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わが国のろう教育の歴史【別紙１】

１ はじめに
わが国における明治期以降のろう教育は ・手話法を中心とした時期 ・口話を中、 、

心とした時期 ・聴覚口話法を中心とした時期 ・最近の流れの４期に大別できる。、 、
２ 手話法を中心とした時期

わが国でろう唖者のために最初に設立された学校は、明治１１年５月に京都に開
校した盲唖院（現在の京都府立聾学校）である。同校を設立した古河太四郎は、多
少発音できる者には発音指導を行い、言語を全く発し得ない者には手まね（これが
整えられて手話として発展していく）と文字を用いる教育を行うこととし、手話と
書記日本語（文字表記された日本語）の互換をベースに、文章理解、会話、作文と
進む言語指導法を創案した。
一方、明治１３年２月には東京に楽善会訓盲院が開校した。同校は、１８８０年

にイタリアのミラノで開催された国際聴覚障害教育会議で口話法の推進が決議され
た影響を受け、当初は発音指導や聴音器による聴力の利用に努力したが、明治１０
年代の半ばには、手話と書記日本語の結び付きを主体にした手話法による教育が中
心となった。
その後、明治２０年代、３０年代に各地に盲唖学校が設立されたが、これらの学

校においても手話法による教育が行われ、大正末期ころまでの約４０年間は手話法
を中心とした時期が続いた。

３ 口話法を中心とした時期
上記のとおり大正末期までの主流は手話法であったが、その一方で、明治３０年

代ころから、一部の学校では手話と書記日本語による教育に限界を感じ、指文字、
発音の導入を行い、大正期に入ってからは読唇指導も試みられるようになった。

、 、大正３年ころには 名古屋市立盲唖学校が音声言語による指導法の研究に着手し
文字を手がかりとした音韻の発音指導は、語の発音に重点を移し（発語指導 、さ）
らに、読唇に着目した。そして、大正９年ころから筆談学級と口語学級とにわけて
発音指導と読唇指導を併行して行うなど、口話指導を積極的に取り入れるようにな
った。

、 、 、 、 、 、同じころ 京都 長崎 小樽 広島 大阪市立の盲唖学校でも発音指導が始まり
、 、大正９年４月には 欧米で行われていた口話法による教育を行うことを目的として

私立日本聾話学校が設立された。
このような手話法から口話法への流れの中で、大正１３年４月には「盲学校及び

聾唖学校令」が施行され聴覚障害教育は聾唖学校時代に入ると同時に、欧米で行わ
れていた口話法の導入が図られた。
また、大正１４年１月には、名古屋で第１回口話法講習会が文部省の後援により

開催され、同年１０月には第１回日本聾唖教育会総会において文部省が同会に対し
て口話法を有効適切に教授する方法を諮問した。翌１１月には日本聾口話普及会が
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、 。設立され 翌年には大阪と東京に口話による教育を実施する聾唖学校が設置された
この時期に口話法が広まった原因としては、手話から日本語を習得する指導法が
行き詰まっていたことに加えて ・海外のろう教育が口話法中心へと移っているこ、
とが川本宇之介（※１）らによって伝えられたこと ・私立日本聾話学校の設立、、
・名古屋市立盲聾唖学校での純口話法の採用 ・西川はま子（※２）に対する口話、
教育の成功例が全国に紹介されたことなどが挙げられる。
こうして、大正末期から昭和にかけて手話法から口話法への転換が図られ、昭和

１０年代には大半のろう学校が口話法を採用するようになり、昭和１５、１６年こ
ろには、全国にある聾唖学校約７０校のうち口話法を採用する学校が約６０校に達
したといわれている。
当時の口話法は 「読話先進主義（読話を最初に指導する 」と「構成法（系統性、 ）

、 、 ）」を重んじ 語句や文型などを易から難へ 簡単なものから複雑なものへ進む方法
による言語指導が基本であり、話し言葉に絶対の価値をおき、発語習慣や読話習得
の妨げになるという理由から手話の使用が徹底的に禁止され、また同じ理由から、
筆談（書き言葉）の使用も禁止された。
昭和８年には、全国盲唖学校長会議に出席した鳩山一郎文部大臣は 「聾児も日、

本人たる以上国語の理解は大切であり、国民思想涵養のためにも全国聾唖学校では
口話教育に奮励努力せよ」との訓示を述べ、手話が明確に否定された。
※１ 川本宇之介

川本宇之介（１８９０～１９６０ 。日本の口話法教育の推進の第一人者。ろう教育研究）

のため欧米を訪問した後、東京聾唖学校兼東京盲学校教諭となり、口話法の普及と盲学校お

よびろう学校教育の義務制実現に努力。昭和６（１９３１）年聾教育振興会常任理事、同

１７（１９４２）年東京聾唖学校長。

※２ 西川はま子

西川はま子（１９１６～１９５７ 。口話教育推進運動に取り組み、日本聾口話普及会の）

副会長に選ばれ、昭和３（１９２８）年滋賀県立聾学校を創立した西川吉之助の三女。

父から口話法の教育を受け、口話教育の成功例として、全国各地のろう学校に紹介された。

４ 聴覚口話法を中心とした時期
( ) 昭和２０年８月の第２次世界大戦敗戦後、教育勅語の廃止および教育基本法1

や学校教育法の制定等によって、日本の教育体制が全体として大きく変化し、ろ
う教育については、学校教育法によって、ろう学校と小中学校の難聴特殊学級が
担うことになった。
ろう学校では、戦前からの口話法による教育が引き継がれる一方で、総司令部

