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『反障害原論』への補説的断章（23） 

      「吃音＝発達障害」規定をとらえ返す 

今、「吃音者」の団体―言友会で、「吃音＝発達障害」と規定して「障害者手帳」を取り、

「吃音者の社会運動」を進めようという動きが出ています。わたしは、かねてから「吃音

者」を「障害者」として規定して、「吃音者の障害者運動」を進めようとしていた立場です

が、何かおかしいと思っています。わたしは、幽霊会員的になっていますが、今、広く意

見を求めているようなので、意見を書き置きたいと思っています。 

さて、「吃音＝発達障害」論ですが、これが出てきたのは、ICD-10 で「障害の規定」の

中の「発達障害」という項目の中で、「吃音症」ということばが出ていて、厚労省がそれを

根拠に、「吃音を発達障害として障害認定しよう」という動きをしていて、「吃音者の団体」

で、それを根拠に「吃音者の社会運動」のひとつとして、「障害者手帳の取得=障害者認定」

を進めようという動きのようです。 

ちゃんと、現実的にどういう議論がなされてきたのかということを学的に探求して、押

さえ直す作業が必要です。わたしにとっては不毛（*１）なことなので、かなりの推測を含

んで文を書いて仕舞います。事実関係に誤りがあれば指摘してもらい、共に整理して行き、

その中で互いに論考を深め得ればと願っています。 

障害規定からとらえかえす 

まず、ICD-10 のとらえ返しです。WHO（世界保健機構・・・国連の機関）には、かつ

て疾病の規定をしている ICD（国際疾病分類）とは別に障害を規定している ICIDH（国際

障害分類）が別にありました。それが、イギリス障害学発の「社会モデル」の突き出しの

中で ICIDH を変えようと、ICIDH-2 として議論していた過程がありました。その内容は、

まさにパラダイム転換的内容をもっていたのですが、きちんと理論的に整理されない中で、

「社会モデル」自体がパラダイム転換に失敗し、「医学モデルと社会モデルの統合」などと

いうおかしな論理まで出てくる中で、ICF（国際生活機能分類）としてまとめられたのです。

わたしは、それをまさに医学モデルでしかないものに舞い戻ってしまったと押さえていま

す。ですが、医学モデルへの批判からそもそも起きていたことだったためか、そして統合

を標榜するためか、ICIDH-2 の段階ではあった本文での医学モデル的な内容になっている

「障害分類」を消したようなのです。そして、現実には(医学モデル的なところで)「障害者」

施策を進めるのに、医学モデルそのものの ICD-10を「障害分類」に使うというごまかしを

取っているのではないかとわたしは押さえています。 

さて、「吃音＝発達障害」論を使おうという「吃音者」当事者が出てきているのですが、

一点押さえて置かねばならないのは、それは医学モデルに沿って運動を進めることを意味

するということです。 

そもそもイギリス障害学がなぜ医学モデルを批判してきたかということなのですが、そ

れは「障害者が障害をもっている」という論理では、「慈愛としての福祉」とか「かわいそ
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うな障害者をたすけてあげる」というところになってしまい、それでは、結局差別から抜

け出せないからです。だから、「社会が障害をもっている」と反転させるパラダイム転換を

なそうとしたのです。日本においても、それは「障害者」が「わたしたちが変わるのでは

なく、社会を変えるのだ」と突き出していたことにつながっています。 

そのことを押さえそこなうと、「かわいそうなわたしたちを助けて」というそれ自体が差

別的イデオロギーを広めていくことになってしまいます。(*２) 

