
「ことばのちから」というイデオロギー
—言語現象を「能力化」するまなざしを問う—

寺沢　拓敬 †

大学入試センター試験

　大学入試センター試験（だいがくにゅうしせんたーしけん）とは、日本にお
いて販売される数字選択式全国自治宝くじ。
　大学入試センター試験はマークシート投票方式を採用している。機械読
み取り式のシートに各々の予想を書き込んで提出するこの方式は日本では
認知度の高いもので、…（中略）
　先にも述べたとおりマークシートの全組み合わせは天文学的数値に上り、
たとえ 10万人が購入しても全部当たるのは奇跡としか言えないが、全く手
がかりが無いわけではない。競馬ではレース直前に出走する馬を見物する
機会があるが、大学入試センター試験でこれに相当するのが開催当日に配
られる冊子である。この冊子はマークシート提出締め切りの僅か 1～2時
間前に配布され、購入者は藁をも掴む気持ちでこの冊子から情報を読み取
り、マークシートに各々の予想を書き込む。冊子の活用如何が、極めて僅
かの「当たり」を引き当てる鍵となる。
　ところがこの冊子は…、意味不明の日本語・外国語・古代語・宇宙共通語
のみが記載された内容のため、多くの購入者には理解不能、ほとんどマー
クシートに書き込む手助けにならないというのが実情。限られた優秀な頭
脳の持ち主だけが読み解くことができると言われているが、彼らは自分の
配当が減るのを嫌い、読み取った内容を他者に教えることはありえない。
これはいわば制度の不備であり、知っているものだけが利益を上げる構造
が不正の温床との指摘も少なくない。

（アンサイクロペディア「大学入試センター試験1」）

これはウィキペディアの記事ではない。アンサイクロペディアという「ウソつき」百
科事典の記事である。大学入試センター試験と「公営ギャンブル」のいくつかが、い
ずれもマークシート方式でおこなわれていることに注目したジョークである。その点
で、まじめにとりあつかう代物ではない。
しかし、その反面、この記事は、私たちにあることを気づかせてくれる。センター

試験にしろ、宝くじにしろ、私たちが行っていることは表面的には同じ —より大きな
「配当」を得るために、マークシートの「適切」な箇所を塗りつぶす—ということである。両
者は外見的にも機能的にも同じ行動なのにもかかわらず、宝くじは「運」の問題に帰
される一方で、センター試験は「学力を測るもの」として見なされるのである。そう
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した違いを生み出しているのは、「センター試験」が、教育制度、そして学歴という社
会制度という強力な後ろ盾により、「正当化」されているからに他ならない。
この記事が突きつけるものは、わたしたちが当たり前のようにかんがえている「国

語力」（国語学力）、「英語力」（英語学力）といった「能力」が、実は、ある特定の価
値観を備えた制度のうえでのみ成立している概念であるということである。「試験」と
いう社会制度を、「宝くじ」と認識（誤認?）した瞬間、このような能力観は消えうせる
のである。
本稿では、近年しばしば注目される「ことばのちから」という概念に注目する。「こ

とばのちから」も、センター試験で測られる学力と同様、特定の制度に依拠してはじ
めて成立する概念である。しかしながら、近年の「言語力・ことばのちから」言説に
は、言語力が社会的構築物であることを忘れさせ、「個人の能力」として実体化を押し
進め、そして個人のことばの使用を他者からの評価のまなざしにさらす働きがあると
考える。幼少期、他者から常に自分の言語を「評価」される立場にあった筆者は2、そ
のような言説に対し、ある種の「息苦しさ」を抱かざるを得ない。本稿は、それを批
判するためのあしがかりのひとつと考えている。

1. 問題の所在
1.1. 「言語力」「ことばのちから」

近年、教育、とくに学校教育の文脈に「言語力」「ことばのちから」というスローガ
ンが浸透している。法制面では、2005年に成立した「文字・活字文化振興法」の中で
「言語力」が論じられており、また、教育政策の面では、2006年から 2007年にかけて
「言語力育成協力者会議」が組織され、「新学習指導要領」に向けて「言語力」育成を
提言している。また、国語科教育（あるいは言語教育）の文脈では、たとえば小森茂著
『生きた言葉の力を身に付ける新しい国語科授業の実際』シリーズ（小森 2002）や、大
津由紀雄・窪薗晴夫著『ことばの力を育む』（大津・窪薗 2008）などが「ことばのちか
ら」育成を強調している。さらに、2009年 10月より財団法人文字・活字文化推進機
構により「言語力検定」という検定試験が始まる予定であり、学校教育をとりまくマ
クロ・ミクロ双方の文脈において、「言語力」「ことばのちから」というスローガンが
浸透しつつあることがわかる。
このような近年の「言語力」ブームは、学術的出版物においても確認できる。図 1

は、CiNii（国立情報学研究所・論文情報ナビゲータ）を「言語力」で検索した結果該当し
た記事の時系列的な動向を表している。まず、2005年以降、記事数が急上昇している
ことが見て取れる。2005年以降の記事では、前述の「文字・活字文化振興法」や「新
学習指導要領」を意識した記事・特集が多く見つかり、出版・報道の動向が政策面に
敏感に反応した様子が見て取れる。