、 、 、 、民間情報教育局から 聴力測定器 集団補聴器 聴覚訓練器等の機器が貸与され
ろう教育において聴覚が活用されるようになった。

( ) 聴覚の活用は、補聴器等の機器の普及・開発の遅れや専門の指導者の不足等2

によって容易に進まなかったが、昭和３０年代に入ると小型で高性能の補聴器が
全国的に普及し、同時に後天性のろう児であるストマイ難聴児についての研究な
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、 、 、どから 先天性の重度聴覚障害児の言語習得には 言語を獲得する幼い時期から
聴覚を活用して言語発達を促す教育を行う必要があるという認識が広まった。
そのため、昭和３７年度には、文部省がろう学校幼稚部の設備補助をはじめた
ことにより幼稚部の計画設置が始まり、５歳児学級、４歳児学級が設置され、昭
和４４年度からは３歳児学級が全国的に設置されるようになった。
そして、昭和４０年代や５０年代頃には、多くのろう学校に幼稚部ができ、３
歳未満の乳幼児に対しても、教育相談というかたちで、早期教育が行われるよう
になった。
その結果、昭和４０年代以降は、聴覚の活用と読話を併用し、音声言語による
コミュニケーションを中心とした「聴覚口話法」が日本全国のろう学校で取り入
れられ、いわゆるインテグレーション（※３）を目標にするという雰囲気がろう
学校の現場で支配的になった。

( ) 全国的に聴覚口話法が定着するにつれ、ろう学校では手話や指文字ではなく3

音声を中心にして教育することが「常識」となり、手話や指文字は聴覚の活用や
口話の取得の妨げになるという考え方が一般的になった。
また、音声言語だけでコミュニケーションができる聴覚障害児は、当初から、
あるいはインテグレーションによって、ろう学校ではなく通常の学校に通うよう
になったが、通常の学校に通う聴覚障害児の中には、やはり聴能訓練や発音指導
や特別な言語指導を必要とする子どももいたことから、昭和３４年ころから難聴
特殊学級が設けられるようになり、昭和３７年１０月に出された文部省の初等中
等教育局長名の通達「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置につい
て」により、昭和４０年代に入って全国に難聴特殊学級が設置されるようになっ
た。

( ) 一方、昭和４０年代、５０年代と聴覚口話法が定着するにしたがって、聴覚4

口話法ではどうしてもうまくいかないろう児の教育方法が問題となってきた。最
重度の聴力障害であっても聴覚口話法でうまくいく子どもがいた一方で、聴力が
あっても聴覚口話法でうまくいかない子どもがいたことから、聴覚口話法の限界
も明らかになっていった。
そこで、昭和４０年代半ばころから、キュード・スピーチ法が聴覚口話法を補
完するものとして採用されるようになった。

、 （ ）キュード・スピーチ法とは 音声の子音の部分にキューサイン 手の形と動き
を付けることにより、読話の困難さと発音の不明瞭さを補う方法である。
キュード・スピーチ法は、京都府立ろう学校幼稚部で導入され、その後、奈良
などの関西のろう学校や千葉で採用され、全国的に普及し採用されるようになっ
た。

、 、 、 。他方 同じ昭和４３年ころから 栃木聾学校では 同時法による教育を始めた
同時法とは、アメリカにおけるトータル・コミュニケーション教育（※４）の
方法にならって、幼稚部から小学部の３年生あたりまでは音声と同時に指文字を
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使い、小学部３年生あたりからは、音声と同時に指文字だけでなく手話も使って
いく方法である。
聴覚口話法を補完するキュード・スピーチ法は全国に普及したが、手話や指文
字を正面からコミュニケーション手段として認める同時法は、栃木聾学校以外に
は普及しなかった。

※３ インテグレーション

、「 。 。」 、直訳すると さまざまな教科や教材を一貫して組織化すること 統合 の意味であり

障害者教育における用法としては、一般的には障害の有無にかかわらず等しく教育を受ける

ことであるが、ここでの意味は、ろう学校から通常学校に転校すること。

※４ トータル・コミュニケーション教育

ろう児の能力に合ったコミュニケーション手段（手話、口話、筆記、補聴器等）を用い

て教育を行うこと。

５ 最近の流れ
( ) こうした聴覚口話法の定着の流れに対して、文部省は、昭和４６年度から順1

次実施された聾学校小学部、中学部、高等部学習指導要領において、新たに教育
、 、課程の中に養護・訓練を設け 個々の児童生徒の障害の状態や発達段階に即して

その障害の状態の改善、克服、社会的適応を目指した教育課程の編成、指導計画
の作成を行うことを指導した。
その結果、教育現場では、聴覚口話法を基本としながらも、児童生徒の必要に
応じて他の手段（指文字、キュード・スピーチ、手話等）の利用に関心が持たれ
るようになった。

