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現J工の日本語の問題に，外来語の多用・乱用が品げられることは多い。同級に英米系の外来語が大抵に流入

しているフランスでは， 1994年8月に「フランス語の使用に関する法律(通称・トゥーボン法)Jが成立し

た。この法律は v 公共仰の高い分野にフランス語の使用を広く義務づけるとともに，外来語の使用を規制しよ

うとした点に特徴がある。違反に対する罰金が高額であるごとも話題をよんだ。

法案の段精では，外来語を避け，かわりに国が定めたフランス語の言いかえ，いわゆる「公式用語」の使用

が義務づけられていたが，最終的には表現の自r11に反するという理由で，大部分が削除された。しかし，立案

意図や，成立過程における議論の数々は多くの問題を提起した。

今回の法制Eの背景には，フランスにおける長い言語政策の雁史やフランス35擁識に熱心な国民伯というもの

も1/[¥視できないが，それだけではなく，昨今の国際化，高度情報化が進む世界情勢の中で1 英語による言語の

画一化に御威を感じ，フランス諮の国際語としての地位を危ぶむ戸さえある。そういった強烈な危機感が収底

に品るようだ。

義務づけが検討された「公式用語」は， 卜数年前から，政府の委員会により作成されたもので，今回それら

をまとめた静典也発行された。ただ，多くは一般に普及しているとはいいがたく，人工的に外来語の言いかえ

を定めることの難しさを感じさせる。

外来語の氾i誌はマスコミ，そして学校教育に責任があるという意見もある。そのマスコミ，とくに放送にお

いては， CSAという独立した脆祝組織が 1 公共・民間の放送局に番組や広告の中で外来語の使用を極力おさ

え，フランス語に言いかえることを指示する勧告を行っている。

今回の法律に対する国民の反応は世論調査によると，外来訪の規制を支持する戸も多いが，一方で若者を中

心に，外来語に「現代的Jr実用的」という魅力を感じ 1 抵抗感が少なくなっているのも事実のようだ。

一方，日本では，外来語の理解度や抵抗感に大きな年齢差がみられ，コミュニケーションギャップを生み出

す可能性もある。 “ことばは図が口を出す問題ではなL、"という意識が根強い日本人にフランス流の言語政策

はなじまない点が多いが，日本の外来語の現状を深刻に受け止め，公共性の高い情報に対しては規準や目安を

示すなど， “野放し状態"といわれる現状に対して，対策を考えていく必要もあるのでは止いか。

目

はじめに""""""""''''''''''''''''''''''''''''''192 

I トゥーボン法の内容と成立背景ー """""'193

1. トウーボン法の特徴と内容 …" .・ H ・"193 

(1) 法律の特徴と主な内容 ・・・ー・・H ・H ・193

(2) 逃怒判決の内容・・・・ """"" 195 

2， トウーボン法のねらいと成立過程 ・196

(1) 立案意図と問題意識目H ・H ・"""""'196 

(2) 法律の成立過程…ー".・ H ・.....・H ・"・197

191 

次

3. 法案が提出された社会的背景 ……… 198 

(1) ガットウルグアイ・ラウンド交渉…… 198

(2) フランス語使用の危機感 .""" 199 

4. フランスにおける言語政策の歴史 200 

(1) フランス語の誕生と統一言語政策…200

(2) 現代フランス語への道・・H ・H ・....…201

(3) フランス革命時代の言語政策 201 

(の 外国語・英語の浸透への対抗 201 



 

NHK放送文化調査研究年報 40

(5) iパ=ロリオル法」のねらい ・202

11 外来語規制問題とマスコミのことば・・…202

1. 外来語規制の内容と問題点 ・H ・H ・.....202

(1) 外来語規制の背景……-ーー…202

(2) iフランス語公式用語辞典Jの発行日203

(3) i公式用語Jの特徴 日 .........203 

(4) マスコミ報道にみる反応と意見・・ 205

(5) 世論調査にみる国民の評価…….206

(6) 諸外国の反応 ....・H ・...............208

2. ""スコミのことばと外来語規制 .....208 

(1) トゥーボン法の放送に関する規制"'208

(2) 放送におけることばの殴視 ー…・.209

(3) CSAとん・モンド社への

アンケート結果・....…目H ・H ・...・ 210

(4) マスコミのことばに対する意見・・ 212

(5) 今後の放送の外来語規制 ・・・・212

111 卜ウーボン法の諸問題・・...，・………・・ .213

1. 地方語閑題 ・ ....・H ・.......・H ・...・213

2. 言語の教育と政策 ーー...・H ・・・・・・215

はじめに

現在の日本語の問題のひとつに「外来語」があ

げられる。

最近のNHKの調査で也，テレビや新聞で外来語

が多く使用されていると感じる人は 7制。外来語

の意味がわからなくて困った経験がある人も，老

若男女含めて 7割にのぼる。放送局に寄せられる

視聴者からの苦情もあとをたたない。

ニュースで“オープンする"という表現を耳

にして，日本語の軽薄化がここまですすんだ

のかと嘆かわしく思い， “開屈する" “開業

する"という正しい日本語がありながらどう

して安直なカタカナ語に走るのか理解できま

せん。普通に日本語で表現すればよいものま

でアクセス，アメニティー，イノベーション

・と変化す一体だれに話そうとしているのか

疑問に思います。

(95.3視聴者からの投書)
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放送においては，日本語で表現できるものは外

来語の使用を避けたり，わかりにくいものには言

い添えをしたりするなど工夫をしているが，個々

の語について使用基準を定めてはいな¥¥，まし

て，国で外来語の使用基準を定めたものはなく，

役所の白書類にも外来語はあふれでいる。

また， 2月21日のニューヨークタイムズは長文
111...，}，. 

記事で iWaseiEnglish (和製英語)Jの氾濫ぶ

りを次のように伝えている。

日本は米や自動車を輸入したがらないが，外

国のことばを取り入れることにはことのほか

熱心である。あらゆる言語は外国のことばを

取り入れる。しかし，日本語はケタ外れに多

い。フランス人などは英語による自国語への

侵害を呪っている。しかし，日本にはそう

いった論議はないようだ。 "ji'実それらを外国

語と思うのは問述いである。 “シルバーシー

ト" “へアヌー F'" “ポケベjj.，." “ボディコ

ンギャ)L.-" ・英語を母語とする者に理解でき

ないととばばかりである。



英語を話す外国人にさえ通じない非国際的な和

製英語の氾濫，そして何ら策を持たない日本人に

批判的だ。実際，外来語が多すぎるという問題意

識を持つ日本人は少なくないが，現実には“野放

し状f&1"であるといえるだろう。

一方，外来語政策において，日本の対極にある

のが，ニューヨークタイムズでも比較にあげられ

たフランスであろう。 1635年のアカデミ一フラン

セーズ設立をはじめ，フランス語擁殺の言語政策

の歴史は古い。そして，また昨年8月，ことばに

関する新たな法律が成立した。通称「トゥーボン

法」と呼ばれるこの法律は， 20年前に制定された

同種の法律を強化したもので，フランス語の使用

を，広告，メディア，教育，契約，集会・会議な

ど広範囲に義務づけ，違反に対しては高額の罰金

を科すなど厳しい罰則規定をもうけた。そして

もっとも注目すべき特徴は，外来語の使用を規制

しようとした点にある。最終的には，成立直前に

表現の自由に反するという理由で大部分が削除さ

れたが，審議過程でさまざまな論議を呼んだ。

本稿では， トゥーボン法の内容や成立背景，社会

的反響について広く考察する。とくに日本でも問題

になっている「外来語」には注目していきたい。

第I主主では，法律の特徴や内容を紹介し，そし

て法案の立法趣旨，提案理由，成立過程や論議，

またトゥーボン法が浮かび上がってきた社会的背

景，最後にさらに歴史をさかのぼり， トゥーボン

法につながるフランスの言語政策の歴史について

述べる。

第E章では，外来語問題に注目する。政府発行

の言いかえ集の内容や，マスコミ報道，一連の論

議，世論調査にみる国民の反応などを紹介する。

また，一般の人に大きな影響力を持つ7 スコミ，

とくに放送における外来語の問題点やその取り組

みについて考察する。

第田章では， トゥーボン法が含む問題の中か

ら， I地方語」と「教育Jについて取り上げる。

第町章では，再び外来語問題に戻り，日本語の

外来語に目を向ける。フランスでの取り組みを踏

まえて，日本の外来語問題の現状と国語政策，外

来語の規制について，世論調査の結果をまじえな

がら考察した1'，
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フランス人にはフランソワ一世のことばにみら

れるよう「ことばは国がしきる問題である」とい

う考えがあり，実際に長い言語政策の歴史があ

る。反対に，日本人は， Iことばは国が口を出す

問題ではなL、」という意識が板強い。また，言語

学的にみると，フランス語の場合，外来語は文法

にまで影響が及ぶ上に，アルフアベット表記なの

で判別しにくい。一方，日本語では文法にまで影

響が及ばない上に主にカタカナで表記するので区

別がつきやすいなど異なる事情を持つ。しかし，

主に英語に由来する外来語の氾灘，外来語に対す

る意識や使用に大きな世代差がみられるなど共通

した問題も抱えている。

両国とも，国際化時代，高度情報化社会の中

で，今後も統くであろう英語の大量流入という問

題に直面している。自国語を守るため，法的手段

で対処しようとしたフランスの試みや論議の中か

ら，日本の外来語開J閣を考える上で参考になるこ

とを見つけた1'，

1 Iトゥーボン法」の内容と

成立背景

1. rトウーボン法」の特徴と内容

(1) 法律の特徴と主な内容

94年8月にフランスで成立した法律は，正式名

を「フランス語の使用に関する1994年8月4日の

法律第94-665号」とL、う。フランスでは，法律は

立案者の名前で呼ばれることが多く，今回は文

化・フランス語図大臣ジャック・トゥーボン

(Jacques TOUBON)の名前から，通称「トゥー

ボン法」と呼ばれる。とれは前回の同極の法律

「パ=ロリオJレ法」が成立してから20年後の大改

正である。

まず，この法律には次のような特徴があげられ

る。

①フランス語使用の義務づけ範囲の拡大

(I外来語使用の禁止

③厳しい罰則規定

④多言語教育の義務づけ
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では，次に全24条からなる法律の主な内容を紹

介する。(法律全文と解説はP.227を参照)

A. “国語"としてのフランス語

まず冒頭で，フランス共和国の言語は「フラン

ス語」であるということを明言している。その範

囲は，教育，労働，取引そして公役務仰に及ぶ。

そして圏内だけでなく，フランス語は，フランス

語を使うすべての国々(フランス語圏)を結びつ

けるもの，櫛帯であることを宣言している。

(第 l条)

B. フランス語の使用が義務づけられる分野

法律ではさまざまな分野にフランス語の使用が

義務づけられた。おもに 9つの分野に及んでい

る。

①財・製品・サービ.ス，広告

不動産などの財産，製品やサービスの表示，消

賞者向けの売り出し文，紹介文，使用・利用の説

明書，保証の範囲や条件についての記載， ~fJ求

書，説明書は，フランス語を使用しなくてはなら

ない。また，あらゆる広告について也同様であ

る。ただし，すでに名の通った外国の製品や特産

物については，この義務は免除される。

~cjr~にひとつまたは被数の外国語がE普かれてい

る場合は，同様の内容が埋解できるようにフラン

ス語の表示を付けなくてはならない。

(第2・4条)

②掲示(広告)や通知

道路や公共の場所，公共のi愉送機関にはり出さ

れる掲示や通知は，フランス語で作成しなくては

ならない。掲示や通知にひとつまたは級数の外国

語が脅かれている場合は，同様の内容を理解でき

るようにフランス語の表示を付けなくてはならな

い 。(第3・4条)

③契約

公法人間または公役務を目的とする活動を行う

私法人の締結する契約では、 「フランス語の語い

の豊富化に関するデクレ(政令)Jの中で指定さ

れた用語がある場合，外国語を使用することはで

きない。ただし.r.商工業的活動を管理する公法人
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によって締結され，全体が国外で履行される契約

にはこの規定は適用されな1'0 ただし，外国人が

共同契約者の場合には外国語の税l訳を付けること

もできる。(第5条)

④集会・会議

フランス国内で行われる集会・討論会・会議の

参加者はフランス語で発言する権利を持つ。

会議の前や期間中に配られる文書.議事録はフ

ランス語で作成しなくてはならない。外国語の文

書や発言にはフランス語の要約を付けなくてはい

けない。しかし，外国人対象のものや対外貿易促

進の集会は除外する。(第6条)

⑤公的な外国語の出版物

公的または公的助成金を受けて発行する図書・

雑誌・通知文書が外国語で作られる場合には，フ

ランス語の要約を付けなくてはならない。

(第 7条)

⑥労働

書面による労働契約・就業規則・労働者の義

務，職務履行上の義務を含む文書，団体労働協約

や協定，企業や事業所の協約はフランス語で作成

しなくてはならない。ただし，外国語の捌訳を付

けることができる。求人募集は，囲内で行われる

業務に関するものであれば，フランス語を使用し

なくてはいけない。国外の場合でも募集者や使用

者がフランス人の場合は，フランス語を使用しな

くてはいけない。(第8・9・10条)

⑦教育

教育(授業) .学力試験，入試，学位・学術論

文はフランス語を使用しなくてはならない。

ただし，地方語，外国の言語・文化の教育を必

要とする場合や，外国からの客員・刷版授の場

合には適用除外とする。また，外国人学校や国際

的な性格の教育を行う機関も除外する。

⑧通信

別途紹介する (p.208)

⑨商標

(第11条)

製品，商品.サービスの商標に「フランス語の

語いの豊富化に関するデクレ」で定められた外国

語の表現や用語がある場合には，公法人または公

役務を目的とする場合，使用を禁止する。ただ



l.法律施行以前に定められた商標は除く。

(第14条)

C.罰則規定

法律に述反した場合唱公共団体や組織は.公的

な助成金の一部または全部の返還を求められるこ

とがある。

第2条(財，製品やサービスの表示，消費者向

けの売り出し文，紹介文，使用・利用の説明書，

保証の範囲や条件についての記i械，前求書，説明

書はプランス語を使用しなくてはならなL、)に違

反した場合，司法警察などに捜査権が与えられ，

もし妨害すると，最高で 6か月間の禁固または 5

万フラン(約100万円)の罰金が課される。

また.それ以外の条項に述反した場合について

は，後にデクレによって定める。(第15-19条)

なお.95年3月3日付のデデレによると，第 2

-4. 6. 8 -10条に述反した場合の罰金は5000
フラン以下，法人は 2万フラン以下と定められて

いる。

罰金が20年前の法'伴に比べ大幅に増額されたの

は，前回の法律が卜分に効力を発しなかった原因

のひとつは，罰金が安すぎるところにあったとい

う考えからきているようだ。

D. フランス語・外国語学習の重要性

「フランス語の習熟，その他の 2か国語の知識

は，教育の重要な目的の一部をなす」という項目

が教育基木法に加えられた。(第11条)

ごれは，英語が国際社会において勢力を強めて

L、ること，その一方でフランス語の国際的競争力

が弱まっていることへの危機感からきている。英

語一辺倒の教育を見直し(フランスの第一外国語

は圧倒的に英語) • ドイツ語，スペイン語，アラ

ブ語など他言語の学習にも力を入れ，言語の多縦

性を維持していこうとする“多言語主義"の発想、

からきている。この政策に対しては評価の声が高

かった。

E.地方語の保護

この法律の規定がフランスの地方語に関する法

律や規則を妨げたり，地方語の使用を禁じたりす
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るものではないことを宣言している。(第21条)

フランス語の地方語 (Ianguesregionales)と

は，日本の方言というより，アルザス語，プロ

ヴァンス語などの独立言語を指す意味合いが強

1'， (詳しくはP.213)

そして，最後の第24条では.1975年「ノ'¥=ロリ

オル法」を廃止し I 各項目とも猶予期間は異なる

が，新しい規定に移行することを明らかにしてい

る。

(2) 違憲判決の内容

フランスでは法律:IM定の過程で，法案が上院・

下院を通過したのち，大統領・首相 上・下院の

議長または60名以上の議員の要求があれば窓法院

の.ttJ?M.審査が行われる問。 トゥーボン法について

は. 9か所にJ1ll官、判決が出され，その部分を削除

修正した上で成立した。修正部分は今回の法律の

ポイン lになる部分なので，簡単に紹介したい。

修正点9か所中 8か所はほぼ同じ内容で. Iフ
ランス語の語いの豊富化に関する法令に規定する

要1'1において承認された同様の意味を有するフラ

ンス語の表現または語がある場合には外国語の表

現または語を含むことができなL、」という部分に

かかわる。これが1789年の人権宣言第11条が保障

する「表現の自由に反する」と判断され削除され

た(削除部分の詳細|はp.235参照)。削除を含んで

いた条項は以下のとおり。 2条(財・製品目サー

ビス) . 3条(掲示・通知) . 8条(労働契

約) ・9条(労働に関する 3項目) ・10条(求人

募集) ・12条(視聴覚)。

つまり，以上の分野において，フランス語の使

用を義務づけることはできるが ftil)裁付きで「公

式用語J (国の定めた外来語の言いかえ)を義務

づけるごとはできない，それは表現の自由を侵害

するという判断が示された。この判決に対する反

響は.)レ・モンド (94.7.31)の「良識が勝利を収

めた」というコメントに代表されるように，態法

院の判断を称える論調が主であった。

ただし「公的な契約JI商標Jの条項では，外

来語禁止部分が述怒とされなかったので.今後，

フランス語への言いかえが義務づけられることに
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なった。

もう lか所の削除部分は，第 7条の「教育・学

術研究で公的資金の補助を受けた場合，その業績

をフランス語で出版しなくてはならない。外国語

で出版する場合には必ずフランス語に捌訳をする

という契約をするJという内容である。これも，

表現・伝迷の自由に反すると判断されたロ

(加治木美奈子)

注

(1) 公役務 フランスの行政法理論の中心概念。公の

機1/時により，公益の迷成を目的として行われる役

務を指す。

(2) 公法人地方公共団体，公共組合 l 公社，公岡l，

公団など公共性の強い法人を指す。対話は私法

人。

(3) この制度は，法律のレベルでの人権保附を昨思す

る機能を営んできたが，議会内少数派が多数派に

よって可決された法案をrJJ，法院への拠訴を通じて

批判・攻催し，態法院の判断により法案の内容に

滋法レベルでの修正を施させることを可能にする

という政治的な機能を持つ。

2. rトウーボン法Jのねらいと成立過程

(l) 立案意図と問題意識

「フランス語の使用に関する法案」が，パラ

テ'ューJレ内閣の閣議で正式に承認され，議会上程

が決まったのは，例年2月23日である。

この時期にこの法案が策定されたねらいは何で

あったか，より広い言語・文化政策の中でどのよ

うな位置を占めるのか，そしてその背後にある言

語・文化政策の責任者の問題意識・状況認識はど

のようなものだったか?

こうした点を採るのに絡好の資料として，法案

の閣議決定以前に脅かれたトゥーボン自身の文章

がある。首相府に置かれたフランス語高等評議会

のニューズレター Wlesbr前田jの94年 )-3月に

掲，1唱されたものである。以下に要点を紹介した

L、。
「われわれの言語はわれわれの文化および遺産

の中核である。ところが，ますます国際化が進む
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世界の中で，画一化の傾向が言語の多様性をおび

やかしているJ。政府は「フランス語がフランス

共和国の言語である」とする慾法上の原則を空文

におわらせない決意を岡めた。優先度が与えられ

るべき 3つの政策領域がある。

第一の「優先事項は，囲内におけるフランス諮

の尊重を確保することであるJ。このためパ=ロ

リオル法を強化し，適用範囲を拡大する法案を議

会に上程する。

しかし，法律ですべての問題を解決するととは

できない。 Iフランス人に対してフランス語は現

代性(モデルニテ)を表現することができるのだ

ということを立証しなくてはいけなLリ。これま

で力を入れてきた「公式用語に関する取り組みは

今後も追求されJ， I新語普及の改普のため，新

たな努力がなされることになる」。

「フランス語振興政策の第二の柱は，各種言語

産業 (indus廿iesde la Iangue)に関する国家的戦略

の策定である」。フランス語はニュー・コミュニ

ケーション・テクノロジーの進展の中にしっかり

地歩を占め，他の言語に圧倒されてしまわぬよ

う，そして自動化や情報源多様化の恩恵に取り残

されないようにしなくてはならない。

第三の柱は， I言語多元主義 (multiIinguisme)

の鼓I次による腔界の中，とりわけヨーロッパ内で

のフランス語の維持」である。 I文化的・言語的

多様性こそヨーロッパの富の一つJであり，その

維持はヨーロッパの構築と不可分の関係にある。

言語の画一化を回避するため「多様な外国語の習

得」を助長するようヨーロッパの仲間たちに働き

かけなくてはならない。

以上のように， トゥーボン法は，単に伝統的な

フランス語擁殺論のむしかえしでも，国語公定主

義の単なる延長に出てきたのでもなく， 90年代の

現代的関心や問題意識を踏まえ 1 あるいは21由紀

の社会・国際環境を念頭にしての危機意識を土台

にして登場してきたものといってよいだろう。

いうまでもなく， I脅威」として念頭に置かれ

ているのは「画一化Jをもたらしつつある英語の

浸透力の強さである。しかし，脅威は必ずしもフ

ランス語の純粋性を侵し，正用法を狂わせるから



ではない。

冷戦体制が崩れ，放送の世界にまで「国境のな

いテレビJの時代が到来しつつある文字どおりの

国際化の時代の中で，そしてまた，通信・放送・

電算情報処理の一体化にともなって高度情報化が

進展する中，英語のみがその地位を高めている。

あらゆる先端技術分野や社会生活高度化の局面

で，英語がどの国のことばをも圧倒していく「国

際的画一化」が進行し，そのなかでフランス語の

地位が低下し，ヨーロッパの文化的多様性と ~rtl自

性が薄れていくことへの危機意識が根底にある。

ごの状況になんとか歯止めをかけなくては，フ

ランス語は，発展し統ける現代社会への適合性を

失い，ロシアとドイツのはざまにあってフランス

やその言語・文化に親近感を抱き続けてきた中東

欧の少なからざる国々においても英語はもとより

ロシア語， ドイツ語に対しでも風下に立つことに

なろう。

先の 3つの政策目標を掲げたあとの文章で，

トゥーボンは，教育商での協力によりブルガリア

やJレーマニアなどの具体例をあげながら「中東欧

の飼」をI呼び起とすととを説いている。また，

「言語産業」とは何を指すのかを以下のように説

明する。

「自然言語の自動処理(コンピューター処埋)

