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人工内耳とろう文化

ピーター・ブロード（Peter Broad）

　人工内耳は、ろう者が聴覚を獲得または再度獲得することを助ける医療装置
である。多くの医療専門家は、人工内耳は聴覚障害の治療に必須のものだと考
えている。だが、ろう社会のメンバーは人工内耳を、自分たちが大事に育んで
きた生活スタイル――聴覚障害を受け入れ、聴覚の欠如を前提とした文化的指
標を作り上げるというもの――に対する直接的な脅威だとみている。本章では、
人工内耳を支持する医療専門家側と、その反対の立場にあるろう社会のメンバー
の、医学的および倫理的論拠を検証していく。さらに、どちらかに与すること
なく、この特殊な論争によってあぶりだされる倫理的、道徳的、文化的諸問題
をいくらかでも明らかにできればと思っている。本章での短い考察からも、テ
クノロジーの利用が進むことで多くの文化の存亡がすでに問題となりはじめて
おり、おそらくは文化の定義そのものが根本的に変わろうとしていることがみ
てとれる。

第9章
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第1節　序論

　2004年、科学雑誌『ネイチャー』に、カリーナ・デニス（Carina Dennis）
によるろう者の夫婦に関する記事が掲載された。ジョンとカレンという仮名で
紹介されたこの夫婦は、子どもがほしいと強く望んでいた。もっと正確にいう
なら、自分たちと同じろうの子どもを授かろうと努力を傾注していたのである

（Dennis, 2004）。しかし二人にとって残念なことに、遺伝子検査の結果、生ま
れてくる子どもには聴覚がある可能性が高いことが判明した。ジョンとカレン
が最終的に運を天に任せることに決めたのに対し、もうひと組のろう者のカッ
プル、シャロン・デュシェノーとキャンディ・マッカラは、確実性の高い方法
を試す道を選んだ（Savulescu, 2002）。同性カップルである二人は、5世代にわ
たってろう者が出ている一族に精子の提供を求め、先天性のろうの子どもを二
人得たのである。
　セリーナ・ラッシュは1歳でろう児と診断された。現在6歳の彼女は、ミュ
ージカルが好きでiPodを愛用し、メリーランド州シルバースプリングで普通
学級に通う2年生である。2歳半の時に埋め込んだ人工内耳のおかげで、完全
ではないが今は聴力がある（Marcus, 2009）。人工内耳は頭部に埋め込む装置
である。手術前はまったく聞こえなかった人が正常聴力の70%に達する聴力
を得ることもしばしばであり、しかもその技術は急速に進歩している。施術が
最も効果を発揮するのは、新しい感覚入力に順応できるだけの認知的および身
体的適応能力を持つ幼児の場合である。ギャローデット大学の臨床心理学者で
あるセリーナの母親、ローリ・ラッシュは、娘が聴者の友人とも問題なく交流
でき、興味のある演劇や音楽も存分に楽しめることを心から喜んでいる。
　この二つの話は、ろうという現実へのきわめて個人的な対処法を示すものだ
ともいえるし、また別の見方をすれば、「ろう者であること（deaf）」と、ろう
は治療を要する障害ではなく一つの明確な特性とみなす「ろう文化に属するこ
と（Deaf）」、それぞれの意味するものについての根本的な意見対立を示してい
るともいえる。ろう文化に属する多くの人は、ろうを障害として治療しようと
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する医療者の欲求（人工内耳はその「徴候」である）を、長い時間と労力を費
やして自分たちが構築してきた文化に対する直接的脅威であるとみている

（Sparrow, 2005、Edwards, 2005）。一方、多くの医療専門家やろう者の家族は、
ろうを選択するということは少なくとも有害であり、どうかすると犯罪でさえ
あると考えている。基本的なところでいうなら、これはそもそも文化とは何か
ということへの疑問、文化がそれに属する人によってどう定義されているのか、
また、その定義が強力な「外的」因子の挑戦を受けるときに何が起きるのか、
という問題なのである。
　本稿の目的は、明らかに感情的、個人的で、非常に複雑なこの問題に白黒を
つけることではない。人工内耳をめぐる議論では、どちらかに肩入れした強い
感情を抱く人が多いのも無理からぬことではあるが、本稿はあくまで、この特
徴的な論争によってあぶり出される倫理的、道徳的、文化的諸問題の一部に考
察を加えようとするものである。ろうを文化とみなす多くの人が人工内耳を拒
絶するという事実からは、ある文化に属するとはどういうことかについて、そ
して、その文化への所属資格は誰が、また何が決めるのかについて洞察を得る
ことができるであろう。

