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全国の外哲人登録者数は､2003年末には 且9五万5Ci30人と発表された｡ 且99丑 年

に遡ってデ-夕を比べると､当時は 且2且万889喜入の登録者であ り､且2年間で
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現象をみせているのに対 し､外国人は､ここ目指隼ばか りの間に鳥ヒ率にして 護る

5倍以上になったことが浮かび上がってくるOまた､近い将来鴇新たな受 メ､れ

方針に基づいて海夕摘 もら日本社会に参入 してくる太東の存在 も予測される i)a

長期的に分析すると､経済成長の続く ｢活力ある日本｣をめざすgIjであれば､

人口の自然減少に見合 う数の外国人をもって､人口減を補充 しなければな らな

いとされるO具体的に数字を示せば､50年間で 3,000万人近い数の外国人を移

民として受け入れる必要があるということになる0年間あた りに換算すれば､60

万人もの外国人を移民として受け入れることが求め られているわけである｡ 冒

頭に､この 12年間の外国人受入れが､ちょうど60万人程度増であったことを

示 したが､今後､過去 12年かかって受け入れたと同 じ数の外国人が㌔ 1年の

間に入って くることが､計算上はじき出されていることに､あ らためて樗然と

するはかない｡

この計画の成否は, 日本人が外国人に対ずる寛容の精神をどれだけ高められ

るかにかかってくるともいわれている｡いわゆる ｢多文化共生社会｣ への移行

に伴って求め られる意識面での変革が鍵 となろう｡それを忠実に実現するだけ

の能力が､即座に日本社会に備わってくるとは言いがた く､そ こまでの急速な

変化への順応 を現時点での平均的 日本人に期待できるとは思えないものの､今

後､外国人の増加を避けることはできまい¢ かつて 日本が経験 したことのない

規模の他民族受入れが進行 していくことは､確実 と考え られよう｡
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2.国内の現状

日本国内において､外国籍労働者をめぐる問題は､戦前にも存在はしていた｡

しかし､大きく取 り上げられるようになったのは､いわゆるニューカマ-とし

て新たに来日した外国籍労働者の急増に端を発している｡とりわけ南米諸国か

ら来日する日系の人々の姿が見られるようになったのは､1980年代半ばごろか

らの現象である｡直接の引き金となったのは､1990年 6月に ｢出入国管理及び

難民認定法｣(いわゆる ｢入管法｣)が改められたことである｡法改正によって

日系人受入れが緩和されるや､増加傾向に拍車がかかった｡その結果､ここ十

数年近くで､移住する外国人労働者が目立ってきたわけである｡

さらに､90年代後半になるに従って､家族を呼び寄せて 日本に滞在する外

国人労働者が増えた.90年代前半までは､二世の単身者ないしは子どものない

身軽な夫婦といった一時的な出稼ぎ目的の日系人が大半であった｡短期間で蓄

えを得てブラジルに帰国し､日本での稼ぎを資金にビジネスをしたり､マイホ

ームを建てた り､という傾向で共通していた｡しかし､家族同伴者が少なかっ

た当初に比べ､90年代後半からは家族を伴っての来 日が多くなる傾向をみせて

きた｡

最近では､日本生まれ日本育ちの子どもたちの母語やアイデンティティーの

保持が大きな問題となりつつある｡外国籍年少者の教育の問題点は､一律では

なく､来日時期 ･年齢などをはじめとする､個々の子どものバックグラウン ド

によっても､解決の糸口がさまざまに異なるという難 しさがみられる｡また､

子どもの教育以外にも､医療をはじめとする社会保障や防災のための情報提供

など､多方面で整えなければならない環境が付随している｡受け皿の未整備な

ままの外国人受入れは混乱を来し､にわかに表面化 した課題への速やかな対応

に迫られてきた｡ところが､現状は､依然として､問題解決に向けた充分な施

策が施されないまま､再来日者の増加 ･滞在の長期化が進んでいる｡

このような状況を指して,メディアなどでは､｢定住化｣と表現する記事が

しばしば見受けられるようであるが､日系の人々自身の感覚では､当初か ら計

画的に日本への定住とか完全移住を決意してきたわけではなく､結果的に帰国

の予定が延びているにすぎない､という｡つまり､まさに日本滞在が長期にわ

たっているに他ならないというのが正確な心境を言い表しているようである｡
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本稿では､ 日本語弱者 として情報か ら隔離された人々を､ 日本語を通 してい

