生活圏の文化に逃げ込んでいたと捉え

ることができる。しかし，両者が再度受容するよう

になったのは，重複障害者との出会いや手話やろう

者，何よりもコーダという自己を新たに規定する枠

組みとの出会いによって自身の社会的アイデンティ

ティを「バイリンガル・バイカルチュラルなコーダ」

へと能動的に変容させ，新たな第三の文化へと再構

築したためではないかと考えることができる。ただ

し，上記の自己エスノグラフィーや風さんとの対話

にも現れているように，筆者には完全に受容しきれ

ていない部分があるのも事実である。コーダである

ことを開示することで，日本語対応手話はさること

ながら日本手話のバイリンガルであることを期待さ

れることがあるが，ろう者の言語は日本手話である

ということを知ってしまった現在の筆者には，自身

が両親の言語や文化に目を向けていなかったことや

口話や日本語対応手話といった両親とのコミュニ

ケーション方法に罪悪感を感じざるを得ないためで

ある。

5．コーダが持つ第三の文化に関する考
察

次に，上記の対話的自己エスノグラフィーによる

分析を踏まえ，日本手話の継承について考察する。

筆者の有するコーダ文化としての第三の文化と関連

する課題についてまとめると以下のようになる。

ろう文化を身につけた筆者は，音声日本語を基軸

とする生活圏の文化と接触することで，「障害者で

ある両親を守るために頑張る非障害者である子ど

も」という社会的アイデンティティを押し付けられ

てきた。その社会的アイデンティティは，筆者に「障

害者家族の一員」という自己スティグマを作り出し

た。筆者はその自己スティグマを回避するために，

コーダであるという個人的アイデンティティを隠蔽

した自我アイデンティティを持って生活圏の文化に

参加するようになり，ろう文化との接触で生じる第

三の文化を拒絶してきた。しかし，受容しきれない

部分がいまだ残されてはいるものの，重複障害者と

の出会いをきっかけに手話やろう文化，コーダに関

する知識を得ていくことで，第三の文化を改めて認

識し，その文化を再構築することで受容できるよう

になった。このように，第三の文化に対する態度を

変化させつつも今もなお受容しきれないでいるとい

う現状の背景には，押し付けられてきた社会的アイ

デンティティの変容と第三の文化の基盤となる継承

語の欠落があると考えられる。次に，第三の文化を

支える継承語について考察を行う。

5．1．継承語としての日本手話の重要性

筆者と風さんの両者は，いったんは拒絶していた

コーダの文化としての第三の文化を受容するように

なっている。しかし，風さんがコーダとしての第三

の文化に誇りを持つようになった一方で，筆者は聴

覚障害やコーダに関連する書物や研究会などでは過

去に感じていた生きづらさや両親の置かれていた境

遇などが思い出されることがあり，気持ちが整理し

きれていない部分があることがわかっている。筆者

は風さんとの対話と内省を踏まえ，両者のこの違い

は手話継承の有無に起因しているのではないかと考

えた。先行研究でも記したように，内山（2017）は，

継承語は日系移民の第三の文化創造に必要不可欠で

あるのと同時に，継承語の不在は自分にあるはずで

あり，育むべきである親の文化への帰属的意識に加
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え，アイデンティティの欠如にもつながると指摘し