第2節　背景

　人工内耳をめぐる議論の意味を掘り下げるのに先立ち、背景要因に関する一
般知識を提供して、後述の議論に資することが必要であろう。人工内耳の医学
的詳細にまで踏み込む必要はないが、人工内耳の機能に関する全般的情報や、
埋め込み手術の対象となるのはどういう人か、手術が承諾または拒否される理
由は何かについてはまず示しておかねばならない。同様に、「ろう者であるこ
と（deaf）」と「ろう文化に属すること（Deaf）」の違いを明確に把握しておく
ことも欠かせない。ただし本稿では、この二つの定義が含意するものを網羅的
に検証することはしない。



258

人工内耳
　人工内耳とは、ろう者に周囲の音を聞きとる聴覚を与えて、話される言語の
理解を助ける装置である。その能力と信頼性は向上しているが、基本的な形は
1970年代の実用化以来変わっていない。耳の後ろにかける体外部分と、手術
によって皮膚下に埋め込まれるもう一つの部分に分かれており、以下の要素を
必ず備えている。

　人工内耳装着の対象者は、一般に高度の難聴である場合や聴覚がまったくな
い場合である。これには事故や疾病で聴覚を失った成人も、先天性のろう児も
含まれる。手術の適齢に関しては一部に議論があるものの、アメリカ食品医薬
品局（FDA）は生後12か月という早い時期で装着する人工内耳を認可してい
る（NIDCD, 2009）。5歳までに人工内耳手術を受けた子どもはそれ以後に受け
た場合よりも、学習面で明らかに有利であるとする研究者も少なくない（Berg 
et al., 2007）。
　現在のところ、人工内耳は従来の補聴器とはその機能が異なっている。補聴
器がステレオのスピーカーのように音を増幅させるのに対し、人工内耳は音を
電気信号に変換し、その電気信号を聴神経へ直接伝える。この電気信号は学習

●マイクロホン：周囲の音を拾う

●音声分析装置：マイクロホンが拾った音声を選
択し、調節する

●送信器と受信器／刺激器：音声分析装置からの
信号を受け取り、それを電気信号に変換する

●電極群：刺激器からの電気信号を集めて、聴神
経のさまざまな領域へ送る複数の電極

送信機

受信器／刺激器

マイクロホン

電極群

耳に人工内耳を装着したところ

音声分析装置

図9.1　人工内耳の装着

資料：アメリカ国立衛生研究所（NIH, 2009）。
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されなければならず、それによってサイレンや風の音、話し言葉など、現実生
活の信号と結びつける必要がある。この学習過程は発達段階の初期のほうが容
易であるため、早期の手術を奨励する医療者が多くなっている（Berg et al., 
2007）。しかし、人工内耳の手術を早期に行ってさえ完全な聴覚は得られない
ため、人工内耳は、ろう者の外界との交流を助ける従来の方法に取って代わる
だけの有効性を持たないとみる人もまた多い。とはいえ、研究が進むにつれ、
人工内耳および類似装置の効果と信頼性が向上する可能性については根拠が得
られている。

「ろう者であること（deaf）」と「ろう文化に属すること（Deaf）」
　人工内耳をめぐる議論を行うにあたって最大の障害の一つは、オブザーバー
でしかないほとんどの聴者には、「ろう者であること（deaf）」と「ろう文化に
属すること（Deaf）」の違いについて漠然とした理解しかないことである。本
稿での分析には、両者に関してそれぞれ大まかな定義を用いる。とはいえ、そ
の定義が一般に受け入れられているということではなく、それどころか、定義
自体が本稿の目的とする議論の核心でもある。しかし読者の理解や解説の便宜
上、以後の議論においては次の定義を用いる。
　聞くことができない、あるいは聞くことが非常に困難な人は「ろう者である」。
これには生まれつき聴覚を欠く場合も、人生のある時点で聴覚を失った場合も
含まれる。つまり、遺伝、疾病、事故のいずれもがろうの原因となりうるので
ある。ろう者はありとあらゆる文化、職業、地域で、成長し、生活し、働き、
人としての多様な経験に基づいて、さまざまな形で自分の個人的状況を理解し
ている。つまり、この定義によれば「ろう」は一つの身体特性の表現にすぎず、