2機能性の構音障害があったため、言語療法士の「指導」を受けていた。もちろん、その「指導」「評価」
が、専門家としての使命感・善意にもとづいていたものであることは疑えない。しかし、筆者が問題にした
いのは、その「善意」の背後にある「暗黙の前提」であり、そしてその抑圧的な働きなのである。



寺沢「「ことばのちから」というイデオロギー」 45

図 1 「言語力」に関する記事数の推移（CiNii使用）

さらに重要なのは、記事内容の変化である。図 1が示すように、2000年以前の学術
的な出版動向において「言語力」という語はほとんど普及しておらず、使われていた
としても、言語的障害（聴覚障害・失語症など）を持った人の言語能力や、外国語・第
2言語能力に関する記事が中心である。つまり、「普通」の言語使用者が「標準」とさ
れ、その基準に至らない言語使用者の能力を問題化することにより、「言語力」概念が
成立していたとみることができるだろう。もし皆がひとしく「言語力」をもっている
とすれば、わざわざ「言語力」として取り上げる必要がなくなるからである。しかし、
2000年代前半を境に、この構図は一転する。人間一般の（特に子どもの）言語に関する
「何らかの」能力を指す記事が急増し、「言語力」概念の適用範囲が「人間一般」に拡大
したことで、「特別な人」の言語能力を取り扱った記事の存在感は相対的に減少した。
こうした記事動向の転換は、「ことば」を「能力」視する人々のまなざしの変容を反

映していると言えるかもしれない。つまり、以前は、言語的障害者の言語使用や、非
母語話者の第 2言語使用のように、見えやすいちがいを取り上げて、ことばの能力の
有無（あるいは優劣）と捉える傾向があったが、近年は、「普通の人」の言語使用のより
微細な差異を取り上げて、「序列化」しようとする傾向があるのではないかという可能
性である。

1.2. 「ことばのちから」とイデオロギー

このような問題意識を前提にすると、「ことばのちから」概念を批判的に捉える企て
は、必然的に、ことばをめぐる「イデオロギー」の分析となる。しかし、「ことばのち
から」分析に関しては、「悪意」ある主体をどこかに仮定した、古典的なイデオロギー
を想定することは限界がある。たしかに、近年、さまざまな人間の行動を「能力」と
して見るまなざし（たとえば、「人間力」「コミュニケーション力」）は新自由主義イデオロ
ギーの影響が大きいことは疑えないし（本田 2005）、「日本語ブーム」「国語ブーム」に
象徴的に示される、日本人の「言葉」への注目も、背後にナショナリスティックなイ
デオロギーの影響があると考えられる（ましこ 2003）。こうした視点にたつ限り、「古
典的なイデオロギー」の仮定に基づいて批判的分析を行うことはそれほど困難な作業
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ではない。しかし、同時に、そうした構図で「ことばのちから」概念を捉えてしまう
ことは、現実の言説構成をかなりゆがめた形で理解してしまうのではないかという恐
れもある。
例えば、前述の「文字・活字文化振興法」の法案や、「言語力育成協力者会議」の議事

録3を読む限り、新自由主義的な教育観や復古的な言語意識を読み取ることは難しい。
また、やはり前述の小森（2002）や大津・窪薗（2008）にしても、児童生徒の言語「発
達」を切に願う教師の善意にあふれており、そこには「国家主義的」あるいは「資本
主義的」な諸前提に依拠した教育論は読み取れない。以上を考慮し、かつ、次節以降
の分析で詳述するが、新聞記事に現れた大量の「ことばのちから」言説を読み込んだ
結果得られた「感触」から言えば、近年の「ことばのちから」言説は、マクロ・ミク
ロ双方のレベルにおいて、「普通」の人の「普通」の直感をすくい取って成立している
ものだと考えたほうが納得しやすいのである4。
こうした観点に立てば、たとえば法案・提言や、検定制度の「広報誌」的性格の強

い文献5といった、象徴的なテクストを批判するよりも、「普通の人」の言語意識との
間に相互作用があると考えられるテクストを分析の主眼にすえたほうがより妥当であ
ると考える。以降の分析は、こうしたテクストの代表であると考えられる新聞記事を
分析していくことで、「ことばのちから」言説の布置構造を明らかにし、批判的な契機
としたい。
本稿の構成は次の通りである。2節で、分析対象の「言説」を操作的に定義する。3

節で、「ことばのちから」言説の量的推移、およびその意味内容を検討する。その分析
を踏まえて、4節で、「ことばのちから」言説の問題点を批判的に検討する。最後に 5
節で、そうした問題点に対抗するための手段を考察したい。
なお以上の構成からもわかるとおり、本稿は明確な仮説を提示し、その検証を目指

すタイプの論考ではない。むしろ、その主眼は、「ことばのちから」批判にあり、した
がって、3節の分析（一般的な意味では「言説分析」というより「内容分析」に近い）は、4
節の知識社会学的分析・イデオロギー批判のための「下準備」と位置づけている。

2. 分析対象の概略

分析対象紙は、『朝日新聞』、『毎日新聞』、『読売新聞』である（いずれも、オンライン
記事データベースを使用）。対象とした期間は、データベース上の最も古い記事（各紙と
も 80年代中頃）から 2008年までとした。
「ことばのちから」言説が含まれると考えられる記事は、次のような手順で抽出し