を活用するテクニック，アクティビティー，サー

ビスの全体」が言語産業であるが，こうした言語

の処理技術は「遠隔情報サービス，エレクトロ

ニック データベースの作成管理，コンヒ。ュー

ター捌訳， 7)レチメディア利用，教育ソフト開発

などに応用されるJというのである。

しかし，こうした政策目擦を推進し効果を上げ

るためにも，まず必要なのはフランス人自身のあ

る種の敗北主義を打破する必要がある，というの

がトゥーボンの考えである。つまり，プランス語

の「現代性」に対するフランス人自身のあきらめ

であり，ビジネス・技術用語における英語優位へ

の安易な追随が問題なのである。般かに，政府や

公的機関は外来語の言いかえや新しい専門用語の

創造努力をたゆみなく続けてきた。が， 7スコミ

や広告，あるいは職業生活におけるフランス語利

用への無関心や安易な外来語愛好は，深まり広ま

国家による外来語規制

るばかりに思える。フランス語にそれに相当する

単語・表現が存在する場合，外来語の使用を禁止

し，フランス語の使用を法律によって義務づける

職業分野・活動領域を思いきって拡大し，罰則も

強化するごとにより，フランス人自身の敗北主義

をっき崩そうというものである。

トゥーボン法は単に純正フランス諮の擁諮を意

図したのではない。トゥーボンは94年 l月中旬公

共ラジオによるインタビューの中で，新立法の意

向を明確にしたが，その際，フランス語の「宣揚

(プロモシオン)Jのための法律は「防衛的」で

はなく， I攻撃的(オファンシブ)Jな也のでな

くてはならないと繰り返した。強制力の強い法律

の意味ではなく，フランス的敗北主義から転換を

促し，将来展望を切り開きたいという願望を表現

したものといってよいであろう。

(2) 法律の成立過程

2月下旬に閣議で正式承認された「フランス語

の使用に関する法律案」は3月l日，上院(元老

院)の先識を求めてフランス国会に上程された。

上院文化委員会から同法案についての特別報告者

に指名されたJレジャンドル議員(共和国述合)の

報告書が4月6日に提出されて実質的審議が始ま

る。

社会的にも関心を集めたこの法案は，上院でも

下院(国民議会)でも活発な論議の対象となり，

多岐にわたる修正・再修正の手が加えられた。そ

のため，両院協議会で調盤し，最終的に議会で可

決され成立に己ぎつけたのは， 6月30日の深夜で

ある。

しかし，その直後の 7月l日， トゥーボン法へ

の有力な批判勢力であった社会党系議員の一部か

ら，述慾立法審査権を持つ慾法院(JA(法評議会)に

いくつかの法文に対するi車窓判断請求がなされ

た。およそひと丹後の 7月29日1 すでに述べたと

おり， I!品法院はトゥーボン法の一部について遮惣

無効との判断をくだした。

このため，逃慾とされた条項，法文を削除した

トゥーボン法にミッテラン大統領が親署を行った

のは8月4日となり，その翌日「フランス共和国

官報」に掲il出されることによって「フラジス語の

-197ー
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使用に関する1994年8月4日の法律」としてよう

やく公布施行されたのである。

議会での論議における対立車111の一つは，フラン

ス語の使用を義務つける分野・領域についての選

択の当否であったのは当然である。が，いま一つ

の対立制1は外来語の排除や禁止をどの程度強く規

定するのかという点であり，これとからんでの

「フランス語使用義務に違反しているとする判断

基準の公定(たとえば，言いかえ用語集のよう

な)Jにつながるような規制方法についての適否

である。

この第2点についての慾法院の判断は， rリベ
ラシオンj(94目8，1)のたくみな要約を引用するな

ら， rプランス語使用を義務づける立法は許され

るが，公役務の任務をはずれた私的領域での“公

式用語の使用"を強制するのは許されなLリとい

うものであった。また，同じ 8月1日付の『ラ・

トリピューヌ』では， r行政を除けば外来語の使

用は述法ではなLリと見出しした。

態法院の部分的述慾判決によって， トゥーボン

法は，大きくその実効力を減ずることになった。

しかし， トゥーボン文化相は，自分は「極めて積

極的な満足J (rラ・トリビューヌ j94，8.1) を

感じていると言明し，判決への失望をあらわにす

ることはなかった。 rこの判決は，法律以外にも

多くの措置を包含しているグローパルなフランス

語・フランス語圏政策の今後の推進をわれわれに

奨励する内容だからだJ(rフランスソワールJ
94，8.1) というのである。

このトゥーボンの態度は必ずしも強がりでない

かもしれない。少なくとも彼自身は. r攻螺的」

なトゥーボン法の巻き起こした社会的論議によっ

て，安易な外来語依存は21世紀のフランス語の衰

弱につながるのではないかという問題意識が，少

なからざる人々の閥に根ざしたと信じているであ

ろう。また，フランス語による言いかえや造語の

努力はこれまで以上に強化され，それにより言い

かえようとする意識的努力也公的な領域だけでな

く私的活動分野にも浸透していくだろうと考えて

いると思われる。(岩谷籾世)
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3. 法案が提出された社会的背景

(1) ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉

フランス政府が，フランス語の擁殺に乗り出し

た背景にはいろいろな事情が考えられる。

まず思い浮かぶのは. 1993年に行われた

GAIT'ウルグアイ・ラウンドの交渉で一一これ

もGAITではなく， AGETACと言わなければフラ

ンス語としては正しくないのだが，一一フランス

が他のヨーロッパ迎合・ EUの国々と共同して，ア

メリカに対して，映画やテレビ番組，さらには音

楽や放送などの分野で自分たちの文化を守るごと

を主張したことである。

この交渉では，農業問題が焦点、のように伝えら

れたが，実はもう一つ難問があった。ウルグア

イ・ラウンドの目的は，世界貿易に対する規則を

改革して，サービス部門(銀行，保険，運輸，

オーディオビジュアルなど)を自由化すること

だったが，このなかのオーディオビジュアルにつ

いて，フランスなどEU仰lが主張した「文化特例」

を認めるかどうかの問題である。 EUは自分たちの

映画やテレビ番組などを守るために，映像・音響

の分野で特例を設けるよう主張して，アメリカと

真っ向から対立したのである。

EU側の言い分は次のようなものであった。つま

り映画やテレビ番組などのオーディオビジュアル

は文化財であり，これらは自分たちの固有の文化

なのだから，単なる貿易の範偏には入らず，当然

ウルグアイ・ラウンドの交渉品目から除外すべき

であるというのである。各国は自分たちの文化を

守る権利があり，ガット協議では，文化品目を除

外すべしというものであった。

一方アメリカは，映画は娯楽であり，あくまでビ

ジネスだから，当然ガヅト交渉の対象であるとし

て，フランスをはじめとしてヨーロッパ各国でク

リエーターたちと，競争力のある映画産業を守る

ために実施されている保護措置の撤廃を求めた。

EUは， 1989年に一つの規則を決めた。それによ

ると，自分たちの文化を守るために，ニュースや

スポーツ中継を除くテレビの放送時間の半分以上

が， EUの匡]で制作された也のでなければならない

としている。なかでもフランスはこの割u"舎をさら



に強めて.EU製は60%以上，そのうち40%以上は

フランス製でなければならないと決めている。さ

らにEUの文化相理事会は.1995年の 6月には，城

外のテレビ番組のj皮映規制lをさらに強める案を検

討する予定で品る。これによれば今後10年間，テ

レビ局に対して，その放送時間の半分以上を域内

でつくられた番組の放送にあてるように義務づけ

るというものである。

この案については，イギリスやドイツの反対が

強く，採択されるかどうか微妙な段階だが，アメ

リカの主張では，こうした規則自体が，自由貿易

を定めたガ yトに泣反しているというのである。

現実はどうかといえば，フランスで一番大きい

民放であるTFlは.1993年にアメリカ映画など外

国映画を放送しすぎて，業大な罰金を取られた。

このように，現実にはアメリカ製のテレビ番組が

プランスのみならず，ヨーロソパ各国のテレビで

数多く放送されている。

1994年 9月から，アメリカの企業がロンドン

で，映画とアニメーンョンの24時間放送を始めた

が，これも規則に反するとしてフランスとベル

ギーでは放送が禁止された。アメリカによれば，

これこそ保自由主義の典型だというのである。

ヨーロソパの人たちはアメリカ映画を好み，あ

の「ジュラシソク・パーク」の大ヒットに象徴さ

れるように，アメリカ映画がヨーロッパを席巻し

ている。ヨーロソパ映像 電気通信研究所

(IDATE)の調査によると.1992年の掲合，映画

やテレビ番組などの映像ソフトがアメリカから

ヨーロ yパにどれほど輸出されたかというと，そ

の額は36f，(l!.600万ドル，一方ヨーロソノ切、らアメ

リカへの愉出は，わずかに 2億9000万ドルに過ぎ

ない。貿易収支は12対lと，圧倒的にアメリカの

出超となっている。アメリカにとって，映画やテ

レビの番組は航空産業につぐ第 2の愉出産業なの

である。

こうした現状を見れば，ヨーロッノtとくにフラ

ンスが，ガソ 1・ウルグアイ・ラウンドの交渉の

中で行った「文化特例」を認めよとの主張はある

程度説得力があり句事実，厳しい交渉の結果EUの

言い分を認める形で決着したのだった。

こうしたガ y ト交渉の成功を受けて，文化その

国家による外米語脱出l

也のであることばを擁殺しようという機運が一気

に盛り上がったととが，今回の「トゥーボン法」

の背景にあると考えられる。

さらにはこうした迎助を政府が率先して展開し

なければならないほど.フランス語の使用が危機

にあると Lサ現状がある。

最近フランスの新聞では. rフランス語の将

来」と題する意見広告をよく見かける。英語とく

にアメリカ英語が，日常生活だけでなくいろいろ

な機会に使われるようになったことに危機感を持

つ人たちが. rフランス語を使おう」と訴えるも

ので，著名な作家など 300人が署名している。統

合が進むにつれ，フランス語が英語に浸食され

る，そうした'J封書を防がなければならないという

主張である。問題はこうした主張が，声高に1111ば

れなければならないほど，英語が日常のフランス

語のなかに混入している現実である。

フランス人が日常の会話のなかで，英語をはじ

めとする外国語を使うようになっているという実

態のほかに，体制的に外国語が使われる事態が起

=っているということである。

西ヨーロッパの15か国は.1995年 l月から拡大

ヨーロッパ迎合をつくった。これは1993年2月に

調印された「ヨーロソパ迎合条約('7ーストリヒ

ト条約)Jに基つくものだが，この条約では

「ヨーロソパ市民権」を認めていて，加盟15か国

の市民は，職業を保陣されている限り，国境を越

えて住みたいところに住むことができることに

なった。その結果，さまざまな文化を負った人々

が混じりあって生活する機会がこれまで以上に増

B目したのである。

フランスでは1992年5月，このヨーロソパ迎合

条約を批准する準備段階で，悲法を改正した。そ

してその際「フランス共和国の言語はフランス語

である」という条項をわざわざ付け加えたのであ

る。これはヨーロッパの統合が進むにつれて，さ

まざまな人が混じりあって住むようになり，その

ときフランスの統ーはどうなるかという不安を鎖

的化するために取られた措置であった。

(2) フランス語使用の危機感

さらにもう一つ，フランス語が国際語としての
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力を失いつつあるという深刻な危機意識である。

一例をあげれば，フランスに進出している多国籍

企業の80%は，社内での共通話を英語としている

といわれる。

またコンビューターのプログラムをフランス語

で組んでも，世界を相手にしては，なかなか売れ

ないという現実がある。そのため企業家のなかか

らは，フランス語至上主義は，やがて経済活動を

行き詰まらせるという戸が上がっている。

こうした状況に拍車をかける事態が， 1995年初

めに出現した。

今年から15か国に拡大されたEU'ヨーロッパ連

合では， 1月からルクセンブルク出身のジャッ

ク サンテール氏が委員長に就任したが，これを

機会にこれまではフランス語だけで行われていた

記者会見で，英語が使用されるようになった。そ

れによって，記者会見にヨーロッパ各国のジャー

ナリストが出席するようになり，記者会見での英

語の採用は歓迎されている。

拡大されたEUて、は，議事録などを各国語の捌訳

に時間と貸用がかかり，それを軽減するために次

第に英語が使われるようになっている。このよう

にヨーロソノtのなかで，フランス語は独占的な地

位を失う危機にあり，危機感を募らせている。

(柏倉康夫)

4. フランスにおける言語政策の歴史

法律による言語 外来語の!:lJ.ili1)は，今回の

「トゥーボン法Jが初めてではない。フランスは

その長い歴史において，立法による言語統11;1)を幾

度となく繰り返し行使してきた。

したがって，この「トゥーボン法Jが構築され

た背景の一つには，古くからの言語立法の伝統と

言語に対する国粋主義的な考え方が働いているこ

とは否定しがたP，ここでは，こうした側面をお

さえておくため，フランスにおける言語政策の歴

史を概観する。 (P.237の年表をあわせて参照)

(1) フランス語の誕生と統一言語政策

フランス語の起源は，俗ラテン語である。これ

は，紀元前50年ごろの古代ローマ帝国の兵士の話

しごとばと，ローマ帝国が征服した国々の民族の

方言が混ざり合ってできたことばである。それ

が，中世のフランス国成立に伴って一言語として

確立していく。

中期フランス語l時代(14-16世紀)のフランス

では，イギリスやイタリアを敵国として戦争が続

き，外国からの侵入や不安定な圏内情勢に対処す

る方策のーっとして，国は初めて本格的な言語政

策を打ち出した。それが， I司法改革の勅令Jと

「ヴイレール=コトレのMJ令」である(この 2つ

の法令は，今回の「トゥーボン法」の審議過程に

おいても繰り返し言及されている)。

「司法改革の勅令Jは，国王lレイ 12陸が， 1510 

年に王権を強化する目的で発令した言語に関する

最初の法令であり，裁判での尋問をすべてフラン

ス語で行うよう定めたものである。ラテン語やそ

の他の方言(イタリア語・スペイン語などフラン

ス圏内で話されていた言語)を排除し，それまで

無秩序であった言語(地方によって話すととばが

迷う)を固として統一しようとした。

「ヴイレール=コトレの勅令」は， )レイ 12世の

がJ令を確認する形で発令されたもので，次の国王

であるフランソワ 11量が， 1539年8月15日にヴイ

レール=コトレで署名をした192条からなる勅令

である。 I裁判の訴訟での手続きや判決などの文

書は，ラテン語の代わりに母国語のみの使用」仰

を規定するもので，方言を否定してはいない。し

かし，この母国語とは国王が宮廷で使用してい

た，イル・ドゥ・フランス地方の言語であり，こ

の言語で統一することが暗示されていた。

同じ時期の1549年にプレイヤード派の詩人ジョ

アシャン・デュ・ベレーが『フランス語の擁識と

顕揚』を発表する。(“擁諮"と“顕揚"という

ことばはその後の論議で頻繁に引用されるように

なる)。テPュ・ベレーの11寺代は，ラテン語がフラ

ンス語よりもまさっているという一般的な観念が

あったため，彼は， Iフランス語をラテン語から

“擁談"すること」と「古典語を模倣しつつ語い

の豊富化を目指すため新語を創造しフランス語を

“顕4品"させること」を唱えたのである。
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(2) 現代フランス語への道

絶対王flil]下のフランスでの言語政策の伝統は，

アカデミー・フランセーズに受け継がれていく。

これは， )レイ 13世の宰相リシュリューのつくった

国の言語統制機関である。彼は，言語統一が国家

政策として必要不可欠であると考えたのである。

1635年に創設されたアカデミーは，文法学者など

40人がメンバーとなり，その権限は現在まで統く

ことになる。乙こでの役j1jJJは，①辞書の編集，②

文法書の編集，Q:修辞学の制定であり，まず辞書

編集が開始された。この辞書は，文法家ヴォー

ジュラが提唱した“よい慣用" (宮廷での話しこ

とば)を中心に編集され，国民がこれを手本にす

ることが目標とされた。

(3) フランス革命時代の言語政策

1714年Jレイ 14世の治世にヨーロッパ諸国岡で

『ラスタット条約Jが結ばれ，この時フランス語

が第一外交用語として国際的に定められた。これ

は，英語とフランス語が併用される『ベルサイユ

条約 (1919年)jまで 200年間続いた。

1789年のフランス革命勃発とともに， Iーにし

て不可分の共和国」の理念のもと，言語政策が新

たな脚光を浴びてくる。革命時代の最も急進的な

議会である国民公会の命によりアカデミー・フラ

ンセーズなどの文学団体の歴史がいったん中断さ

れるが，アカデミーが担っていた“言語の統一

化"は，国民公会にも引き継がれた。

国民公会は，まず1793年10月26日に「共和国全

域での教育はフランス語で行うJことを規定し，

翌年の1794年7月20日には， I国家のすべての法

令の編さんにおいてフランス語の使用を強制す

る」ことを規定した。

1794年の法令は，革命時代の教育委員会である

公教育委員会のグレゴワール神父聞が，この時代

のフランス語の現状を把握するために地方諮につ

いて調査し，国民公会での演説で， 10人に 1人し

か標準フランス語を話せないことを報告した。こ

れを受けて国民公会が「地方語および方言の廃

止Jを呼びかけたのがはじまりである。この時，

中世以来行われてきた言語政策は，あまり効果が

なかったことが初めて磁認された (1794年の法令

国家による外来語規制

の内容はP.238を参照)。

こうした一連の法令はロベスピエールの失脚後

効力を停止されたが，言語統ーを図の重要事とす

る思想は，消え去りはしなかった。

そして1816年，アカデミー・フランセーズは，

Jレイ 18世により再び権威を取り戻した。 1832年に

は，それまで階級や地方で迷っていた正書法(つ

づり字法)を国のレベルで統一する。そして，小

学校ではフランス語のみを使用(地方語は禁止)

することが義務づけられた。

とのように， 19世紀から20世紀にかけて，学校

教育や新聞・小説の普及によりフランス語の正書

法文法の統一化が進み，その一方で，産業革命

以降，海外との往来も頻繁になり，外国語，特に

英語の影響が，徐々に大きな脅威となっていく。

(4) 外国語・英語の浸透への対抗

20世紀初頭，外国語の影響を懸念したフランス

政府は， 1900年からの 5年間に，フランス語擁護

のための改革委員会を設置する一方，一連の「許

容事項の省令」を発表した。これは，被雑化した

正書法や文法の規則を記il車通達したものである。

その後，科学の発展とともに 2度にわたる世界大

戦が勃発し，その戦!隣国であるアメリカが超大固

として強大化するに伴い，英語の浸透力は，経

済，科学技術分野をはじめ言語文化のあらゆる側

面でますますフランスを脅かすようになってい

く。そこで，第2次世界大戦後になってもフラン

ス政府は，言語を監視し，国語擁殺をはかる行政

機関を設けてL、く。たとえば， 1948年に設置され

たランジュパン=ヴアロン委員会や， 1965年に

ドゥ・ゴール大統領の要請によって立案された

“意味不明のことば"への対応策であるベスレ計

画などがある。

そして1964年，フランス言語史に残る一つの

「事件」ともいうべき問題提起がなされる。パ

リ・ソルボンヌ大学のエティアンプル教授が，当

時フランス社会にはびこる英語化しつつあるフラ

ンス語(フラングレ)を懸念した本『フラングレ

を話しますか?jを発表したことである。この本

は大変な反響をI呼び， Iフラングレ」は当時，一

種の流行語となったのである。
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このエティアンプル教授の考えに共感した，彼

の友でもあるポンピドゥ一首相(のちの大統領)

は， 2年後の1966年に「フランス語保護普及委員

会」を設立した。この委員会では，外来語をフラン

ス語に言L功、えるための，専門分野ごとの用語リ

ストを作成した。また， 1972年 1月7日の「フラン

ス語の語いの豊富化に関する政令」によって，新し

い専門用語の増加などフランス語の語いの豊富化

を目的とした「内閣用語委員会」が各省に設立され

た。

さらに， rフランス語保設普及委員会」は，国

際化が進むにつれて，加速する外来語の侵入を規

制する必要を強調，それを受けて1972年の10月，

jレ ドゥアレク下院議員が「外来語規制法案」を

起草， 12月には「フランス語国際評議会に関する

政令」が出され，国際的にフランス語を擁護する

ための活動が本格化した。翌年の1973年 l月に発

表されたー迎の省令は，視聴覚，建築，公共事業

などの分野の外来語をフランス語に言いかえるた

めのものである。

Jレ・ドゥアレク下院議員によって総会に提出さ

れた「外来語規制法案」は，棚上げされていた

が，その後ピエール・パ(pie町'eBAS)下院議員と

マルク・ロリオル下院議員。darcLAURIOυ が引

き継ぎ，改めて議会に上程された。しかし，ポン

ピドゥ一大統領の死去に重なり， 3年後の1975年

12月19日に可決され1 やっと日の目を見た(法律

条文は， P，238参照)。

(5) rパ=ロリオル法」のねらい印

当初この法律の目的は，外来語の完全な排除と

フランス語の擁認であり，そのため，いささか極

端ともいえる規則内容となっていた。たとえば，

フランス囲内の商標会社名・団体名などにフラ

ンス語使用を義務づけ，公共建造物内で行われる

討論会・講演会なども，すべてフランス語による

ととを義務づけていた。しかし，長期にわたった

審議過程で，ロリオル下院議員は「この法案が目

指すのは，多言語主義であり，フランス語での表

示が重要で、'外国語が沓かれ話されるのはかまわ

ない」と議会で報告するにいたり，それとともに

フランス語使用の義務づけの適用範囲は，大幅に
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狭められていった。

結局，広告，商品説明や請求書などの狭い範囲

や労働契約・労働法規のフランス語使用が義務づ

けられ，放送分野への適用に関する項が，新たに

追加された。テレビやラジオが社会に及ぼす影響

力を考えてのことであるが，とれも1975年12月に

上院での審議において，報道一般と番組紹介とL、
う限られた範囲にとどめられた。

かくして，やっと成立したこの法律も適用範囲

の狭さや罰則規定の弱さのためか，十分な効力を

発揮することはなかったといわれる。

以上みてきたように，ルネッサンス時代から現

代までのフランスの言語政策は，フランス語統ー

や純正さの擁殺といった面では，公的規制の強み

を発揮し効果を上げたといえる。しかし，その一

方で，言語の自由が束縛され，新語・造語など語

いの豊富化が停滞気味となり，現代性に欠けるな

どの面も否定しがたい。

つまり，これまでのフランス流の言語政策は，

そういったー積のジレン?を常にはらんだもので

あったといえるだろう。(岩谷朝世)

注

(1) ジャック・ショーラン「フランス語史J111本茂雄

他共訳 1973，5，6を引用

(2) 糟谷啓介「国語/グレゴワール/マンゾーニ」稲

l'io大学教育学部論集第46号1989.11を引用

(3) 土屋lillr外来語と法律規制~フランスの場合-J
『放送研究と調査J1979.1を引用・参照

11 外来語規制問題と

マスコミのことば

1， 外来語規制の内容と問題点

(1) 外来語規制の背景

この章では，外来語の規制について取り上げた

外来語，とくに英語からの借用語がi目減してい

る点では日仏とも共通しているが，フランス語に



 

は日本語と述った外来語による影響が生じる。

まず，英米系の外来語は同じ7)レファベ y ト表

記であるため，判別しにくいというのが大きな問

題である。また，品詞は名詞にとどまらず，動

詞，形容詞なども入ってくる。フランス語の名詞

には男性名詞，女性名詞の区別があり，それに辿

励して冠詞，形容詞，過去分詞などが変化する。

だが英語の名詞が入ってきた場合には，その性別

が不統ーになり，結果として文法にまで影響が出

ることになる。(もっとも，定着すると「ウィー

クエンド」は男性名詞. rインタビュー」は女性

名詞などと分かれてくる)叫。このように見た目

に区別がつきにくく，文法にまで影響が出るとい

う言語学的な性質が，フランヌの外来語に対する

強い省戒感につながる理由として考えられる。

しかし，今回，政府が過激とも思える法的規制

に乗り出した背景には，やはり20年前にパ=ロリ

オル法が制定されてから大きく変化した社会状況

の中で，今，闘止めをかけないとフランス語の存

在自体が御かされかねないという危機感が狼底に

あると思われる。

20世紀末を特徴づける交流の世界化と大量の

通信手段の創設が，支配的な主要言語の相互

浸透を随伴することは真実である。我々は言

語の相互混成の現象に直面しているが.10. 