ている。筆者が高校期以降，ろうの世界に距離を置

くと同時に第三の文化も拒絶するようになったの

は，筆者に日本手話が継承されていないことから，

親のろう文化への帰属意識も低く，ろう文化との接

点を示すアイデンティティも失いつつあったためで

あると捉えることができる。しかし，風さんが中国

手話を用いながらも第三の文化を拒絶していたこと

を考えると，手話の継承が必ずしも第三の文化の受

容に直結するものであるとも言えない。そもそも第

三の文化は人に属するもので，その人が置かれてい

る環境や自己の捉え方などのさまざまな要因に影響

を受ける動的かつ可変的なものである。つまり，手

話の継承は第三の文化の形成や受容に影響を与える

要因の一つではあるが，必要条件であるとは言えな

いということである。さらに，風さんが手話を身に

つけながらも第三の文化を拒絶してきたのは，貧困

生という社会的アイデンティティの押し付けがあっ

たためであり，その社会的アイデンティティが肯定

的なものへと変容したことが第三の文化の受容を促

進したという側面がある。したがって，第三の文化

の形成や受容においては，肯定的な社会的アイデン

ティティの構築が不可欠であり，両親の言語の継承

がそれを補うものであると言うことができる。

これらのことから，ここで改めて社会的アイデン

ティティとその押し付けについて検討する。筆者は

障害者を守る存在として，周囲からその役割を期待

されるとともに，自身のあり方を規定されてきた。

このようなコーダへの社会の見方の背景には，日本

手話の言語としての社会的認知が低いことに加え，

その地位が確立されていない現状があると考えられ

る。これはコーダである筆者が直接関わってきた聴

者だけの問題ではなく，ろう者である両親，特に母

親の認識にも影響を与えていると言える。前者につ

いては昨今，手話の言語としての知識やその言語権

の保障について議論される機会が増加し，手話やろ

う者への認識は改善されつつある。しかし，やはり

手話はろう者の言語であり，時として障害者の言語

であるという見方がいまだに強く残っている。ま

た，筆者の母親に関して言えば，ろう学校で口話教

育を受けており，聴者とのコミュニケーションは音

声日本語を用いるべきというビリーフを植え付けら

れていることが考えられる。それは筆者を育てる際

の使用言語にも影響するものであり，口話を基本と

しながら音声日本語対応手話を用いるという聴者に

合わせた形を実際にとっている。これは日本の言語

に関する教育やろう教育の背景に，音声日本語ネイ

ティブスピーカリズムが蔓延っているためであると

考えられる。日本の多言語化を指摘するとともに，

その状況を受け入れる寛容な社会であるべきだとい

う議論が行われて久しいが，独立した言語の存在を

認めようとする多言語主義ではなく，さまざまな言

語的リソースを用いてコミュニケーションを達成す

る能力に視点を置く複言語主義の観点を背景にした

Translanguaging（García & Li, 2014）などの言語観

や言語能力観にもとづく教育を従来の言語教育やろ

う教育においても取り入れていくべきであると言え

る。そうすれば，ろう者はさることながら，コーダへ

の日本手話の継承語教育の重要性が自ずと浮かび上

がってくるのではないだろうか。人が提示した自己

は他者の評価を経て自己に戻り，自我アイデンティ

ティを再構築すると言われている（芦野，2018）。つ

まり，複言語主義に基づいた言語や文化の教育が行

われることで作られる社会は，多様な言語のリソー

スを用いたコミュニケーションを基盤とし，音声日

本語だけではなく日本手話もそれと同等な言語的リ

ソースとして捉えられる。そういった社会が実現で

きれば，次の世代を生きるコーダは，他者とのやり

とりを通して，日本手話を用い，ろう文化を身につ

けている自己を能動的かつ肯定的に構築していくこ

とができるようになるのではないかと考えられる。



69

『言語文化教育研究』19（2021）

5．2．マジョリティとしてのコーダの特権

本研究は見えないマイノリティとしてのコーダが

経験する課題を社会に還元する目的で行ったが，対

話的自己エスノグラフィーには，コーダという存在

が持つマジョリティとしての特権が如実に現れてい

ることが指摘できる。

筆者も風さんも音声言語話者であるため，音声言

語話者が持つ特権を有していることは疑う余地もな

いことである。筆者らは，その特権を生かし，社会

から注がれる視線から逃れようとするとき，自身が

持つろう文化を隠蔽することで音声言語話者になり

すまし，マジョリティの世界へと容易に逃げ込むこ

とができる。さらに，コーダが持つマジョリティと

しての特権はコーダ自身だけではなく，自己保身の

ためであればマイノリティである両親にもろう文化

の隠蔽を強要することができるのである。

筆者らが「障害者家族の一員」としての第三の文

化を所有しているときは，それを拒絶しようとマイ

ノリティ性を隠蔽してきた。このような状況にあっ

た筆者らは，見えないマイノリティではなく音声言

語話者というマジョリティとして，マイノリティで

ある両親をマジョリティ社会へと同化させる存在と

なっていたと言える。しかし，「バイリンガル・バ

イカルチュラルな存在としてのコーダ」という能動

的な社会的アイデンティティを構築し，それによっ

て作られた新たな第三の文化を受容してからは，音

声言語話者からなるマジョリティの世界を異化する

見えないマイノリティであるコーダとして，そのあ

り方を変容させたのではないかと考えられる。そし

てこの変容は，新たに受け入れた第三の文化と親か

ら継承する文化，生活圏の文化を相対化させること

で生じた，筆者は見えないマイノリティでありなが

ら特権性を持つマジョリティであるという気づきに

よって引き起こされたのである。

3回目の対話の中で，風さんが自身の将来につい

て次のように述べている。

風： 自分の研究で，もし将来例えば研究を続けるこ

とができるのなら，しっかり手話の知識ももっ

と勉強して，論文とかをやりつつ，中国の学会

でそういう自分の力の生きてくるようなところ

で。（中略）正直，日本で勉強してて，もし中国

に帰るとしたら，まあこれ，長い，大きい夢な

んですけども，ろう学校作ってみたいなって感

じなんです。

風さんは，現在コーダとしての経験を生かしなが

ら中国社会のろう者のための環境を変えていきたい

という将来を展望している。一方で筆者は，本研究

においてコーダとしての経験を生かし，コーダの日

本手話の継承について議論を行なっている。これに

一体どのぐらいの影響力があるのは分からない。し

かし，コーダの経験を記述する本研究は，マジョリ

ティである音声言語話者に危機言語であるとも言わ

れている日本手話（高嶋，2020）やろう者の家族が

置かれている現状を知らしめるとともに，コーダへ

の手話やろう文化の継承についての議論の種を撒く

ものであり，マジョリティを異化させる可能性の萌

芽を期待することができると考えている。

6．今後の課題と展望

以上，日中社会を生きるコーダによる対話的自己

エスノグラフィーを通して，コーダの日本手話継承

の課題について検討した。

最後に触れたように，障害者家族としてのコーダ

の文化ではなくバイリンガル・バイカルチュラルな

コーダとしての第三の文化の構築は，これまで看過

され個人の問題として解決してきたコーダの生きづ

らさを社会に還元することに大きな役割を果たすと

言える。この第三の文化の創出には，文化として広
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がることに加えて，その継承を守る場所も必要とな