( ) その後、昭和５５、５６年度から実施された、小学部、中学部学習指導要領2

の解説（ 特殊教育諸学校学習指導要領解説－聾学校編」昭和５８年 文部省「
Ｐ２２５、２２７）では 「コミュニケーションを高めていくことの困難な者に、
対しては、聴能や読話能力に加え、動作的記号、サイン言語記号、あるいはキュ
ード・スピーチ等の言語記号を活用して、音声言語記号を受容し、理解していく

、 。」、「 、技能や態度を 系統的に養成していくことが必要となる 聾学校児童生徒は
音声言語を補うために書記言語を十分駆使する一方、キュード・スピーチ、指文
字あるいはサイン言語を積極的に活用することも必要とされる 」とされた。。

( ) さらに、平成元年に新しく設けられた盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教3

、「 」育要綱では 表情や身振りなどの様々な方法を用いて意欲的に意志を伝え合う
ことを教育の目標として掲げ 同時期に改訂された高等部学習指導要領では 生、 、「
徒の聴覚障害の状態等に応じ、各種の言語メディアの適切な活用を図り、言葉に

」 。よる意思の相互伝達が正確かつ効率的に行われるようにすること を掲げている
( ) 平成４年に発行された小学部・中学部の改正された学習指導要領の解説 特4 （「
殊教育諸学校学習指導要領解説－聾学校編」平成４年 文部省 Ｐ９８）では、
言語メディア（聴能、読話、発音・発語、文字、キュード・スピーチ、指文字、
手話など）の適切な選択の必要性を指摘している。
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また 平成５年３月には 聴覚障害児の教育について検討していた文部省の 聴、 、 「
覚障害児のコミュニケーション手段に関する調査研究協力者会議」から報告書が
出された。
そこでは、中学部におけるグループ活動や重複障害の生徒に対するコミュニケ
ーションについて手話を導入したり、養護・訓練の時間におけるコミュニケーシ
ョン指導の一つとして 「日常の生活の中で使われている指文字や手話の情報に、
関すること」をあげている。また、高等部では「社会での成人聴覚障害者のコミ
ュニケーション状況に応じて、手話についてもその活用を検討する必要がある」
とされ、手話の社会的有用性を認識し、中・高等部段階の指導に取り入れること
が可能とされた。
なお、同報告では、手話について「手話そのもののとらえ方には、いろいろな
考えがあるところであるが、現在我が国で用いられている手話には、大別して日
本手話（※５ 、話し言葉に対応して使用される国語対応手話（※６ 、これら） ）
両者の中間に位置する手話（※７）があるといえる」とされている。

( ) さらに、平成１２年３月に出された、東京都教育委員会の「コミュニケーショ5

ン指導等の研究委員会報告」では 「聴覚口話法は、音声言語の習得において有、
効な方法であるが、使用するためには 聴力、家庭環境、知的発達など一定の条
件が整っていなければならないことが明らかになっている。そのため、すべての
幼児・児童・生徒や保護者に対して、聴覚中心の音声言語の習得を目標とし、一
律に指導することには困難がある。今日、原則的に口話法だけで教育の展開を図
ったり、手指法だけで指導するというような 『～だけ』という考え方はなじま、
ない」との前提に立ち 「重度の聴覚障害のある乳幼児の場合は手話などの視覚、
的言語が必要となる場合が多い。そのためには手話を身につける保護者（兄弟な
どその乳幼児とコミュニケーションを行う可能性のある者を含む）に対する支援
の計画が必要となる 「幼児の聴覚障害の程度はそれぞれ異なるため、聴覚活」、
用や発音・発語の指導の他、手話を取り入れることも考えられる。手話を用いる
場合は、幼児の生活に即した手話を選択して使用したり、巧みな手話表現のモデ
ルとなる教員の存在なども重要となろう 「 小学部については）聴覚活用を促」、（
す日本語の指導ばかりではなく、既に、児童が身に付けている手話を通して日本
語を指導するという方法もあれば、日本語と対応した手話を日常的に使うことに
より、コミュニケーションの中で日本語の使用に習熟するという方法もある」と
して、手話を積極的に位置づけている。

( ) 以上のとおり、最近の流れとしては、あくまでも聴覚口話法を基本としなが6

らも、手話を含む他のコミュニケーション手段を取り入れる傾向となっている。
※５ 日本手話

この言葉は、若干使用する人によってニュアンスの差があるが、厳密に定義すると「ろ

う者が特別な訓練なしに自然に習得し使用する言語であり、日本語とは異なる語彙及び文法

体系を持つ、ろう者にとっての自然言語」となる。人権救済の申立人はこの定義による。
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※６ 国語対応手話