いや100の単位で言語が姿を消してL、く時代

でもある。 (7ィリップ・ブルトン 『グ

ロープJ94.4.201 

今後もますます増加していくであろう外来語の

畳，そして，コンヒ。ューター.科学，メディアな

ど産業的に重要な分野のことばが英米系のことば

で占められているという質の問題を考えると句

“言語は他言語からの借用で些かになるものだ"

などと悠長に桝えてはいられないほど，フランス

は強い危機感を抱いているようだ。

(2) rフランス語公式用語辞典』の発行

では， トゥーボン法ではどのような外来語の使

用を規ilir)L-.そのかわりにどのようなフランス語

を義務つけようとしていたのか。その具体例は法

国家による外米JaJJllli1j

案発表の翌月. 3月に出版された『フランス語公

式用語辞典J (Dictionnaire des termes officiels de la 

hmgue francaise )にまとめられている。この辞典

は外来語のフランス語への公式的な言いかえ，い

わゆる「公式用語J3500語を掲il現したものであ

る。製作はフランス語総局で，官報出版局から定

価1807ラン(約3600円)で発売された。

ただ，この辞J)l!に収録された「公式用語Jは，今

固定められたわけではない。これは，前章

(p.202)で触れたように，国が19の省庁の中に

作った用語委員会が，外部の専門家と協力して，

20年かけて外来語を拾い出しフランヌ語への言い

かえを検討してきたものである。この研究はフラ

ンス語の「語いの些富化 (enrichissement du 

vocabulairel Jを目的とし，これまでもデクレとし

て通達され I 小規模の辞典も出版された。今回は

その集大成である。「公式用語Jについてはミニテ

ル 日本のキャプテンシステムに似たビデオテソ

クヌ(文字画像通信)利用端末でも簡単に調べ

られるようになっている。

乙の辞典のねらいは. rフランス語を専門分野

において自由に使えるようにすること，討議を楽

にするために，フランス語で自由に表現できるよ

うにすることにある。つまり 1 フランス語の向上

のための政治的要素なのて、あるJ (序文から)。

つまり，専門分野に次々と入り込んでくる外来語

を排除し，フランス語の単語で専門的な内容が話

せるようにすることを目的とする。そして，今回

の卜ゥーボン法は，この研究の成果である数々の

言いかえを，厳しい罰則を伴う法的手段により義

務つけようとする試みであったのだ。

辞典は，役所・企業などを中心に附入された。

述反すれば高額の罰金が科せられるということで

熱心にならざるをえなかったのだろう。

(3) r公式用語」の特徴

辞典の体裁は，まず言いかえが ABC順に並

び，品詞，男性・女性名詞の別，語釈，閑辿法律

などがil古っている。たとえば日本の愉出品

「ウォーク 7 ン」の言いかえ rbaladeur(ノfラ

ドウール1Jの項には以下のような記述があるG
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baladeur (男性名詞) 分野:視聴兇・音響

定義・人が移動しながら，音の再生，録音

ができる携帯用器具。聞く時にはヘッドホン

を使う 注目 walkmanは登録商標だが，使っ

てはならない英語:walkman 出典:1983 

年 l月24日の視聴覚と出版に関する法令，

1983年2月18日の官報告示

辞典には，次のような19の専門分野のことばが

掲載されている。 r農業，視聴覚と出JtJJi， 電子素

子，国防，経済・財政，教育，情報科学，海洋，

核エネルギ ，老人，石油，保健衛生，スポ

ツ，宇宙技術，遠距離通信，航空宇宙，遠隔探

査，旅行事業，運搬・輸送，都市計画と住居」。

序文にも述べられているが，用語委員会が作った

言いかえの中には実際に普及している語也ある。

たとえば「ソフトウェア」の言いかえである

rlogiciel (ロジシエJレ)Jに， rフロッピーディ

スク」の rdisquette (ディスケット)J。しか

し，その他の語は知名度が低く，まして使用され

ているとは言えない。

これらの外来語の言いかえ， r公式用語」は，

大きく 2種類に分けられるようだ。ひとつは英語

と(ほぼ)同じフランス語があるものである。日

本語でいうと「ブドウ酒」と「ワインJ， r関庖

する」と「オープンする」のような関係にあた

る。つまりフランス語があったところへ，後から

表1 『フランス語公式用語辞典Jの言いかえ例

外来語 公式用語 (本来の意味)

air bag (エ7)\~ '11~) sac gonflabl巴 (I\~ ")1)"・ふくらませうる)

back up ()¥" ，ク7ッn de secours (救急の)
brain-storming (ブポレーンZドミンクー) remue-menin耳目 (かき混ぜ脳みそ)

cast (h;(ト) distribution artistique (配分・技芸の)
CDROM (ンーデイ目ロム) disque optique compact (f工l舵・光学の・コンハ・クトt.J:)

check list (チェック'J;(ト) liste de verification (リ1卜・検主f.)

close-up (クロ日fアッn gros plan (G.P.) (大きな・画面)

computer (コンピ Zーター) calculateur， ordinateur (言I.ftq鵡1 盤序者)

contamer (コンテナ) game (収納トス)

convemence stare (コンヒ事ニエ/A;(卜7) bazarette (/NI"lt"ール)

cordless telephone (コ"トポレZテレフォン) telephone sans cordon (1!l話・コードなしの)
discjockey (ヂィZクシ蜘ヨツキー) am日luteur (活気づける人)
drive-in cinema (ト蜘ライフ事イン"j.7) cine-parc (映画・駐車場)
fast-food (77-;(トプ目ト") restauration rapide (J飲食提供・急辿な)
goal keeper (コ~ルキー)1'-) gardien de but (番人・際的の)

hearing (ヒアリング) audition publique (1陣附l 公開の)
hitparade (ヒット)1'レm ド) palmares (受賞者リZ卜)

home banking (ト].，，1¥'ンキンクー) banque a domicile (銀行・住居での)

jumbojet (シ 1ンずグェット) gr回ーporteur (大型の迎搬者)
near mlSS (ニ7ミ;() quasicollision (準・術突)
one man show (ワンマ:ショー) spectac1e 5010 (見せ物・単独での)
pole position (ずール品目ンンョン) position de tete (位白首位の)
real time (¥)7ルタイム) te沼市sreel (時五IJ.現実の)

road show (ロードγョー) tournee de presentation (巡回 lニ演の)

sponsor (At'ンサー) parram (名づけ親)
sp国 (;(t'ット) message publicitai悶 (メッセJ ・広告の)

stance (Aタン;() placement des pieds (位置どり 岡足の)
walkman (ウォークマン) baladeur (ぶらぶら歩きする人)
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外来語が入ってきたタイプである。その元のフラ

ンヌ語を「公式用語」とする也のだ。

也うひとつは，フランス語で簡単に言L、かえら

れないことばで，委員会によって，仙の語があて

はめられたり，新語が考案されたりした語であ

る。たとえば，コンピューターの言いかえには

r ordinateur (オJレディナトウール)JとL、う語

があてられた。ラテン語の「盤序する」という即J

詞からきて「秩序の整った(形)Jとか「カソ

リソクの叙階付与者(名)Jなどの意に用いられ

ていた語である。

その他の後者に属する語を表 1にあげた。言い

かえられたフランス語の本来の意味をみると，用

語委員会の苦心のあとがうかがえるが，やはり奇

異に感じられるものも少なくない。この言いかえ

フランス語について，樋口仁枝氏は 3つの特徴

(欠点)を指摘している叱

1.大休がもとの英語より長くなる

2学者的な造語法やこじつけが感じられー党

えにくい

3.被数の言いかえがしばしば見られ，選択に

迷う

のちに紹介するフランスの世論調査では，日常

生活で英語を使うことは「現代的Jr実用的」で

あると答える人が多かった。しかし，人工的に作

られた「公式用語」は，そういった長所が消え，

魅力に欠けたことばに感じられるのだろう。

(4) "lスコミ報道にみる反応と意見

①パロディ一本の出版

前出の「公式用語」やその義務づけについては

マスコミに多く取り上げられ，論議を巻きおごし

た。

雑誌『グロープj (94.4.20)では，公式用語の

代表的なものを並べ I これらを rMadein Tou 
やゆ

bonaland J (トゥーボンランド製)と表現し訓練

している。

また，徹底的にからかった本まで出版された。

5月に発売された rSky，Mr.ALLgood!l (副題.

トゥーポン氏と一緒にフランス語を話そう)は若

国家による外来語規制

者を中心に人気を惜した。タイトルはフランス語

の rCiel， M.Toubon!J (何てことを， トゥーボン

さん!)を英語風にもじったもの。作者は，フラ

ングレに関する本を数冊出しているユーモア作家

のジャン ルー シフレ氏である。ンフレ氏は序

文で， r良識は日常的なフランス語から」をモソ

トーに，自らを「消滅を避けるために変化し，外

国語と関係を持つことによって盟澗になるような

生きた言語」の擁識者としている。そして， r r公
.l，l!h. 

式用語辞典jのグロテスクさにはllill!然としたが，

あえて辞典の続きを忽像してみたので，今後も

『公式用語辞典』を出版し統けるとしたら参考に

してほしL、」と皮肉たっぷりに書いている問。

本文には，外来語とその言L、かえがil¥jGってい

る。一例をあげるとカクテルの「ブラディー・ 7

リー IBloody-Mary) Jは「血の滴るマリー

(Marie-Sanglante) Jに， rロックのスコソチ

(scotch on the rocks) を飲む」は「岩の上のス

コソトランド人 (Ecossaissur les rochers) を飲

むJなど，完全にパロディ一本になっている。

こういった本は，話題集めの効果はあっても，

一般の人に外来語問題に対する関心を喚起するま

でにはいかなかったようだ。

②言語学者の意見

次に，言語の専門家はこれらの問題をどのよう

にとらえているのだろうか。専門家はおおむね，

この法律，とくに外来語禁止について批|可的な意

見が多いようだ。

社会言語学者で言語政策の専門家であるカル

ウ'エ氏(ソルボンヌ大学教授)は rEch田」紙のイ

ンタビューに答えた中で多くの問題点を指摘して

いる。その中の 2点を紹介したい。

まず， r現実に(フランス語の)語い上の危機

が存在するのか」と疑問を発している。これはフ

ランスにおいて，外来語に関する科学的な研究が

不ト分であることを指摘したものである。 r;~

だりと"'1ぶ前にまず実証研究をすべきだと述べ

ている。

2つ目は「公式用語」の効率の悪さを指摘して

いる。 r造語は資金を必要とし，研究者，事務

所，学会を必要とする。 r公式用語辞典jを例に
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とれば，歓迎すべき語もある。 15年前に“ロジ

シェJレ"が“コンピューターソフト"にH持つとは

だれも思っていなかったことは確かだ。しかし，

引用されるのはいつも同じ語ばかりである。辞典

を聞くと，将来だれ一人知ることがないと思われ

る語が何百と出てくるJと批判している。

また，パリ第3大学の言語学者も「すべての言

語は他の文化との交流によって務われていくもの

だ。貝がらに閉じこもっているだけでなく，外か

ら取り入れるものも必要であるJ (rル・モン

ドj94.2.25) と，法案に否定的であった。

慾法院の判決でも同様の趣旨が述べられてい

る。 1フランス語はーほかのあらゆる生きた言語

と同様に，さまざまな源，つまり地方穏や話しこ

とば，外国語などから語いを取り込みながら進化

するものであるJ (Wリベラシオンj94.8.1) 

③マスコミ報道にみる外来語規制の問題点

そのほか，メディアの記事から外来語，公式用

語に対する指摘をいくつか紹介したい。

-ニュアンスの遣い

「若者の間では，会話にもcoo¥，job， DJ， 

feeling， look， black， se:勾などを盛り込まない

とカッコ惑い。とうしたごとばっかいは彼らの

感じ方に密着していて，たとえば“co叫"や

“DJ"には，フランス自百の“calme" とか

“animateur"ではおさまらない意味が込めら

れている」

( 1オヴニー パリの新聞j94.3.16) 

日本語でも，外来語と和語・漢語とは，同義

語であってもニュアンスが迷うのと同様であろ

つ。

-誤訳

1 (言L功ョえには)正しいとは言えない訳がた

くさんある。使用している機械が英米系だとい

うととを再認識してほしい。参考にしているの

も英語の資料である」

(コンヒ。ュータ一顧問カトリーヌ・ 7ゴー氏

1)レモンド j94.2.25) 

-外来語の線引きの離しさ

「問題はいろいろと出てくる。どこの時代まで

さかのぼり，ごれは外国語だと定めるのかけ

( rル・モンドJ94.2.25) 

議論の中で「フランスの慣用表現の中に入った

語の使用は認められる」という発言がたびたび

あった。 1フットボール」はよいが， 1コーナー

キック」は認められないといった線引きは非常に

難しい。

以上のように，外来語の義務つけ問題以前に，

外来語の範囲規定，公式用語の選定など，検討す

べき問題は多々あるようだ。

(5) 世論鋼査にみる国民の評価

では，フランス国民は外来語の使用ぞ規lliiJ問題

についてどう考えているのだろうか。その手がか

りとして，フランスで行われた世論調査の結果を

みてみたい。今回入手した調査の概要を表2にあ

げた。

まず，読書専門の月刊誌 [LIRE]の調査(調査

①)では「法案の定める以下の規定に賛成かり

という質問をしている。 1賛成J1どちらかとい

えば賛成」を合わせると以下のようになる(カッ

コ内は「賛成Jと答えた人の%)。

A.放送における外来語禁止に賛成

B.広告

66%(33) 

62%(30) 

半数以上の人が外来語禁止に賛成している。そ

のうち， 1 A 放送における外来語禁止」の結果

表2 フランス世論調査概要一覧

① ② ③ ④ 

依服者 LIRE GLOBEHEBDO 文化・フフンス諮問大医 Fig百O

日 時 1994.3.3/4 1994.4.15/16 1994.3.4/5 1995.2.7/9 
対 皐 15歳以上の男女1047人 18蔵以上の男女826人 18故以上の男女1000人 泊施以上町男女1口口0人

方 法 電話調査 電話調査 直接面接法
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図1 放送における外来語禁止(年齢別)

100% 

50 

25- 35- 50-

を年齢別に示した(図 1) 0 15-24歳では「どち

らかと言えば賛成」を含めて，賛成している人は

3人に l人にとどまる。しかし年齢が高くなるに

つれて増え， 65歳以上では8削を超える。プラン

スでも日本同様，外来語に対しては大きな世代間

のギャップがあるようだ。

次に， トゥーポン氏の依頼で実施された調査

(調査③)では全体で17問たずねている。ここで

はとくに外来語に関する質問の結果を紹介する。

まず，フランス語における英米語の使用につい

て賛否を聞いた質問では， iフランス語本来の特

徴を失ってしまうからよくなしリという拒絶派が

44%， i言語とは，外国語を取り入れることで豊

かになるものだから決して惑いことではなLリと

いう容認派が52%という結果だった。容認派のほ

うが若干多い。しかし， 1988年の調査では拒絶派

50%，容認派45%という結果だったので， 6年の

岡に容認派が拒絶派を逆転したことになる。

また，もう少し具体的に「公共団体が英語表現

を使用することはショックか?Jという質問をし

ている。質問文では英仏海峡連絡列車の「ル・

シャトルJ，ケープル向けニュース専門チャンネ

ルの名称「ユーロニュース」などを例としてあげ

ている。この質問は賛否両論で， iショック」

「ショックではなLリがともに49%という結果で

あった。

以上の結果をみると全体として意見が分かれる

が，外来語の使用に抵抗のないフランス人が増え
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65-

~反対

日どちらかはえば
反対

口どちらかと言えば賛成

口賛成

ているということが言えるのではないか。

そのことは， i日常生活で英語の表現在使うこ

とをどう思うかJ (2つ以内選択)という質問の

結果にも表れている(図 2) 0 i現代的Ji実用

的」といったプラス評価が上位を占め，数字も高

い。新聞や雑誌で「スノッブ(気取っている)J 
ということばがたびたび登場したが，そういった

マイナス評価はむしろ少ない。

また， 95年4月に大統領選に伴って行われた世

論調査(調査④)にも，フランス語擁殺に関する

質問があった。質問は 2つの選択肢のどちらかを

選ぶもので，結果は以下のとおり。

-フランス語を守るために公共の場では

外国語使用禁止が望ましい 23% 

・フランス語の豊富化や発展のために

外国語使用を認める …71% 

図2 日常生活で英語表現を使用する意識

「現代的J(Moderne) 

「実用的J(Utile) 

「興味理ぃ・おもしろいJ(Am山 ant)

「気取っているJ(Snob) 

「不快J(Genant) 

「心地好いJ(Agreable) 

「愚鈍J(Ab剖田ant)

「ショッヲJ(Choquant) 
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この結果について， 4月7日の『フィガロ』紙

は「フランス ~eHこ事Iするも，!it.11i骨骨まっているよう

だ。政治的意見がどうであれ，言語の解放運動者

は人口の 3分の 2を占めている」と述べている。

「公共の場」という限定付きでも，外来語使用禁

止を支持する人が少なく守かなり外来語に寛容な

回答結果が出ている。 トゥーボン法成立後，半年

たって行われた調査だが，法律の成立平一辿の論

議もあまり影響を与えてはいないようだ。

(6) 諸外国の反応

最後に海外の反応について簡単に触れておきた

い。ある仏議員が次のように発言している。 r外
国にはフランス語がマイナーな過去の言語になっ

たように映るのではないかと瞥念している。外国

の学生に，フランス語は罰金を科してまで国家が

管理しなければならない言語であると教えなくて

はならないのかJ(rルーモンドj94.5.5)。こ

の懸念はあたっている。|ゥーボン法について

は，海外で也法案が発表されたH寺から報道された

が，フランス話回以外は懐疑的で，冷ややかな反

応が多かった。

具体的に不快の念を表したのは隣国のイギリス

だった。保守党の下院議員アンソニー スティー

ンが「フランス語禁止法案一TheFrench Words 

(prohibition) BilI-Jと露骨な名前を付けた法案を

7月に議会に捉mすると発表した。法案の趣旨は

「アンコールJrランデブーJrアベリティフ」

のようなフランス語の使用に罰金を科すことであ

る。 r目的は，フランス人に彼らの法案が同様に

ばからしいことを示すことなのだJ (r)レ・コ

ティディアンJ94.6.27)。しかし，この法案は下

院で否決され，成立には至らなかった。

また，アメリカはこの法律に対し否定的， j叩J市

的な態度に終始した。たとえばー CBSドキュメン

ト「米仏言語戦争」では，番組の最後でセイ

ファー記者が「言語を法律によってしばろうとす

るのは壮大な試みではあるがむなしい。情報網の

発注によって地球村が出現しているのに」と締め

くくり， 11寺代錯誤の試みであるという見方をして

いる。

日本でもテレビ・ラジオのトピソクとして，ま

た新聞，若者雑誌にも取り上げられ関心は高かっ

たu 記事は，日本における外来語の氾濫とからめ

ながら，外来語禁止や罰金の部分に注目したもの

が多かった。またそれらの報道を受けて，新聞の

読者側では，日本における外来語の氾涯をl嘆き，

ぜひフランスを見習うべきだという投書もみられ

た。(加治木美奈子)

注

(1) 多くは意味の近いフランス語やm.人外来請の上位

訴の性を品てはめる。

(2) 樋口仁岐「フランス語の使fTJにl則する法とそのI川

題点Jrカリタス女子短期大学研究紀要 第29

号J1994 参考

(3) fL'EVENEMENT DU ]EUDI J 94.4.21/27参考

2. ."スコミのことばと外来語規制

川 卜ゥーポン法の放送に関する規制

トゥ ボン法には第 2，12， 13条にテレビ守

ラジオなどオーディオビジュアJレに関する規定が

設けられている。そして，その規定はフランスの

放送法にあたる「改正コミュニケーンョンの自由

法J(以下「放送法J)の諸条項にいくつもの追

加と修正を加えている。トゥーボン法が放送法に

新たに持ち込もうとした改正点の第 lは，放送法

に新たに抑入した第20ー l条の冒頭部分(第 l

項)である。

ラジオ・テレビ放送の諸組織およびラジオ テ

レビサービヌの(提供する)放送番組ならびに

広告メ yセージ全体において，放送方式・分配

方式の如何を問わず，フランス語の使用が義務

づけられる。ただし，オリジナル版の映画作品

および視聴覚作品は除く。

つまり，公共放送 民放の別なく，また地上

波・術星波田ケープルの別なく，あらゆるテレ

ビ・ラジオ放送において，さらに番組・広告の別

なく放送内容のほぼ全域において フランヌ語使

用が義務づけられる。また，フランス語が義務つ

けられる番組の組聞についてはパ=ロリオル法に
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おいては「ラジオ・テレビの報道一般(ニュース

や報道番組)、番組紹介の時間」に限定されてL、

たのが，今回は，バラエティー，スポーツ巾継，

ドラマなどあらゆる形態の番組に適用範囲が広

がった(ただし，語学番組やその番組中の広告，

礼拝・宗教儀式の中継放送，外国語の歌詞を含ん

だ音楽作品は適用除外とされている)。

さらに，番組や広告の外国語にフランス語の翻

訳を表示する時も「外国語と同じ程度に読み取り

やすく，聞き取りやすく，わかりやすいものでな

くてはいけなbリという規定が加わった。すなわ

ち，文字による外国語の表示には同じ大きさのフ

ランス語の倒訳を表示し，外国語の音声には，フ

ランス語の倒訳を則音声で重ねる，つまり原文と

翻訳の形式の一致が定められたわけである。今ま

では形式が統一されていなかったので，大きな英

語のコピーの端に，小さな文字でフランス語が添

えられていることもあったが，今後は認められな

くなる。

なお，法案では「番組や広告，ラジオ放送の吹

き替え，テレビの字幕や吹き替えにフランス語の

語いの豊富化に関するデクレにある外国語の表現

や用語がある場合，使用を禁止するJという内容

が含まれていたが，既に述べたように慾法院の判

決により削除された。

審議過程では，放送全体にフランス語を義務つ

けることに，社会党などからかなりの反発があっ

た。だが結局はそのまま通過した。最終的に，外

来語禁止部分が削除されたことを差し引L、ても，

放送におけるフランス語使用の義務つけはかなり

厳しさを増したと言えるのではないだろうか。

(2) 放送におけることばの監視

①CSAによることばの監視

放送法第 l条には「視聴覚最高評議会はフラン

ス語・フランス文化の擁殺と顕彰に配慮する」と

L寸内容が明記されている。この「視聴覚最高評

議会一Consei1叩perieurde )'audiovisuel (以下

CSA) Jは，自由で多元的な視聴覚コミュニケー

ションが行われるよう，公共放送・民放の別なく

放送界全体の監督・規律にあたる政府省庁から独

立した行政委員会である。また，規則の制定や電
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波の管理，公共放送機関の経営委員長の任免権を

掌握するなど、放送局に対して非常に大きな権限

を持つ。

ごのCSAが毎月，放送局向けに発行するニュー

ズレターには，ほ(;f毎回 iLANGUEFRANCAISE 

(フランス語)Jというコラムが置かれている。

ここではテレビやラジオのフランス語の誤用につ

いての指摘や勧告，視聴者の反応などを紹介し

て，放送現場に注怠を促している。その指摘は，

発音の悶速い，リエゾン(1)やアクセントの乱れな

どの音声の問題，字幕の表記の問題，男性名詞・

女性名詞の区別，被数形の乱れなどの語形の問題

など多岐にわたる。しかしその中でも，外来語に

関する指摘が目立ち， 1991年以降では全体の約3

分の lを占めている。ニュースキャスターやラジ

オのノ~-ソナリティーに士Jしてはもちろん，ゲス

トの話し方にまで言及がなされている。たとえば

93年5月号では『フランスのテレビを見ながら英

語を学ぶ』という皮肉をこめたタイトルをつけ，
そ

バラエティ一番組の司会者のことばを組上にあげ

ている。

ニュース報道での英語の乱用は減ったが，

トークショーと?イズ・ゲームではパーソナ

リティが英語の片言隻句を突えるのが流行

だ。民放ラジオから始まり公共テレビにまで

侵入してきた iThat'sal1 (C'est fini) Jのか

わりに「官lat'sfinUと言いさえする。これに

は，用語監視がからむ lつのいきさつがあ

る。番組の終わりに iThat'sal1Jとやった

ノfーソナリティは，パ=ロリオル法の規定と

公共放送機関には用語考査担当者がいるのを

忘れていたのだ。視聴者から多数苦情があっ

たらしい。そこで，法に従いつつことば遊び

を続けたかったパーソナリティは iThat's

finUを考えだした。これなら外国語じゃな

いでしょう，というわけだ。

そのほかにも放送で耳にした英語の乱用・誤用

の例として， CSAは iBonnechanceJという格

好の表現があるのに iGoodluckJを使いたがり，

iQue voulez-vous? (何が欲しいですか)Jと
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いった助動詞を使わない仏語構文にひかれて

