
１．はじめに

　スペインの新聞�������������������紙上に、���������	
��	����
��	��
�����
��
������

�����������	
�����
����	����������������������	
������������「女性大臣に反対するアカデ

ミー会員ー女性大臣の就任がフランスにおいて言語を混乱させる」という記事が掲載さ

れている。１９９７年６月のフランス総選挙のあと、就任したばかりの「女の大臣」が自ら

を《������������	�
���》と呼び始めたことに反対し、アカデミー・フランセーズの会員

３名が、《������������	�
���》という従来どおりの呼称を使うようにと、ついにはシラ

ク大統領に��������	�����������紙上で訴えたという内容である。

　この記事は、フランス語と同様にロマンス語の一つであり、「男性」・「女性」という

文法上の性の区別のあるカスティーリャ語で書かれているが、女の大臣を指すのに、女

性形の女性名詞���������	�が当然のこととして用いられている。名詞が人間を指す場合

に、指示対象の性と文法上の性の一致が原則とされる両言語において、一方のカスティー

リャ語では���������	�が完全に一般化しているのに対し、他方のフランス語では「女の

大臣」が��������を女性形冠詞とともに使用して自らを称することが、社会・政治的な

問題となり、権威筋から異議申し立ての声が上がる。

　このようにこの２つの言語のあいだには興味深い違いが存在するにも関わらず、名詞

の性に関する対照研究は少なく１、とりわけ、最近の職業名詞の女性化の経緯を追った

ものは未だ実現されてはいない。フランスではこの問題にとりくむために、���������	��

���������	�
�����	����	�����
��������������	
���������
（職業、役割、地位、肩書の名称

の女性化に関する報告書）を、１９９８年１０月に政府の用語審議会がまとめたが、ドイツ語、

イタリア語との比較はあってもカスティーリャ語との比較はなされていない。本稿では、

職業名詞の女性化に関するフランス語・カスティーリャ語の比較対照研究の最初の試み

として、女性化の理由・方法・成果を検討し、その類似点と相違点を明らかにすること

を目的とする。

　なお、本稿では、指示対象の性の別を示すために「男」「女」、文法上の性の別をしめ

すために「男性」「女性」という用語を使用する。
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２．すすんだカスティーリャ語・おくれたフランス語

　���������	
という表現が正当なものかどうかをめぐるこの論争は、１９９７年の末から１９９８

年の秋までの１年間、言語の問題に敏感な一般のフランス人、知識人、言語学者を巻き

込んで大論争となった。主として��������と��������	を舞台にして繰り広げられた議

論の多くは、あえて単純化していうと、「純粋で正しいフランス語」を守ろうとする言

語的保守主義（アカデミー・フランセーズ側）と、現実世界の要請に応じて言語を変え

ようとする革新主義（大統領および社会党政府側）の争いであったといえよう２。

　「男性」「女性」という分類の文法上の性をもつ言語において、「女」の表され方とい

う議論はめずらしいものではない。特に職業名詞の女性化に関する議論は数多くなされ

ている。イタリア語、スペインのカタルーニャ語においてもこの問題は議論されてきた

し、「男性」「女性」「中性」という性をもつドイツ語も同様である。そして、職業名詞

の女性化が非性差別的言語使用のための言語改革の一部と考えられていることもこれら

の言語に共通している３。

　しかし、�������������������の特集のタイトル���������	�	
�������	
��	���	�
���������

���������	�
�����	�
�
�	����
�������「フランスは肩書の女性化が論争になる最後の国のひと

つである」が示すとおり、少なくとも１９９８年以前のフランスのフランス語が、フランス

語圏の他の国（カナダ、ベルギー、スイス）のフランス語、ヨーロッパの他の国の言語

に比べて、女性化の不十分な言語であったことに間違いはない。���������	
����
��は、

��������		�
�（�）「高校以上の教員、大学教授［女性］」が公的に認められるようになるは

５０年かかるだろうと予測したし、１９９４年にヨーロッパ議会は、フランスのフランス語を

名指しして、女性化を勧めるよう勧告を行っている（��������	
��
��	���
��	
	������
����

����������	
��
	��������
����
���
�����������	
���
�����������
������������������	���

������������	�
�	����
	������	��	�����������	
������������������������������������	�
�

���������	
�����
��
�������
�����������	
��������）。

　一方、カスティーリャ語は、��������������������に掲載された改革派側の読者からの

投書も指摘するとおり、フランスの模範となるべき言語である。
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（…スペイン語にも中性は存在しない。そうだからこそ、スペイン語では…全ての肩書

は女性化され、文法と論理に整合している。���������「学長」、�����������「代議士」、���

��������「大臣」、��������	�
��「長」、���������	�「上院議員」など。）
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　フランスにおいてフランス語を守ろうとする保守的な勢力が強力であることは認めた

としても、この２つの言語のあいだの大きな差異はそれだけで説明できるのだろうか。

この疑問が本稿の根本的な出発点である。

　ところで、女性化が意味するもの、具体的に指すものは、言語や時期によって異なり、

統一した定義が与えられているわけではない。冒頭の記事におけるフランスのフランス

語のように、「女」に言及する職業名詞の性を「女性」にすること、つまり、���������	�

が����������	
��になるという統語的一致を意味する場合もあれば、カスティーリャ語のよ

うに、���������	
から���������	�というように形態的一致を意味する場合もある。この場

合、女性化は「女性形化」ということになる。カスティーリャ語では、「男性」の総称

的・包括的使用を避けるということも同時に議論されてきた。カタルーニャ語において

もカスティーリャ語と同様である（���������	
�	���������	����）。しかし、現在フラン

スで行われているような、計画に基づいた政策的な動きとしてではなく、日常の言語変

化の中で女性化が進むということも十分に考えられることである。本稿では、女性化を

「職業名詞の女性名詞化ないしは女性形化」と定義して用いる。

３．フランス語とカスティーリャ語の文法上の性の特徴

　文法上の性は３つの観点から考える必要がある。統語論的観点・形態論的観点・意味

の観点である。これらの点に関してフランス語もカスティーリャ語も、大枠としては同

じ特徴を共有している。

　まず、最初に統語論的観点であるが、名詞は男性か女性かどちらかのグループに属し、

グループに共通した統語的な振舞いをする。すなわち、当該の名詞を修飾する冠詞・形

容詞、またはそれを受ける代名詞の性の一致の問題である。つまり、テキスト内の「指

示」の一貫性にかかわり、テキストの「結束性」（ハリデー・ハサン：１９７６）を高める

という役割を果たす。

　次に形態論的な観点は、名詞の語形の問題である。人間を示す名詞の場合には、「男

性」と「女性」で語尾の形態を変えることが多いが、男女同形の名詞も存在する。カス

ティーリャ語では、「男性」と「女性」の語尾は、�����の対立となることが多い。前述の

女性形名詞������、��������、��������、���������	、��������の男性形は、それぞれ、������、

��������、��������、����������、�������である。フランス語では、女性形の作り方は複雑

であるが、カスティーリャ語と比べると、男女同音の割合が高い。����������	
����に

よると、男女同形の名詞が２９％（����������）、発音上は同音だが正書法上は異なる名詞が

６％（���������	）、発音上、男性形の最後に子音が１つ加わるものが２７．４％（����������	
）、
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男女の接尾辞が異なるものが２７．６％（��������	��
）となっている。フランス語で女性化