た。（1）まず、見出しあるいは本文に「言語の力／ちから」「言葉／ことばの能力」「言
葉／ことばの力／ちから」のいずれかを含む記事を検索し、3紙で 1294件の記事を抽
出した6。しかしながら、この 1294件の記事には、かならずしも「ことばのちから」言

3この議事録は、以下のページで閲覧可能である。http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/chousa/shotou/
036/old index.htm

4この部分は、ミシェル・フーコーの権力概念を意識している（フーコー 1977）。
5たとえば『言語力検定公式ガイド』（有元ほか 2009）
6『朝日新聞』589 件（著作権上表示されない記事含む）、『毎日新聞』331 件（著作権上表示されない記
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説と見なすことができないものも該当するので、次のような手順でさらに絞り込んだ。
（2）すべての記事の本文を読み、「ことばのちから」がどのような意味で使用されてい
るかを確認したうえで、「個人の持つ能力」という意味で使用されている記事のみに限
定した7。その結果、最終的に残った 234件（『朝日新聞』68件、『毎日新聞』80件、『読売
新聞』86件）を、「個人の持つ能力」としての「ことばのちから」に関する記事として、
以降の分析にまわすことにした。
なお、新聞記事の表記方法について述べておく。記事情報は、媒体名・西暦・日付

の順番に表示する。媒体名は、「a」が『朝日新聞』、「m」が『毎日新聞』、「y」が『読
売新聞』をあらわす。たとえば、「a2001/0911」は、「朝日新聞の 2001年 9月 11日の
記事」を意味する。詳しい出所情報は、本稿の一番最後に記した。また、引用された
記事内の下線部は、すべて引用者が強調の意味で加えたものである。

3. 「ことばのちから」言説の内容分析

では、実際の分析に入ろう。本節では、前述の方法で抽出した「ことばのちから」言
説の量的推移を確認したうえで（3.1.）、その意味内容を検討する（3.2.）。

3.1. 量的推移

まず、記事数の量的推移から見ていこう。分析結果を見る前に、量的推移を見る上
で注意すべきことを述べておく。今回用いた新聞記事データベースは、80年代はごく
一部の記事を提供していたが、年を経るごとに、特に 2000年代以降、提供記事数が急
増している。このような場合、記事の絶対数から、言説の趨勢を判断することは難し
い。したがって、言説の相対的な量、つまり、該当するすべての記事のうち特定の用
法の言説がどれだけ占められているかに注目することにした。
図 2は、90年代からしばしば見られた「特定の個人にのみ適用される用法8」および

「第 2言語・言語障害に関した用法」と、全該当記事数の推移を示したものである。こ
こから、1節の図 1と同様の構図が見て取れる。図 2が示すとおり、「特定の個人」や
「第 2言語・言語障害」に関する用法は、2000年以降もほとんど増加していないが、一
方で、それ以外の用法は急増していることがわかる。つまり、2000年前後から、「第 2
言語・言語障害」や「特定の個人」に関する用法

.

以
.

外で使われることが多くなってい
るのである。

事含まず）、『読売新聞』374 件（著作権上表示されない記事含まず）。
7なお、次のようなものは「個人の持つ能力」ではない用法と判断して除外した：

・「言葉が及ぼす影響」「言葉という媒体が持つ作用」という意味の「ことばのちから」
・タイトルや書名
・文脈が明示されておらず判断不可能なもの

8ここでいう「特定の個人のみに適用される用法」とは、例えばバラク・オバマ氏の「言葉の力」のよう
に（y2008/1118）、特定の著名人・文学者・政治家などの言語使用をとりあげ、その「能力」を論評する用
法である。
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図 2 「ことばのちから」言説に関する記事数

では、「それ以外の用法」の増加は、どのような内容の記事の増加によってもたらさ
れたのか。2000年代以降の該当記事における同言説を詳細に検討した結果、教育・育
成的な視点を伴った用法の増加による面が大きいと言える9。この点を図示したのが、
図 3である。図 3は、上記「それ以外の記事」を母数として、そのうち、「ことばのち
から」に教育・育成に関する語（「育む」「養う」「高める」「向上」など）が接続されてい
る用法が、どのような推移を示しているかを表している。

図 3 「ことばのちから」育成に関する記事数

図 3から明らかなように、「教育・育成」に関する語へ接続する用法が、2000年代
に入り急増し、2005年以降は半数以上を占めている。つまり、近年、「ことばのちか
ら」は、教育、特に家庭教育・学校教育の文脈で意識されているものであることが読
み取れる。そして、教育の領域に「ことば」の問題が位置づけられたことにより、「普
通の人」あるいは「普通の子ども」の「ことばのちから」を問題にする言説が広まっ

9なお、高校入試の「国語」の問題を論評する記事においても「言葉の力」という語がよく使われるが、こ
の種の記事の数は年を経ても特に増加はなく、「それ以外の用法」の増加に影響を与えているわけではない。
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たと見ることができる。

3.2. 「ことばのちから」の意味

以上、2000年代に「ことばのちから」の育成を目指す言説が拡大してきたことがわ
かったが、ここでひとつの疑問が生ずる。それは、この言説では具体的にどのような
「能力」の育成が目指されているのかということである。2000年以降の「ことばのち
から」言説は、まったく新しい能力観に立脚するものなのだろうか。
結論を先取りして言うと、そうではなく、様々な別個の能力を、ひとつのキーワー