「背が高い」「髪が茶色い」「片脚である」といった言い方と変わるところはな
いのである。「ろう」が障害であるかどうかは定義の次にくる問題であるが、
これは後述の議論の中心となる。
　対照的に「ろう文化に属すること」は、本稿の範囲を超えるほど多くの特徴
を包含している。なぜなら、大勢のろう者が自らをろう文化の一員とみなして
いるからである。つまり彼らは、自分たちを他の文化から明確に区別する文化
的規範を共有しているのである。一つの「文化」としてのまとまりを主張する
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社会集団がすべてそうであるように、ろう文化の場合も、いったい何がその文
化を構成しているのか、あるいは、そのような文化は存在しうるのか（もしく
は、存在すべきなのか）をめぐって、当の文化の内外で盛んに議論が行われて
いる。とはいえ、ろう文化と呼ぶべきものが存在するか否かの検討も、やはり
ここでは行わない。ただし、スパロウがいうように、ろう文化には、「『文化』
の名称を求める他の多くの候補よりも、民族や国の文化という典型例に近い」
特徴が多数みられることは確かなのである（Sparrow, 2005, p.140）。
　そのような特徴が存在するということは、ろう文化と呼ぶべきものがあると
考えてよいと思われ、本稿では、メンバーが自らに属するものとみるろう文化
について、その定義は妥当であるとの前提に立って論を進めていく。ろう文化
は自身の公用語を有する。アメリカではアメリカ手話（American Sign 
Language, ASL）が代表的であるが、国やそれに準ずる範囲でのバリエーショ
ンも増加している（第10章参照）。また、ろう文化には独自の社会的および市
民的組織もある。たとえば、アメリカの全米ろう協会（National Association 
of the Deaf, NAD）、国際的ネットワークとして機能する世界ろう連盟（World 
Federation of the Deaf, WFD）などである。さらに、ろう者の高等教育に特
化した優れた教育機関であるギャローデット大学など、ろう文化に固有の教育
機関もある。そして、「聴者の世界」の少数者であるということからくる歴史
――ろう者は、聴者の世界ではしばしば実験や差別の対象となった――が共有
されてもいる（Sparrow, 2005）。
　しかし、ろう文化の所属者は基本的に全員がろう者であり、ろう者でなけれ
ばこの集団に加わることはできない（Edwards, 2005）。つまり、ろうの両親の
もとに生まれた聴児は、第一言語として手話を学び、ろう文化のあらゆる文化
活動に参加したとしても、ろう文化の一員ではないのである。同様に、ろうの
子どもあるいは成人が人工内耳手術を受ければ、文化的な基盤、それもおそら
くは最も重要な基盤を失うことになる。ほとんど誰にとっても文化が生活の中
心であることを思えば、人工内耳がろう文化の社会に及ぼす動揺の深刻さは、
近年ますます顕著になっているといえる。
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第3節　人工内耳とろう文化

　ドキュメンタリー映画『音のない世界で（Sound and Fury）』（2000年）は、
ロングアイランドに住むアーティニアン家に人工内耳が引き起こす葛藤を描い
ている。二人の兄弟がいる。兄はろう者であり弟は聴者である。兄はろうの女
性と結婚し、弟はろうの両親のもとに生まれた女性と結婚している。この二人
の兄弟が、ともにろう者である自分たちの子どもに人工内耳手術を受けさせる
かどうかの決断を迫られ、聴者の弟は手術を受けさせることにするが、ろうの
兄夫婦は受けさせないと決める。この過程で、一族は絶縁もやむなしというと
ころまでいく。兄弟の両親は聴者であり、孫に手術を受けさせないのは虐待で
はないかとろうの兄を責める。聴者の弟の妻マリは、息子に手術を受けさせる
とろうの両親に告げるが、両親は「親不孝者」だと言下に決めつける。息子の
ためにろうを拒絶することで、自分の家族をも拒絶したというのである。
　いずれの側にも、強力な論拠があることは確かである。一方は、人工内耳は、
ろうを主要な基盤として育んできた文化的アイデンティティに対する脅威であ
るとし、他方の側に立つ親や医者は、ろうを治療可能な障害とみて、対処をしな
いのは非道であり、怠慢であると考えている。両者ともそれぞれに背景があり、
その立場をとる道徳的、倫理的根拠には容易に把握できないほど深いものがあ
る。そうした根拠を探ることで、文化的背景がどのように形成され、それが外
部からどのように脅かされうるのかについて、洞察を得ることができるだろう。