IWhat you want? Jや IHowyou feel? Jと言って

いる人がいる，等を指摘している。

ニューズレターの内容では，単に原則論や印象

論を述べるにとどまらず，細かく具体的な指摘が

なされているという印象を受ける。

②CSAによるトウーボン法の解釈

そして， トゥーボン法に関しては，法律成立後

の10月号で，法律の内容やCSAとしての解釈，今

後の方針について大きくページを制L、ている。

とくに解釈で問題にしているのが外来語の規制

についてである。前述のニューズレターからもう

かがえるように， CSAでは75年のパ=ロリオル法

や「フランス語の諮いの豊富化に関する政令」に

基づき，外来語の言いかえ， I公式用語Jの使用

を放送局に対して勧めてきた。

しかし，今回の法律では外国語の言いかえ部分

「公式用語」の義務づけは「表現の自由に反す

る」という述鯨の判決をうけた。

そ乙で， CSAはその部分についてニューズレ

ターで次のような解釈を示している。

まず， (惣法院の述滋判決については) 2 
つの解釈が可能である。

①態法院は，番組や広告で使用されるすべて

の外国語を翻訳することを要求しているが，

どのような翻訳にするかは(I公式用語」を

使用する義務を負わなくなった)主主三之こ

とアナウンサーの白山な判噺に仔される。

②慾法院判断は結果的に公式用語の使用の必

要性を解除してしまった(この点ではパ=ロ

リオJレ法の規定をも無効にした) ，したがっ

て放浪広告の申で外国籍制事弓ととは可能で

金ゑ。

とのようにCSAは， 7品法院判決により禁止領

域と公式用語強制の点ではトゥーボン法の効力

が後退したことを認めながらも， CSAによる放

送用語規制の姿勢と実際は後退するものでない

ごとを次のように述べている。

既にフランス語に慣用表現として入り込

み，同じ意味のフランス語を持たない外国語

を使うことは認められるとしても，逆に，フ

ランス語で言いかえ可能な外国語の使用を抱

否することはまったく正当なことである。

その上，公共テレビのF2・F3 (フラン

ス2・フランス 3)に関しては，政府がデク

レで制定し給付する「業務迎営規則JJの第4

条が，次のように明確に規定している。 I会
社は， CSAの勧告を尊重しつつ，フランス語

の発展と顕揚に貢献する。会社は，放送に携

わる放送公共企業の職員のフランス語の使用

と尊重に留意して，とくにフランス語で同義

語のある外国語の使用を禁止する。 (94，9.16

政令)J 

以上のように，あくまで，フランス語で言いか

え可能な外来語は使わないよう放送局に指示する

という姿勢を変えていな¥¥0 それを裏書きするよ

うに，ニューズレター11月号でスポーツ放送，と

くに F1グランプリの中継で英語の折入句

( IポールポジションJIチェッカーフラッグ」

などを指すと思われる)が目立つという苦情が視

聴者から多数寄せられたという書き出しで， I英
語は， F 1製作協会によって世界同時中継で使用

される言語に選ばれたもので，それを自国語に捌

訳することはコストの面からみても世界に類をみ

ない」としながらも， トゥーボン法の第12条に従

い， ICSAは，スポーツ中継の解説者が，中継に

はさみこまれることばを徹底的にフランス語に訳

すことを強くすすめる」と勧告している。

つまり， CSAは「フランス語の擁護と顕彰に配

意する」という任務に従い，今までの姿勢を崩さ

ず，外来語の言いかえを放送局に勧めていくとい

うことであろう。

(3) CSAとル・モンド社のアンケート結果

今回の法案，およびメディアにおける外来語の

使用全般について， NHKではフランスのマスコミ

などにアンケートを行い， CSAと新聞Jレ・モンド

社の言語担当者から回答を得た問。 CSAのジャン
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ドリー氏はフランス語担当官， )レ・モンド紙のベ

ロンセルユーゴ氏は幹部記者，とくにフランス語

圏担当者である。両氏ともニューズレターや新聞

紙上でトゥーボン法に関する記事を執筆してい

る。以下に主な回答を紹介したP，

まず， トゥーボン法についてどう思うか尋ねた

ところ， )レ・モンドは『私は，他の国々(ケベッ

ク，イスラエル，日本， トルコ，イラン)が自国

の言語を擁護するためにしていることを手本とし

た，まったく也って必要な，良い法律だと思う』

という回答だった。 CSAは『パ=ロリオル法を補

足するものである』と位置つけ，前回の法律の存

在を強調している。

次に外国語の使用に関する基本方針，目安につ

いて聞いた。

借用語の使用については，次のようないく

つかの判断要素が考慮され得る。

・我々の言語における当該英単語の岡義語

・政令により定められた英語の新語の公式訳

・辞書の確認

・その語がフランス語の語いの中に同化され

た時期

・一般大衆により，知られ，理[押され，使用

されているか否か

また， CSAの出版物には，英語からの借用

語を一切使用しない。またニューズレター

で，ジャーナリストに対して，無益な借用語

の同義語を示し，注意を促している。なぜな

ら，フランス語の単語が存在するからだ。

(CSA) 

内規では，フランス語の同義語がある場合

( 9割jはそうだが)外来語を使用しないよう

に勧めているが，禁止してはいな¥" ()レ・

モンド)

の
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なことは，多くの人が言われていることを理解で

きないというとと(ル・モンド)J I一般大衆に

必ずしも理解されるとは限らないことにSA)J 
と，意味のわかりにくさをまっさきにあげた。や

はりマスコミならではの問題意識の表れであろ

う。これは， トゥーボン法をめぐる論議では，フ

ランス語の擁諮，言語の純粋性という観点からの

意見が多く，聞き手に伝わるかどうかという，コ

ミュニケーションの視点に立った論議が少なかっ

たごとは対照的である。 CSAニューズレターの中

でも「トゥーボン法は，大衆が外国語の知識がな

くてもテレビやラジオで言っていることが理解で

きるようにという配慮の表れて、ある」と述べられ

ている。外来語問題を論じるときの重要な視点の

ひとつであろう。

最後に，フランス語を外来語の脅威から守るた

めに放送メディアが果たす役割について， CSAか
ら熱のこもった回答をいただいたので要約して紹

介したい。

確かに，フランス語は，常に外来語を取り

入れ，同化させてきたが，我々は目下，その

エスカレートした状態を目のあたりにしてい

る。フランス人，特にメディアで表現する者

たちに，自分たちのととばを話す意欲と意思

を再び与えなければならない。

ラジオやテレビ，特に広告の中の英米語は多

くの主則植者をいらだたせ，言語政策に関して責

任ある地位にある人々に懸念を抱かせている。

メディアにおける英語の多用は，我々の言語の

質を脅かすだけではない。実祭，英語の単語を

重要視することは，自覚のない群衆，特に母国

語に熟達しているとはいえない若い層に影響を

与える。既成事実として認められた“英語の優

越性"は，広い鵡味でのフランス語(風俗・技

術面などで)の劣等イ性とL、う，一般に広まった

感青から生じるのだ。フランス語より英語を優

先して選ぶということは，暗黙のうちに我々自

身の価値判断を伝え広めることになる。現在の

ような，フランス語の縞造自体を脅かし，不安

定にする大量の語いの借用を拒否するのは正当

なことである。
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(4) マスコミのことばに対する意見

では次に視聴者・聴取者の立場から見た，外来

語問題について，世論調査の結果に基ついて考え

たい。

まず， rフランス語に外国語を持ち込む主要責

任はだれにあるかJ (2つ以内選択)という質問

をしている。結果は「テレビJ51%， r広告J50 

%， r歌手J47%， r若者J40%， r新聞・雑

誌J35%， rラジオJ35%， r映画J25%， r企
業J18%の順で， rテレビJにもっとも大きな責

任があると考えられている(調査概要はp.206の調

査①を参照)。この結果については日本で同様の

調査を行ったので，のちほどまた取り上げたい

(p目223)。
しかし， トゥーボン氏の依頼で行われた調査

(調査③)で， rフランス語にとって脅威は何

かJ(2つ以内)という質問に対する回答は l位
「フランス語教育レベルの低さJ38%、ついで

「母国語擁殺に対する関心の低さJ35%となって

いる。 rメディアによるフランス語の誤ったf史
周」は 5位で17%にとどまった。また， rフラン

ス語擁護のために期待するものは何かJ(2つ以

内)という問いに対しでも， 1位「学校J59%， 

2f:立「フランス人自身J29%で， rメディァ」は

4位で15%足らずであった。

つまり，フランス語に外来語を持ち込むのはテ

レビであるという意見が多いが，それがフランス

語そのものを脅かすことにはならな1'0 また，フ

ランス語の擁識に対するテレビへの期待も少な

い。むしろ学校教育に問題があるという考えの人

が多いようだ。

しかし，一般の人の意識に反して，新聞・テレ

ビなどで展開された議論はメディアのことばの乱

れをl嘆くもの，そしてその影響力の大きさを指摘

する!被しいものが多かった。

-フラングレを量延させる責任は，言諮を維持

し，視聴者とくに子ど也に対する模範を示すべ

き役割lをj寺:つラジオとテレビにある。

(ジャン・クリュゼル元老院議員/[ラ・トリ

ビューヌJ94.4.18) 

・ r (メディアが)言語をぞんざいに扱い，外国

212 

語から単語を借用するだけでなく，言い回しゃ

構文まで取り入れ過ぎるという批判は， I時に的

を射ている。メディアは言語を尊重しつつ豊か

にするという役割jを果たしながらも，こういっ

たことに注意しなければならなLリ。

(ジャック・リゴ Jレクセンブルグテレビ放送

会社代表取締役・ラジオ局RTl社長/[Jレ・モ

ンド j94.8.9) 

・言語活動はますます“最低"の干方向に向かって

いる。これはラジオ・テレビに大きな責任があ

る。司会者を雇う時は，選抜の基準の中に，フ

ランス語の発音や言語に対する技量のよさを判

断にいれることを奨励するべきだ。(アカデ

ミーフランセーズ終身書記モーリス・ドゥリュ

オン/['Yダム・フイガロJ94.6.12) 

(5) 今後の放送の外来語規制

最後に，放送において今後，外来語はどのよう

な規制を受けるのだろうか。

CSAのニューズレターやアンケートの回答から

は，フランス語に同じ表現がある語については

(この判断は難しいが) ， CSAの勧告や放送局の

判断によって言いかえがすすめられるものと思わ

れる。

また， r公式用語」の義務っけについては削除

されたが，法律の解釈が分かれるところで，法的

罰則をもって義務づけるという形ではなくても，

やはりCSAや放送局の判断で，自主的に言いかえ

がすすめられていくのではないか。

前出のJレ・モンド社からのアンケートの回答に

は，憲法|涜の述慾判決について「滋法院の判断は

誤りだとl思う。政府が，この検閲を制限する行政

規則による抜け道を見つけてくれることを望んで

いるJとあった。これは法律を施行する通達を作

成する時に， r公式用語」を義務づけ，外来語を

禁止できるような解釈を期待した発言である。同

様の声は他の新聞記事にもみられた。

実際にはどのようになるか，今後の施行例を待

つことになるが，放送全体にフランス語使用が義

務づけられたことからいっても，放送で外来語を

使用して罰金が科せられる可能性はまだあるよう

だ。(加治木美奈子)



 
    

 
 

i主

(1) リエゾン 迎音。発音され立い語末の子音と次の

語頭の母音が結合して発音される現象。

(2) アンケート回答者

• CSA/Nicole GENDRY 

chargee，de mission包lalangue francaise 

・ル・モンド/Jean-PierrePERONCEL-HUGOZ 

GRAND-REPORTER. charge notamment de la 

Francophonie 

111 トウーボン法の諸問題

本章では， トゥーボン法が含む外来語以外の問

題の中から 2点を取り上げたい。

まず. r地方語Jに関しては， トゥーボン法の

中に「この法律は地方語に関する法律や規則を妨

げたり，使用を禁じるものではなL、」という一項

が設けられている。この内容は議会でも地方選出

議員が何度也確認した内容で，政府がフランス語

図3 フランスの言語分布

、、
f
 、

仁コフランス活
皿日ォツク話
量ヨプルトン泊

.アルザス語

震~"スク置t
口カタロニア拍

国…118

国家による外来語規制

の使用を推し進める上で，問題になるのが地方語

の扱いである。フランスにおける地方語の歴史や

現状，今後の問題点などを探る。

また，メディアとともにその影響力の大きさが

指摘されている「学校教育」について， トゥーボ

ン法と関連した問題や現状について述べたい。

1_ 地方語問題

フランスでは. rヨーロソパ述合条約 (7ース

トリヒト条約)Jを批准する段階で，滋法を改正

した。そしてその|祭「フランス共和国の言語はフ

ランス語である」という条項をわざわざ付け加え

た。これはヨーロッパの統合が進むにつれて，さ

まざまな人たちが混じりあって{主むようになる，

そのときフランスの統ーはどうなるかという不安

を鎮めるために取られた措置であった。

しかし今日フランスの人は，フランス語だけを

話しているわけではない。

フランスでは，フランス語のほかに，地方に

よってさまざまなことばが生きている(図 3)。

しかもそれらはフランス語の方言ではなく，歴史

的にそれぞれ独立した言語なのである。

プランスの中央集権化の歴史は古く，しかもそ

れは，政治はもとより文化の面でも，豊かな地方

の特色を抑圧する方向に進んだ。

フランスでは，速く 16世紀のフランソワ一位の

I時代に発布された勅令で，公の生活ではフランス

語を使うことを義務づけた。 1539年のヴイレー

ル コトレのがJ令と呼ばれるものがそれで. rフ
ランス囲内の公的生活では，王の言語のみが国家

の言語である」として. rすべての裁判や公務に

おいては，フランス語だけで，発音され，記録さ

れ，伝えられるべきだJとしている。これは教会

はもとより，公のことばとして君臨してきたラテ

ン諮に代わってフランス語を公用語とした点で，

画期的な決定であった。

さらに時代は下って，フランス革命の時代，

1794年の国民公会は，すべての公文書はフランス

諮で書かれなければならないという決定を下し

た。このときの「フランス語は民衆の言語であ

り，なおかつだれにとっても同等の言語だJとい

う，革命を担う人たちの楽観主義が，結果的に7
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ランスの豊かな言語文化を力で押しつぶす結果に

なった。

事実は，このl時代のフランスの人口は28日O万ほ

どであったが，そのうちの 600万人がフランス語

を知らず，別の言語を使っていたのである。

19世紀の中頃，南仏アヴィニヨンに生まれた詩

人のフレデリック・ミストラルは，この地方の伝

統的なことばであるプロヴァンス語の美しさに魅

せられて，これを再興する乙とを企てた。自らプ

ロヴァンス語で詩作するほか，ジョゼ7 ・Jレーマ

ニーユなどと語らってプロヴァンス語復興の運動

を精力的に展開した。辞書を編議し，プロヴアン

ス語で脅かれた詩句を集め，年鑑を刊行した。彼

が1851年に出版した長編詩『ミレイユJは，プロ

ヴァンス地方を越えて広くフランス中で読まれ，

好評を博した。ミストラjレはのちにその詩作活動

が認められて.1904年にはノーベル文学賞を受賞

する。しかしフレデリック・ミストラルが心血を

注いだプロヴァンス語の復興は，いくつかのI*!れ
た文学作品を生んだものの，広範な言語復興運動

とはならなかった。

地方語はごうして追い詰められて現代にいたっ

たのだが.1970年代中ごろには，東北フランスの

プJレターニュ地方で. Iブルターニュ自由戦線・

FLBJが，ブjレターニュの分離・独立を実力を

もって実現しようとする激しい運動を繰り広げ

た。その要求の根底には，フランスのなかでこの

地方が経済的に最も遅れているという現実があ

り，それに方日えて，プルトン語(ブルターニュ

語)をはじめとする自分たちの伝統ある豊かな文

化が，虐げられているという強い不満があった。

現に現在60歳以上のブルターニュの人たちで，学

校でブJレトン語を話したという理由で，ムチでう

たれた経験を持つものが少なくない。 20世紀に

なっても，公教育の場では，フランス語だけが教

えられ，ブルトン語などの地方語を使うことは許

されなかったのである。

ブルターニュ自由戦線は，経済的な平等となら

んで，文化的な自主性を求めて闘争を行った。フ

ランスの国営テレビ(当時フランスのテレビはす

べて国営であった)が，ブルトン語による放送を

行わないとして，テレビ塔を爆破するといった過

激な行動まて、行った。このようにエスカレートす

るブルターニュ自由戦線の運動に対して，国家が

介入.1970年代末にはこの運動も鎮圧されたロし

かしその一方でブルトン語(ブルターニュの地方

語)を復興しようという運動は，着実に根づいて

L、った。自主的に辞書が作られ，各地に語学教室

が閲かれて，ブルトン語を学ぶ若者が噌えていっ

たのである。

1981年，フランソワ・ミッテラン氏が，戦後第

5共和制の初めての社会党出身の大統領として登

場したのはこうした状況の中であった。

ミッテラン氏は大統領選挙の選挙公約の中で，

地方分権を強く訴えていたが，との政権の誕生に

よって，名にしおう中央集権国家のフランスで

も，それぞれの地方は独自性を発揮するように

なった。そしてとうした政策は，地方語の擁殺に

もあらわれた。

ミッテラン大統領は登場以来，国家のいわば世

襲財産であるさまざまな言語と文化の保存に力を

尽くし，就任の翌年1982年6月に成立したサウゃア

リ法によって，希望する人には地方語が学校で教

えられるごとになった。そのための教師養成も行

われ，大学入学資格試験でも，筆記試験や口頭試

験で地方語を取ることができるようになった。

統計によれば，現在日万人の生徒が地方語を学

んでおり，ブJレターニュ地方で、は，フランス語と

ブルトン語の 2つのことばを使って道路表示が行

われ，地方語を保i!(<<.発展させるための団体の活

動が奨励されている。

ある調査によれば，フランス人全体の21%が現

に地方語を「ちゃんとJ話す乙とができ.14%が

「かなり良くJ話せるという。私たち外国人から

は見過ごされがちなのだが，これらの地方にはこ

とばとともに，多様で豊かな文化が息づいている

のである。

かつてドイツと国墳を接するアルザス地方を取

材したことがある。アルザス地方最大の都市スト

ラスプール近郊のブドウ農家は，フランスだけで

はなく，国境を越えてドイツの会社とも取引があ

るが，そうした商取引はもっぱらアルザス語で行

われていた。取材した農家は80歳の祖父を筆頭に

20代後半の長男まで. 3世代がブドウ栽培に携
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わっていたが，彼らは3人ともフランス語はもち

ろんアルザス語在日常的に使っており， ドイツの

相手とはドイツ語よりも共通のアルザス語でコ

ミュニケーションを取っているとのことであっ

た。

さらにこの地方では，毎日12万人が国境を越え

てドイツ側へ働きに出かけているし，同じごと

が，カタルーニャやパスタ地方でも行われてい

る。そしてこの人たちはおおむね同じ地方語を話

す。アルザスではドイツ語によく似たアルザス語

を話すから，コミュニケーションはすぐ成り立

つ。こうしたことはフランスだけではなく.EUの
各国に同じように存在する。

フランスでは，アルザス語のほかに東北地方の

ブルトン語，スペインとの国境にまたがるバスク

語，南仏のオクシタン語やカタラン語といった地

方語が，盟かに息づいている。それに也かかわら

ず，惣法では先に述べたように. [フランス共和

国の言語はフランス語だ」と規定したのである。

ヨーロッパ委員会は「地方語あるいは少数言語

に関する11章」をまとめて，これを各国が承認す

るように迫られている。このJM，章はその前文で，

「公的，私的生活において，あらゆる言語を使う

権利は永久に保証される」としているが，これが

フランスの惣法にうたわれている「共和国のアイ

デンティティー」と「市民の平等」の梢神に反す

るのではないかという議論があり I フランスはこ

の惣章に署名しておらず，イギリスとギリシャは

署名を拒否している。

ヨーロソパ迎合・ EUは理念として. [多様性の

中の統一」を掲げている。経済的にはアメリカや

日本に対抗するために，国境という垣根を越えて

市場を一つにし，さらに政治的にもヨーロッノf迎

合として同一歩調を取っていこうとしているのだ

が，その一方文化の面では，もっと5如、地域の特

性を生かし，独自の伝統を大切に守り育てようと

いうのがその意味である。文化的な多様性を守り

つつ，統ーを促進するというのだが，ここで言う

「多様性jはそれぞれの国家の多様性を指すので

はない。

こう考えてくると，国家というのは「経済活動

をする上では小さすぎ，文化の単位としては大き

国家による外来語規制

すぎる」ということになる。統合によって経済的

には国家の垣根を取り払いつつあるヨーロ yパ

が，文化の面では国家の枠を相変わらず残して

地方の多彩なことばや文化を締めつけることはで

きない。

ヨーロソパ，とくにヨーロソパ迎合を中心とし

た西ヨーロッパにあっては，国家という存在がま

すます希薄になり，かわって地方の大切さが際

立ってくるに述いない。(柏倉康夫)

2. 言語の教育と政策

トウーボン法と学校教育

1ゥーボン法の第11条には. [1 公立および

私立の教育機関における教育，学力考査および競

争試倹ならびに学位論文・学術論文の言語は，地

方の也しくは外国の言語および文化の教育の必要

性を理由とする例外または教員が外国からの客員

もしくは招問教授である場合を除き，フランス語

とする。(以下略)Jとあり，また. uとして

[1989年7月10日の教育基本法第89-486号第 l条
に新たに'フランス語の習熟および他の二か国語

の知識は l 教育の重要な目的の一部をなす"の項

を加える」としている。

今回の法律は，教育に関しては，基本的にフラ

ンス語教育の充実・徹底をめざすものとなってい

る。このことに関辿する文部大臣による通達が 2

つ出されている。

初等・中等教育向けのもの (95年3fJ21日付)

と高等教育向けのもの (95年5月5日付)川であ

る。両通達とも，教師や教育研究者が教育現場で

フランス語を使うことが詳細に規定されている。

たとえばテストや授業 I 卒業論文，博士論文，研

究活動など具体的にフランス語の使用が義務づけ

られる分野が明らかにされている。また，教育に

携わる公務員は，正しく，わかりやすく.明快な

フランス語を話すことも指示されている。

さらに，教育行政関連の文書に外来語を使用し

ないことも定められている。

そして，各教育機関は卜ゥーボン法の遵守につ

いて，毎年報告書の提出が義務つけられている。

ただ，具体的にどのようなフランス語を教えるの
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か。教室で教員は生徒に対して外来語を交えずに

話すのか，教科書等からは外来語を訓除すると

L、った対応、がなされるのかなどの情報は得られて

いない。

フランソワ・ベルウ氏の選択

国民教育省大臣フランソワ・ベルウ氏は昨年5

fI.初等教育における新しい政策方針を発表した

時. rもし. (言語について) 1つしか慢先させ

られないとしたら，あなたはどちらを選びます

かjとの聞いに対して「どんな場合であってもフ

ランス語を採るJと答えている。それは「成功す

る生徒は自国語の言語能力のある生徒であるJ. 
「フランス語を守るということは，単に lつの学

科・分野を守ることではない。フランス語の力を

つけることで，人生，学業，その他の外界のさま

ざまな可能性にアクセスするための揺を与える試

みなのである」からとする由。

国民教育省の提案

国民教育省は上記の新政策方針に基っき. 155 

項目の提案を発表した問。このうち，初等教育に

おける言語教育にかかわるものは次の 3項であ

る。

第6項 フランス語の教育は，特に最i甚先教育

の区分に置かれ，プランス語と外国語

の訓練方法により一層推進される。

(以下略)