ドで表現したものに過ぎないと言える。以下、その意味内容をくわしくみていこう。
教育・育成に関する語に接続された「ことばのちから」を記事内容に即して検討す

ると、つぎのような「能力」に大別できる。それは、(1) 知識事項としての国語学力、
(2)「論理」的な言語運用能力、(3) 人間性・「豊かな心」の基礎、(4) 感情の言語化能
力の 4種類である。順番に見ていこう。

3.2.1. 知識事項としての国語学力

まず、きわめて記事数が多いのが、2000年代におおいに注目をあつめた「学力低下」
問題に関連づけて、「ことばのちから」を論じたものである。それらに共通するのは、
国語科のなかでの「知識事項」と呼ばれるものの重視である。たとえば、漢字の習熟
を強調するもの10、語彙の知識量を重視するもの11、あるいは、そのほか旧来的な意味
で「基礎学力」の延長としての「国語力（国語学力）」の育成を主張したものがある12。
例えば次の記事では、「言葉の力」という語は、語彙知識の有無の問題として論じら

れており、従来の国語教育において「知識事項」として重視されてきたものを、単に
言い換えているに過ぎないことがわかる。そう考えると、「基礎学力」という言説との
親和性もたかい。

金沢市教委は 20日、市内の小学 5年生と中学 2年生を対象に実施した「語
彙（ごい）力金沢検定」の結果をまとめた。…（中略）…市教委学校指導課
は「目標とした正答数 40問には満たなかったが、おおむね期待した成績」
と評価する一方で、正答率が低かった問題について、「子どもたちが普段
使う言葉ではないものが多かったからでは。朝の自習などで言葉の力を
つけていってほしい」としている。（a2007/0222）

10該当する記事は次のとおり：a1999/1127, m2000/0909, y2002/0527, y2003/0712, a2005/0720。
11該当する記事は次のとおり：m2000/0909, y2001/0225, y2002/0527, a2005/0720, y2005/1011,

m2006/1203, y2006/1204, y2007/1106, a2008/0213。
12たとえば y2001/1206, y2005/0409, a2006/0212, m2007/0323, m2008/0216, ak2008/1225 などが
該当する。
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3.2.2. 「論理」的な言語運用能力

上述の「知識項目としての国語学力」と対照をなすのが、「論理性」を重視する立場で
ある。教育言説においては、そもそも「論理性」ということばが、ひどくあいまいな意
味合いで（＝非論理的に）使われることが少なくないが、ここでは、「具体的な論拠にもと
づいて、筋道だって、記号を操作できること」と考えられているようだ（y2008/0626）。
こうした学力観は、「OECD生徒の学習到達度調査」（通称 PISA）に鮮明に現れて

いるが、この PISA、および 2003年調査の読解力低下13を強く意識した「ことばのち
から」言説が見つかる（y2005/0322, y2005/0723, y2007/0926）。このような学力観、と
くに、読解力に焦点化したものが「PISA型読解力」と呼ばれるもので、これは、テク
ストや画像を明確な根拠を伴った上で主体的に読み解く能力であり14、上記の「論理
性」を重視している学力観であると考えられる。こうした能力観は、旧来の国語教育
では育成されてこなかったことが、「言語力育成協力者会議」の議事録や、『言語力検
定公式ガイド』（有元ほか 2009）でも強調されており、「旧来型の国語力」へのアンチ
テーゼとしての意味合いが強いといえる。

3.2.3. 人間性・「豊かな心」の基礎

さらに、狭い意味での言語現象に限定されない、より広い視点から「ことばのちか
ら」育成を主張した語法がみられる。この種の言説は、「ことばのちから」を、前二者
のように言語として表出されるもののみに限定せず、むしろ、「人間性」を高め、「豊
かな心」をはぐくむための基礎として位置づけている15。また、こうした言説の多く
が、「読書の重要性」の文脈でこのような能力観を展開しており、この点で、従来の国
語教育の「情操教育」（石原千秋のことばを借りれば「道徳教育」—石原 2005）的な学力
観とも合致する。つまり、3.3.1. で論じたタイプの「ことばのちから」は知識面の発
達を重視した「国語力」であり、ここでの「ことばのちから」は、人格的な発達を重
視したものであるとまとめられるだろう。
これに関連して言えば、「生きる力」という一時流行したスローガンとの親和性も高

そうである。次の記事は、1999年の四国国語教育研究大会を報じたものだが、「生き
る力」と「子どもの『言葉の力』」が接続されている。

今大会の主題は「生きる力を育てる国語科教育の創造」。現在の国語教育
はテキストの読解に偏る傾向があり、子供が主体となった学習意識や自己
表現能力の欠如につながっていると指摘されている。そこで、「話すこと」
「聞くこと」「書くこと」「読むこと」の活動を総合的に授業に採り入れ、子

13PISA2003 年調査において、日本の生徒の読解力の成績は、点数・順位ともに前回調査より低下した。
14なお、文部科学省ウェブサイト内「初等中等教育分科会教育課程部会審議経過報告用語解説」

（http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/06021401/006.htm）では、「自らの
目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書かれたテキストを理解
し、利用し、熟考する能力」と説明されている。

15該当する記事はつぎのとおり：y2001/0210, a2001/0620, m2002/0412, y2003/0103 m2003/1207,
y2004/0715, y2006/1204。
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どもの「言葉の力」を育成しようと、小中学校各学年ごとに提案授業と分
科会、講演会が実施された。（a1999/1201）