コラム 9.1   議論の余地がある

　人工内耳手術を受けるということは、乳児のときに手術を受けて選択の余地が

なかった場合は例外として、真の意味でのろう文化の一員ではなくなることを意

味する。概して、ろう文化に属する人々は、人工内耳手術を自らの文化や言語の

存在自体に対する重大な脅威とみなしており、この問題には敏感になりがちであ
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ろうを治療する
　ろうを「治療」しようとする動機について、聴者の社会の完全な一員で、ろ
う社会とはほとんど没交渉の人に説明するのは比較的容易である。現在ある社
会では、耳が不自由なことはさまざまな状況でまちがいなく不利である。視覚
の障害、自閉症やダウン症、先天的な身体異常などの場合も同じである。こう
した不利な点は、科学的成果を利用して改善すべきだという見方は、長らく医
療文化の基礎をなしてきた。この立場からすると、意識的にそのような障害の
継続を許したり、それどころか、そのような症状を持つ子どもを積極的に授か
ろうとしたりすることは、非倫理的としかいいようがないことになる。
　子どもに人工内耳手術を受けさせようとする親にとっては、手術の可否は倫
理的というよりも個人的な問題であることが多い。どの親も子どものために最
善を望むものではあるが、その「最善」の内容が何かは文化によって大きく異
なる。アーティニアン家のように、ろう児が生まれるのは聴者の親のもとであ
る場合が多い。そうした親にしてみれば、ろう者に対してあまり同情的とは思
えない社会では、ろうであることが子どもの将来の成功の妨げになると考える
のももっともである。親が自分たちの文化、つまり聴者の文化を子どもとうま
く共有するには聴覚の障害を取り除く必要があり、人工内耳はその目的達成の
ための手段となるのである。

る。これは、民族意識を変更することに少し似ているかもしれない。というのも、

ろう文化の多くはろうである（すなわち、聴覚がないという身体的特徴を持つ）こ

とからくる経験が基盤にあるため、耳が聞こえる限り、ろう文化にも属している

とは言い難いからである。したがって、ろう者を親に持つ子どももまた、たとえ

アメリカ手話（ASL）が第一言語であり、親がろう文化の一員であっても、「ろう

文化」に所属するとはみなされない。何しろ彼らは耳が聞こえるのだから！ つまり、

ろう文化の重要な部分をなす「ろう者として育つ」経験を決してしないからである。

……だが、この点には議論の余地がある。

ジェシカ・スコット（Jessica Scott）（アメリカ）
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医学的介入に対するろう文化の反論
　ろう文化に属する人にとっても、人工内耳の問題は同じく感情的な要素を含
んでいる。だが、そこには文化的、政治的な意味合いも伴うことから、議論の
相手側には必ずしもみられない重層的な複雑さが加わる。なかでも最も差し迫
った問題の一つは前述したとおり、人工内耳手術を受けた子どもや大人は、幼
少時の教育やその他の環境がどうであれ、もはや真の意味のろう文化には属さ
ないとみなされることである。また、エドワーズの指摘するように、人工内耳
によって「話すことや聴覚が、手話や視覚よりも上位に置かれるようになる」