あるいは日本語対応手話ともいわれる 「日本語を前提とし、それに手話単語を対応さ。

せるもの 「日本語の文法・語順等を手話の単語で表現するもの」と定義できる。人権救済」

の申立の申立人は前者の定義による。

※７ 両者の中間に位置する手話

。 。中間型手話ともいわれる 日本手話と日本語対応手話との中間的な表現をとるものをいう
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わが国におけるろう教育の現状【別紙２】

１ 現在、わが国におけるろう教育は、主として、全国に存在しているろう学校に
おいて行われている。もっとも、難聴学級を設けている公立校もあり、そこにお
いても、ろう者に対する教育が行われていたり、また、ろう者が、普通学級に通
学するケースも存在し、ろう者に対する教育が、ろう学校のみで行われているわ
けではない。

２ 現在、全国には、私立のろう学校が東京に一つ存在し、その他のろう学校は、
国立、県立、市立という差異はあるが、すべて公立のろう学校である。ろう学校
は、幼稚部、小学部、中学部、高等部で構成されており、それぞれ、いわゆる幼
稚園、小学校、中学校、高等学校に対応している（その他、専攻科として、専門
学校に該当するものを併設している学校もある 。各ろう学校は、幼稚部から高）
等部までをすべて有しているものや、小学部と中学部のみがあるもの、高等部の
みがあるものと、その構成は様々である。また、ろう学校は、県に一校しかない
場合もあり、自宅からの通学が困難な場合もあるので、原則として寄宿舎が設け
られている。
全国のろう学校の数は、北海道に８校、東北地方に１４校、関東地方に２２校
（私立ろう学校１校を含む 、中部地方に１７校、近畿地方に１６校、中国・四）
国地方に１５校、九州・沖縄地方に１４校であり、合計１０６校が存在している
（それぞれ分校も１校として数えた 。）
全国の在校者数は約６８００人ほどで（なお在校者数が最も多かったのは昭和
３４年の約２万人である）あるが、各校とも児童・生徒数は減少傾向にあると言
われている。その原因としては、ろう者であっても、ろう学校ではなく、普通校
に進学するケースが増えていることなどが挙げられている。

３ 今回、当委員会委員等は、国立筑波大学付属聾学校、神奈川県立平塚ろう学校、
都立大塚ろう学校を見学したので、以下、その結果を報告する。

( ) 国立筑波大学付属聾学校1

幼稚部から高等部まであり、さらに専攻科（造形芸術科、ビジネス情報科 、）
歯科技工科が併設されている。
教育の方法は、聴覚口話法を用いており、手話については高等部の教育にお

いて、理解の手助けとして使用され、幼稚部、小学部では、手話の使用について
は、消極的であるとの印象を受けた。ただし、児童・生徒間のコミュニケーショ
ン手段として、特別に手話を禁じているわけではない。また、教員も手話で対応
できる体勢となっており、生活相談などは手話で行っている。

、 、 、同校では 聴覚口話法について 日本語を学習する上で合理的と考えているが
これまでの指導の蓄積がある一方、それが成功するためには、早期教育と専門的
な教師が必要であり、通常の公立校のように教師が４～５年で転勤してしまうと
いう現状では、専門的な教師の育成の面で、難しい面があることは否定できない
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とのことであった。その点、同校は、教師の転勤が少なく、専門性の高い教師を
育成できるので、聴覚口話法に向いていると考えられる。また、他の公立校とは
異なり、同校の場合、選抜試験を行っており、その生徒達は、聴覚口話法により
教育効果が上がると考えられる者たちである可能性が高く、聴覚口話法が、生徒
達に適合しているとも考えられる。
同校は、手話は確かに子供にとって負担は少ないが、それによる教育ができる
環境が整っていないうえ、日本語とどうつなげていくかについてのノウハウが確
立しているとはいえないとの認識を持っていた。

( ) 都立大塚ろう学校2

幼稚部、小学部、中学部があり、３年前から、児童・生徒間はもとより、教
師との間においても、コミュニケーション手段として幼稚部から積極的に手話
を取り入れている。手話を取り入れたのは、口話によるコミュニケーションで
は、限界があるためである。もっとも、いわゆる日本手話により、日本語を習得
することができるか否かについて、確証がないため、用いている手話は、同校の
ホームページによれば、中間型手話である。
手話を積極的に取り入れる前は、先生と児童・生徒間とのコミュニケーション
は口話であり、また児童・生徒相互間においても手話を用いることについては、
消極的であった。
なお、手話を取り入れることにより、教育効果が上がったかを判断するために
は、まだ時間がかかると思われる。