第7項.初等課程(日本の小学校 2.3学年に

当たる)から，すべての生徒は毎日15

分ずつ視聴覚教材を使って生きた外国

語を lつ手ほどきされる。

第8項目いくつかのクラスでは，同時に 2つの

生きた言語(例えば，外国語と地方

語)の手ほどきが試みられる。

子供たちの言語能力と教育

フランス大使館文化部メフレディ氏によれば，

現在，フランスの子供たちの言語生活について，

次のような状7兄が指摘されているという。 lつに

は 子供たちの言語能力全般が低下しており，母

国語能力すら満足でないこと，もう lつには時代

とともにフランス語自体が変化し，子供たちは大

人たちと迎うフランヌ語を話しているということ

である。

言語能力の低下については，主として1968年の

5月212命(教育改革)以来顕著になったとされて

いる叫。従来厳格だった国内のフランス語教育の

方針が変わり，発音，つつり，文法や話しことば

にさまざまな誤用を生ずるようになったためであ

る。この状況に対する人々の危機感は.p.212で触

れた世論調査の「あなたは，フランス語にとって

最も脅威なのは何だと思いますか」に対する答え

の第 1!立 (38%)が「学校でのフランス語教育の

レベルの低さ」であることと照応するであろ

う{旬。

また，いわゆる若者ことばや新語の問題はどの

社会にもあるわけだが，フランスの場合における

社会の国際化，例え凶9¥州の統合 (EU) という状

況があることは大きな要因であろう。また，情報

媒体の進歩も当然子供の言語生活に反映する。す

なわちミニテルやコンヒ。ューターの端末が一般化

L...またテレビからも英語を中心とした外国語が

流入していることなどである。

子供や若者に限らず，いわゆることばの乱れ

(早口でわかりにくい話し方，発音やリエゾンの

訟り，短縮語形，倒置をしない疑問文等)も指摘

されている刷。

このような状況への対応策としては，次のア，

イのような考え方があり，論議がさかんであると

聞く。

ア 「トゥーボン法Jのようにフランス語使用

を強制して，フランス語を保融すべきだ。

イ 初等教育から外国語を取り入れることで，

母語の意識を高めるべきだ。

おおむね保守主義者はアの考え方，教員などに

多い進歩的な人はイの考え方が多いとされるが，

7の考え方を貫くことはいかにも現実に合わな

Po J レジオンドル議員が今回の法律にι前述の

Eの加筆を上院で可決させたときの発言. r我々

は英語混じりのフランス語に陥ってしまうような

2言語併用を避けたいのだJ(rル ブイガロ』

94.4.15 )はむしろ賢明ではないだろうか。国際化

社会におけるフランス人のフランス語愛護の心に
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信を置く考え方ともいえよう。

外国人子弟に対する言語教育

1990年にINSEE(国立統計経済研究所)が行っ

た調査ではフランスで生活する外国人360万と移

民420万を合わせると，フランスの総人口の6目4%
になるという問。

フランス大使館のメフレディ氏によれば，移民

(アラブ系の労働者が多L、)の増加に対するフラ

ンスの基本政策は融合 (integrer手同化)であ

り，基本的にはそれぞれの文化を尊重する。しか

し.その子弟(フランス団結)は，学校では彼ら

にとっては第 2言語に当たるフランス語を学ぶこ

ととされ I 第 I言語の教育はモスクにおける宗教

活動の場などにおいて行われるとのことである。

INSEEの調査によると，東洋人以外の移民の家

庭において出身地の言語は徐々に使われなくなっ

ており，しかも彼らはそれほどフランス語に習熟

しているわけでもなく，学業不振であるという。

カ)~ヴェ氏は，フランスは今こそ言語政策を明

怖にしなければならないと指摘する。すなわち外

国人子弟が出身国の言語を学ぶごと，そしてフラ

ンス人の子どもたちも彼らの言語を学ぶごとの必

要を論じ.また.1993年中，小学校で外国語の授

業を受けた児童は40万人いるが，その77%は英語

を学んでいることに腕聞を呈しているのである。

フランスの言語政策は，囲内の移民およびその子

弟の増加・定着に伴う面や欧州連合の l固として

のフランスの位置づけに関する認識と大いにかか

わるものでもあろう叫。

地方語教育の保証

フランスにおける地方語については前項

(P.213)で述べられている。各地の文化である地

方語は，ある時期押しやられていたが.1992年の

法律により 希望すれば学校で学ぶことができる

ようになり，現在約13万人の生徒がこれを学んで

L、るという。このあたりの事情については原聖氏

の研究に詳しい問。

「つつり字改正Jその後

今回の法律とは直接かかわらないが，学校教育

国家による外来語例制

において先年の「つつり字改正」がどのように扱

われているかは筆者の気にかかるところである。

フランス首相府は1990年6月19日付けで「つづ

り字の改正」を発表した。これはフランス語高等

評議会の報告に基っく也ので，新しいつづり方は

既存の約3000語や学術専門用語の新語に適用され

る。内容は連結符(ー)やアクサン類・トレ7

( • )の省略，発音にかかわらない文字の省略、

組合語の被数形などにかかわるものが多い。

しかし，伝えられるところではどうもこの新し

いつつり字は宙に浮いているようなのだ。有識者

の中には反対する者が多いが、一般市民にはほと

んど問題にもされていないといった風評を聞く。

学校教育においても91年秋の新学期からは析し

いつづり字が採用されることになったが 古いつ

づり字もそのまま討容されており，従来のつつり

宇を使用する教師も多いという。

「つづり字改正」が決定された当時は社会党政

権時代であったが，保革共存政権となってからの

国民教育省大臣は母語としてのフランス語教育に

力を入れるとの発言はあるが，必ずしも祈つづり

字法に制極的ではない総子である。辞典への採用

を見ても，ロベールの新版で新つづり採用案が

L、ったんは出たものの、取りやめになったそうで

ある。

それで也新つづり字で教育を受けた世代が社会

人となるころには.ognon (玉ねぎ=oignon)が

正しいとされるようになるのだろうか。

u長松絢子)

注

(1) 迎述はBulUinOfficiel de I'Education NUlionale NO 15 
199511"4 rJ 13日.loJN・21 51'121日に11;1;1世

(2) r文部大臣フランソワ・ベルウ氏の選択Jrエ
コ-J 94.9.10号参考

。)日本の1M合は!例えば r'iilmi世字表」や「別代jlQ

名立tt、J等 内I~I告示等が出されると，それらの

J!!!旨が学校教育にしかるべく反映されることを)gJ

して，比II!.Q的!J1J町に都道ffl"M救育委員会等品てに

文部省w等 rll~;局長名によるi且述等が行われるこ

とが多Po

(4) llUlIH氏の教示による。
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β) 単純に比般はできないが，日本においても咋今の

児託生徒等の国語能力の低下を指摘する向きがあ

り，学校教育1 家庭教育，地域社会，マスコミへ

の要盟が高まっている。(文化庁主催 国語施策

懇談会平成 5，6年度)

(6) rメディアのわけのわからないごとぱJrマダ

ム・ 7ィガロJ93.6.12，組口仁枝「フランス認の

新しい語殺の様相一新語1 借用語，流行語ー」

『カリタス女子短期大学研究紀要28J1990 参考

(ηLa Question ethnique， principes et problとmes，

Tendance actuell田 deI'Ed山 ationen France参考

(8) r視点・言語学者は語る-L.Jカルゥ・ェとの対

談J rエコーJ94.9.10号参考

(町原型「言語問題の諸相J rフランスの社会J1993 

所収

日7 日本における外来語の

現状と問題点

本章では，フランスの例を踏まえながら，日本

語の外来語問題について考えてみたい。

まず， r国語審議会」における外来語に対する

取り組みについて取り上げる。そして，日本の外

来語の問題点，世論調査にみる外来語に対する意

識，そして国や放送による規制について考察した

L、。

1， 国語審議会と外来語問題

「外来語の表記」

国語審議会仰は，昭和41年6月から平成 3年3

月にかけて，文部大臣の諮問に応じ， r国語施策

の改善の具体策についてj審議を行った。この

間， r改定送り仮名の付け方J (昭和47年) ， 

「常用漢字表J(同56年) ， r改定現代仮名遣

L、J (同61年)に続き最後に答申されたのが「外

来語の表記J (平成3年)である。とれらはいず

れも内閣告示・内閣訓令によって実施に移されて

いる。

「外来語の表記」は昭和62年 1月から平成 3年

3月にわたって重ねられた審議の成果である。こ

の審議は，昭和29年の国語審議会部会報告「外来

語の表記について」をはじめ，外来語や外国語の

地名・人名に関する明治以来の資料，日本新聞協

会やNHKで定めている現行の諸基準を参考lこする

とともに，現代の小型国語辞典に採録されている

外来語や官報，白書，教科書等に出現する外来語

等の実態の把握にも努めつつ進められた。

内容はおよそ次のとおりである。

「前文」には[r外来語の表記」についての考

え方〕として， r外来語についてJ， r外来語を

片仮名で書く習慣についてJ， r外来語の音と仮

名表記Jというそれぞれの項の解説があり，続い

て[r外来語の表記」の性格，構成及び内容〕の

説明がある。

性格は，従来の内閣告示「送り仮名の付け方」

等と同様， r法令，公用文書，新聞，雑誌，放送

など，一般の社会生活において，現代の国語を醤

き表すための“外来語の表記"のよりどころJで

あり， r科学，技術，芸術，その他の各種専門分

野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものでは

ない」とする。

構成は，本文すなわち「外来語の表記」に用い

る仮名と符号の表および留意事項と，付録として

の用例集 (500語の表記例)から成る。

内容については適宜昭和29年の報告と比較しつ

つ(1 )外来語や外国の地名・人名を書き表す場

合の仮名の用い方を示したものであること(昭和

29年の報告では，地名・人名は対象としていな

L、) (2 )昭和29年報告では，なるべく「セ，

ゼJ rチ，ジJ rハ，ヒ，へ，ホJ rジュ」と替

くとしていた「シェ，ジェJrティ，ディ」

「ファ，フィ，ブェ，ブォJrテeュ」を一般的に

用いるものとしたこと(ただし， rセ，ゼJ等と

替く慣用のあるものはそれによる) ( 3 )同様に

従来なるべく用いないとされた「ウィ，ウェ，

ウォJrクァ，クィ，クエ，クォJrヴア，
ヴイ，ヴェ，ヴォ Jrトウ， ドゥ J rテュ」

「フュJrウeュ」等の仮名も，外来語等を原音や

原つづりになるべく近く書き表そうとする場合に

用いるものとしたことが掲げられている。

要するに，現代の日本語に入っている外来語を

一般性に配慮、しつつ，より適切に書き表すこと，

しかも慣用的な書き方(例えば，セロハン，ジュ
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ラJレミン等)をも尊重していくという j也旨であ

る。

外来語のいわゆる氾濫

「氾濫JとL、う言い方は既に否定的であり，客

観的には「増加Jとか「多用」とか言うべきだろ

うが，一般によく外来語について問題にされるの

は，あるいは表記よりもごちらの方であろう。新

聞の投書棚などでは相変わらず「外来語の氾濫」

を嘆かわしいとする意見が目に付く。

総理府の世論調査(平成 4年)では， 1外来

語・外国語が使われすぎていると思うかjという

聞いに対して， 1使われすき'ていると思う(1使
われすぎていると思うJ+ 1ある程度使われすぎ

ていると思うJ) Jと答えた者は全体の70%に上

る。

NHKの現代人の言語環境調査(平成2年)にお

いても， 1 j最近句あなたのまわりで，外来語や外

国語を見たり聞いたりすることが以前に比べて多

くなったと思いますか」との聞いの答えは「大変

多くなったJ1多少多くなったJを合わせて86%

である。

前述の「外来語の表記」に関する審議の中で

は，いわゆる氾瀧のことも話題になり，答申の前

文に「外来語，外国語のいわゆる氾植について」

として次のように掲げることとなった。

「この問題は直接表記に結びつくものではない

が，関連する問題として総会を中心に論識をし

た。必要以上に外国語を使うことは望ましいこと

ではないという意見とともに，必ず自然に淘汰さ

れ，必要なものだけが定着していくだろうという

意見があったJ。

ちなみに文化庁国語献が今年4月に行った「国

語に関する世論調査」では，今以上に外来語や外

国語が増えることについてどう思うかの聞いに対

し， 1¥、くら増えてもよLリと「多少増えて也よ

し、」を合わせた57，9%が増加を容認しているとい

う結果になった。

外来語は本当に多用されているか

外来語の増加傾向については句鈴木孝夫「梢文

字語の氾il置は日本文化衰退の兆し?J山のような

国家による外来語規制

論もあるが，和語や漢語に対していったいどの程

度の割合を占めるものであろうか。

外来語は近代以降急激に増加する。これを国語

辞典の見出し語(1ノ、7-ハアン」の範囲におけ

る調査)で見ると， r広辞林』初版 (1925)では

3語であったが，第 5版 (1973)では80語を超え

ている問。

また， 1981， 82年発行の小型国語辞典 3租

( r新明解国語辞典』第 3Jt&， r岩波国語辞典J
第3版， r新潮国語辞典』新装改訂版)における

外来語の出現率は平均で6.3%である帥。維誌や新

聞における1964，70年の調査ではそれぞれ9.8% 

および12.0%であるが由 I これは辞書の性格上，

和語・演語については使用頻度のかなり低い語ま

で採録しているためと考えられる。しか也これら

はいずれも異なり語数での比率であり，実際の昔

きことば・話しことばにおける延べ語数での比率

はさらに低くなるわけである。

第19期国語審議会における意見

戦後，半世紀近くにわたる表記関辿の審議は

「外来語の表記」をもって一応締めくくられ，国

語審議会は第19)羽(平成 3年 9月一 5年 8月)以

降，広く国語の問題全般について検討を行うこと

となった。外来語の噌加や多用の問題もその一つ

である。

第19期の国語審議会報告「現代の国語をめくる

諸問題J (平成 5年6月)には，次のようにあ

る。

「外来語・外国語の使用が避けられないJ品合の

あることは言うまでもないが，官公庁等において

は句その公的，公共的性格から言って，平明で的

確な国語の使用に努めるべきであって，新奇な片

仮名語を使用することについては十分慎重である

ことが望まれる」。

官公庁といえば6年前，厚生省では当時の小泉

大臣による指導が思い起こされる。 1福祉を担当

する役所なのだから老人にも理解できる美しい白

木語を使いなさ Lづと， 1マンノfワーJ 1ホーム

へんパーJ 1リサーチレジデント」等の語をそれ

ぞれ「要員J1家庭奉仕員J1流動研究員」など

に言いかえるなどの試みがなされたのである耐。
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要はコミュニケーションの道具として使うことば

て、あれば，相手にわかるような配府が必要という

ことであろう。

第20期国語審議会における論議

現在，第20期国語審議会(平成 5年11月-)で

は， 1国際化時代への対応Jに関辿して， 1外来

語の増加や日本語の中での過度の使用の問題」が

取り上げられ，論議されている。

すなわち，外来語・外国語の使用の現状を認『識

しつつ，使用の意誠については，外来語の地加に

対して肯定的・否定的それぞれの意見の盤理を

行っているところであるとと 外国語の使用を考

える|療の視点としては，国語を尊重すること句国

際化の進展や新技術の開発などが外来語増加に関

わるごと，相手や目的に応じて使用の可否を判断

する必要があること，などが指摘されている。

これからの日本語と外来語

日本語の語いの分布は時代とともに変容し，外

来語が漸増することは趨勢であろう。ことは外来

語の岡周だけではなP，外来語の問題もまた，日

本語のことぱづかい全体の中でとらえ，伝迷や表

現のためにより適切なことばが，場面や相手に応

じて吟味されればよいのではないか。そのような

言語感覚は学校，家庭，地域社会'?スコミ等の

提供する言語環境によってつちかわれるものであ

ろう。

例えばフランスのように，国が外来語使用を禁

止あるいは制限するといった施策が日本になじむ

とは考え雌い。フランスにならうとすれば.フラ

ンスの国民教育省の提案のように，日本でも児

童・生徒に対する国語の教育を一層充実させ守ま

たI 外国語は外国語として，その異文化的な背景

を含めてきちんと学ばせることではないだろう

か。大人たちも基本的には同じである。国語を尊

重し 外国語への理解を深め，客観的に日本語を

反省するなら，意味も確認せず，むやみに外来語

を使うことは減るのではないか。必要な外来語だ

けが日本語に定着すれば，日木語の表現はその時

代にふさわしい，適切で盟かなものになるであろ

う 。 (i主松絢子)

注

(1) 国語?制限会回話の改静 岡語教育の慌9~などに

|到して調査審議するために設けられた機関。必要

に応じて政/f'fに辿訴する。 H目初日年に設置。 r市
川拍i字表J r現代仮名泣l、J r外来語の表記Jな

ど多くの答'1'を行っている。

。)鈴木孝夫「柿文字語の氾植は日本文化衰退の兆

し?J (r月刊言語j大修館前自1985，9)

(3) 見jJj張紀「白木語の~NH(2)J (岩波講座日本

3l:t 9 r語処と，也l山J1977) 林大院修『医l説日本

語J(f11川mJ苫)参考

(の 文化庁国語omr小型国語辞典に採録されている外

米語J(外米話調査資料昭和62)参考

(5) 国立国3tf[i}f'J~所報告25 r現代雑誌九十周の問活用

字 分析J(秀英出版1964) ，国立国語研究所報

告37r屯子:Ht):~慨による祈ILHの謂~W;調査J (秀w:

出版1970)参考

(6) rカタカナ自a，¥の品らしJ(平成元年3FI HI 毎

1:1 ffrllfl) ， rカタカナ安易な使用ダメ IJ (平成
元年 7月2目 前売析間)

2. 日本の外来語使用の現状と問題点

(l) 日本の外来語の特徴

フランス語における外来語の影響や特徴につい

てはE章 (p.202)で触れた。ここでは守日本語に

おける外来語の場合を取り上げたい。

まず，表記はカタカナ書きが江戸後期から定着

しているので，外来語の識別がしやすP，フラン

スのように原語のまま借用されるのではなく，日

本語にある音韻に置きかえられ.加工されて入っ

てくると言える。品詞は名詞に限定されている。

助詞的に使う場合は 1-する(オープンす

る)J ，形容詞的に使う場合は「ーな に(ク

リーンな・に)Jなど語尾に日本語がf.Jくので，

外来語そのものが活用変化をすることはなく，文

法にまで影響を及ぼさなP，発音，アクセントは

日本式である。ただ，最近は外国語の影響を受

け， 1ティ J1スィ」など日本語になかった「外

来音」と呼ばれる発音が若い世代を中心にみられ

るようになってきている。これは日本語の音献を

盟かにする一面も持っているといえる。
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ただし，日本語の場合，カタカナ表記が定着し

ていて見分けやすい反面，書き表し方が必ずしも

一定していない点は大きな問題である (p.218)。

また，和製英語や省略語，混種語が多いのも特

徴的である。和製英語については，冒頭で引用し

たニューヨークタイムズの記事のように外国から

も不思議がられるほどの氾濫ぷりである。

省略語は. IセクハラJIインフレJIリハビ

リ」などとくに 4音のものが多くみられる。鈴木

孝夫著『日本語と外国語』には「コン」を含む外

来語が18種類あげられているが，そのほとんどが

省l略語である。

7 イコン (computer) ツアコン (conductor)

マサ'コン (complex) ゼネコン (con廿actor)

リモコン (con廿01) 生コン (concrete)

バリコン (condensor) 合コン (company)

トJレコン (converter)

エアコン (conditioner)

ピアコン (concerto)

エキコン (concert)

コンビフ (corned)

コンスターチ (corn)

さらに. Iコンビニ (convenience)J Iミスコン

(contest) J Iボディコン (conscious)Jなどが見

られる。省略すると原語が1ffr調IJしにくくなり，意

味の述想が難しくなる。

国家による外来語劇Uill

省略語や和製外来語は，英語からみれば問迷っ

たととば， “疑似英語"であることから避けよう

とする向きもある。たとえばNHKの放送では「ナ

イターJではなく「ナイトゲーム」をf史問してい

る。しかし 1 一面，加工された時点で既に外国語

ではなく，日本語の一種になると考えれば，フラ

ンスのように外国語をそのまま借用するのと比べ

て母語への影響は少ない。そういった意味では，

日本語は外国語をうまく取り入れ，自分たちのこ

とばに消化していく l吸収力の品る言語であるとも

いえる。

(2) 外来語は増加しているのか

しかし，影響が少ないといっても，限度を超え

た量の多さはやはり問題である。日本においては

外来語の琵についての実証研究がいくつか行われ

ている。放送番組を対象に行われた也のでは，

1967年にNHKで約45分のテレビニュースについて

調査した。結果は外来語は全体の2.5%という数字

が出ている(固有名詞を除き，混極語を含む)。

最近では.1992年にNHKIBSファッション情

報(パリ・コレクション)Jを調査した結果で

は，全体で4秒に l語の割合で外来語が使用され

ていた。とくに多い場面では19秒のコメントの中

に17語もの外来語が使われていた山。

表3 r外来語集Jにみる外来語使用基準の変化

① Oがついているが，現在使用されていない語
アプレ・ゲール(戦後V~) .イベリット(市ガスの一極) .イヒチオール(皮脂の消炎ー殺l田町~) .エアガール(航費
機上で食事その外のl控訴をする女性).エピゴーネン(盟流，棋倣者).オプティミスト(話~f(:月主義者。楽天家) .キ
ニーネ(マラリアの特事誕).ギャバジン(綾織の防水IIr.J也) .キャラコ(EIの細かい上等カナキン).ウロース(製
本用の表紙).ゲートJレ(きやはん).ケット(毛イI】) .ゴーストップ(交通盤四!の信号).サージ(斜紋毛織物のl服
地) .サッカリン(t!一味料).サント二ン(則虫駆除に1m、られる特効薬).スヴヱア・ダンス (8人が四角をつくっ
て踊るダンス) .スフ(繊維業からifEられ人絹によく似ている織物) .スレート(瓦板).セコ・ハン(古物，お
古).チッキ(汽11tなどの手荷物の引換祇).トーキー(発戸l映画).ハイカー(ノ、イキングをする人).プレーン・
ソーダ (1咋のつけてないソーダホ)

② Xがついているが，現在の肱送では使用されている語
7ーテイスト(主主術家，美術家)。アート(芸術，美術1 技巧)。アウトライン(りんかく，あらすじ).アヲシデン
ト(事故).アシス世ント(助手!手伝いの人)。アツト・ホーム(内輸の会合) .アピール(訴える，興味をひ
く).インフォメーション(情報，通知，知らせ，品る1Jlq却に閲する知織).ウィーヲ・エンド U四末).エネルギッ
シュ (1i'J力的な).オリジナル(元の1 本来の..(lIJ認に協む).キー・ポイント(主l拠点，解決点) .キャラウ世一
(映画小説に登喝して来る人物).キャンセJレ(契約解除!破棄).コメディー(喜劇，通俗刷) .コメンテ-$1-
(解説者).シンプル(単純立，簡単な).スケール(規棋!大きさ).スケジューJレ(日制，日程).ス$1ッフ(①
臓員。部員 l 顔ぶれ@j:(~部.m市) .スチュワーデス(エア ガール).スピーチ (iìl~wL 演説) .セールスマン(1眠
売民，版売外交民).トラブル(間着!めんどうな1M]') • パスポート(旅券. #，砂ト渡航免状) .ビジネス(業務.*
務，仕事，商売).ファッション(流行型).フォーラム(討論場).フレッシュ(新鮮な，新l¥、).マス・メディ
ア(大衆媒介体，大衆通信法).ミステリー(神秘，不思議).リポ一宮ー(取材記者 1 通信員)
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外来語の増加の原因は，一つはいわゆる専門語