（Edwards, 2005, p.894）という問題もある。人工内耳は、ろう文化のコミュニ
ケーションの基盤である手話、つまり、1世紀を優に超える時間をかけて入念
に作られ、育まれてきた言語の有用性を本来的に認めないものだということで
ある。またもう一つの問題は、ろう文化に所属する人々は、自分たちの身体に
欠陥があるという考えは認めない傾向がある点である。障害を持っているとい
う見方を、そもそも受け入れないのである（Edwards, 2005）。
　第一の問題、すなわち、ろう文化の一員であるためにはろうでなければなら
ないということは、人工内耳手術に対する抵抗の背景にある理由や、最初に挙
げたろう児を積極的に求める親の事例の背景を示している。ろう児全体の約
90%は聴者の親のもとに生まれるが（Marschark, 1997）、その親は子どもに人
工内耳手術を受けさせようとする場合が多いだろうし、特にテクノロジーが進
歩するにつれてその傾向は増すと思われる。ろうの親のもとに生まれた子ども
はろうであることが多いものの、聴者の場合もあり、そのため人工内耳の「脅
威」がなくとも、ろう文化は伝承の面で問題を抱えているといえる。その要因
にさらに人工内耳が加われば、それが意図的か否かにかかわらず、人工内耳手
術はろう文化をことごとく破壊しようとする試みだとみられることも十分考え
られる。
　第二と第三の問題はどちらも、ろうが障害か否かをめぐる議論の核心に関す
るものだという意味で、関連性がある。もちろん、ろう文化の側はろうが障害
だという見方は否定して、自分たちが非常に効率よく（たとえ方法は異なって
いても）意思疎通する能力を持っている例として、手話や視覚の強化を挙げる
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と思われる。実際、ろう者は聴覚の欠如という唯一の例外を除けば、身体的に
も精神的にも健康な聴者が持つ能力をすべて有している。万一、彼らが人工内
耳の正当性を受け入れたりすれば、実は自分たちには欠陥があり、聴覚の欠如
に対処するのに作り上げてきたツールや能力は、よくてせいぜい中途半端なも
のであると暗黙の裡に認めることになる。
　つまり、人工内耳とそれがもたらす文化的影響は、現在あるろう文化の存続
を根底から揺るがす直接的な脅威なのである。人工内耳手術を推し進める力の
基礎にある前提そのものが、ろう文化の正当性に疑問を投げかけている。ろう
文化がもし「治療」可能な何かであるなら、ろう文化の価値は土台から蝕まれ
ていることになる。
　比較的小規模で新しい文化であるろう文化の場合、所属資格の基本的な柱を
1本取り除くだけで非常に大きな影響が生じる。多くの文化は、所属資格とい
うことでは「緩やかな」方針をとるだけの余裕があるが、それは、ただ一つの
条件を満たすかどうかで所属の可否が決まるようなことはないからである。ア
メリカにおけるラテンアメリカ系住民の生活を調べる優れた研究者、クララ・
E. ロドリゲス（Clara E. Rodriguez）によると、所属資格として何を求めるか
について、定義および再定義する文化は多いという（Rodriguez, 2000）。そう
いうことから、たとえばスペイン語を話さないラテン系アメリカ人は少なくな
いのだが、手話を行わないろう文化所属者はほとんどいない。
　スパロウ（Sparrow, 2005）の推測、すなわち、医学が生体工学や遺伝子操
作によって、ろう者に明瞭な聴覚をもたらすのもそう遠いことではないという
見方には十分な根拠がある。一方、同じ医学の進歩は、ろうである親が確実に
ろう児をもうけることを可能にすることも考えられる。医学がこうした進歩を
遂げれば、考え方を変えて現時点とは異なる選択をする人も出てくるかもしれ
ない。たとえそうであっても、根底にある議論が続くことはまちがいなく、親
の中には、自分たちが心から大切に思う文化を存続させるため、熟慮の末にろ
う児をもうけ、ろう文化の一員へと育てようとする人も出てくるのではないか。
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第4節　ろう文化の今後

　文化という領域を見渡したとき、ろう文化はいくつかの点で独特の位置を占
めている。盲の文化や自閉症の文化というものはなく、また、少なくとも結束
性と複雑さの点でろう文化に匹敵するものは存在しない。また、ろう文化は、
医学によってその結束と存続を脅かされている点で、他の脅威にさらされてい
る文化とは一線を画している。だが、それ以外の点では、ろう文化が置かれた
状況は、現在すでに生じている、あるいは将来生じる可能性のある文化間の葛
藤を代表するものだといえる。科学、なかでも遺伝学は、文化の崩壊を招きか
ねない圧倒的な力を持っている。そして、文化の所属資格は文化自身によって
も、外部要因によっても決められるとする考え方もまた、文化の崩壊をもたら
す可能性がある。