かに救済 していけばよいか､という点に焦点をあてて､考察 していきたいO

3.｢ユニバーサル 日本語 jの発想にむけて

促釆､ー'外国人'′とコミュニケ-ションを取るための言語 を連想するとなる

と､=賞請け 圭いうイ ズージが根強く残っていた ことが思 い起 こされる(, ど

ころが､阪神淡路大震災の体験を通 して､一日に外国人といっても､全員が英

語を十分に理解 しているわけではない,ということがあらためて認識され､｢や

さしい日本語 (Easy極 almeSe)｣ への取組が立ち上げられた2)O実際､英語を公

弼語 としている国の出身者よ りも､英語以外の母語で育った丸の方が日本国内

での在住率の方が高いと推定できる｡ そのような′左たちと､すべての日本丸に

共通す る こ とばは､ じつは日本語に鶴な らない訪 Ej本籍 といってもやその際､

相互の意志疎通をはかる上で､共有できる こ とばとして焦点が絞 られて く るの

が､｢ユニバ-サル 冒本譜｣すなわち ｢ユ ニパ-サル 申ジャバニ -ゝ--ズ lflJ以 下､

U JTと略)｣ の発想であると提案 したいo言い換えれば､｢だれに とって もわ

か りやす く､使いやすい日本語｣ ということであり､｢やさしい短本譜 ｣や ｢共

生 日本語｣ の考え方にもつながる発想と位置づけたい｡

｢共生 日本語｣ とは､｢双方の文化に気づき､受けいれ､新たな文化の枠組

みを自分に合った形で創造 していく｣ という中で､｢内容｣の実現をも担 う言

語 とされる3)0 ｢多様な言語 ･文化背景の尊重｣を支持する 日本語教育につな

がるE3本語であり､母語話者 と非母語話者の間で交わされるや りとりを通 して､

場所的に創造 されていく日本語 ということになるO

かつてお役所言葉の難解 さが批判を受け､各官公庁で言い換えマニュアルが

作 られた時期があった｡お役所に限らず､各分野においてもそれぞれの取組が

あってよいのではないか｡関西のNPOが発信する ｢やさしいにはんご｣によ

る情報提供にも注 目したい｡兵庫県な らびに (財)兵庫国際交流協会は､2003

年 5月､このNPOの協力の下にホームページを立ち上げた 4).

また法務省か らは､1896年制定の民法全文をひ らがな ･口語化 し､この秋の

臨時国会に民法改正案 を提出する方針が示されている｡
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4.ユニバ-サルデザインの原則とUJ

ユニバーサルデザインは､次の7つの原則によって支えられている｡

1.誰にでも使用でき入手可能 (公平性)

2.柔軟に使用できる (自由度)

3.使い方が容易にわかる (単純性)

4.使い手に必要な情報が容易にわかる (わか りやすさ)

5.間違えても重大な結果にならない (安全性)

6.少ない労力で効率的に､楽に使える (省体力)

76アプローチ し､使用するのに適切な広さがある (スペ-スの確保)

以上の 7則を､日本語による情報発信並びに受信に関連づけて把握し直 して

おきたいO

まず､第 1点 目については､誰にでも使用できるレベルの日本語を用いるこ

と,つまり日本語に不慣れな外国人でも使 うことのできる語糞や表現であるこ

とで､公平性が保てることになる｡

第 2点では､理解困難な語費 ･表現にこだわることなく､相手の能力に応 じ

て柔軟にことばを使っていくことで自由度につなげられる｡

第 3点は､単純化することで､誰にも容易にわかる表現に､また第4点 とも

連動して､必要な情報のわかりやすさに関係づけられよう｡

さらに第 5点は､誤解を招きやすい表現を避けることで､重大な結果になる

のを防ぐことにつなが り､安全性を守ることに近づく｡

また､第 6点では､わかりやすい表現のコツさえつかめば､少しの配慮 (少

ない労力)で効率的にことばをや りとりすることができるものと考える｡

最後に､第 7点目は､話しことばでのポーズや書きことばの間隔をとること

によって､より一層適切な理解につながるスペ-スを確保できるものとなぞ ら

えうる｡

ここに述べたような観点を反映させると､ユニバーサル 日本語 (UJ)の表

現は､以下のようなポイントで用いられることが望ましいと考える｡

｡日本語学習歴の短い外国人にも理解できる表現であることO
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｡初級 レベルの日本語 :

場面依存度の高い接触 (例えば､買い物など)はできるが,電話で待ち合

わせの約束をするなどのや りとりは難しい､といったレベルQ

｡基本語 (約 2000語程度)を使 うようにする :

｢火災が発生しました｣ はわか らないが,｢火事がおきました｣はわかる｡

ただし､とくに理解の難 しい重要な語には説明をつける｡

苛/T./守,I.I-吾妻妻戸.T,,YLL立三重竺lTl.蕗 E召F,寸 法 妄k/?､え-

申i文の長さを短く｡

｡文型を単純に｡

連体修飾節を避けるo

文を重ねな い よ う に す る O

･ポ- ズ を多 く とった表現

ことばのまとまりを認識 しやす いように､短いポ一･･-ズを多く入れるO

(/話 しことばでは間をとり､書 きことばではスノ環-式をあけるJ)

ぅ文字情報は､漢字の下ににふ りがなをつける8

台内容をよりわか りやす くするため､イラス トを添えるs

｢日本語にハ ンディを負う人々｣ すなわち ｢田本語弱者｣は､多様な背景を

もつ人々であり､日本社会の中では =情報弱者"でもある｡UHま､だれもが

使え､だれもがわかるという点で､ JGP(JaparieSeforGeneralPurposes)に

つながることは言うまでもないが､ISP(JapaneseforSpeciHcPurposes)