に外来語の占める割合が大きいこと，一つは商業

主義による外来語の多用，乱用にあると従来から

L、われている。 77ツYョンやスポーツの番組に

外来語が多いのはこれにあたる。

しかし，一般外来語の増加も見逃せない点であ

る。ここではひとつの試みとして， r外来語集

(日本放送協会編)Jを取り上げた¥¥0 この本は

テレビ放送が開始された昭和28年に刊行され，放

送現場で外来語を使用する際の基準として使われ

た。有識者や記者，アナウンサーを含む専門委員

会が l年半にわたって検討した300日の外来語が掲

l除されている。特徴は意味とともに使い方の基準

が記されていることである。 3種類の記号で分類

され，それぞれOは放送用語として適当，ムは専

門用語として使う場合のほかは避けたい， Xはな

るべく避けたい，といった基準を示している。発

行から42年たった現在，これらの語をみると，外

来語使用の基準の変化の一端が読み取れる。表3

に，①当11寺は放送用語として適当とされている

が，現在はあまり使わない也の，また若者には通

じないもの，②当時は避けたり，言L功、えたりし

たが，現在は放送で使われているもの，その両方

を調べ，結果の一部を示した。これらは大学生数

人の判断を参考にしている。( )内は辞典の語

釈で，表記は当時のものに従った。

①のような消えてLぺ外来語は，繊維や薬品の

名称で，その物自体が姿を消しているために廃語

になったものが多い。また， rエアガール」が廃

れて「スチュワーデスJになるというような例は

少ない。まして.外来語が和語や漢語に変わるよ

うな例は見当たらない。

反対に②の現在使われるようになった語は多岐

にわたっている。物の名称ではなく，動作や抽象

的な概念を示すものも多¥¥0用法的にも「エネル

ギソシュな(に)J rオリジナルな」のような形

容(動)詞や， rイメージするJrアレンジす

る」のようにサ変動詞として使われるものなど名

詞以外の品詞が増えている。また， ( )内の日

本語でも表現できるが，外来語の方が新鮮であっ

たり，現代的であったりすることから，外来語の

ほうが好んで使われているものも多い。厳密な数

は出せないが，①よりも②のほうが圧倒的に多

L、。

つまり，外来語の畳の増加，そして質の多様化

がこの辞典から読み取れる。一般の人には専門用

語や商業的な外来語の増加よりも，この辞典に出

てくるような一般のことばが，日本語から外来語

に変わることのほうが抵抗感が強いだろう。それ

が外来語の氾濫，多用という印象につながってい

るのではないか。

(3) 外来語に関する意識や理解度

では，外来語を使用することの長所，逆に短所

はどのようなものだろうか。 NHKが95年3月に

行った全国調査問では次のような結果になってい

る(それぞれ線数回答)。

-長所

日本語では言えない

微妙な意味合いが出せる 60% 

新しい感覚が出せる ・・ ・…・…'49

{史う人が格好よく(おしゃれに)みえる 15

使う人が学のある人にみえる・ ......11

親しみやすい ・・ ー…….........11

・短所

意味のわかりにくいものが多い....・64%

漢字と違って文字からでは

意味をとりにくい ・…..・ 47

日本語の伝統が破壊される・……・27

使う人がキザに見える……….........14

使う人が経く見える，

説得力がない・・・………10

長所は，やはり日本語では表しにくい微妙な

ニュアンスを表現できるごとや，同じ意味でも外

来諮のほうが新しい感じを限し出せるととにある

ようだ。また， 1988年の首都圏調査では， r新し

い感覚を出せるJがl位だったのが，今回は「微

妙な意味合いが出せる」が一番多かった。とくに

20， 30代の若い世代では「微妙な意味合Lリが7

自lを超えている。

反対に短所では多くの人が「意味のわかりにく

さJをあげている。 r日本語の伝統が破線され
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る」という回答は60.歳以上に多く， 3l!lJJを超えて

L、る。

また，外来語を取り入れているのはだれか，外

来語を増やしているのは何かについて聞いた(被

数回答)。選択肢は，モノと人が一緒になってい

るが，これはフランスの調査と比較するため，そ

の選択肢を参考にしたことによる(フランス調査

の質問文は「フランス語に外国語を持ち込む主要

な責任はだれにあるかJ)。以下に日仏の結果を

あわせて示す。

庄司区三ヨ
テレビ・ラジオ 68% 51/35叫

広告 53 50 

新聞・雑誌 50 35 

若者 37 40 

企業 29 18 

歌手・タレント 28 47 

映画 20 25 

国・役所 6 一帯2

*1テレビ51.ラジオ35

*2 仏の調査項目にはない

日仏ともやはり「テレビJr広告」などメディ

アの影響が非常に大きいと考えられている。フラ

ンスでは「新聞・雑誌」といった活字メディアの

影響が小さく， r歌手J (日本の場合，タレント

も加えた)の影響が大きいと考えられている。ま

たフランスの15-24歳の若い陛代では， r若者」
が57%でトップであり，ついで「歌手J49%と人

がメディアを上回っている。自らを、または自分

たちの身近な存在である歌手を外来語の伝議役と

とらえているようだ。その背景として，フランス

にはCSAのようなマスメディアのフランス語を監

祝する組織があり，マスコミはある程度外来語使

用に抑制がきいているのに対し，そういったこと

に縛られない個人のほうが自由に外来語を取り入

れ，話しているということが考えられる。また，

新しいものを取り入れているのは自分たちである

という自負が若者に強いのかもしれない。

一方，日本の20代をみると，Jt立は圧倒的に

「テレビjで82%，2位は「新聞・雑誌J61%， 

国家による外来語規制

3位が「広告」で57%とメディア重視型である。

「若者」という回答は 4位の51%だった。 20代だ

け「新聞 雑誌(おもに雑誌をさしていると思わ

れるが)Jが2位であるのを除き，全体にフラン

スほどの年代差はない。

また，日本では行政の事業名などに外来語が多

いことが指摘されるが，この結果をみると一般に

はあまり意誠されていないようだ。

次に，テレビや新聞の外来語の量について人々

はどのように感じているのだろうか。 I多く使わ

れていると思うかJという質問には 4割の人が

I (どちらかといえば)多Lリと答えている。年

代差はみられない。では，実際に放送から大量に

流れる外来語は視聴者に理解されているのだろう

か。外来語の意味がわからなくて困った経験につ

いてきいたところ，実に約 7印jの人が I(しばし

ば十時々)ある」と答えている。老若男女を含め

た数字であるととを考えると 3人に 2人というの

はかなり高い削合であるといえるだろう。外来語

のデメリットで意味のわかりにくさをあげる人が

多い乙ととつながる。

そとで，実際に放送で使用している外来語の理

解度を調べてみた。図 4に8語の結果を示した。

( )内の数字が全体の理解度を表し，グラフは

グルメ
(66) 

イエローカード
(61) 

223ー

BS 
(45) 

ライフライン
(32) 

ノーサイド
(23) 

CATV 
(25) 

HIV 
(ll) 

デイケア
(20) 

図4 外来語の理解度

( )内は全体の数字(%)

84% 
39 

83 
27 

65 

j 45 

41 

40 園 20 叩代

6出生以上
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20・3C代と60代以上を比較している(理解度は，

知っているかどうかを聞いた上で，知っていると

答えた人に 5つの選択肢から正解を選んでもらう

方法をとった)。

結果は， rグルメJが7剖，サッカー用語だが

一般に「警告」とL、う意味で使われる「イエロー

カード」が 6割，阪神大震災で頻繁に使われた

「ライフライン」が 3¥ll1Jと全体的に理解度は低

い。 rライフライン」は，日本では宮城沖地震の

とろから使用されたことばだが，大地震発生当

初，祝日聴者からわかりにくいという声があり，放

送では「電気水道・ガス・電話などの生活に不

可欠な，いわゆるライフライン」と言い添えをし

ていた。

また，すべての語の理解度に年代差があり，若

L、世代の方が理解度が高かった。大きな開きのあ

る也のは， rイエローカードJが6¥ll1Jの差， rラ
イフライン」にも3割近い差があった。

もちろん実際にニュースで使用される時は前後

の文脈や映像からある程度の挽測はできる。しか

しながら，やはり外来語というのは，コミュニ

ケーションや情報伝達を目的とする場合，かなり

問題があり，使用には十分な配慮が必要だという

ことがわかる。

3. 外来語の規制は必要か

では，外来語について，日本でも何らかの使用

基準や目安を設けるべきなのだろうか。

(1) 固による規制について

今回のフランスのように略日本でも国が外来語

を規:1:1)すべきであろうか。 r国が外来語の使用を

規制すべきか」という闘いに対しては 1 積極的に

するべきだという人は16%にとどまった。

日本で外来語の規制といって思い出されるの

は，太平洋戦争中の「敵性語の言いかえ」であ

る。野球のチームの名称からカタカナが消え，

「ストライクゅよしJrボール0だめJrアウト

。ひけ」と，今からみると冗談のような言いかえ

が行われた。放送においても， 17年に「アナウン

サーJを「放送員J， 18年に「ニュース」を「報

道」と改称している。ごの場合は，非常に極端な

例で，時代背景からいっても言語規制というより

思忽統:1，)1::¥、った要素が強¥¥，こういったものが

外来語の規制というイメージに少なからず影響を

与えているととも考えられる。

しかし，そうでなくても，日本では基本的に図

がことばの問題に口を出すものではないという意

識が根深いのではないだろうか。国の言語政策で

は，前述のように表記に関したものはあるが，使

用について規制したものはない。外から入ってく

るものに対しでも，また圏内におけることばの乱

れも，なるがままにしておくのが日本的である。

1988年の首都圏調査で「ごとばの乱れ一般に対し

て国がもっと積極的に何かしたほうがいいと思う

か」と質問している。結果は， r積極的にしたほ

うがL功、」は33%，r特別な対策は必要なL、」が60

%であった。 r乱れJというかなりマイナスイ

メージを伴ったことばに対しでも，国に対策を望

まない声が過主主数をこえる。これは，言語政策の

長い歴史を持つフランスとは大きく異なる。

ただ，地方の自治体では官公庁の使う「お役所

ごとば」を言いかえる試みが， p，219で触れたよう

にいくつか行われ1 熊本，北海道，高知など地方

自治体がJ~l自に言いかえ集を作り，行政サービス

の一環としているところもある。

(2) 放送での外来語の規制

先に紹介したように，日本では，外来語を率先

して取り入れるのはテレビや広告だという意見が

多い。では，放送における外来語の規制について

はどうだろう。

現在， NHKでは外来語の扱いについて，基本的

に次のような方針をたてている。

1 日本語で十分に表現できる場合は，外来語

を使わず日本語で言うことが望まし¥¥，

2.適当な言いかえのないものや，専門用語で一

般にわかりにくいものは説明をつけて使う。

3.また， rカムフラージュする」のように，

外来舗に「する」の付いた動詞は，よく熟

したことば以外は使わないようにする。

(昭和58年 WNH限度送用語集j部内資料)
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以上は原則で，個々のごとばについては，文脈

や番組の性格によって，ケースパイケースで判断

して使用している。しかし，実際外来語が問題に

なることは多¥'， NHK放送用語委員会でも，外来

語の多用を委員から指摘されることがしばしばあ

る。最近でも「パックステージJ Iライトアッ

プJ Iコンビニ強盗J Iリサイクルオークショ

ンJIファームステイ JIトップをきって-J
「イメージする」など枚挙にいとまがない。

では，放送において，外来語使用の制限を設け

ることに対して人々はどう思っているのだろう

か。 I放送で、外来語の規制をすべきか」という質

問に対する回答結果は，国の規制より多少多く，

3割の人が賛成， 7割の人が規制に否定的であ

る。しかし，年齢別にみると世代による大きな泣

いがみえてくる(図 5) ， 20代では7割， 50代は

半数以上が反対しているが， 60代以上になると，

規制に賛成する声が反対派を上回っているのであ

る。

このような規制に対する意識にみられる世代差

は，理解度などに表れている外来語の許容度をそ

のまま反映しているものと思われる。

つまり，外来語の意味がわからない，または日

本語でいえるものには外来語を使うべきではない

と考える人たちは，現在の野放し状態に，何らか

の策をとってほしいと望んでいるようだ。

ただ，放送の規制という場合も 1 フランスのよ

うに国の法律に基づいて行うのか，放送局の自主

規制lのような形で行うのか，回答者の持つイメー

ジはわからないが，おそらく後者のようなゆるや

100 
略

50 

。

図5 外来語の規制に対する意識(年齢別)

刷 川目=庄和{I r-ー留、ご77一
口園閏

0 ・欣送

園、_ 68 
63 、『置、

副¥量
45ト、

匠E
ぶ;目ii

止一 --0'"
18 

19 

20代 30代 40代 50代 60(~ 70成以 E

岡家による外来語規制

かなものと想像してよいのではないだろうか。

(加治木美奈子)

注

(1) 大削除也 rBSファッション情報にみるカタカナ外

来語の使用実態Jr放送研究と調査J1993.12参考

(2) 調査概要 第 9回現代人の言語瑚.IJl的町査「マスコ

ミュニケーションと外米語」

調査実施 1995.3.9-26 方法個人商抜法

対象全国20歳以上男女1800人

有効数(率) 1176 (65.3%) 

以下本章でことわりのない場合，この調査の結果

を使用。

おわりに

フランスも日本も，自国語にかわることばがな

い場合はもちろん，同じ，または近い意味のこと

ばがある場合も英米系の外来語を好んで使う。そ

こには「現代的JI微妙な意味合いが出せる」な

ど心理的な要因が働いている。言語というものは

いつの時代にも，語いの借入が行われ，新しい語

いが入るごとで活性化する。しかし，輸入J留過に

なると在来の語いが圧迫されてしまう。

フランスでは外来語をはじめ，ごとばの問題に

国や7 スコミが積極的に取り組んでいる。フラン

ス人の国粋主義の精神が根底に流れているのだろ

うが，今回の法律が生み出された背景には，現在

の国際化時代，情報化社会における英語による言

語の画一化に対する危機感が拍車をかけているよ

うだ。

そして，さまざまな議論の末に成立したトゥー

ボン法が実際にフランス語にどのような影響を与

えるのかは今後の問題である。実際に効力を発

し，その結果フランス語の国際競争力が上がり，

外来語の増加が抑制されるのか。それとも20年前

のパ=ロリオル法の織を踏むことになるのか，結

果はもう生しl時を待たなければならないだろう。

ただ，日本人には，言語観，社会背景の相述か

らか，高額の罰金を科してまで外来語を規制する

ことにはやはり逃和感を感じる人が多いのではな
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いか。そして，フランスの言語学者の指摘のよう

に，外来語の言いかえ， I公式用語」を設定する

ことは難しいわりに効果が薄いという印象を受け

る。外来語を抑制しようと L寸姿勢に共感できて

も，その方法に対しては疑問が残る。

フランスのように上(国)からの規lIiIJによるも

のがいいのか，ことばを迎用する側の自主規制に

よるのがいいのか，言語に対する述いもあり，簡

単に結論は下せない。

しかし，だからといって日本もこのまま無策で

いいというわけではないだろう。実際，外来語は

今後も増加し，それを不快に感じ，意味を理解で

きない人もいるだろう。また，固や7 スコミ機関

に対して外来語の規制を望む人もいる。外来語の

理解度や抵抗感に大きな年代差があることは，コ

ミュニケーションギャ yプの視点からも深刻に受

け止めなくてはならない。

その点では，フランスでトゥーボン氏が主張し

た「外来語の抑制は消費者保設につながる」とい

う発想で外来語を抑flilJするととは，日本にもなじ

むのではないだろうか。つまり，外国語・外来語

を十分に理解できない人が，そのことによって生

活の中で損失を受けることがないようにするとい

う考えである。より公共性の高い情報を伝えるも

の，たとえば公共性の高い看板や表示，役所の一

般の人向けの文書や通知，テレビやラジオの

ニュース番組(とくに災害時)，などの外来語は，

ある程度抑制lをすることも考えられるロただ，そ

の場合も制裁付きの規:WJではなく，ある程度幅を

もった目安や基準を示し，使用については自主判

断に任せる。強制力は弱くても，外来語の使用に

注意を喚起することだけでも意義のあるごとでは

ないだろうか。

また，当然ながら， 7 スコミなど伝える側の人

間は，相手(視聴者や読者)に情報が正確に伝

わっているか，理解されているか，いつも検証す

る姿勢が必要であることはいうまでもない。

最後に，この論文をまとめるにあたっては多く

の方に指噂，助言，また資料提供の協力を得た。

フランス大使館文化部のジャン・メフレディ氏

には1ll:重な資料，アドパイスを多数いただいた。

法律文の翻訳や解釈については，国立国会図書

館調査及び立法考査局大山礼子氏(現・聖学院

大学政治経済学部助教J受) ，滑川諒一氏に，制訳

およびフランス，フランス語事情について通訳・

酔l訳家の茂木裕子氏，資料の翻訳にあたっては，

左合桜子氏，毛利茂生氏，内容については城西国

際大学の石野博史氏，またNHK文研・放送情報調

査部大谷堅志郎主任研究員にも全般的に，またと

くに I章 2に関して，恕切なご指導をいただい

た。紙面を借りてお礼申し上げたP，

〈執筆分担〉

1 -2， <1 

1 -3，皿 l

皿-2，N-j

その他

岩谷朝世 (~、わや

柏倉康夫(かしわくら

浅松絢子(品さまつ

加治木美奈子(かじき

あさよ)

やすお)

あやこ)

みなこ)
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〈イ寸〉

1. ["フランス語の使用に関する1994年8月4日

の法律(全文)J日本語訳と解説・原文

第1条 Llf法によって共和国の言語とされているフラ

ンス語は，フランスの特性及び文化的辿肢の基本的要

素で品る。

フランス語は，教育，労働.取引及び公役務の言語

で晶る。

フランス語は，フランス語悶を榊成する国々の特別

の紐怖である。

第2条 n~ 製品又はサービスの名祢 I 売出し文，紹

介文.使用文は利用説明由 I 保証の範囲及び条1'1の記

述並びに，1-，'j;}<古及び傾収世において，フランス語の使

用を義務づける。 (11)

同様の規定は，由而，口頭又は視l陪党によるすべて

の広告にj自問するものとする。

この条の規定は I 広範な公衆に知られる外国語の呼

紘を持つ代表的商品及び特産品の名杭には迎問するこ

とができない。

間際に閃する法f.Itは I 尚械とともに登録された記，械

事項及び宣伝文句に対するこの条第 l項及び第3羽の

適用を妨げ立いものとする。

第3条 公泊，公衆に開放された均所又は公共愉送機

関に張り出され又は設置され.かつ I 公衆への的報提

供を目的とする拘示又は通知はすべて，フランZJEで
表現しなければならない。山

上記の規定に述反して作成された掲示が I 公法人に

属する倒産の上に使用者で品る第三者により張り出さ

れた場合には，法人は.当該使用者の負担において，

かつ，法人の定める!町間内に I 附認された不法行為を

停止するよう当該使用者に111，告しなければ立らない。

当該fl!，告が遵守されないJ且合には，辿反の程度を考慮

しI 契約条項又は認められた許諦の問問の如何を問わ

ず，lif;反省に対し当該財産ーの使用を取り消すことがで

きる。

第4条 公法人又は公役務を目的とする活動を行う私

人により張り出され文はt世間された前条に規定する掲

示又は通知が翻訳の対車となるときは I 当該翻訳は.

少なくともこか国語によるものとする。

ごの法llt第2条及び第3条に規定する記;1&.通知及

び掲示がー又は仰数の捌訳を伴う場合にはすべて.フ

ランス語による去示は，外国語による表示と同様に判

前聴取文は理解可能でなければならない。

国家による外来語規制

国際愉送の分野においてこの条の規定のi盟問を除外

する場合及び要刊は，コンセイユ デタの議を経るデ

クレで定める。

第5条 公法人文は公役務を目的とする活動を執行す

る私人が当事者である契約は その対象及び形式の如

何を問わずフランス語で作成するものとする。当該契

約は.7ランス括の話器の盟由化に閲する法令に規定

する要1'1において承認された同級の足、I時を有するフラ

ンス語の表現文は訴が品る!J;l合には.外国語の表現又

は語を合むことができない。

前J買の規定は，岡工業的性杭をイ.Jl.， .かつ 完全に

国土の外で服行される活動を監督する公法人が締結す

る契約には適用することができない。

一文は組数の外国の共同契約書と締結されるこの条

に規定する契約は，フランス語による文書の他に，同

械に証拠となり得るー又は槻数の外国語による翻訳を

含むことができる。

部 l唄に辿反して締結された契約の当'11者は，相子

方に不利諮を与える外国語による規定を援用すること

はできない。

第6条 フランス国簡を有する自然人又は法人がフラ

ンスにおいて組織する集会，討論会又は会識の参加者

はすべて，フランス語で発言する権利を有する。当該

会合の予定を掲示するために会合の前に及びその期間

中に参加者に対し配布する文甜は，フランス語で作成

しなければ立らず，かつ ー又は惚数の外国語による

制訳を合む=とができる。

集会，討論会又は会1鳴が，予備文、!f若しくは討議文

i!Iの参加者への配布又は会議録若しくは議事録の刊行

を行う羽合には，外国語で表現された文;!I又は発言に

は.告なくともフランス語による要約を1，1さなければ

ならない。

これらの規定は.外国人にのみ附する集会.討論会

又は会議及びフランスの対外貿易促進についての集会

にはi困問することができない。

公法人又は公役務を目的とする活動を担当する私法

人がこの条の対象となる集会を主催するときは，通訳

装置を配制しなければなら立い。

第7条フランスで配布されかつ公法人公役務

を目的とする活動を行う私人又は公的助成金を受けて

l、る私人が発行する悶T!?，雑誌及び通知文1!Jは I 外国

語で作成されるJ品合には 歩なくともフランス語によ

る要約を合ま主ければならな L'0 (11) 

-227ー



NHK放送文化調査研究年報40

第8条労働法典L第121-1条の末尾の 3項を，次の

4項に改めるロ

iiU岡により証明される労働契約は，フランス語で

作成するものとする。 Jat) 
「相当するフランス語のない外国語によらなければ

契約の対象となる職務を指定できない場合には，当該

労働契約は，その外国語のフランス語による説明を含

ま立ければならない。」

「労働者が外国人であり，かつ，当該労働契約が詰

而により証明される場合には，当該労働者の要求によ

りその者の言語で当該契約の翻訳を作成するものとす

る。この二つの文書は，同様に裁判上の証拠となるも

のとする。この二つの文書に相逃がある場合には，当

該外国人労働者の言語により作成された文書のみが，

その者の利益に反して援用することができる。」

「使用者は，この条に逃反して締結された労働契約

の条項につき貨を負う労働者に対して当該条項を適用

することができない。」

第9条 I 労働法典L第122-35条に次の l項を加え

る。

rJj~業規則は，フランス語で作成するものとする。州

当該規f!iJには，一又は組数の外国語による翻訳をNす

る乙とができる。J
E 労働法典L第122-39条の次に， L第122-39-1条と

して次のように加える。

rL首H22-39ド1条 労働者に対する義務又は労働者が

その職務のj回行上知らなければならない規定を含む文

部はすべて，フランス語で作成しなければならない。附

当該文書には，一又は複数の外国語による捌訳を付

することができる。J
「これらの規定は l 外国人から受領し又は外国人宛

の文書には適用することができない。 J
皿 労組J法典L第122-37条第 l項及び第3項中 rL

第122-34条及びL第122-35条」を rL第122-34条， L第

122-35条及びL第122-39-1条」に改める。

N r労働法典L第132-2条の次に， L第132-2-1条

として次のように}JJlえる。

rL第132-2-1条団体労働協約及び協定並びに企業

又は事務所の協約は，フランス諸により作成しなけれ

ばならない。外国語により作成された規定はすべて，州

当該規定につきi止を負う労働者に対抗することができ

ない。」

第10条労働法典L第311-4条の 3'を次のように改

める。

r3。外国語により作成された文書。〈川
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「相当するフランス語のない外国語によらなければ

求人の対象となる職務又は労働を指定できない場合に

は，フランス語の文部は 1 上記 2'にいう過誤が生じ

ないよう当該職務又は労働の卜分に詳細!な説明を含む

ものでなければならない。

「前2項の規定は v 求人募集者又は使用者の図絡を

関わず，プランス領土内で履行される業務及びフラン

ス領土外で版行される業務で品っても求人募集者又は

使用者がフランス人で品るものに適用するものとし，

外国語の熟迷が求人の対象となる職務を果たすために

必要な条刊の一つである場合も同様とする。ただし，

自ffl又は全部を外国語により作成する出版物の編集者

は，その言語により作成された求人募集をフランスに

おいて掲載することができる。」

第11条 I 公立及び私立の教育機関における教育，

学力考査及び競争試験並びに学位論文及び学術論文の

言語は，地方の若しくは外国の言語及び文化の教育の

必嬰性を理由とする例外文は教員が外国からの客員若

しくは伺へい教授で品る場合を除き，フランス語とす

る。

外国人学校文は外国舗を持つ生徒を受け入れるため

に特別に開設された学校及び国際的な伯柿の教育を行

う機|却は，この義務に従うことを嬰しない。

II 1989年7rJ 10日の教育基本法第89-486号第 l条
第2項の次に，次の l項を加える。

「フランス語の習熟及び他のこか国語の知識は 1 教

育の重要な目的の一部をなす。」

第12条通信の自IjJに閲する1986年9月30日の法制E第
86-1067号第E部第 li前の前に，第2ι1条として次のよ

うにJJnえる。

「第20-1条 フランス語の使用は，オリジナル版の

映画及び視腿覚作品を除き 1 放送又は流通の形態を問

わず，ラジオ放送又はテレビ放送機構及び機関の番組

放送及び広告放送の全体において義務とする。 J
「ごの法律第28条2'の2の規定を除き，前項の規

定は，歌詞の一部文は全部が外国語で書かれている音

楽作品には適用しないものとする。」

「第 l項に規定する義務は，全体として外国語で放

送され又はその目的が言語の学習で品る番組，番組の

一部文はこれらの番組に抑入される広告及び文化的儀

式の中継放送には適用することができない。」附

「この条第 l項に規定する帯組放送又は広告放送に

外国語による翻訳を付する場合には 1 フランス語によ

る表示は，外国語による表示と問機に平IJ読，聴取又は

理解可能でなければ立らない。 J



第13条上記1986年 9rJ30日の法仲卸8ι1067守を次

のように改める。

I 第24条H第6項の次に，次の l項を加える。

「 フランス語の2-;tffi及びフランス話回の影響力J
E 第28条の 4.の次に ，1 'の 2として次のよう

に加える。

r 4 'の 2 フランス語の尊重及びフランス諮問の

彬響力を雌保するための特別規定。」

田 第33条 2'の次に， 2'の2として次のように

加える。

r 2'の2 フランス訴の崎重及びフラノス語聞の

影響力を確保するための特別規定。」

第14条 l 外国語の表現又は詔で構成される製品.