( ) 平塚ろう学校3

幼稚部、小学部、中学部、高等部（本科、専攻科）があり、幼稚部も含めて
手話は禁止されておらず、むしろ積極的に取り入れられているようであった。特
に、幼稚部では、父母の要請から手話中心で授業が行われており、ほとんどのコ
ミュニケーションは手話によりなされていた。もっとも、いわゆる日本手話によ
る教育が意識されているわけではない。
教育方針は、いわゆるトータルコミュニケーションの考え方がベースにあり、

その子に合った方法で教えるというスタンスとのことであった。もっとも、ろう
学校で教えるのは、あくまでも日本語であり、手話（日本手話に限らず、いわゆ
る手話）だけで、日本語を教えるのは、困難が予想されるとのことであった。
コニュニケーション手段として、手話を取り入れつつも、日本語の教育という
面では、聴覚口話法を基本とするという印象である。

( ) ホームページを開いているろう学校（９３校のホームページが確認できた）4

、 。もあり そのホームページに記載されている各ろう学校の教育方針等を調査した
しかしながら、手話に対して積極的な取り組みをしていることがわかるのは

前述の都立大塚ろう学校ほか数校であり、聴覚口話法の補助的手段として、キュ
ーなどとともに手話を併用するという記載があるか、または、手話という言葉が
登場しない場合がほとんどであった。学習指導要領に掲げられている「聴力の活
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用」という観点から、聴覚口話法を強調する記載も見られた。
ホームページ上の教育方針は、一般的・概括的に記載する場合が多く、そこで
の記載が、実際の教育現場での実情と一致するかは不明であるが、聴覚口話法が
ろう教育の一般的手段であると考えられる現状においては、ホームページ上にお
いて、手話に対する積極的姿勢が見られない場合、やはり教育手段として聴覚口
話法が広く採用されていると考えられ、手話は、その補助的手段としての位置づ
けであろうと考えられる。
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ろう教育に関する世界の動向【別紙３】

１ 世界の動向概観
ろう児の教育方法をめぐっては諸外国においてもいまだに試行錯誤の状態にあ
るように思われる。その中で程度の差こそあれ、口話法教育の行き詰まりの認識
と、手話による教育への注視が世界的な傾向といえよう。
口話法教育はヨーロッパにおいて１８８０年のミラノ会議により普及した。し

かし、そのゆきづまりが認識されるに及んでトータルコミュニケーション教育が
台頭した( 北欧で１９６０年代後半から１９７０年代ころ) 。それでもなお、ろ
う児のコミュニケーション障害の改善には十分とは言いがたかったのでバイリン
ガル教育（※１）が提唱・実践されるようになった。
その背景には手話の普及と手話に対する一般の理解の向上、そして１９８０年
代に著しかった障害のある人の権利意識の向上があると思われる。ただ、このよ
うな動向は、もちろん、国・地域・学校によって一様ではない。これまでに知り
えた範囲で主要な国の例を紹介する。
※１ バイリンガル教育

ろう教育においてまず第一言語である手話による教育を実施し、手話を習得させた上

で、第二言語（日本語等）による教育を実施する教育法。ただし、手話が日本語と別の言

語かどうかはこの立場の中でも争われる。

２ デンマーク・スウェーデン
バイリンガル教育の実践において、現在世界でもっとも先進的な地域は北欧と

思われる。デンマークを例にとると、１９８２年からコペンハーゲンのカステル
シュベイろう学校でバイリンガル教育を開始している。その結果ろう児が聴児と
同程度の学力を示すなど良好であったので１９９２年の文部省通達により、全国

（ 、 ）。でバイリンガル教育を始めている なお 同国のろう学校は全国で３校である
その結果、義務教育終了時( １６歳) での卒業試験の結果、聴児と同等の成績

を示したといわれている。スウェーデンでもろう学校は国立が５校、公立 校1

あるがすべてバイリンガル教育を実施しており、成功を収めたといわれる。
北欧地域ではその他にフィンランドでもバイリンガル教育を実施している。
ただ、現時点においてはバイリンガル教育にも限界はあり、バイリンガルろう
教育によって口話法やトータルコミュニケーション法よりは確かにすぐれた結果
が得られるようになったが、書記デンマーク語を習得するベストの方法がまだ見
つかっていない、という批判がある。
また、これらの学校におけるバイリンガル教育は通学も寮生活も認められてお
、 、 。り タクシーで１時間程度なら通学させており タクシー代は国が負担している

入寮者も週末には親元に帰し、その交通費も国が負担している。しかし、寮生活
の場合には幼児期に両親から引き離すことにもやはり批判がある。
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３ アメリカ
アメリカでは全国に適用される「全障害児教育法 （１９７５年制定）によっ」