ICD-10の「吃音規定」の位置をとらえ返す 

 さて、医学モデルでしかない「吃音＝発達障害」規定が医学的にどこからでてきたのか

ということがあります。どうも、ICD-10 で、「発達障害」のひとつの「症状」として「吃

音症」を出していることから、「吃音＝発達障害」規定を使おうということ、そして厚労省

サイドの「良心的な」役人で「吃音者」の援助を考えているひとがそのようなことを考え

ているようなのです。このあたりは、すべての「吃音者」＝「発達障害者」という規定を

していくのか、「吃音者」の一部に「発達障害者」規定があてはまるのかの問題があります。

このあたりはきちんと押さえないと、「発達障害者」の認定の中で、「吃音」がカウントさ

れるということにとどまってしまいます。逆に言うと、「発達障害者」として認定されるひ

とが「障害者」認定をとれるだけの問題になります。すべての「吃音者」が「発達障害者」

と認定されるのかの問題があるのです。だから、「吃音＝発達障害」としてしまうことは、

そうではない、そうではないと思っているひとたちを排除してしまうことになります。 

 そもそも、「吃音者＝非器質性の非流暢性の言語障害者」という規定がありました。だか

ら、「脳性マヒ者」の「器質性の非流暢性の言語障害者」は「吃音者」とは規定しないとい

うことが当初はありました。ですが、少なくとも東京言友会には「脳性マヒ者」の「吃音

者」も、そして「失語症」ということばの出にくいひとも例会に参加しているという幅広

い活動をしていました。東京ではかつての大阪や全言連のように「吃音者宣言」一本槍で

進めようということに対して別の活動スタイルをとっていました。「治す派」と「宣言派」、

そして「お友だちグループ派（交流の場―癒しの場ということだけでいいのではないかと

いうグループ）ということが共存してきたのです（いずれもわたしサイドのネーミングで

す）。「吃音＝発達障害」規定をしようとしているひとたちは、そのような東京の歴史をど

うとらえているのでしょうか？ 

「吃音＝発達障害」説の検証 

 さて、そもそも「吃音＝発達障害」という規定をするときに、そもそも「発達障害」と

いうこと自体のあいまいさがあります。『福祉労働』という雑誌の特集で取り上げられまし

た（『季刊 福祉労働 140 号 特集:増やされる「発達障害」』現代書館 2013）。いろんな論

攷が出ていましたが、そもそも、なぜ「発達障害」ということが浮かび上がってきたのか、

そもそも異化していく必要があるのかという趣旨でくまれていた特集です。かつて、わた

しが本を出したときに、本を読んだひとから、すぎむらなおみ＋「しーとん」『発達障害チ

ェックシートできました－がっこうのまいにちを ゆらす・ずらす・つくる』生活書院 
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2009という本を送ってもらい、「書評」を『図書新聞』2972 号  2010.7.3に掲載してもら

いました。その本の著者は、養護教員のひとたちです。当事者自らが「発達障害者」とし

ての自覚を持ち、そして教員総体が「発達障害」の生徒達にどう接していけばよいか、ど

ういう援助が必要なのかを考えていこうという本でした。わたしも、そのような趣旨に共

鳴して「書評」を書いたのですが、そもそも著者達も書いているのですが、教育がひとり

ひとりの生徒に向かい合う教育になっていないという事態の中で、「発達障害」が異化して

いく、させていく必要が語られる事態になっているようなのです。 

 そもそも「吃音＝発達障害」と規定していくときに、「吃音」概念も「発達障害」概念も

あいまいになったままです。 

 「発達障害」を「脳の中の障害」と規定してしまうひともいます。さらに「精神障害＝

脳の障害」論なども出ています。 

 このあたりの議論は、「自閉症＝脳の障害」論が出てきたときからあったことで、わたし

は不毛な議論だと思っています。そもそも「障害の社会モデル」がなぜ出てきたのか、と

いうことが押さえられていないのです。 

 「脳の中の障害」とか「遺伝子決定論」とかは、いわば「障害の素因論」と言われるこ

とですが、これで行くと「精神障害」系の「障害」を「身体障害」と区別する意味がなく

なります。 

 さて、どうしてわざわざ素因論を「精神障害」系のひとが持ち出してきているのかの問

題があります。それは「吃音の素因論」が、アメリカとかカナダとか、自己責任の論理が

広く行き渡っているところで、「吃音者当事者」からも出てきていることに通じる問題なの

です。要するに、「自己コントールできないひと」として「自己責任の論理」で差別される

から、「それは「障害」の問題で、自己責任ではない」として、「自己責任の論理」の抑圧

性から逃れるための理論として出てきているようなのです。もちろん、「障害者」総体も、

「自己責任の論理」の抑圧性にさらされています。それは、「努力して障害を克服しよう」

というかねてからあったスローガンとして端的に現れています。一方で、「努力してもどう

にもならない」と認定されれば、この抑圧型の差別から逃れ得ますが、こんどは排除型の

差別をうけることになります。「福祉の対象として社会の片隅で生きよ」のみならず、発生

の予防として断種させられたり、出生前診断とか安楽死の対象という抹殺の対象になって

きた歴史をとらえかえさねばなりません。「わざわざ」ということばを使ったのは、抑圧型

から逃れようとして排除型の差別を招き寄せている事態だからです。よく、抹殺を含む排

除型の差別の方が、抑圧型の差別より強いとかとらえ勝ちなのですが、必ずしもそうとは

いえないという事例になります。これは「障害の重い―軽いという言い方をするひとがい

るけれど、差別に重い軽いはない」という「障害者運動」の先達のことばにもつながって

います。これは、わたしがかつて出した本の中で差別形態論として展開したことです。差

別の形が変わるだけの問題です。 

さて、「吃音＝発達障害」を見たときに、わたしが想起したのは、「ろう文化宣言」でし
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た。これは、ろう者（手話を第一言語にするひとたち）が手話を自分たちの言語として誇