としても位置づけられるものと考えるO-見､矛盾する設定に患われるかもし

れないが､ 日本語にハンディキャップを負う人々を対象に､そのハンディを意

識せずコミュニケ-ションを取 り合 うため､語嚢 o表現を選定 していく必要が

あるという点で､UJは､指定 (specify)された目的をもつ 日本語としても

捉えうる｡

5. まとめ

発表では､ユニバーサルデザインの理念を日本語に応用 し､さまざまな背景

をもつ人々が共有できる日本語 として､ユニバーサル 日本語 (U J) をめぐる

提案をした｡ 日本語でわか りやす く表現 していく取組をさらに促す ことによっ
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て､外国人ばかりでなく､高齢者や障害者など情報受信に困難を伴う人々にも

役立つ方向をめざすことができるのではないかと考えられる｡そのためには､

何より､UJの重要性を日本人自身に広げ､理解を求めることが必要になろう｡

情報の共有につながる試みへの協力が期待される｡

また､さらなる多文化共生社会への移行に迫られる中で､UJの発想は､コ

ミュニケーションの面でも生かされていくことが望まれる5)｡日本の文化の中

で培われたコミュニケーションには､捨てがたいものもあるが､外国の文化が

流入してくる中で､誤解を増幅させる一面も多く含んでいる｡例えば､断 りの

示し方において､はっきりノーと言わない日本人が 9割を越えるという観察結

果もあるO紛 らわしい返答を避け､できるだけどんな文化背景をもつ人にも誤

解されずにすむコミュニケーションを心がけることは､日本人にとっても､不

要な勘ぐりから解放されることにつながるのではないか｡

2004年の防災の日を迎えて間もない 9月 5日の夜､紀伊半島から名古屋 ･

大阪にかけて 2度にわたり地震と津波が襲った｡とくに三重県内では､深夜の

ゆれのあとには､安全な場所は､｢ヤクショ｣という噂で､最寄 りの公的施設

に外国籍の人々がまとまって避難してきたという状況が伝えられた｡外国人が

日本人にもまして､災害への不安を感じている現実がひしひしと伝わってきた｡

その他にも､日本語による情報入手に自信がもてず､社会人になって久 しい教

え子が,かつて世話になった日本語学級の講師に情報を求めて電話してきたと

いうケースも聞かれた｡UJを意識した情報提供への取組は､焦眉の急 となっ

ていることが窺える｡

注

1) 2004年 7月 3日,日本政府は､自由貿易協定 (FTA)締結交渉で､

タイ ･フィリピンなどの東南アジア諸国を対象に外国人看護師 ･介護福

祉士の受入れを検討すると発表した｡

2) 弘前大学 血国立国語研究所の他､関西の大学の日本語関係教員が中心

となって､｢災害時の日本語｣研究グループが運営され､取組がすすめ

られた｡｢やさしい日本語｣は､…Easy Japanese(EJ)"とも名づけら

れ､次のホ-ム 申ぺ-ジに詳細が紹介されている｡
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hitp://humar!･cc.hirosaki-u･ac･jp/kokugo/saigaikenkyu.ht叩

(やさしい日本語を用いた減災研究)

3) ｢共生言語｣は､岡崎敏雄によ り i990年にオ-ス トラリアで紹介 さ

れ,岡崎睦は､ 日本語教育実習理論を構築する率で ｢共生 日本語｣ とい

モJ･E3一一･一一ノ†､ノー-hnJゝー/･11̂ T一丁一､､･サyijf.E3こコ(､'ijj三邑隅か漁肖ノir言 IiJ主h

4) (財)兵庫国際交流協会のホ-ムペ-ジは､次 のUR Loi2カ国語に

よる多言語対応 に加え､ 日本語を 2種類提供 し了 ~や さ しいにはんご｣

を使 った情報提供に取 り組んでいるQ

葺担幽 哩地 痩地

(丁在住外国人のための多言語生活ガイド十)

5)いわば､註ニバ-サル ゆコミ皿ニケ-ション (U C) とも名づけうるで

あろうか｡

主要参考文献

佐藤和之 (1999)｢(特集 緊急時のコミュニケ-ション)震災暗に外国人にも

怯えるべき情報｣U言論』28香8号､pp.32-41

(2004)｢(特集 伝え方の諸相)災害時の言語表現 を考える-やさし

い日本語 ◎言語研究者たちの災害研究-｣『日本語学』23巻 8号､

pp.34-45

岡崎 陣編 (2002) ｢内容重視の 日本語教育 一多言語多文化共生社会における

日本語教育の視点か ら-｣『(科学研究費補助金研究成果報告書)

内省モデルに基づ く日本語教育実習理論の構築』pp322-339

森 由紀 (2004)｢多様な文化背景をもつ人々との日本語 コミュニケーション｣

『三重大学留学生センター紀要』第 6号､pp.95-102

- 78 -