ここでは、「生きる力」の明確な定義16よりも、それが、子どもの言語活動と結びつ
けられて語られていることに注目したい。ここから読み取れるのは、国語教育が目指
すものは、「テキストの読解」のような知識・技術の次元のみではなく、「生きる力」と
いう語に象徴されるような全人格的な発達であるとするものであり、前述の「読書に
よる豊かな心の育成」という言説と同様、人間的な面を強調しているのである。

3.3.4. 感情の言語化能力

最後の感情の言語化能力は、前三者とはさらに異質な能力観である。これは端的に
いえば、自身の感情を他者に言語化して伝える能力のことである。前述の「豊かな心
の基礎」の一構成要素といえる面もあるが、この能力観を特徴付けるのは、その悲観
的な現状認識である。人々の言語使用に関して「危機意識」とさえ表現可能な認識に
基づき、「感情の言語化能力」としての「ことばのちから」が強調されているのである。
次の記事を見てみよう。

いきなり「キレる」と見える現象が起こっている背景の一つには、子どもた
ちが 自己の感情表現を日ごろ十分に行っていない ことがある。感情がた
まっているのである。…子どもが 自己の感情を明確化してゆく言葉の力
を育てる教育をもっとしなければと思う。子どもが感情表現しやすい環
境を家庭や学校に作ると同時に、子どもが言葉によって考え、そして考え
たことを表現する力の育成に親や教師はもっと心をくだくべきだと思う。
（y1999/0310）

…根源的には、いじめを引き起こしているのは、子供たちの言葉による表
現力の貧しさにあるのではないか。現在、いじめの大半は言葉による暴力だ。
本来なら子供は生まれてから、多くの「言葉の貯金」をする必要があるが、それ
が家庭でも学校でも出来ていない。言葉が貧困なため、どうしても人を傷つ
ける言葉だけが出てしまう。…モラルの低下や、人間としての情感が衰え
ているのも、言語力の低下から来ている。言語力を再生しないと、日本に
未来はない。（y2006/1204）

こうした用法はほかにも多数見つかるが17、これらに共通するロジックをまとめて
みよう。まず、社会問題、とくに子どもに関する社会問題（暴力、いじめ、少年犯罪な
ど）への懸念が表明される（現状認識）。そのうえで、そうした問題の原因は、人々・
子どもの言語的な問題（感情の表現力）にあるとされる（原因分析）。このような根拠か

16当時の状況を考えれば、1996 年に文部省（当時）・中央教育審議会が打ち出した「生きる力」というス
ローガンの影響は想像に難くないが、このスローガン自体の意味があいまいであり、結局のところ明確な定
義は難しい。

17該当する記事は次のとおり：m1998/1204, m2001/0107, m2001/1002, a2002/0314, m2005/1031,
y2006/0621, y2007/0304, y2007/1029, y2008/0206, m2008/0216, y2008/0515。
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ら、「感情の言語化能力」としての「ことばのちから」育成が強調されているのである
（対応策）。

以上、「ことばのちから」の 4類型を見てきた。この分類はごく大雑把なものであ
り、あいまいな部分がある点は否めないが、明確な分類基準を伴った類型論を提示す
るのが本稿の目的ではない。むしろここで示したかったのは、本節の冒頭でも述べた
ように、「ことばのちから」言説が、いかに言語現象のごく一部に注目した能力観かと
いうことである。4種の「能力」観いずれもが、人間の言語使用の一部に焦点をあて
ており、その点で必ずしも「言語力」「言葉の力」と表現される必要はない（下位分類
として、ラベルを付けることができたことが何よりもの証拠である）。たしかに、いずれも
人間の言語使用に関係することは事実であり、その点で、「ことばのちから」という語
は成立するかもしれない。しかし、同時に、言語の持つごく一部の側面にのみ注目し
ているにもかかわらず、それを「ことばのちから」という総称的な用法に拡張してい
ること—修辞技法的にいえば、メトニミー（換喩）—も見逃してはならない。ここで、こ
の点を強調したのは、「ことばのちから」という語の論理学的なおかしさを指摘したい
からではない（論理学的に見ればそもそも「真偽」の判断が不可能である）。むしろここで
問題にしたいのは、こうした総称的な言説がもたらす負の効果である。次節では、こ
の問題点について詳細に検討する。

4. 「ことばのちから」言説の批判的検討

以上の分析から、「ことばのちから」をめぐる言説には様々なバリエーションがあ
り、複数の能力観が混在していることが明らかとなった。しかし、記事数および意味
に関する分析で明らかにできたことは、「ことばのちから」言説の「交通整理」に過ぎ
ない。したがって、このレベルで分析を終えるならば、「概念は明確な定義に基づいて
使うべきである」といった程度の示唆しか得られないだろう。
しかし、本稿のそもそもの問題意識は「ことばのちから」という言説そのものへの