りに思うという突き出しで、手話を学んでいたわたしも共鳴したのですが、「わたしたちの

問題は、障害者の問題というより、手話という少数言語の使用者というところで、むしろ

民族問題である」という主張にわたしは違和を感じました。そもそも、そこで言う「障害

者」とは何かということがあるからです。「車いすの障害者」も、「バリアフリーになった

ら、わたしたちは障害者ではなくなる」という突き出しをしていたし、もう一方の「民族」

に関しても「民族という虚構」ということがあるからです。 

もうひとつ、そもそも「吃音=発達障害」説をとるひとは、他の「吃音理論」をどうとら

えているのかの問題があります。「吃音=発達障害」説で会を統一するのなら、他の説を批

判しきなければなりません。わたしは矢野武貞さん(『「吃音」の本質―話行為の構造と病理』

（弓立社）1975)の「学習説」に留目してきました。彼の理論でいうと、「吃音者とは吃音

的話行為を習得したひとたち」ということになります。わたしなりの矢野理論の押さえ方

によると、「「吃音者」とは、発達の道筋としての流暢な言語の習得に失敗したひとたちで

はなくて、吃音的話行為を習得したひとたち」なのです。ですから、この説では「発達障

害」という概念に「吃音」はあてはまりません。そもそも「随意吃」とか、「役者が演技で

吃音者を演じていて、そこで吃音的話行為から抜け出すのに苦労した」とかいう話をどう

とらえられるのでしょうか？ 

 きちんとした対話が必要です。そうでないところで、ひとつの説で押し通そうとすると

他のそう思わないひとたちを排除してしまうことになります。 

 わたしは「社会運動」というとき、とりわけ「「障害者」の「社会運動」」というときの

大原則は、「誰も排除しない、排除させない」ということがあると思っています。その大原

則を踏み外して、「社会運動」を標榜することには反対です。 

「吃音＝発達障害」規定をすることにどういう意味があるのか？ 

 さて、言友会では長く「吃音者＝障害者」規定を避けてきました。それは、かつて言友

会のリーダーであった伊藤伸二さんによると、反対するするひとがいたということなので

すが、そもそも「吃音者宣言」を異論がある中で、強引に出したひとなので、「なにをか言

わんや」なのです。結局、そこでリーダーシップをとるひとがいなかった、ということな

のです。そして、たぶん強引にとる意味もなかったのです。 

もうひとつ、押さえて置きたいことがあります。それは「吃音者の社会運動」というこ

とが今回初めてでてきたのではないということです。かつて、「吃音者宣言」が出される前

に、東京言友会には「わたしたちの基本的考え」という基調的文がありました。それに沿

って、「吃音を治すための研究」に対する補助金を求めていく活動とか、例会で使える会場

として東京都障害者福祉会館を作れということを要求していた障都連という「障害者団体」

に加盟してて、そこで会館を作らせて例会会場として使えるようにしたのです。「吃音者宣

言」が出た後は、その中に「治す努力の否定」的内容があり、「わたしたちの基本的考え」

もニューバージョンに変えています。そういう中で、「吃音者の社会運動」は「吃音に関す



5 

 