て「最も制限の少ない環境での教育」が重視されるようになった結果、インクル
ージョン教育（※２）が進んでいる。ただ、ろう学校ではバイリンガル教育も始
められている。数値的には全米ではバイリンガル教育による学校が数では１０校
程度であるが、比率ではろう学校の児童・生徒の約４０パーセントがこの方法に
よる教育を受けている（残りはトータルコミュニケーションが４０パーセント、
口話法が２０パーセントというのが大まかな比率である 。）
アメリカでは、子供に障害が発見された時点で、必要に応じて専門家が検査を

し、保護者との間で、どこで指導を受けるのが良いかディスカッションをして決
める。
ところで、ろう児に対する教育をどうするかは州により、学校によりかなりの

個性がある。例えば、ニューヨークには８つのろう学校があるが、ニューヨーク
の約半分程度の人口があるロサンゼルスにはろう学校は１校しかない。後者では
それだけインクルージョン教育が重視されているといえよう。
ニューヨークの各ろう学校ではそれぞれ教育方法を競っており、バイリンガル

教育法をとっているところもあればトータルコミュニケーション法によっている
ところもあり、口話法を重視する学校もあるとのことである。北欧諸国ではバイ
リンガル教育法で統一しているのに対し、アメリカでは州ごと・学校ごとに異な
った教育法を採用していることもあって、バイリンガル教育法に対する評価はま
だ定まっていないようである。ただ、アメリカでは１９９０年にＡＤＡ( ※３)
ができて「障害があるからという理由で社会生活が不便になったり、就労に差別
があってはならない」とされていることと、アメリカ手話は全米で３番目に多く
使われている言語であること（１・２番目はそれぞれ英語・スペイン語）である
ことからすれば、バイリンガル教育法はこれからもっと広まって行くものと思わ
れる。
※２ インクルージョン教育

障害など特別なニーズを持つ子供も普通学校の中でともに学習に参加させる形態の教

育。普通教育が特別なニーズへの合理的配慮をすることが前提となっている。サマランカ

宣言で提唱されたが、ろう教育についてはろう学校等が必要であるとされている。

※３ ＡＤＡ

障害のあるアメリカ人法。世界における障害者差別禁止法の嚆矢である。

４ 中華人民共和国
同国でも１９９６年から南京聾学校でバイリンガル教育を開始した。ある程度

、 。の効果が上がったとされているが 評価をするには時期尚早のよ うに思われる
５ 西欧

ドイツやフランスは口話法の本場のような存在だったのでバイリンガル教育に
ついては不明である。ただ、注目すべきはドイツ障害者差別禁止法６条（３）に
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おいて、ろう者には手話を使用する権利が保障されていることである。この法律
は制定されてから日が浅いのでその施行実態が不明であるが、この法律の影響を
受けてバイリンガル教育が広まる可能性がある。

６ その他
英国でもバイリンガル教育によるろう学校がいくつかあり、オランダ・パキス

タンでもバイリンガル教育を始めたが、いずれも国内で現在入手可能な資料はな
い（筑波技術短期大学聴覚部 長谷川洋助教授に聴取時）とのことである。

７ 口話が主流であったろう教育で、手話が再び見直されていることについては間
違いなさそうであるが、現時点における世界のろう教育の主流がバイリンガル教
育であるとまで断定できるまでの資料を収集することはできなかった。しかし、
口話法の限界が広く認識されるにつれて他の方法を選択する例が増加する傾向を
予測することはできよう。
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手話とろう教育についての世界的潮流と現在の問題点【別紙４】

１ 手話の言語性の保障と現行法の問題点
手話とろう教育についえて検討する前提として、まず手話が言語として保障されて

。 、いるかを考える必要がある この点については肯定的に考えるのが世界の趨勢であり
日本においても別異に解すべき理由はない。
言語の保障はまず、国連の世界人権宣言等の国際法によってなされている。同宣言

２条、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約２条、市民的及び政治的権利
に関する国際規約２条が、言語によって差別されないとしていることから、言語が保
障されている趣旨と考えられる。また、同じく国連の民族的又は種族的、宗教的及び
言語的少数者に属するものの権利に関する宣言では、その２条１項において言語的少
数者が自己の言語を使用する権利を保障し、４条３項では少数者の母語の学習権を保
障している。
ところで、ここにいう言語に手話が含まれるかが問題にされうるが、次に述べるよ

うに手話を言語として認め、聴覚に障害がある人が手話を使用する権利を保障しよう
とする世界的な傾向から、問題は肯定的に解されなければならない。
諸外国でも聴覚に障害がある人が手話を使用する権利を積極的に法的権利として保

障する法制が増えている。欧州議会でもはっきり手話を認知・保障している。
( ) 憲法において手話を保障しているのがフィンランド、ウガンダである。1

( ) 国内法的に手話を保障する法制を持つのが、スウェーデン、カナダ、オースト2

、 、 、 、 、 、 、 、ラリア オランダ スロバキア ベネズエラ ニカラグア 中国 タイ モンゴル
フィリピン等である。ニュージーランドでも法律は成立したが、未施行である。憲
法が法律か、手話を言語として位置づけているのか、更に公用語として認めている
のかというレベルの差は別としても、手話を言語として法的に認知した国は３０カ
国以上におよぶ。
まだ成立してはいないが、国連の障害者権利条約草案３条の定義条項では、言語