商品又はサービスの阿棋の使mは フランス請の訴処

の盟問化に附する法令が定める嬰f'Jにおいて承認され

た同様の意I~、を有するフランス語の表現又は語が品る

場合には，公法人に対して祭止する。

この祭IJ:'Ji項は I 公役1:l5を目的とする活動を担当す

る私法人が当該活動を;lf1j.する助合にi由ITJするものと

する。

日 この条の，)1定は この法f.lt施行以前に使用が開

始された商慨には適用することができない。

第15条 公共団体及び公施設法人による助成金の付与

は，その性質の如何にかかわらず.受杭者がこの法I.Jt

の規定を将軍することを条刊とする。

前項に規定する尊重義務の不履行はすべて，当事者

に意見表明の機会を与えた後，当該助成金の全部又は

一郎の返却を求める血lねとすることができる。

第16条 刑事訴訟法wのよ見定に従い職務を行う司法器

察職員のほか，消資法典L釦215-1条 l' ， 3'及び

4。に列挙する職員は このiMJt第2条を施行するた

めの脱川の則定に述反する行為を叫査し かっ 昨認

する権限を付与されるものとする。

この目的において，当該職員は，住居としても使用

されている敷地を除き，同法典L第213-4条加 l項に

列挙する蚊j也及び交通手段並びに L第216-1'条に定め

る活動が行われている倣地及び交通手段にflf/¥Jに立ち

入ることができる。当該職員は 業務の遂行に必要な

文由の閲覧を市i求l.-，拠写l.-， ;Kびにその業務の遂行

に必~iな十.II報及び証拠を出頭を求めて又はそのJQ~で収

集することができる。

当該職員は.同級に，コンセイユ・デタの議を経る

デクレが定めるEit刊にもとづき対卑となるnj又は製品

の見本を+1<取することができる。
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国家による外来語別制

第17条 第16条第 1J自に規定する職員の業務の遂行を

官接に若しくはrl¥J般に妨げ文はこの目的に必要なすべ

ての干段を提供しない者は I 何人も.刑法典第433-5 

条第 2項に規定する川罰に処するものとする。

第18条 この法制tを施行するためのj且n'Jの規定にls反

する行為は淵i!?によって確証され その訓mは，反

抗があるまで証拠となる。

洞古は その完成後 5日以内に検事に送付しなけれ

ばならず.これに反するときは， 1!l~刻Jと止る。

同級に，訓告の写し 1f:i)を同期|町内に|則係者に送付

するものとする。

第19条 ]fIPJi訴訟法典第 2-13条の次に第2ー14条と

して次のように1111える。

「第 2-14条 定款によりフランス訪問!識に努める

ことを定め I かつ コンセイユ・デタの識を経るデク

レが定める~i'1 により*認され j血法に岡山を行った

間体はすべて 1 フランス語使川に閃する1994午B円4

日の法作首¥94-665号第 2，3，4，6，7及び10条を

適用するための刷nlJの規定に述反する行為にI則し， 10

3賠償制求人に対して認められる権利を行使すること

ができる。」

第20条ごの法I.Jtは強行法規で晶る。この法IJ'は

その施行以後に締結された契約に対して週間するもの

とする。

第21条 この法律のIJl定は，フランスの地方言語にl則

する法律及び規[IIJを妨げることなく迎用するものと

l.-，地方言語の使用を禁じるものではない。

第22条政府は I 毎年 日円15日以前にこの法IJt並び

に国際機関におけるフランス詔の地位に附する国際協

定又は条約の規定の迎mにl珂する恨告;!?を議会両院に

JE出する也のとする。

第23条 第2条の規定は，この条のl見定に対する述反

を定めるコンセイユ・デタの議を経るデクレの公布の

日に施行するものとし，その日は.この法IJtの官報公

示のi'iくとも12か月以内でなければならない。

ごの法I:Jt第3条及び第 4条の規定は 第2条の施行

の6か月後に施行するものとする。

第24条 フランス泊使川に閃する1975年12円31日の法

IJt第75-1349号は，廃止する。ただし，同法の第 l条か

ら第 3条までは，この法IJt第 2条の施行の日に廃止



NHK放送文化調査研究年報40

G，第 6条は，この法律第 3条の施行の日に廃止す

る。

(注)

[溜法院決定1994年7月29日第94-345DCにより述

態とされた規定]という文言が入る。

〈法律の解説〉

フランス語使用に|刻する法律には他の法律の改正規

定がいくつか含まれている。それらの多くは必ずし也

元の法律を参照しなくても規定の主旨は理解できる

が，若干の解説を要するものもある。以下にそれらを

解説する。なお，フランスの法律における「項」と

は，条文の段落に相当するもので品る。たとえば，第

10条の場合， f労働法典L第311-4条の 3。を...Jが

第10条第 l項となり， f3。外国語により作成された

文書…」が第 2項となる。

a，第10条第2項

労働法典L第311-4条は，求人・求職情報の配付と広

告について規定する第E款にある。同条には新聞，雑

誌等において求人・求職情報を掲献する場合の禁止事

項を規定し， 3。はその一つである。この改正条項に

より，これらの情報において外国語により作成された

文書を含める乙とが禁じられる。

b，第12条第3項

通信の自由に関する法律第28条2・の 2が規定する対

象はフランス又はフランス語聞の作者及び演奏家によ

り創作され文は演奏される音楽作品である。したがっ

て，乙れらの作品については歌詞の一部文は全部が外

国語で古かれていようとも，ラジオ文はテレビで放送

する限り 1 オリジナル版の映画及び視聴覚作品でなけ

ればフランス語使用の義務は免れない。

C. 第13条 I

通信の自由に関する法律第24条Eは，放送による視聴

覚通信機関以外を利用する場合に適用する規則のう

ち，コンセイユ・デタの識を経るデクレが定める一般

規則が規定する遵守事項が対象とする範囲を示す規定

で，①番組の制作及び放送②広告及びスポンサー活動

③未成年の保護④反論権⑤多元主義の保証，がその

他聞として挙がっている。

d.第13条 H

通信の自由に閲する法律第28条は，放送による視聴覚

通信機関に適用する規則を定める第皿款にある。同条

は放送許可を得ようとする者と視聴覚最高評議会が国

の名において締結する協定が対象とする事項を示す。

e，第13条 III

通信の自由に関する法律第33条は l ケーブル・ラジオ

及びテレビに関し，視聴覚最高評議会の意見を聴いた

後でコンセイユ・デタの識を経るデクレが定める事項

を規定するものである。

f.第16条

第1項で規定する消費法!i4L第215・1条 10 ， 3。及

び4。に列挙する職員とは次の通りで品る。

・競争・物価・不正取引抑止総局及び税関総局の職

員

・以医学検査官，公衆衛生係員，公衆衛生専門職員

・保険部検査医

第2項で規定する敷地及び交通手段とは，製作，製

造，包装，財政，配迷，販売の場所すべて，商品の移

送に使用される突通手段，属殺場で品る。

g，第17条

刑法典第433-5条第2項に規定する刑罰とは，最高で

6か月間の禁固又は 5万フランの罰金に処するもので

ある。

-日本語訳および解説の文責

国立国会図書館調査及び立法考査局il't川恕ー

(なお，型学院大学政治経済学部助教授 大山礼子氏

の助言を得た。)
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LOI nO 94・665du 4 ao白t1994 relative a 
I'emploi de la langue francaise 

Art.1e，. -Langue de la Republique en vertu de la 
Constitution， la langue francaise est un element 
fondamental de la pe四onnaliteet du patrimoine de 
la France 
ElIe est la langue de I'enseignement， du travail， 

des echanges et des services publics 
ElIe est le lien privilegie des Etats constituant la 

communaute de la francophonie. 

Art.2. - Dans la designation， I'offre， la 
presentation， le mode d'emploi ou d'utilisation， la 
description de I'etendue et des conditions de 
garantie d'un bien， d'un produit ou d'un service， 
ainsi que dans les factures et quittances， I'emploi de 
la langue francaise est obligatoire. 
{Dispositions declarees nOll conforn四 a/a Con. 

stitution par dedsion du Conseil constitutionnel 11。
94.345 DC du 29 jui//et 1994.J 
Les memes dispositions s'appliquent a toute 

publicite ecrite， parlee ou audiovisuelle 
Les dispositions du present article ne sont pas 

applicables a la denomination des produits typiques 
et specialites d' appellation etrangere connus du 
plus large public 
La legislation sur les marques ne fait pas obstacJe 

a I'application des premier et troisi色mealineas du 
present artic1e aux mentions et messages 
enregistres avec la marque 

Art.3.ー Touteinscription ou annonce apposee ou 
faite sur la voie publique， dans un lieu ouvert au 
public ou dans un moyen de transport en commun et 
destinee a I'information du public doit etre 
formulee en langue仕'ancaise.
[Dispositions dec/arees 11011 conformes a la Con-

stitution par dedsion du Conseil constitutionnel nO 

94.345 DC du 29 jui//et 1994.J 
Si I'inscription redigee en violation des disposi-

tions qui prec色dentest apposee par un tiers 
utilisateur sur un bien appartenant a une personne 
morale de droit public， celle田 cidoit mettre 
1 'utilisateur en demeure de faire cesser， a ses frais et 
dans le delai fixe par elle， I'i町egulariteconstatee 
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet， 
I'usage du bien peut， en tenant compte de la gravite 
du manquement，邑treretire au contrevenant， quels 
que soient les stipulations du contrat ou les termes 
de l'autorisation qui lui avait ete accordee. 
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Art.4.一Lorsquedes inscriptions ou annonces 
visees a I'article precedent， apposees ou faites par 
des personnes morales de droit public ou des 
personnes privees exercant une mission de service 
pu凶icfont l' objet de traductions， celles-ci sont au 
moins au nombre de deux 
Dans tous Ies cas ou Ies mentions， annonces et 

inscriptions prevues aux articles 2 et 3 de la 
presente loi sont completees d'une ou plusieurs 
traductions， la presentation en francais doit etre 
aussi lisible， audible ou intelligible que la 
presentation en langues etrang色res.
Un decret en Conseil d'Etat precise les cas les 

conditions dans lesquels il peut etre deroge aux dis. 
positions du present article dans le domaine des 
transports internationaux. 

Aは.5.-Quels qu'en soient l'objet et les formes， les 
contrats auxquels une personne morale de droit 
public ou une personne privee executant une mis-
sion de service public sont parties sont rediges en 
langue francaise. Ils ne peuvent contenir ni expres-
sion ni terme etrangers lorsqu'il existe une expres-
sion ou un terme francaise de meme sens approuves 
dans les conditions prevues par les dispositions 
reglementaires relatives a I'enrichissment de la 
Iangue francaise. 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux 

contrats conclus par une personne morale de droit 
public gerant des activites a caractとreindustriel et 
commercial et a executer integralernent hors du 
territoire national. 
Les con甘atsvises au present article conclus avec 

un ou plusieurs cocontractants etrangers peuvent 
compor臼r，outre la redaction en仕ancms，une ou 
plusieurs versions en langue etrang色repouvant 
egalement faire foi. 
Une partie a un contrat concJu en violation du 

premier alinea ne pourra se prevaloir d'une disposi 
tion en langue etrang色requi porterait prejudice a la 
partie a laquelle elle est opposee 

Art.6. -Tout participant a une manifestation， un 
colloque ou un congres organise en France par des 
personnes physiques ou morales de nationalite 
仕ancaisea le droit de s'exprimer en francais. Les 
documents distribues aux participants avant et pen-
dant la reunion pour en presenter le programme 
doivent etre rediges en francais et peuvent 
comporter des traductions en une ou plusieurs 
langues etrangeres 
Lorsqu'une manifestation， un col1oqu"e ou un 
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congn色sdonne lieu a la distribution aux participants 
de documents preparatoires ou de documents de 
travail， ou a la publication d'actes ou de comptes 
rendus de travaux， les textes ou interventions 
presentes en langue etrang色redoivent etre 
accompagnes au moins d'un resume en francais. 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux 

manifestations， colloques ou congres qui ne 
concernent que des etrangers， ni aux manifestations 
de promotion du commerce exterieur de la France. 
Lorsqu'une personne morale de droit public ou 

une personne morale de droit prive chargee d'une 
misson de service pub1ic a }'initiative des manifes-
tations visees au present artic1e， un dispositif de 
traduction doit etre mis en place. 

Art.7.ー Lespublications， revues et communica-
tions diffusees en France et qui emanent d'une 
personne morale de droit public， d'une personne 
privee exercant une misson de service public ou 
d'une personne privee beneficiant d'une 
subvention publique doivent， lorsqu'elles sont 
redigees en langue etrangere， comporter au moins 
un resume en francais. 
[Di臼sposi白tiわon悶sded似αr，也sn叩onconfor，湘mesa I1臼'aCon炉司

stitution pαr decision du C01'凡2悶守eilconstitutionnel n。
94冒-345DC du 29 juωille百t1994.J l 

Arl.8.ー Lestrois derniers alineas de l' article 
L.121-1 du code du travail sont remplaces par 
quatre aline田 ainsirediges: 
<< Le contrat de travail constate par ecrit est 

redige en francais. 
[Dispositions declarees non conformes a la Con-

stitution par decision du Conseil constitutionnel n。
94-345 DC du 29 juillet 1994.J 

くく LorsqueI'emploi qui fait I'objet du contrat ne 
peut etre designe que par un terme etranger sans 
correspondant en francais， le contrat de travail doit 
comporter une explication en francais du terme 
etranger 

くく Lorsquele salarie est etranger et le contrat 
constate par ecrit， une traduction du contrat est 
ぽdigee，a la demande du salarie， dans la langue de 
ce dernier. Les deux textes font egalement foi en 
justice. En cas de discordance entre les deux tex胞s，
seul le texte redige dans la langue du salarie 
etranger peut etre invoqu邑contrece dernier 
<< L'employeur ne pourra se prevaloir a 

l'encont問 dusalarie auquel elles feraient grief des 
clauses d'un contrat de travail conclu en vioIation 
du present article. >> 

A同9.-1.ーL'articleL.122-35 du code du travail est 
complete par un alinea ainsi redige: 

く:<Le r，とglementinterieur est redige en francais. 
[Dispositions declarees non conformes a la Consti-
tution par decision du Conseil constitutionnel n。
94-345 DC du 29 juillet 1994.J 11 peut etre 
accompagne de traductions en une ou plusieurs 
langues etrangeres. >> 
II.-Il est insere， apr色sI'article L.122・39du code 

du travail， un article L.122-39-1 ainsi redige: 
<< Art.L.122-39-1四 Toutdocument comportant 

des obligations pour le salarie ou des dispositions 
dont la connaissance est necessaire a celui-CI pour 
l'execution de son travail doit etre redige en 
francais. [Di.伊ositionsdeclarees non conformes a 
la Constitution par decision du Conseil constitu-
tionnel nO 94-345 DC du 29 juillet 1994.J 11 peut 
etre accompagne de tr‘aductions en une ou plusieurs 
langues etrangとres.
<< Ces dispositions ne sont pas applicabl，ぉ aux

documents recus de l' etranger ou destines a des 
etranger.ち>>
III.-Aux premier et troisi色mealineas de l' article 

L.122-37 du code du travail， les mots: <<articles 
L.122-34 et L.122-35>> sont remplaces par les 
motsくくarticlesL.122-34， L.122-35 et L.122-39・

1>>. 
IV.-Il est insere， apr色sI'article L.132-2 du code 

du travail， un article L.132-2-1 ainsi redige: 
<<Art.L.132-2-1.-Les conventions et accords 

collectifs de travail et les conventions d'entreprise 
ou d' etablissement doivent etre rediges en francais. 
Toute disposition redigee en langue etrangere [Dis-
positions declarees non conformes a la Constitu-
tion par decision du Conseil constitutionnel n094-
345 DC du 29 juillet 1994.J est inopposable au 
salarie a qui elle ferait grief. >> 

Art.10.ーLe30 de I'article L.311-4 du code du tra-
vai1 est ainsi ぽdige
<< 30 Un texte redig邑enlangue etrang色re[Dis-

positions dec/arees non conformes a la Constitu-
tion par decision du Conseil constitutionnel nO 94-
345 DC du 29 juillet 1994.J 

くく Lo四quel'emploi ou le travail offert ne peut 
etre designe que par un terme etranger sans 
correspondant en francais， le texte francais doit en 
comporter une description suffisamment detaillee 
pour ne pas induire en erreur au sens du 20ci_ 
dessus 

くく Lesprescriptions des deux alineas preeedents 
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s'appliquent aux services a executer sur le territoire 
francais， quelIe que soit la nationalite de I'auteur de 
I'offre ou de I'employeur， et aux services a executer 
hors du territoire francais lorsque I'auteur de I'offre 
ou I'employeur est francais， alors meme que la 
parfaite connaissance d'une langue etrangとreser3lt 
une des conditions requises pour tenir l'empIoi 
propose. Toutefois， les directeurs de publications 
redigees， en tout ou partie， en langue etrangere 
peuvent， en France， recevoir des offres d'emploi 
redigees dans cette langue.>> 

Aは.11.-I.-La langue de I'enseignement， des exa-
mens et concours， ainsi que des theses et memoires 
dans les etablissements publics et prives 
d'enseignement est le francais， sauf exceptions 
JUStI日正espar les necessites de I'enseignement des 
langues et cultures regionales ou etrangとresou 
Iorsque les enseignants sont des professeurs 
associes ou invites etrangers 
Les ecoles etrang色陪sou specialement ouvertes 

pour accueillir des el色vesde nationalite etrang色re，
ainsi que Ies etablissements dispensant un 
enseignement a caractere international， ne sont pas 
soumis a cette obIigation 
11.-11 est insere， apres le deuxieme alinea de 

I'article 1" de la loi nO 89-486 du 10 juilIet 1989 
d'orientation sur l'education， un alinea ainsi redige 
<< La maitrise de la langue francaise et la 

connaissance de deux. autres Iangues font partie des 
objectifs fondamentaux de I'enseignement.>> 

Aは.12.-Avant le chapitre 1" du titre II de la loi n。
86.1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte 
de communication， il est insere un article 20-1 ainsi 
redige: 
<<An.20-1.-L'emploi du francais est obligatoire 

dans I'ensemble des emissions et des messages 
publicitaires des organismes et services de 
radiodiffusion sonore ou terevisuelle， quel que soit 
leur mode de diffusion ou de distribution， a 
I'exception des auvres cinematographiques et 
audiovisuelles en version originale 
<< Sous reserve des dispositions du 20 bis de 

I'article 28 de la presente loi， I'alinea precedent ne 
s'applique pas aux auvres musicales dont le texte 
est， en tout ou partie， redige en langue etrangとre
<< L'obligation pr唾vueau premier alinea n'est 

pas applicable aux programmes， parties de 
programme ou publicites incluses dans ces derniers 
qui sont concus pour etre integralement diffuses en 
langue etrang色re ou dont Ia fjnaIite est 
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I'apprentissage d'une langue， ni aux retransmissions 
de ceremonies cultuelles 
[Dispositiol1s dec/arees llon conformes a la COl1-

stituaon par decisioll du Conseil constilUlionnel nO 

94.345 DC dll 29 jllillet 1994J 
くく LorsqueIes emissions ou les messages 

publici阻iresvises au premier alinea du present ar-
ticle sont accompagnes de traductions en langues 
etrang色res，la presentation en francais doit etre 
aussi lisible， audible ou intelligible que la 
presentation en langue etrangとre.>> 

Art.13. -La loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986 
pre口teeest ainsi modifiee 
I.-Apres le sixiとmealinea du II de I'article 24， il 

est insere un alinea ainsi redige 
<< -Ie respect de la langue francaise et le 

rayonnement de la francophonie.>> 
II.-A I'article 28， il est insere， aprお Ie40， un 40 

bis ainsi redige 
<< 40 bis. Les dispositions propres a assurer le 

respect de la langue francaise et le rayonnement de 
la francophonie;>> 
III.-A I'article 33， il est insere， apr，む le2へun2。

bis ainsi redige: 
くく 20bis. Les dispositions prop問sa assurer le 

respect de la langue francaise et le rayonnement de 
la francophonie; >> 

Aは14.ーI.-L'emploid'une marque de fabrique， de 
commerce ou de service constituee d'une expres-
sion ou d'un terrne etrangers est interdit aux 
personnes morales de droit public des lors qu'il 
existe une expression ou un terme francais de meme 
sens approuves dans les conditions prevues par les 
dispositions reglementaires relatives a 
I'enrichissement de la langue francaise. 
Cette interdiction s'appIique aux personnes mo-

rales de droit prive chargees d'une mission de seト

vice public， dans I'execution de celle-ci. 
II.-Les dispositions du present article ne sont pas 

applicables aux marques utilisees pour la prem怯re
fois avant I'entree en vigueur de la presente loi 

Arl.15.ー L'octroi，par les collectivites et les 
etablissements publics， de subventions de toute na-
ture est subordonne au respect par les beneficiaires 
des dispositions de la presente loi 
Tout manquement a ce respect peut， apr色sque 

I'interesse a ete mis a meme de presenter ses obser-
vations， entrainer la restitution totale ou partieIle de 
la subvention 
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Art.16. -Outre les officiers et agents de police 
judiciaire agissant conformement aux dispositions 
du code de procedure penale， les agents enumeres 
aux 1へ30 et 40 de I'article L.215-1 du code de la 
consommation 50nt habilites a rechercher et 
constater les infractions aux dispositions des textes 
pris pour I'application de I'article 2 de la presente 
loi 
A cet effet， les agents peuvent penetrer de jour 

dans les Iieux et vehicules enumeres au premier 
alinea de I'article L.213-4 du meme code et dans 
ceux ou s'exercent les activites mentionnees a 
I'article L.216-I， a I'exception des lieux qui sont 
egalement a usage d'habitation. I1s peuvent de-
mander a consulter les documents necessaires a 
I'accomplissement de leur mission， en prendre 
copie et recueillir sur convocation QU sur place les 
renseignements et justifications propres a 
I'accomplissernent de leur mission 
Ils peuvent egalement prelever un exemplaire des 

biens au produits mis en cause dans les conditions 
prevues par decrel en Conseil d'Etat. 