る啓蒙的活動」に収束していたのです。 

 さて、そもそも「吃音＝発達障害」と規定しようとしているひとたちは、何のためにそ

のような動き方をしているのか、わたしにはよく分かりません。 

ひとつは、「障害者福祉」を受けられるようにするということがあります。具体的には、

手帳を取得するということです。ですが、現行の「障害者福祉」は等級制度があり、一番

の福祉は「障害者年金」ですが、「吃音者」ということ単独で、これが受けられる制度では

ありません。 

もうひとつ、「障害者雇用枠」での就労の問題があります。今仙台で「障害者雇用枠」で

の採用というところで、認定を受けようと裁判をしているひとがいます（このひとは、あ

くまで「言語障害者」として「障害者認定」を受けようとしているようですが）。 

 わたしはこれは諸刃の剣だと思っています。「吃音者」が「障害者手帳」をとれるという

ことならば、一般就労していた「吃音者」が、雇用枠に移行しろと言われるようなことさ

え起きることが考えられます。さらに、そもそも「障害者雇用枠」が、特定子会社という

ことで別枠になっていたり、非正規雇用が拡大している中で、非正規雇用的なところに落

とし込められたりすることもあります。「障害者雇用枠」で入ったひとは、女性が総合職と

一般職に分けられる中で、女性のほとんどが一般職に入れられるようなことと同じように、

出世コースから外されたところでの「障害者雇用枠」になっている現実があります。 

 それに、そもそも「障害者雇用枠」で入ろうということ自体が、雇用枠の拡大運動を一

緒に展開しない限り、他の「障害者」の枠を奪うことになる現実をどうとらえているので

しょうか？ 

もうひとつ、「障害者認定」を受けておくと、相対的にですが、生活保護をとりやすくな

るということがあります。ですが、そもそも生活保護が切り下げられ、受給資格を巡って

抑圧的情況があるときに、それ自体の社会運動が必要になっている情況です。 

さて、わたしは言友会から飛び出して、しかも「吃音者＝障害者」という突き出しをし

ながら、「障害者運動」に関わる中で、他の「障害者」に、手帳をもっていないというと、

「どうして取ろうとしないのか、障害者認定を受ける運動をしないのか」ということを訊

かれることがたびたびありました。その中で、語っていたのは、「現在の障害者福祉の制度

の障害認定の中では、何のメリットもない、もし何かわずかなメリットのようなことがあ

っても、分断されるだけだ」と応えていました。 

 で、「そもそも障害とは何か」という議論をしながら、現実に「障害者」当事者の立場を

突き出して「障害者運動」を担っていました。 

わたしの「吃音＝発達障害」規定への暫定的意見 

そもそも、わたしにとってどうでもいいことなのですが、たぶん議論しているひとから

意見を求められるので、「吃音＝発達障害」規定をわたしがどうとらえているのか、という

ことにコメントしておきます。 

そもそも「発達障害」の概念自体が、「医学モデル」的にもはっきりしません。「アスペ
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ルガー」とか「広汎性」とか「自閉症スペクトラム」とか、大分類的なところが出てきて