科学と文化
　人工内耳や遺伝子検査は、子どもが育つ文化を親が決めることを可能にする
が、親が子どもの育つ文化を決めるというのはまさに大昔から行われていたこ
とである。だが、この事実の及ぼす影響は、何らかの厄介な事態にまでいたる
可能性もある。たとえば、多くの医者が共有する考え方に、医学的に健全な代
替策があるのに、子どもがろう者として生きることを認めるのは非倫理的であ
るというものがある。当然ながらこの考え方は、ろう児は社会で非常な不利を
被るだろうという見方によるものである。とはいえ実際のところ、現在の社会
に生を受けるときに背負わされる不利な条件には他にもさまざまあり、その一
部は、広く認められた障害として保護されることは周知の事実である。遺伝子
検査や、胎児の遺伝子操作にも及ぶような高度の早期介入は、こうした障害の
事例を劇的に減少させる可能性がある。倫理的には一抹の不安があったとして
も、多くの人は、子どもの抱える不利な条件をできるだけ少なくすることはき
わめて妥当だという見方に同意することになると思われる。
　この論法に従えば、不利な条件としてもっと小さいとみなされる特質につい
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ても、それを操作することは妥当ということになる。視力が悪い、身長が低い、
骨が弱いという特質も、胎児や幼児の時期に矯正されることが考えられるので
ある。では、不利であることがあまり明確ではない場合はどうだろう。肌が白
いのは社会的に有利なことはよく知られているが、親は子どもの肌を白くした
いと思うだろうか。ブロンドの髪はどうだろう。子どもを白い肌にさせようと
する親と、ろうの子どもに聴覚を与えようとする親との間に、何か違いはある
のだろうか。社会的に不利なことが明らかになっている民族的特徴を子どもの
ために選ぶ親と、子どもがろうであることを選ぶ親は、果たして同じだといえ
るのだろうか（Savulescu, 2002）。ホモセクシュアリティが遺伝子治療やその
他の医学的介入によって抑制できるとしたら、そうした生き方に反対する親、
あるいは子どもの身の安全を心配する親に、子どもの性的指向を変える権利は
あるのだろうか。
　社会的な不利益を避けるために民族的特徴や性的指向を変えようという考え
方を非道徳的で非倫理的だとみなす科学者や医者は、おそらく多いと思われる。
しかしこれは、ろう児が聴者中心の社会で被るのと同種の不利益を取り除こう
としているだけではないだろうか（Savulescu, 2002）。同様に、多くのマイノ
リティが外国人への嫌悪や人種差別に日々直面していてもなお、自分と同じ民
族的特徴を子どもにも持たせたいと親が願うのに対して、医療者が異を唱える
など想像しがたいものがある。ろうの親が子どもに対して抱く思いも同じであ
る。その子どもたちは、生活する中で不利益や差別を被る可能性があるとして
も、愛情に満ちた家庭と援助を惜しまない文化に温かく受け入れられることに
なるのである。