Art.17. -Quiconque enlrave de facon direcle ou 
indirecte I'accomplissement des missions des 
agents mentionnes au premier alinea de I'article 16 
ou ne met pas a Jeur disposition tous les moyens 
necessaires a cette fin est passible des peines 
prevues au second alinea de I'arlicle 433-5 du code 
penal 

Art.18 ー Lesinfractions aux dispositions des 
textes pris pour I'applicalion de la presenle loi sont 
constatees par des proces目 verbauxqui fonl foi 
jusqu' a preuve du contraire 

Les proces-verbaux doivent， sous peine de 
nullite. etre adresses dans les cinq jours qui suivent 
leur clolure au procureur de la Republique 
Une copie en est egalement remise， dans Je meme 

delai， a I'interesse 

Art.19， -AprとsI'article 2-13 du code de procedure 
penale， il esl insere un article 2-14 ainsi redige 

くく Art.2-14-Toute associalion regul i色rement
declaree se proposant par ses slaluts la defense de la 
langue francaise et agreee dans les condilions fixees 
par decrel en Conseil d'Etat peul exercer les droits 
reconnus a la p町 tiecivile en ce qui concerne les 
infractions aux dispositions des textes pris pour 
I'applicalion des arlicles 2， 3， 4， 6， 7 el 10 de la loi nO 

94-665 du 4 aoul 1994 relative a I'emploi de la 
langue francaise.>> 

A同.20.ー Lapresenle loi est d'ordre public. Elle 
s'applique aux conlrals conclus poslerieurement a 
son entree en vigueur. 

Art，21，ー Lesdispositions de la presenle loi 
s'appliquenl sans prejudice de la 1邑gislalionel de la 
reglementation relatives aux langues regionales de 
France et ne s'opposent pas a leur usage 

A同22.-Chaque annee， le Gouvememenl commu-
nique aux assemblees， avant le 15 seplembre， un 
rapport sur I'applicalion de la presente loi el des dis-
positions des conventions ou traites internationaux 
relatives au slalUl de la langue francaise dans les 
institutions internationales 

Art，23.ーLesdispositions de l'article 2 entreront en 
vigueur a la date de publication du decret en 
Conseil d'Elat de日nissantles infractions aux dispo-
sitions de cet article， et au plus tard douze mois 
aprとsla publication de la presenle loi au Journal 
officiel 
Les disposilions des articles 3 et 4 de la presente 

loi entreront en vigueur six mois apres I'entree en 
vigueur de I'article 2 

Art.24， -La loi nO 75-1349 du 31 decembre 1975 
relati ve画I'emploide la langue francaise est 
abrogee， a I'exception de ses arlicles 1" a 3 qui 
seronl abroges a compter de I'enlree en vigueur de 
I'article 2 de la presente loi et de son article 6 qui 
sera abroge a la dale d'entree en vigueur de I'arlicle 
3 de la presenle loi 
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La presente loi sera executee comme loi de I'Elal 
Fait a Paris， le 4 aoul 1994 



 

   
  
    
  
 
   

   
  

    
   

 
 

   
    
   

  
    

   
  
   

   
  

    
   

 
 

2.憲法院の違憲判決による削除部分

(日本語訳・原文)

第2条第2項外国語の語文は去現の使用は、フラ

ンス語のaamの盟由化に関する法令に規定する要刊に

おいて承認された問機の愈l時をイTするフランス語の表

現又は語が品るJ羽合にはすべて、禁止される。

第3条第1項後段 当該掲示文は通知は、フランス

語の語梨の盟由化に関する法令にlJl定する要1'1におい

て承認された同級の意味を有するフランス語の表現又

は語が晶る)j}合には.外国語の表現文は語を含むこと

ができない。

第 7条第 2 項教育上又は学術研究上の業~j'jに対す

る公法人によるmWJの付与はすべて、学術研究担当大

臣が認める週間除外のJ品合を除き、受話者がその業w
をフランス語で出版し若しくは配布することを確約し

又はその業組を外国語で出版する場合にはフランス語

訳を行う契約に従うことを条1'1とする。

第B条 第2項後段 当該労働契約は、フランス語の

語~の盟笛化に関する法令に規定する ~1!1 において if<

認された同様の意味を有するフランス語の去現又は語

が品る均合には、外国語の去現文は語を合むことがで

きな1'0

第9条 I第2項中段 当該規川は、フランス語の話

器の盟由化に関する法令に規定する~f!1 において承認

された同織のJ'&i: I[.{~を有するフラン 128の去現又は語が

品る場合には、外国語の表現又は語を合むことができ

ない。

第9条 E第2項中段 当該文7!?は、フランス詔の語

鎚の虫由化に関する法令に規定する要1'1において承認

された同様の意味を有するフランス却の去現又は詔が

品るIj}合には、外国語の表現又は語を合むことができ

ない。

第9条 U第2項後段中 (外国語により作成された

規定)又はフランヌ語の語却の政由化に|却する法令に

規定する要1'1において承認された同械の意味を有する

フランス語の表現又は語が品る場合には、その外国語

の表現若しくは語を合む規定はすべて、 (当該kQ定に

つき 。)

国家による外米語#1;[;1[

第 10条 第2項中 (外国語により作成された文

書)又はフラン y、語の語1，jfの~~由化に関する法令に規

定する要1'1において承認された同織の認IT[.、を有するフ

ランス語の表現又は語が品るJ品合には、その外国請の

表現若しくは語を合む文部。

第 12条第5項この条第 l項に規定する番組放送

及び広告放送、ラジオ1jJ(送の吹き借え並びにテレビ放

送の字幕スーパー及びl吹き酔えは、フランスZEの語'*

の盟'li!;化に関する法令に規定する要刊において承認さ

れた同様の意味を有するフランス語の表現文はagがあ

る)j}合には、外国JRの表現又は訴を合むことができな

。、L 

(原文)

A此.2.【 Lerecours a tout lerme etranger OU a toute 
expression etrangとreest prohibe lorsqu'il existe une 

expression OU un terme francais de meme sens 
approuves dans les conditions prevues par les 
dispositions reglementaires relatives a 

I'enrichissement de la langue francaise 

Art.3.ーElIene peut contenir ni expression ni terme 
etrangers lorsqu'il existe une expression OU un 
terme francais de meme sens approuves dans les 
conditions prevues par les dispositions 
reglementaires relatives a J'enrichissement de Ia 
langue francaise 

Arl.7.ー L'octroipar une personne publique de 
toute aide a des travaux d'enseignement OU de re-

cherche est subordonne a l'engagement pris par les 
beneficiaires d'assurer une publication ou une diffu-
sion en francais de leurs travaux OU d'effectuer une 

traduction en francais des publications en langue 
etrangere auxquelles ils donnent lieu， sauf 
derogation accordee par le ministre charge de la re-

cherche 

Art.8. -II ne peut contenir une expression ou un 
terme etrangers lorsqu'il existe une expression OU 

un terme francais de meme sens approuves dans les 
conditions prevues par les dispositions 
reglementaires relatives a l'enrichissement de la 
langue francaise 

-235ー
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Art.9. 1 -11 ne peut contenir une expression ou un 
terme etrangers lorsqu'il exIste une expression ou 
un terme francais de meme sens approuves dans les 
conditions prevues par Ies dispositions 
reglementaires relatives a I'enrichissement de la 
langue francaise 

A同.9.11 -11 ne peut contenir une expression ou un 
terme etrangers lorsqu'il existe une expression ou 
un terme francais de meme sens approuves dans les 
conditions prevues par les dispositions 
reglementaires relatives a I'enrichissement de la 
langue francaise 

Art.9. IV -ou contenant une expression ou un 
terme etrangers lorsqu'il existe une exp悶 SSlonOU 

un terme什ancaisde meme sens approuves dans les 
conditions prevues par les dispositions 
regIementaires relatives a I'enrichissement de la 
langue francaise 

Art.1 O. -ou contenant une expression ou un terme 
etrangers， lorsqu'il existe une expression ou un 
terme francais de meme sens approuves dans les 
conditions prevues par les dispositions 
reglementaires relatives a l'enrichissement de la 
langue francaise 

Art.12. ー <<Les emissions et messages 
publicitaires mentionnes au premier alinea du 
present article， les doublages des emissions de 
radiodiffusion ainsi que les sous.titrages et les 
doublages des emissions de television ne peuvent 
contenir ni expression ni terme etrangers lorsqu'il 
eXlste une expresslOn ou un teπne francai s de meme 
sens approuves dans les conditions prevues par les 
dispositions reglementaires relatives a 
I'enrichissement de la langue什ancmse

nL0 
9
u
 



   

  

  

  

  

  
   

3. フランス言語政策史関連資料

①年表

ラテン語~最古フランス語時代 (11世紀以前)

813年トウール司教会議の説教にロマン括が登J品

8 4 2 iストラスプールの宣醤書」

(Les serments de Strasbourg) 
8 5 7 シャルル禿顕王! トウール司教会議でロマン

語の法令JIlの注訳を許可

880 r型女ウーラリの説訓J
l l世紀頃「クレモン受雌伝Jr型アレクン伝」

|古・中期フランス語時代 (12-13世紀・ 14-16世紀)I 

1 080 

1 1 世紀

1 3世紀

1 5 1 0 

1 523 

153 9 

B旦15日

「ロ ランの歌」

r 1リスタン物語」

「カトリコン」辞i!f
Jレイ十二世の干渉

仏訳「新約:WHHJ
ヴィレール=コトレでの勅令

(Ordonnance de ViJJe目ーCouerers)
フランス語Z郎、編纂の誕生

「フランス語の擁護と顕揚」

(Deffense et illustrarion de la francoyse) 

154 9 

|古典期フランス語時代 (17世紀)

1 6 0 6 r近代語と古典語の7ランス語辞典」

162 4 学位論文審査もフランス耐で可

163 1 rガゼット」発行

1635 7'カデミー・フランセーズ股立

(Crention de )'Academie francaise) 
1 6 4 7 iフランス寵党書」

1 6 G 0 rポール・ロワイヤル文法J(過祢)

1 G 9 0 r万有静典J(百事同E典)

1 6 9 4 rアカデミー辞mJ初田

「芸術科学大政典」

|革命期のフランス語時代 (18世紀以降)

1 7 1 4 rラスヲット条約」

(Traite de Rastadt) 

1 7 6 2 rアカデミ一昨1HJ第 4版

178 4 rフランス語のi'E.迎性に閃する論文」

1 7 9 3 rアカデミー及び文学団体の廃止J
国民公会令(LaJoi de 1.1 COfl¥'emion nJcioni.lJe) 
共持日圏全域で，教育はフランス躍のみ

1 794 国民公会令:

7月20日国家の全法令の編纂はフランス語のみ

179 5 困民研究所の設立

181 6 アカデミ一 フランセ スーの再興

1 8 3 2 r正i!F法」の固定

国家による外来語規制

1 8 8 1 rジュール フェリー法」

~8 6 rコプレ法j

l現代におけるフランス語時代 (20世紀)

1900-05ー辿の rWf容事項Jの発令

1 9 4 8 rランジュパン=ヴアロン内問委民会」設立

1 9 6 1 rフランス語宝典」

1964iF阻 nglaisJエテイアンプル教授

1 9 6 srドゥ ゴールk統領のベスレ31町J
1 966 rフランス語保越普及委員会」の設立

1 9 6 7iフランス語国際討議会JA世間
7R5日下院で採決， 2か月1是正式発表

フランスJE聞の砕;!?に取りかかる

1 972 

1fJ 7日 「フランス語を盟かにするためのデクレ(政

令)J 宛布

「内|品Iml1d委民会j設立

10月 4日 「外来語規制法案」起草審融せず

12fJ20日 「フランス話国際問自民会に附する政令J 発布

1 973 

1円12日間話委員会がー辿の前令告発表

(偲聴j:t， l1!第公共事業主ど)

5月10日パ下院政局「外来語j品制法案」 拠出

61121日 ロリオル下院議員の報告

11月29日 「情報科学のJA般の11由化に閃するアレテ (it
令)J 

1 975 

6月 3日ハ議民の法案についてロリオル議員が補泊相

告

6円 6日 「ノ'I=ロリオル法案」下院で帯端

10月23日 「パ=ロリオル法案J上院で帯議可決

12円16日上院の修正をロリオル議員報告する

12月19日下院で帯議し可決

1 9 7 5 
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1 976 

1月 4日

1 977 

2月 1日

4月 7日

9月15日

1 978 

3月

「ノず=ロリオル法」部分的に党効

「ノ'I=ロリオル法」全而的に発効

「フランス諸問~委員会委員任命の政令J
rm'I'llm訴の言L、かえに関する政令」

英国航空が法(.['述反で洞企 (80フラン)

それに対し 英国航空は控訴

「航""宇市町述附探査のm.I占膏員会設l目的省

令J
4円20日

198 1 

1円 ノ、ール首相が[ハ=ロリオル法」について沼

市"をt~m

-237ー



   
        
 

NHKJs1送文化訓査研究年栂40

1 9 8 .j年フランス話国高等委員会設立

「公用新語m~J 刊行(フランテルム編集)
1 986 
3f) II日 「フランス語の招集の盟由化に閲するデクレ」

198 9 
6月 2日 「フランス詔高等帯議会とフランス泊総局の

設立の政令」

1 992 
2円 7ランス括総局からフランスJ占公用語E甘』障が

刊行

7月25日 「共和国の言語はフランス請で品る」を明示す

る J~~法の改正
1 993 カトリーヌ タスカ外来語規制法案を議会に

提出(帯識には至らず)

1 994 
2月23日間臓においてトウーポン法案発表
3月 1日上院にて，新法案はトゥーポン文化相により

提出

3月 「公式用語酔典JTIJ行
4f) 6日新法案報告される

4月14日一部修正し可決

4月15日下院にて I 新法案提出

4月21日椴告される

511 4日 部修正し可決

5月 5日-26日

上院で修正し可決

5円27日-13日

下院で修正し可決

6円14日下院での修正分上院に提出

6月23日両院での論争条項を混合委員会にJ1il1l¥
6円30日-7月1日

両院にて修正可決

7月29日盟法評E罰金にて尉髄，違憲部分除き決定

8月 2日政府機I則紙に拘;1&
8月 4日 [1994年8月4日フランス語使用に関する法J

(トウーポン法)成立 (Ioide Toubon: La Ioi 
du 4 aoOt 1994 relative a I'emploi de la 
langue francaise) 

②[1794年7月20日の国民公会令」

国民公会は.立法書民会の報告を腿取した後.次の政帝
を布告する。

第 I条 公の証mはすべて，共和国領土内のいかなる
地域においても この法律の公布の日から I

フランス活によらなければ I 記述することが

できな， " 

第E条 証出はすべて私宮訓告で品って也 I この法

11'の公布に続く 1;か円の彼，フランス括で}!?
かれていない場合には 校記する=とができ

ない。

第E条 官吏 I 公~または政府職員で!この法律の公

布の日から その臓1~の行使においてフラン
ス語以外の特有活又は言語による 淵.1lF，判

決文 契約出又は一般にL、かなる間矧の証m
で品れ これらを作成l." mき又はこれらに
密名した者は，その居住地の腔:w;虫密罪j占判

所に召晩l-， 6か月の禁固の有罪判決に処

l-，かつ免職する。

第U条 同械のj叶加は，この法rl'の公布から 1か月を

続たf長!私署説明であっても，フランス話以
外の特有活又は言語で古かれた証討を登記し
たすべての登録税徴税官に対して適用され

る。

③「パ=口りオル法J内容要約

第 1条 物やサービスの名祢 J是fH，紹介など剖而も
しくは口同の広告や品Ip~mなどのフランス話

の使用を義務づける。フランス語での表現及
び用語が存在する場合は 外国語の表現およ

び用1現在使用することを鉄ずる。放送分野に
おいても適用する。

第 2条 公衆で既に知られている外国語の呼称など
は その{世間を認める。

第 3条 罰則は， 80-5，400フランの罰金が科される。

第 4条 労働契約は，フランス話で1Hく。

第 5条 外国人対卑の求人広告は外国語でli!fいてよ

"， 
第 6条 公共物f'lの使用iH知などもフランス語により

第 7条

第 8条

第9条

238ー

記入する。外国人も利用する建物品るいは公

共愉送機関の内部での指示は I フランス 1唱で
1!?方、れ，それに酔弘司1文をつけることはl刊され
る。

補助金を受ける公共団体などはフランスJEの
使用義務を時虫し!述反の場合は補助金を返
還しなくてはならない。

間人と公共団体の契約mはフランス請によ

る。また外国人とフランス公人との契約は
その翻訳文を作成すること也できる。

本iHI"正官報に公布された日に発効するが，
第 1. 2. 6条のみは12か月後に冗効する。
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言語主義の戦Lリジャパンタイムズ 1994年

河野健二編『資料 フランス革命』岩波書庖

1989年

小林茂『新聞のフランス語』白水社 1984年

小林英夫編『私の辞書』丸善 1973年

1型升陽二『フランス政治体iIllJ論一政治文化とゴー

リズムー』芦書房 1985年

消水徹・根木長兵衛監修『世界の歴史と文化 7 

ランスI新潮社 1993年

ジャソク ンョーラン(川本茂雄・高橋秀雄共

訳) rフランス語史』白水社(文庫クセジュ)

1973年

国家による外来語規制

鈴木孝夫『日本語と外国語』岩波書庖 1990年

田島宏『世界の辞書j Iフランス語の辞書」

研究社 1992年

田中克彦『国家語をこえて~国際化のなかの日本

語』筑摩書房 1989年

ジョ jレジュ・デュピィ，ロベール 7 ンドルー

(前川貞次郎 n白岩宗三訳) fフランス文化史

1，2，3J人文書院 1970年

徳川宗賢・真田信治編『新・方言学を学ぶ人のた

めに』世界思想社 1991年

永川玲二『ことばの政治学』岩波書庖 1995年

新倉俊ーなど編『事典現代のフランスj

大修館書庖 1977年

日本放送協会編 fNHKデータブック 世界の放送

1994] 1994年

運賃重彦『反=日本語論」筑摩書房 1977年

服部春彦・谷川稔編『フランス近代史』

ミネルヴァ書房 1993年

林大監修『図説日本語』角川書庖 1982年

原型『読む')}典フランス』三省堂 1990年

原姉史・宮島商編『フランスの社会]早稲田大学

出版部 1993年

パルザソク(鹿島茂訳)rジャーナリズム博物誌』

新評論 1986年

福升芳男・西沢文昭『フランスの言語文化』

東京放送大学教育振興会 1989年

二見道雄『言語戦争JI第 3章フランスの“挑

戦"J大修館書庖 1978年

文化庁編「外来語J f 1::とばJ0/リーズ4J

1976年

文化庁国語課国語研究会編『国語表記実務必携』

ぎょうせい 1992年

森本英夫『フランス語の社会学J駿河台出版社

1988年

山田秀男『フランス語史J駿河台出版社 1981年

読売新聞調査研究本部編『西欧の説会~民主々義

の源流を探る』読売新聞社 1989年

〈辞書辞J)l!類〉

DictiolZllaire des ecrivains ji"Qncaise. Jean 

MALIGNON SEUIL， 1971 

Dictionnaire. Petit Larollsse illuslre， Librairie 
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LAROUSSE， 1981 

Dictionnaire， Petit ROBERT(I， 2)， Le ROBERT. 1979 

QUID， Dominique et michele FREMY RTL Robert 

LAFFONT (edition)， 1982， 1995 

〈雑誌紀要論文その他〉

石野博史.'1現代日本語の中の外来語JW月刊言

語J 1978年2月号大修館書庖

石野博史「柿文字がみんなのものになったJr月
刊言語j 1985年 9月号 大修館書庖

泉邦寿「国民国家とフランス語J(フランスの内と

外5)rふらんすj 1994年 8月号

泉邦寿「フランス語使用法案をめくってJ(フラン

ヌの内と外 6)rふらんすj 1994年 9月号

泉邦寿「フランス語使用法案をめくeって(統)J (フ
ランスの内と外 7)rふらんすj1994年10月号

稲垣新「外国語・外来語の扱い フランス語の場

合との比較Jr月刊ことばj 1978年 7月号

大谷堅志郎 11989年放送改革とフランス的政治力

学Jr放送研究と調査j 1989年12月号 NHK 

放送文化研究所

大谷堅志郎「英・仏・独公共放送システムの推移

と課題一フランス.変動やまぬ多局的システ

ムJ W放送研究と調査j 1994年8月号 NHK 

放送文化研究所

大山礼子「フランス語使用法案Jrジュリスト j

1045号 1994年6月l日

糟谷啓介「国語/グレゴワール/"ンゾーニJ
『福島大学教育学部論集』第46号 1989年11月

号

田中梓「英語を禁じたフランスの言語失調JW正

論j 1994年12月号 サンケイ新聞

土屋他「外来語と法律規制~フランスの場合-J
『文研円報j 1979年 l月号 NHK放送文化研

究所

鳥居正文 IF1 P Fの Journees de reflection 

pedagogique及ひtReuniondu Bureau Internationale 

に参加してJrフランス語教育j20 1992年 6

月 l日 日本フランス語教育学会

樋口仁枝「フランス語の新綴り字改正とその問題

点Jrカリタス女子短期大学研究紀要j28 

1993年

IIIT田健「フランス語Jr言語学大辞典』世界言語

編第3巻 1992年三省堂

最上勝也「科学技術用語とフランスJr放送研究

と調査j 1981年10月号 NHK放送文化研究所

最上勝也「官庁カタカナ語の氾濫Jr月刊言語J
1986年 1月号大修館書庖

文部省大臣官房編「特集 団語表記40年の歩み」

『文部時報j1317号 1986年

〈報告書〉

CSA. Service des Publicatiolls el de fa DOCllmelltalion 

LANGUE FRANCAISE LOI DU 4 AOUT 1994 

(EXTRAITS DE PRESSE) 

echos. POUR COMPRENDRE LA SOCIETE 

FRANCAISE ACTUELLE 句 LA LANGUE 

FRANCAlSE EN QUESTlONヘNO.73174-SEPT田

OCT.1994 

Delegation generole a 10 longue froncaise. 1994 RAP-

PORT OU PARLEMENT 

〈資料〉

Assemble National; Proposirions de /oi No.2572， 

F.LE DOUAREC 

Joumal Officiel (官報)，4 Janvier 1976， 

LOI No.75-1349 du 31 decembre 1975 re/otive tI 

l'emploi de la langue frallcaise 

PREMIER MINISTRE: haut comite de la langue 

francaise， La loi relative a l'empfoi de la lallgue 

』山lcaise，LA DOCUMENTATION FRANCAISE， 

Paris， 1975 
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