に手話が含まれることが明記され、同１３条で手話をコミュニケーション手段とし
て保障している。国連障害者の権利条約特別委員会は、手話の言語性を認め、外務
省の担当部局もその方向に従うようである。
日本においては、聴覚に障害がある人が手話を使用する権利を直接的に保障した

法規は存在しない。しかし、民事訴訟法１５４条、刑事訴訟法１７６条が耳が聞こ
えない者・口のきけない者には通訳人に通訳をさせることができるとしており、こ
こにいう通訳には手話通訳が含まれるという扱いになっていること、各地方公共団
体では手話通訳士の認定や派遣の制度を設け予算化の措置を講じていること、民法
９６９条改正問題に際し法務大臣が手話は聴覚に障害がある人の言語であるという
談話を発表していること、などから、言語としての手話を使用する権利は一応認め
られているものといえよう。その法的根拠をたどると、幸福追求権を定めた憲法１
３条、および法の下の平等に関する憲法１４条に根拠を持つものと考えられる。
ただ、日本においては手話が聴覚に障害がある人の言語であるという認識が未
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だ十分でなく、手話が言語であることを明示し、手話の使用自体を権利として正面
から取り上げた法律はない。現在、日本弁護士連合会がその成立を提唱している障
害のある人に対する差別禁止法において、労働、教育等の生活の各場面において手
話を使用する権利を明記している。

２ 世界的なろう教育における手話の重要性の認識
障害のある子どもの教育に関し、サマランカ宣言（※１）は、障害のある子どもも

障害のない子どもとともに教育を受けるべきというインクルージョンを進める立場を
とるが、健聴者と異なったコミュニケーション手段が必要なろう者、盲ろう者に対し
ては例外を規定する。また、１９９３年に国連総会で採択された「障害者の機会均等
に関する国連基準規則」の９節は「ろう者と盲ろう者は、その特別なコミュニケーシ
ョン・ニーズにより、ろう者と盲ろう者用の学校もしくは普通学校内の特別学級・班
での教育が一層適切かもしれない。特に、初期の段階では、ろう者もしくは盲ろう者
の効果的コミュニケーションと最大限の自立をもたらす文化に配慮した教育に特別の
注意を寄せる必要がある」としている。
この基準規則をさらに発展、充実させるべく現在策定中の、上記障害者の権利条約

には、ろう及び盲ろうの青少年が自分たちのグループの中で教育を受け、手話と自国
の音声言語、書記言語のバイリンガルな使用者になる権利を有する旨の規定も検討さ
れている。このような動きをみてもわかるように、ろう教育における手話使用はろう
者の権利であることやろう学校の重要性は世界的にも深く認識されるようになってい
る。
なお、日弁連の差別禁止法案においても、教育の場での聴覚障害のある人、子に対

する手話等のコミュニケーション手段の配慮を明記している。
※１ サマランカ宣言

１９９４年、スペインのサマランカで、ユネスコとスペイン政府共催の「特別ニーズ教

育に関する世界会議」が開催され、その最終日に採択された「特別なニーズ教育に関連する

サマランカ声明と行動の枠組み」のこと。世界のすべての子どもを普通学校にインクルージ

ョン（包摂）するよう、制度の改革を求めることを目的としている。

※２ 障害者の機会均等に関する国連基準規則

第４８回国連総会において満場一致で採択された障害者に関する２２の原則。

強制力、拘束力はないが、この実施に関しては、国連によって特別調査報告官が任命さ

れており、推進、実施、監督を行うものとされている。

０歳から３歳くらいまでの時期は、子どもの言語能力や知能が最も発達する時期で
あり、この時期に子どもに言語を獲得させ、知的な刺激を与えることがその成長・発
達に不可欠である ろう児は 健聴児のように耳から自然に言葉が入るということ 言。 、 （
葉のシャワーという言い方がされることもある）がないため、手話を使用するなどの
積極的な働きかけをしなければ、この貴重な時期を言葉のない状態におかれたまま無
為に過ごすことを強いられることになる。０～３歳位までのろう児にとっては手話が
最も理解しやすく、子どもが第一言語を十分に獲得できる期間が６歳頃までとされて
いること（言語習得の臨界期）を考えると、聴覚活用が不可能若しくは著しく困難な
ろう児が入学前の時期に手話によって言語取得をすることが重要と思われる。また、
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このような言語取得がなければ、子どもはコミュニケーションの能力を身につけるこ
とができず、社会適応の能力も十分獲得し得ない危険がある。
なお、第１１回世界ろう者会議（１９９１年、東京で開催 、決議第１項では 「子） 、