所属資格はどのように決められるのか
　ある文化への所属資格は誰が決めるのだろうか。その文化の規範を逸脱して
おり、もはや所属者とはみなせないという判断は、いったい誰が下すのか。ろ
う文化では、何がその文化的特徴かという定義の幅が狭く、ただ一つの属性の
欠如、つまりろう者ではないということによって、所属資格が剥奪される。民
族的あるいは宗教的集団の中には、たとえば保守派ユダヤ教の母系家系をめぐ
る基準のように、きわめて厳格な基準を持つものもあるが、ろう文化ほどに厳
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格な基準を持つ文化は他にほとんど存在しない。バスク人などの少数民族は、
圧倒的に優位な近隣文化に対抗する中で、独自の言語的および文化的特徴を保
持している。こうした小規模な集団は通常、もっと広範で人口も大きく包括的
な文化とは異なる固有の属性を有し、所属資格は明確であると同時に脆弱でも
ある。ろう文化の所属者は他の所属者によって容易に識別されるが、それは、
その人がろう者であり、アメリカ手話やその関連言語によって意思疎通を行う
からである。
　このような文化は、他の文化の影響から自らを守るため固有の属性を注意深
く維持しているが、そうした特徴の独自性が脆弱な立場に拍車をかける可能性
がある。ろう文化が所属資格について厳格な基準を持つということは、新しい
一員を集団に迎え入れるかどうかは、すでに内部にいる家族の手にほぼ完全に
委ねられていることを意味する。これによって家族は難しい立場、すなわち、
ろう者の親の子ども（Children of Deaf Adults, CODA）であっても、ろう文
化から除外するというリスクを負う立場に立たされる（Singleton and Tittle, 
2000）。大規模な聴者の文化――これまで、ろう者のニーズに対して敵意はな
いまでも無関心であった――に包摂されてしまうのではないかという不安があ
ることを思えば、この立場は理解できるが、圧倒的な力を前にしてそこで選べ
る道はきわめて限られているのである。
　スパロウ（Sparrow, 2005）は、今起こっている文化的相互作用の調停者と
して、国がこうした文化の将来に重要な役割を果たすことが考えられるとして
いる。国には、文化間の差異や少数者の状況を考慮するような決定を行う機会
がよくある。「現在では政治のあらゆるレベルで、各種のフォーラムに個人で
はなく集団の代表が参加し、各集団の所属者の数にかかわらずその利益がほぼ
同等のものとして扱われている」（Sparrow, 2005, p.152）。医学研究にどのよ
うに資金援助を行うか、また、意思決定過程において各民族および各文化集団
にどれだけの比重を置くかについての国の決定は、それぞれの集団に大きな影
響力を持つ。幹細胞研究 1 や、アメリカ先住民の認定 2 に関する議論がその好
例である。
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　文化を正確に定義するというのは、最良の条件のもとでも厄介な問題である。
きわめて厳格で狭量な文化の所属者でさえ、いくつか他の集団にも属し、その
集団に対して少なくとも最低限の忠誠を示すことはめずらしくない。ろう文化
の所属者は何よりもろう文化が第一ではあろうが、同時に当該国の民族の一員
でもあれば、宗教的にもどこかに所属していることが多く、それらもまた、そ
の人固有の自尊心や所属感を特徴づけているのである。ろう文化は聴者文化と
は異なるものとして所属者によって綿密に境界が定められている一方で、文明
を構成するダイナミックな文化の市場の中で、聴者文化ともその影響を受けな
がら共存している。文化には盛衰がある。あるときは自分たちでまったく制御
できない要因によって、あるときは自らの特質によって、そして多くの場合は
その両方によって、栄えることも衰えることもある。脅威のもとにある文化は、
たとえば、順応する、闘う、もしくは、自らにとって重要な意味を持つ独自性
を守るため厳格な規則を設けるなど、その脅威に対してさまざまな形で応じる
ことになる。
　医学、遺伝学、そして急速にグローバル化が進む思想市場は、従来の文化観
に対して独特かつ多種多様な問題をつきつけている。地理的あるいは組織的要
素を盾に身を守り、外界を寄せつけずにいようとしてもそれはもはや不可能で
ある。移動が高速化し、メディアの利用が容易になるということは、他の文化
がどのように生き、愛し、死んでいるかの情報が日々洪水のように押し寄せる
ことを意味する。人類は、進化の過程で起こる偶然を根拠に、自らをさまざま
な文化的集団に区分してきたが、科学はその偶然の多くを除去しないまでも、
多少とも解消する機会を提供する一方で、そうした区分をいつまでも維持した
いと願う人に、十二分なツールを与えるという結果ももたらす。このことは、
ある文化にとっては、発展し、多様性を増し、新たな洞察を得る機会であるの
に対し、別の文化にとっては、中核とする考え方の徹底した再確認が、望まし
いというばかりか、存続のために必要不可欠であることを意味している。
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　文化、特にろう文化のように小規模で特殊な文化に、これから何が起こるの
かはわからない。ろうが真の意味で選択肢になるなら、つまり、親と子が完全
な聴者とろう者のいずれかを選択するような状況になるなら、ろう文化の存続
が切迫した問題になることも考えられる。とはいえ、テクノロジーや社会が予
想もできない形で変化して、ろう文化に存続と繁栄の機会がもたらされる可能
性もないではない。だが忘れてならないのは、ほぼすべての場合、ろう者を不
利な立場に置くのは他ならぬ社会の仕組みだということである。ろう文化自身
がろう文化のために作った社会では、聴者が有利だと考えるべき根拠はほとん
どない。そこでは、あらゆる聴覚信号はまったく用をなさず、したがってそれ
が日々の生活に影響を及ぼすこともないだろう。自分自身の文化との関連で、
独特の文化や社会の置かれた状況について考えるときは、別の現実というもの
に思いを至らせる必要がある。