いますが、その他ＡＤＨＤが大分類なのか、「発達障害」の認知のひとつの「症状」的にと

らえるのかの議論が出ているようです。さらに、「学習障害」についても大分類的かどうか

あいまいな形で出ているのですが、わたしはこれはひとつの症状的にとらえることで、「吃

音症」ということに関しても、「症」とつけているように、わたしはひとつの認知の徴表で

はないかと思うのです。ですから、そのあたりが整理されていくと、「吃音=発達障害」と

いうことでなく、「発達障害」と認知していくひとつの徴表として押さえられ、「発達障害」

と認知された「吃音者」が、福祉の対象になるということで限定されていくと思います。

だから、わたしは、「障害者手帳」を取るのなら、むしろ正攻法で「言語障害者」としての

認知を勝ち取ることだと思います。 

これはあくまで、医学モデルの枠内での運動の進め方です。 

わたしは医学モデル的な運動の進め方ではなくて、医学モデルから「社会モデル」さら

には関係モデルへの転換を訴えています。後で、もう少し詳しく書きますが、そこでは、

反障害運動、その中の反コミュニケーション障害運動という形での展開になります。 

「吃音者の社会運動」の方向性 

 そもそも何をしようとしているのか、よくとらえられません。認知を得て手帳を取得す

るだけが目的なのでしょうか？ そこで、雇用枠で就職できるようにするということもある

のだと思いますが、前述したように現実のメリット・デメリットがあります。「社会運動」

ということばを使われているので、おそらく「障害者運動」に合流していくということも

あるのだろうと思います。たぶん、それは「社会モデル」では、そもそも不利益を受ける

ことを障害として押さえ、貧困とか引きこもりとか、シングルマザーとかすべてのことを

含めた障害概念につながり、社会運動ということまで結びついていく可能性もあるのだと

思います。また、このあたりは社会運動的にもっと巾広い、「すべてのひとにベーシックイ

ンカムを！」というところでの運動や基本生活保障の問題につなげていくことだと思って

います。 

今回の提起は、「発達障害者」の運動に合流しようという提起のようですが、そもそも合

流すべき「発達障害者」の当事者運動がどこまで進んでいるのでしょうか？ 何年か前に、

「日本で初めての発達障害者当事者主催の集会」と名打った集会に参加したことがありま

す。その中で、「明るく前向きに生きる」というスローガンのようなことが出ていました (*

３) 。30年前の言友会の「吃音者宣言」的内容なのです。それに、「発達障害者」の運動自

体が当事者の周りのひとたちで動いてきた経緯があるようなのです。「吃音者の社会運動」

というとき、そのあたりも、ちゃんと押さえて置かないといけないと思います。 

それにもうひとつ、「障害者運動」総体の混乱的情況もあります。障害の定義さえあまい

にしたままになっています。他の「障害者」団体に合流していくというとき、きちんと「障

害者運動」の方針を出せている「障害者」団体、合流できる「障害者」団体がどこにある

のでしょうか？ 
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今回、全国大会で「障害とは何か」という議論をしようとされているようですが、そも

そもその提起をしているひとたちの間で、障害を巡る議論がどこまで進んでいるのでしょ

うか？ もし、きちんと議論が進んでいるのなら、医学モデルでしかない、「吃音＝発達障

害」規定で「吃音者の社会運動」を進めようという動きにはならないとわたしは思ってい

ます。 

さて、具体的提起です。 

「吃音者」は社会に何を求めていくのか？ 

一体何をしようとしているのか、一体何を「社会」に要求していくのかの問題です。 

これまでも「社会運動」的なことはありました。そのことは「吃音」についての啓蒙的

なことでした。そのことを超えて具体的に何を要求していくのかの問題です。今、上がっ

ているのは手帳を取るということです。それで雇用枠で入れるということがあります。で

すが、前述したように、それが必ずしも良い方向に進むわけではないとも言い得ます。で

も、それでもメリットがあるということで使いたいというひとはそこで動けばいいのです

が、メリットがないと思うひとがいます。それなら、メリットがあると思うひとがメリッ

トがない、逆にデメリットが大きいというひとを排除して、強引に進めることはないと思

います。会の中でグループを作って進める、または逆に「発達障害者」の団体の方でグル

ープを作って進める、勿論並行的にもありえるのですが、とにかく、言友会総体として、「吃

音＝発達障害」規定で統一して、「吃音者」の社会運動を進めることではないと思います。 

そもそも何を求めていくのか具体的に考えてみることではないかと思います。 

たとえば、機器関係の要求があります。パソコンを会議で使えば、音声読み上げソフト

など出てきていますから、あらかじめ用意をしておけば、ほとんど支障はなくなっていき

ます。それどころか、事前に資料を配付することで、逆に議論的深化をもたらすことがで

きます。質疑応答が必要になっても、パソコンで打ち込めば、読み上げソフトで声を代わ

り出してくれます。たぶん、現代社会において人間関係が大切で、個人的にはなしを煮詰

める、一対一的な処で話をしていく必要が言われます。ですが、そもそも障害問題の認識

が共有されれば、「吃音」自体がかなり受け入れられていきます。どうしても声を出す必要

があり、声が出ないときに機械を使う、もしくはひとに代読してもらうという方法でやれ

ます。 

その他、どういう要求―運動があるでしょうか？ もうひとつ、具体的例を出しておき

ます。実は、「発達障害者」の方で、そのヒントになる文を書いているひとがいます。綾屋 

紗月＋熊谷晋一郎『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい』医学書院

2008の綾屋紗月さんが、手話を学んで心が開かれたというような趣旨の話を書いています。

「吃音者」というのは、「ひとは音声言語で話すべきだ」ということと、その「音声言語の

流暢性」ということで、言語規範から外れるとして、「言語障害者」と規定される者なので

す。手話を自分の言語として習得すると、「吃音者」は、手話が通じる世界では「（言語）

障害者」でなくなります（*４）。問題は、手話が通じるひとが少ないとうこと、手話を自
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らの言語とするひとにコミュニケーション保障がなされていないということです。わたし