違和感である。さらに踏み込んでいえば、その抑圧性である。本節では、3節の分析
に基づいて、「ことばのちから」言説の問題点を批判的に検討したい。

4.1. ルーズな語法による諸概念の包摂効果

3節の意味分析で明らかになったとおり、「ことばのちから」言説における「能力」
とは、「様々なタイプの言語使用に関する能力の総称」ではない。にもかかわらず、「こ
とばのちから」という表現が選択されたということは、その表現を選んだことで、そ
して厳密性を不問に付すことで、何らかの効果が得られているのだと考えることがで
きる。以下、その効果とは何かを検討したい。なお、ここでは、話者の意図のみを問
題にしているわけではなく、「言説による意図せざる効果」をも考慮に入れていること
を注記しておく。
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「ことばのちから」と表現することで可能となるもの。その最も重要な貢献の一つ
が、「ことば」というコア概念によって、さまざまな別種の能力を結びつけ、それらを
並列的に論じることが可能になることである。この点を端的に示す、肥田美代子と笠
木幸彦による対談記事（m2007/0323）を見てみよう。肥田は「文字・活字文化推進機
構」理事長（当時）であり、笠木は「全国学校図書館協議会」理事長（当時）である。

—子どもの読解力が低下しているといいますが、現状をどうご覧になり
ますか。

肥田　活字離れは 10年ほど前から問題視されていますが、いまだに解決
できていません。問題は言葉の力が落ちたことで言葉によるコミュニケー
ションがうまくいかなくなっていることですね。

まず対談は、記者が「子どもの読解力の低下」という話題を提示することで始まる。
ここでの「読解力低下」が何を指すか定かではないが、エピソードの知名度から言え
ば、前述の PISA2003における読解力低下のことを指している可能性は高いだろう。
少なくとも読者の一部は、その問題、およびそれによって注目を集めた一連の「読解
力低下言説」として理解すると思われる。
しかしながら肥田の返答は「10年ほど前から問題視されて」いる「活字離れ」につ

いてであり、ここだけを読めば記者と肥田のやりとりはかみ合っていない。しかしな
がら、その直後に「言葉の力が落ちた」を差し挟むことで、修辞上は一貫性が生まれ
る（ように見える）。「読解力」も「活字」も、言葉に関する現象のひとつであることに
は違いなく、その共通分母である「言葉の力」に言及しているのだとすれば論理性が
保たれるからである。あくまで表現のレベルに限っての話だが、「ことば」というキー
ワードを使うことで、（PISA型の）読解力低下と活字離れの問題を同一平面に並べる
ことが出来たのである。
さらにインタビューは次のように続く。

肥田　…問題は言葉の力が落ちたことで言葉によるコミュニケーションがう
まくいかなくなっていることですね。命を軽んじるような昨今の社会現象
と言語力低下は、切っても切れない関係にあると思います。言葉のやりと
りが貧しくなっています。

笠木　読書離れの傾向は私どもの調査でも中・高校生が顕著で、大変に残
念です。言葉が乏しい人間はどうしても短絡的な行動に走りやすい。友人
同士、親子同士のコミュニケーションができていない背景には、読書不足
が考えられるんじゃないですか。

直前で接続された「読解力」と「活字離れ」にさらに、「言葉によるコミュニケーショ
ン不全」「言葉のやりとりの貧しさ」「言葉の乏しさ」が結びつけられ、それは「命を軽
んじるような」「短絡的な」行動の温床となることが示唆されている。たしかに、例え
ば不幸な事件のなかには、当事者がきちんと対話をすれば「話せばわかる」式に解決
できたものもあったかもしれない。その点で、「命を軽んじるような昨今の社会現象」
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は言語現象にちがいない。つまり、やはりあくまで修辞的技法のうえでの話にすぎな
いが、「ことば」をキーワードにまとめている以上、読解力も殺人事件も読書も同一の
レベルに据えることができるのである。
なおこの対談は次のように、様々な「能力」観に議論を拡散させる形で続く。先ほ

どの議論では明示されなかった「国語力」「基礎学力」をも取り込んだ形で議論が展開
する。

肥田　数学者の藤原正彦さんが「1に国語、2に国語、3、4がなくて 5に
算数」といっていますが、どの科目にも国語力が大切です。設問を理解し
てこそ試験問題が解ける。いま政府の教育再生会議で学力低下の問題が議
論されていますが、国語力の習得という視点がない。長い目で見て子ども
を読書に向かわせることが本当に重要ですね。目先の実利にばかりとらわ
れないで、長期的な投資として言語力、国語力をつけるという姿勢を忘
れてはいけない。

笠木　私も同感です。早急に学力をつけようとすることより、遠回りの
ようだけれど読む力、書く力をつけることで本当の基礎学力をつける。

このように「ことばのちから」というキーワードは、雑多な「能力」をひとつにまと
め上げるという、きわめて強力な機能をはたす。それは、人間の行動の多くが「言語」
を介在して行われているからに他ならない。さらに、「ことばのちから」という表現に
よって、「読解力」や「国語力」など従来から「能力」と見なされている概念に引きず
られる形で、「他者に感情を伝えること」や「暴力的な衝動を抑制すること」など、理
性によるコントロールともいうべき問題さえもが「能力」視されていくのである。

4.2. 社会的な視点の欠如

ところで、人間の特定の特徴を「能力」と見なすためには、どのような前提が必要
だろうか。第一に、その特徴に関し、個人間に差・相違が存在すると見なされている
必要がある。というのも、もしその特徴をすべての人間が普遍的に持っているとする
ならば、もはやそれは「特徴」たりえず、能力として概念化される必要もなくなるか
らである18。
第二に、その個人間の差は、何らかの価値判断に基づいて序列化されている必要が