コラム 9.2   「文化」としてのろう

　文化としてのろうという考え方は、非常に興味深い。帰属意識の社会感情的要

素や、アイデンティティ構築におけるその役割に関連して、私は文化とは何かを

さまざまに考えさせられている。ろう文化は、唯一の差異に基づく独自の社会集

団であることはまちがいない。共同体の感覚を生むだけ多くの人が属していると

いうことで、人間というものの一部をなす集団とみることが可能である。人工内

耳を埋め込むことが、民族性を変えるほどの力を持つとみなすこともできるのと

同じく、社会から求められる数多くの行為や行動に応える中で、ろう者であると

いうことを、ろう者である自分と聴者を比較しながら経験するのは、黒人である

ということを、黒人である自分と白人を比較しながら経験することに似ている。

そこからは、「ろう者として育つ」という問題が提起される。「ろう者として育つ」

というのはまさにアイデンティティ構築の過程であり、その過程で、人は他と異

なる特徴に対処したり、ろう文化との感情的な結びつきを生むその特徴を引き受

けたりすることを求められる。この過程を自身のものとして経験していない人は、

多数派、つまり「有利な」集団とは異なる特徴をめぐって苦闘することの意味を知



270

らず、ろう文化の一員でありたいと願うことも、実際にそうなると決断すること

もないだろう。また、たとえば人工内耳手術の場合、「（人工的に）埋め込む」とい

うことと、生まれつき持つ特徴との間での葛藤もあると思われる。ろう者として

生まれ、すでにその集団への帰属意識を持っているとすれば、聴者と「同じ」にな

るために人工内耳を埋め込むことは、すでに構築されている自分のアイデンティ

ティを拒絶するというだけでなく、人工的な「偽造の」手段で別の集団の一員とな

ることでもある。そこにはまちがいなく、拒絶することへの無意識の恐怖（もちろ

ん年齢による）があり、その恐怖は文化と言語の喪失として意識されるのである。

アレハンドロ・ベルモント（Alejandro Belmont）（ペルー）

コラム 9.3   映画『バベル』について

　最近、ろう者が登場する映画『バベル』を見た。ろう者として十代を過ごすこと

が、どれほど苛酷なことか考えたこともなかった。それでなくとも非常に傷つき

やすく、自意識が強く、社会に適応することをひたすら望む年代なのに。

E. B. オドネル（E. B. O’Donnell）（アメリカ）

　『バベル』について気になったことがある。ろうの登場人物は聴者の女優が演じ

ており、ろう者がキャスティングされなかったというので、ろう社会に落胆が広

がったという点である。韓国人の登場人物に日本人や中国人が選ばれたとしたら、

韓国人もこれに似たような反応を示すのかもしれない（断言はできないが）。

ジェシカ・スコット（Jessica Scott）（アメリカ）

　ろう文化や手話でのコミュニケーションでは、相手の目をじっと見ることが大

事な要素だということを、最近読んだ。多くの文化では、相手の目を凝視するの

は威嚇的だとか図々しいとか、場合によっては無礼とまでみなされるのが一般的

だ。だがろう文化では、これは社会的に認められているだけでなく、必要不可欠

なことであり、コミュニケーションの際のルールなのである。私はこれを知って、
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注
1. アメリカでは、胎児幹細胞の医学研究への利用について賛否両論が渦巻き、実施

を促進する方向でも防止する方向でも、さまざまな州法や連邦法が可決されてい
る。こうした議論の大多数は医療効果を問うことはほとんどなく、いずれも、ア
メリカの社会的背景に特有の道徳的、倫理的主張に関連するものである。企業関
係者や患者の支援者が医学研究への利用に賛成する一方、保守派は宗教観に基づ
いて反対する傾向がある。

2. アメリカ先住民の多くの部族は、法律や土地所有の問題に関しては限定的な主
権を有している。それは、合衆国政府が歴史的な条約義務を遵守したことによる
場合もあれば、政府の対先住民交渉の当局である内務省に対して、先住民自らが
公式に認めさせるという過程を経たものもある。公式に認定されると大きな政治
的・経済的利点――なかでも代表的なのが、通常は地方条例で禁じられている
賭博施設の建設許可――が得られる場合があり、そのため、認定過程には法律的、
政治的にかなりの混乱を伴うこともある。また、先住部族は西部開拓期の混乱の
中でしばしば暴力によって征服されたため、多くの部族の歴史的継続性も疑問視
されている。文化的正当性を証明するはずの文書や文化的指標が失われている場
合が多い。
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