る。多文化共生には言語政策や教育を変える上から

の運動と現場レベルで起こる草の根の運動も重要で

あると言われているが（志水ほか，2020），現在では

この草の根の運動による第三の文化の創出が着々と

行われている。例えば，手話が公用語となるスター

バックスの開店，手話サークルや手話 Caféなどで

行われている手話学習，Twitterでの手話べりという

ハッシュタグなどは，手話やろう文化の社会的認知

度を高める存在となっている。また，コーダの第三

の文化と直接つながる J-CODA（J-CODA，n.d.）とい

うコーダの組織があるが，この組織はコーダ同士の

会話の場やイベントを創出しており，コーダのネッ

トワークの構築に深く貢献している。特にコーダの

居場所ともなっているこの組織については，家庭

（第一の場所）と職場（第二の場所）とは異なる社交

の場でインフォーマルな都市生活空間となるサード

プレイス（オルデンバーグ，1989/2013）という機能

を有していると見ることができる。サードプレイス

の特徴としては，利便性と居心地の良さを兼ね備え

たもう一つの我が家のような存在で，中立の場であ

り，かつ，参加者は平等に扱われる。そして，サー

ドプレイスでの活動は会話が中心であり，常連が多

く遊び心に富んだ安らぎの場であるとされている。

こういったサードプレイスは，個人に安らぎを提供

するだけではなく，知的な討論の場としても機能す

る。さらに，近隣住民を団結させたり，世代を超え

た繋がりを生んだりすることによって，メンバー同

士の互助を生み出しコミュニティへの帰属意識を育

てる機能もあり，社会的信頼の構築と民主主義に寄

与するとも言われている。大量消費社会を背景にし

た都市生活は能力を経済力に変えることが必然とな

り，能力至上主義に陥る。そしてこの能力至上主義

は言語能力においてはネイティブ志向をより強化す

ることにつながっている。これらを鑑みると，サー

ドプレイスとしての機能を持ち合わせる J-CODAと

いう組織は，音声日本語ネイティブスピーカリズム

を掘り崩しながらコーダが持つ第三の文化の構築と

継承に寄与する草の根の活動の一つであると見なす

ことができる。

最後に，風さんが日本のろう者の口話教育に触れ

た際に述べたことを記しておく。

風： 日本では手話を使わないコーダがいるんです

か，初めて知りました。手話を使わないなら，

どうやって家庭内でコミュニケーションを取る

のかな。中国の場合は多分の口話の人が少ない

かもしれないですね，家庭内では。でも，逆に

考えてみれば，コーダたちが手話と習得してい

なくてもコミュニケーションが成り立つと言う

ことは，社会全体の支援が比較的充実している

ことを意味しているんじゃないのかな。ろう者

が受けた日本語教育があまりにも低いと，筆談

も成り立たないですよね。でも，気持ちとして

は，やはり，もっと多くのコーダたちが手話で

親とお話ができるようになってほしいですね。

風さんのこの発言にあるように，日本社会を生き

るコーダとその両親が何に阻害されることもなく，

ろう者の言語である日本手話を用いて話せるという

ことは，家族として当然あるべき姿の一つである。

そして，その家族の形を実現するためにも，コーダ

がろう学校に入学できる選択肢を用意する（中島，

2019）などの多様な方策を検討しつつ，日本手話と

その文化を守り継承していくことが多文化共生を標

榜する日本社会において早急に実現されるべきこと

であると言えるのではないだろうか。
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Abstract

This self-directed study examines the significance of Japanese sign language as a heritage 

language for the author, who is a child of deaf adults (CODA). This research is conducted 

using dialogical autoethnography; the author reflects on his own experience through a 

comparative dialogue with the experiences of a Chinese overseas student who is also a 

CODA. Findings show that the author and research participant grew up as third-culture 

kids, in that they were embedded in dominant spoken language that were different from 

their parents’ deaf culture. Moreover, their third-culture is influenced by the social iden-

tity they developed through social interaction while growing up as members of disabled 

families. They had hidden their third-culture because it was associated with the negative 

aspects of discrimination. In conclusion, to make third culture acceptable for them, it is 

necessary to proactively reconstruct their social identities as a child of deaf adults and ac-

cept the inheritance of Japanese sign language as their parents’ native language.

Keywords: self-directed study, crossing linguistic and cultural borders, third-culture, 

social identity, majority privilege
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