は今「ろう学校」と言われるところ（*５）を、手話学校にして、聞こえないひとたちだけ

でなく、手話を自分の第一言語にしたいひとたちに解放して、音声言語を使わなくても支

障がない情況をつくりえればと思っています。 

 その他、具体的にどのようなことを求めていくのかの議論こそが必要で、それこそが「吃

音者の社会運動」の中身なのだと思っています。 

そもそも社会運動とは何か？―具体的な運動の進め方 

 そもそも社会運動というとき、社会のあり方の問題があります。そもそも「障害とは何

か」の議論をするとき、そこに disability―「できない」ということが問題になっていると

き、なぜ、それが（ひとりで）できないといけないのか、なぜいろんなひとりでできない

ことがあるのに、それが「障害」として浮かびあがるのかという問題があるのです。 

わたしは障害モデルとしては、障害関係論の立場をとります。「吃音者の社会運動」は、

反障害運動の中に位置づけられます(それらについて書き始めると長くなり、読むに耐えな

い文になります。読んでもらえる方は、わたしの本やホームページを参照にしてください

(*6))。その運動の下位分類として、反障害運動の中に反コミュニケーション障害運動があ

り、その中に「言語の非流暢性」を巡る課題で運動を進めるというようになります。運動

体的に表現していくと、「反障害運動」―「反コミュニケーション障害運動連絡協議会」―

「反コミュニケーション障害運動連絡協議会・言語非流暢性部会」というようになります。

そもそも、「吃音＝発達障害」という概念自体が医学モデルなので、わたしはそのような押

さえ方はしませんが、医学モデル的「発達障害」概念は、わたしはコミュニケーション障

害の中にも含まれていると押さえています（関係モデル的各論もわたしの本の中で既に展

開しています）。「発達障害」という規定がどのようなところででききているのか、言い換

えれば「発達障害者」という規定されているひとがどのような差別を受けているのかにつ

いては、自らが「発達障害者」と規定されているひとたちが当事者主体で提起されていく

ことで、その提起を受けてわたしも反障害運動の連帯として議論に参加していきたいと思

っています。 

とにかく、障害規定からちゃんとなされていない情況を押さえ、そこまで掘り下げたと

ころで、根底的な反障害運動を作りだしていきたいとわたしは動き出しています。共に議

論と運動を作り出せていけばと願っています。 

 

 

 

註 

*１ 

 なぜ不毛ととらえるのかというと、そもそも素因論から、医学的なところで治療というところ

で「吃音」をなくす、なくす研究を求める行為が、もし、素因論が正しい(わたしは素因論を批



9 

 

判してきたのですが)としても、突然何か治療法が発見されない限り、むしろ存在の否定につな

がるし、発生の予防とか、断種とか、自ら結婚しないとか、抑圧的にも働いていくからです。こ

の議論は、全言連の会報に「吃音の遺伝子研究に協力を」という趣旨の文が乗り、それに対する

批判をし、議論をする時に文を出し、討議にも参加しています。冊子になっていますからそれを

参照してください。 

*２ 

 その議論の間に人権論があります。しかし、人権概念自体が、差別のない関係を作るというと

ころで、天賦人権論として作られた架空の概念です。そして、そもそも能力による差別は人権の

問題でないとしています。ですが、そもそも障害差別の土台には、労働力の価値を巡る差別の問

題があります。その差別を問題にしないかぎり、人権論では障害差別は偏見の問題しか扱えなく

なります。そもそも人権ということを自体を否定していく風潮が出ているときには、そのことか

ら批判していく社会運動が必要になるでしょう。 

*３ 

  大方そのような議論が占めたのですが、ひとり、もっともしんどいひとを基準にして、ベーシ

ックインカムの運動を進めて行くというような話をしている、他のひとから浮いている感じのひ

とがいました。高森明というペンネームで「発達障害」関係の本を沢山出しているひとです。 

*４ 

 「音声言語障害としての吃音」の話ですが、手話にも「言語障害」に比する、「吃音」的なこ

とがありますし、「手話を表すのに障害があるひとたち」(たとえば「上肢障害」と規定されるひ

とたち)という「構音障害」に比することもあります。わたしは、侵略の歴史をもつ現在の国際

共通語を廃棄し、手話を国際共通語にというような思いも、一瞬もったことがあります。そこで

は、「音声言語障害としての吃音」は障害ではなくなります。しかし、それは「視覚障害者」に

不利益をもたらすと、すぐに打ち消しています。 

*５ 

 日本語は、少なくとも日本音声言語―書記言語と日本手話の二つがあり、日本手話が日本語と

して対等な言語として認められ、公用語として認められ、どちらを選択しても不利益がないよう

になったら、むしろ手話学校にいって、手話を学ぶと生活が保障される(過渡的なこととして書

いています。みんなが生活保障される社会への過渡です)と、コーダ―(両親がろう者の聞こえる

こども)や「言語障害者」も自分の第一言語として手話を選択するというようになっていくので

はないかとも思っています。 

*６ 

 三村洋明『反障害原論―障害問題のパラダイム転換のために―』世界書院 2010 

HPは http://www.k3.dion.ne.jp/~ads/newpage1.html (反障害―反差別研究会  反障害 で検

索すると出てきます) 
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