どもの言語の発達にとって、生後３年間はもっとも大事な時期である。したがって、
就学前の子どもには手話を使う環境で成長する機会を与え、健聴の親には手話の使用
についてカウンセリング・サービスと指導を提供しなければならない。あらゆる国々
で、子どもの人権に関する国連児童憲章がろう児に適用されることを認識するべきで
ある」としている。
現在、新生児聴覚検査事業が開始されている。この制度にはいくつかの問題があ
、 、るが この検査によって親に与えられる情報は子どもが聴覚に障害があるかどうか

という点が主であり、補聴器の使用や人工内耳の埋め込み手術などの技術的な情報
は与えられることがあっても、手話を教えることなどの言語取得についての情報が
与えられていないことが大きな問題と考えられる。

３ また、ろう児が就学してからは、授業の内容を理解するために手話は不可欠の手段
のはずである。子どもの発達という点から見ると、教育を受け始める最初の数年は特
に重要な時期と考えられるから、その際に使用される教育言語は子ども自身の言語で
ある必要があろう。
現在、ろう学校では聴覚口話法がとられている。文科省は、手話による教育を禁じ

てはいないとするが、学校教育法１８条４号は「日常生活に必要な『国語』を正しく
理解し、使用する能力を養うこと」が小学校における教育で達成に努めるべき目標と
されており、同法３６条で中学校、４２条で高等学校、さらに７１条で盲学校、ろう
学校、養護学校についてこの目標達成、教育の成果が前提とされている。この国語は
「 」 、「 、 」 、話し言葉 であると解され 盲学校 聾学校及び養護学校幼稚部教育要領 では
「保有する聴力などを十分に活用して 「盲学校、聾学校、養護学校小学部・中学部」、
学習指導要領」及び「盲学校、聾学校、養護学校高等部学習指導要領」でも「保有す
る聴覚を最大限活用して」教育を行う旨定められている。このような要領を受けて、
現在のろう学校では聴覚口話法中心の教育がなされている。
聴覚口話法は子ども自身の言語による授業ではなく、その理解はろう児にとって負

。 、 、 、担を強いる面がある また 聴覚口話法での授業は 純粋な教科内容の理解ではなく
口唇の形の読み取りや発声訓練などを必然的に伴い、その点でもろう児に負担を強い
るものであることは否定できない。すなわち、教師の言葉が読み取れないで教師の質
問に窮する子どもがいると、それを理解させるべく授業が途中で止まってしまい、口
唇の読み取りやその単語の発声練習になってしまうことがままある。また、子どもた
ちが、音を拾ったり口唇を読み取ったりできないために教科の内容の理解に遅れが生
じることも生じ得る。手話での授業が行われるならば、口唇の読み取りや発生訓練に
費やす時間を教科内容の理解にあてることができ、生徒からの質問もしやすく、効率
的な学習となる可能性がある。ろう児も健聴の子どもと同様に、学校や社会で普通に
生活し、あるいは成功するために必要な知識や技術を学ぶ機会が保障されなければな
らない。現在でも、中学・高校と高学年になるにつれて、学校で手話の使用が認めら
れる傾向があるようであるが、ろう児が思考力や判断力の基礎となる認知能力の基礎
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、 、 。を獲得するためには むしろ 低学年から手話で教育を受けることが必要と思われる
４ さらにろう児が社会に出た後に、社会生活をおくるためには手話が不可欠である。
ろう児が聴覚口話法を勉強して、口唇の読み取りや発声を練習しても、その方法によ
り実際に健聴者と会話をすることは現実には困難がある。日本語には同じ口型の単語
はいくらでもあるうえ、発音の仕方には個々人の癖があるため、いくら補聴器で聴覚
を補ったとしても、口唇を正確に読み取りきれない場合があるし、先天的に聴覚に障
害がある場合には、健聴者が理解できる程度に言葉を発音することは困難であり、少
なくともろう者に慣れていない健聴者がその発音を聞き取り理解することは難しいか
らである。もちろん、ろう者の中に、聴覚を補って口唇を完璧に読み取り、ほとんど
健聴者と同様の発音をする人が存在することは否定しない。しかし、大半のろう者の

、 、 、場合 社会の中で仕事をし 社会人として他者と意思疎通をする必要があるときには
手話が重要なコミュニケーションの手段となっている。口唇を正確に読むことが可能
な能力を持った人でも、多人数でのディスカッションのような場面では、正面から顔
を見られない人の会話内容を理解できない場面がでてくる。このような場合には、手
話か、速記による補助が必要となるが、手話の方が、よりリアルタイムで省略の少な
い発言の再現が可能である。
しかしながら、補聴器での聞き取りや口の読み取りがろう学校に行けばできるよう

になっているという過度の期待から、多くの職場は手話を保障する環境になく、職場
にろう者が定着できない、あるいは大きな苦痛を強いられているという現実がある。
また、普通校に進学したろう児の場合は、全く手話について学ぶ機会のないまま、

言語取得やコミュニケーション能力を十分身につけられず、あるいは、上記のディス
カッション等での不便を強いられている者も少なくない。