ある。例えば「社会的な好ましさ」のような観点から、ある特徴を多く有している人
間が「能力あり」と見なされ、一方でその特徴を持たない人が「能力なし」と見なされ
るのである。反対に、たとえば指紋や虹彩の形状は、個人を識別する重要な「差」だ
が、それらは単なる「個人差」として処理され、その差異に価値判断が加えられ序列
化されるようなことは特殊な状況でない限りない。以上、第一の軸を縦軸に、第二の
軸を横軸にとって類型的に示したものが、図 4である。図が示すように、「能力」が概
念として成立するのは、図の第一象限（右上）においてである。

18生成文法などの言語学における「言語能力」（コンピテンス）概念は、例外と考えられる。
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能力個人差

普遍的特性

社会的・文化的
価値判断との
関連薄い

社会的・文化的
価値判断との
関連強し

個人差なし

個人間に差異あり

図 4 「普遍的特性」「個人差」「能力」の類型

以上から考えると、「ことばのちから」という概念が含意するのは、(1)「ことば」に
関する人間の諸性質には個人差が存在し、かつ (2)その個人差は何らかの観点から序
列化可能だと見なされるということである。言語現象を考えるにあたり、(1)「個人差
の存在」にはとりあえず異論がないと思われる。ここで問題にしたいのは (2)「個人差
の序列化」である。
前述の通り、序列化の前提には必然的に何らかの価値判断が存在する19。社会的・政

治的・文化的な観点から、ある個人差は「好ましい v.s.好ましくない」「適切な v.s.不
適切な」「優れた v.s.劣った」とカテゴライズされることによって「能力あり v.s.能力
なし」というラベルを付与されるのである。しかしながら、障害学に関する知見が示
すとおり（例：McDermott & Varenne 1995、古賀 2006）、「障害／能力なし」（disability）
は、個人のなかに実体として存在するのではない。むしろ、ある「障害なし／能力」
（ability）を重視する文化的慣習によって構築されたものであり、このことから考えれ
ば、社会を離れたところに「能力」は存在しない。つまり、「能力」は、意識的にせよ
無意識的にせよ、何らかの「善なるもの」が設定され、そこを基準として構築された
ものなのである。たとえば「学力」は、教育、特に学校教育の文脈において「学校文
化で支配的な知識・技能・態度」を多く獲得することを「善」とする文化・社会的慣
習から創出されたものである。また、「脚力」「筋力」「瞬発力」は、強靱な肉体を持つ
ことが「善」とされる文化（例えばスポーツ）内においてのみ、意味のある「能力」と
して概念化されるものである。
「能力」が社会的な構築物である以上、「序列化」もあくまで恣意的な社会的取り決
めに従っているに過ぎない。「能力」が含意する「序列化」を論じる際には、この点を
強く意識しておく必要がある。しかしながら、「ことばのちから」という、あいまいな

19ブルデュー（1993）が指摘するように、「正統」とされる言語の使用、あるいは「正統」なコミュニケー
ションスタイルが、「自然に」身体化されている人ほど、「正統な言語使用者」であるという「正当化」が行
われる。こうした評価はその言語／言語使用が「本質」的に「正統」であることに由来しているわけではな
く、社会的な権力関係によって規定されたものである。
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「能力」言説には、あいまいであるがゆえに、このような文化的・社会的構築物として
の「能力」という観点から意識をそらす効果（つまり、負の効果）があるように思われ
る。それは次のような 2点である。

(1)文脈喚起力の弱さ、全人格的な響き

「読解力」「語彙力」、あるいは「識字能力」「外国語能力」などという語からは、人
間活動における言語現象のごく一部を抽出して能力化したものであることがわかりや
すい。その点で、これらが社会的・文化的構築物であることは実感をともなって了解
されやすい。その一方で、「ことばのちから」には、一般的能力・全人格的能力といっ
た響きがある。「ことば」は人間の「本質」のひとつとすら見なされることが多いから
である。こうした言説には、人間の「本性」を容易に想起させ、「社会的構築物として
の能力」への意識をそぐ働きがあるのではないか。
このように、人間の「本質」を、ある尺度に一直線上に並べ序列付けることを可能

にする「ことばのちから」概念には、「生きる力」「人間力」と同じくらいの傲慢さ・息
苦しさを感じる（cf. 本田 2005）。例えば、前節で論じたような、「国語科で伝統的に重
視されてきた知識事項（例えば、語彙の知識量）」、あるいは「表現力（例えば、堂々とし
た態度、感情豊かな表現スタイル、明瞭・流暢な発音）」という観点からある人の言語使用
を評価しているに過ぎないにも関わらず、それを「ことばのちから」の多寡と読み替
えるのは、論理的飛躍であるばかりか、極めて暴力的なことだとさえ思えるのである。

(2)「能力」視による「社会」の捨象

もうひとつの重要な負の側面は、「ことばのちから」によって社会が捨象されること
である。「ことばのちから」という表現には、ことばに関する諸現象は個人に内在する
「能力」の総体であるという前提があるが、そもそも言語現象は社会的な現象（例：コ
ミュニケーション）、そして文化的な現象（例：リアリティの構築）でもあり、個人に内
在する能力としての「ことばのちから」にのみ過度の注目が集まることは、言語現象
全体の歪んだ理解につながりかねない。
また、「ことばのちから」言説には、社会問題に対する懸念が色濃く表れている（たと

えば、「学力低下」「感情を伝えられない子供の増加」「いじめ・少年犯罪の深刻化」など）。こ
の言説は、こうした社会問題を、「ことばのちから」という個人の内面の問題へと還元
し、「個人の内面としてのことばのちから」を育成し、社会問題の解決を目指すという
論理によって構成されている。そもそもコミュニケーション不全・いじめの増加・少
年犯罪の深刻化という認識の妥当性はきわめて疑わしいのだが（cf. 森 2000、広田 2000、
鮎川 2001）、それらを抜きにしても、社会的・政治的・文化的要因が大いに影響して
いるこれらの現象を、個人の「ことばのちから」によって説明および解決しようとい
う企ては、社会問題が持つ構造的背景を隠蔽し、その原因を個人の内面の問題に帰し
ていると言える。
小沢牧子は、『心を商品化する社会』（小沢・中島 2004）の中で、「人の状態や行動ま

た社会現象を、臨床心理学的な視点から人間の内面のありように還元して解釈し、説
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明し、問題を『改善・解決』しようとする（p.17）」立場および態度を「心理主義」と
呼び、このような立場は問題の社会的要因を捨象し、その全体性を見失わせることで、
「個人の内面」に過大な責を負わせるものであると批判している。「ことばのちから」に
も同様のことが指摘できる。つまり、言語現象の社会的側面から目をそらさせ、個人
の言語使用に対してのみ、まなざしを向けさせる、いわば「言語主義」的傾向である。
さらに言えば、以前は「キレる」「かっとなる」ような自己コントロール不全現象は、
個人の内面の問題として処理されてきたが、近年では「個人の言語の問題」としても処
理される段階に入ったとも言えそうである。つまり、社会問題を論じるうえでの、新
たな説明変数として「ことばのちから」が影響力を持ち始めたという可能性である。

5. 「ことばのちから」にあらがう—結論にかえて

ここで、いままでの議論をもう一度まとめよう。近年の「ことばのちから」言説は、
特に、能力育成の面から強調されることが多いが、その「能力」が意味する内容は、漢
字の知識量、語彙の多さ、「論理」的な思考力、PISA型読解力、「豊かな心」、「生き
る力」、感情の言語化能力など論者によって様々であり、「ことばのちから」というひ
とつのキーワードによって、異なる能力観がまとめられていると見なせる。こうした
「ことばのちから」という用法のルーズさは、ごく一部の言語現象に関係した「能力」
に過ぎないものを、人間の「本質」たる能力かのように見誤らせ、「社会的構築物とし
ての能力」という視点を失わせかねない。
以上の問題点を踏まえ、「ことばのちから」言説にどのように抵抗していけばいいの

だろうか。「ことばのちから」言説は、4.1.で論じたように、その「ルーズさ」ゆえに、
他概念を包摂するはたらきが強いが、この強力さゆえ、この言説には、抗いがたい影
響力が伴う—「ことばのちからの育成が大切です」と言われ、だれがそれを否定でき
るだろうか。というのも、「ことばのちから」はあまりにも大きすぎる概念であり、そ
れに対する「対抗言説」を簡単には創出できないからである20。こうした点を考え合
わせると、2項対立図式で正面から批判するよりも、再帰的に「ことばのちから」言説
を解体する方向が現実的だろう。この立場の対応策として考えられるものは、(1)「こ
とばのちから」への批判的な気づき、そして、(2)「能力」の社会的構築性の強調の 2
点である。以下、順番に説明する。

(1)批判的気づき21

・受容面：何の「言い換え」か？
「ことばのちから」という語が指示する「能力」は、ほとんどの場合「ある特定の

能力」を言い換えているにすぎない。したがって、何が「ことばのちから」と言い換

20反対に、例えば「（旧来型の）学力」などであれば、その是非はともかくとして「人間性」や「生活力」
「学ぶ意欲」などを対置することができた。

21この「批判的気づき」は、ノーマン・フェアクローの「批判的言語意識」 (critical language awareness)
を意識している（Fairclough, 1989）。ただし、フェアクローは言語現象一般の「気づき」を問題にしてい
るのに対し、本稿は、「ことばのちから」言説に焦点化し、より具体的な提案を行っている。
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えられているか意識することが重要である。

・発信面：語彙選択における「倫理」
以上の批判意識は、必然的に自分自身にも帰ってくる。つまり、「ことばのちから」

という語の安易な使用をやめるという選択である。そして、同時に、研究者や政策立
案者など、影響力のある人々がこのことばを濫用していた場合、彼ら彼女らの倫理性
を厳しく問いただすことも重要である。

(2)「能力」の社会的構築性の強調

もうひとつ重要な点は、「能力」とは、あくまで、ある社会制度において恣意的に成
立している概念であることを自覚することである。人々の言語使用は非常に多様・多
層的なものであり、その点を強調することで、言語使用のごく一部を「能力」と見な
すまなざしを相対化することができるだろう22。

以上、「ことばのちから」言説を分析し、その問題点のいくつかを明らかにした。社
会言語学、応用言語学、言語教育の分野においても、「ことば」を安易に「能力」視し
ない、批判的で反省的な態度が求められるだろう。
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