がすすまない原因の１つはこの語形の問題だと言われて来た。ただし、���������	

���������	

��の調査によると、１５才以下の子供と外国人はどのような名詞も苦もなく女

性化するということなので、これは、規範意識の問題だと考えられるだろう。

　名詞の形態論・統語論は、性・数というペアで語られることが多いが、性と数ではそ

の生産性において大きな違いがある。数は、指示対象に密接に結びついた問題であり、

生産性は高い。基本的に、必要とあればどのようなものでも複数にすることが可能であ

るが、性はそうではない。数は一般に、単数でも複数でもカテゴリー（意味）が変わる

ことは少ないが、性の変化はカテゴリー（意味）の変化に連動する。カテゴリーの問題

と直接関連するのは、語形である。指示対象の性が変わったからといって、自動的に語

形も変わるというわけにいかない理由はここにある。

　言うまでもなく、カスティーリャ語・フランス語ともに、無生名詞にも文法上の性が

ある。無生名詞に関しては、指示対象の特徴と文法上の性の間に有縁性はない。一方、

人間を表す名詞に関しては、名詞の文法上の性は、名詞が指示する指示対象の性に一致

するのが原則である。フランス語にもカスティーリャ語にも、文法上の性と指示対象の

性が一致しない語は存在し、使用頻度の高いものとしては、��������		�
�����	�（人）４、

���������	
�������（犠牲者）などがある。このグループには、さまざまなタイプのものが

存在するが、全体としては少数派にすぎず、フランス語においてさえ、人間を表す名詞

の９０％以上は、指示対象と文法上の性が一致する。

　原則として動機付けがないはずの、無生物名詞に関して、フランス語とカスティーリャ

語には、興味深い対立を見ることができる。藤田（１９９９：６）が指摘するように、フラ

ンスでは、自動車（���������	�［女性］・��������［女性］）を人間の女に見立てることは

広告の世界の常套手段である。また、エッフェル塔（���������	

��［女性］）を「パリの

老婦人（�������������������	�
��）」と擬人化することはあっても、凱旋門（���������	�
����

［男性］）をそのように擬人化することは考えられない。女性化論争においては、アカデ

ミー・フランセーズ［女性］が、「コンティ河岸の老婦人（�����������������	�
	�������）」

と（皮肉をこめて）呼ばれることもあった（��������������������）。つまり、無生物名

詞であっても、文法上の性と指示対象の性は、完全に恣意的な関係にあるとはいえず、

藤田はこれを、「ある名詞が言語上『男性』あるいは『女性』という�����をもつが故に、

その指示対象も男あるいは女という����をもつものとして意識されるのであろう」と説

明する（１９９０：７）。

　しかし面白いことに、カスティーリャ語では全く逆の現象が観察できる。たとえば、

次の例のように、「糞」を意味する女性名詞������は、人について言うときに、ののし

りことばの「くそったれ」という意味で、指示対象の性に呼応して、����������	�のよう
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に、文法上の性を変える。

１）���������	��
����
�������	����	��監督映画���������	�
	�������������������������

　　（このくそやろう［男性］）

２）������������	�
������������������������������������������������	

　　（そいつはくそおやじだ［男性］）

　無生物名詞であっても、文法上の性と指示対象の性に有縁性があるのをまれに見るこ

とができるわけだが、そのありさまは両言語で必ずしも同じでない。カスティーリャ語

では、指示対象の性が名詞の性に影響を与えて、文法上の性を変えることがある。フラ

ンス語では逆で、文法上の性の力が強く、指示対象は文法上の性にあわせた「性」をも

つことになる。

４．職業名詞の女性化が必要な理由

４．１　性差別としての文法上の性

　人間を表わす名詞の中で、職業名詞の女性化が特に問題になるのは、職業がその時代

の性認識と強く結びついているからである。女の職業、男の職業という区別が明確にあっ

た時代には、それを表わす名詞はそれぞれ女性名詞・男性名詞という文法上の分類と一

致していた。しかし、性役割の境界が曖昧になるつれ、文法上の分類と一致しなくなる。

「女の社会進出」ということばで表わされるように、多くの場合男の分野への女の進出

により、性の役割分担の区別が曖昧になる。それまで男性名詞で事足りたものが、「女」

に言及する際にどう表わすべきがという問題が生じる。

　「新しい女」に男性形名詞を使用するというのが、当初、両言語に共通して観察され

る現象である。したがって、「女の社会進出」は言語に十分に反映されず、現れるのは

「女」の伝統的な職業ばかりで、社会の伝統的性役割分担が言語の中に維持されると憂

慮されきた。つまり、「女の不可視性」という問題が浮上する。このことと、「男性」「女

性」という対立のうち、「男性」が総称的・包括的に使用されることとを合わせて、「言

語における女の隠蔽」と呼ばれてきた（���������	�
��������）。バトラー（１９９０：１９）

が言うように、「女を十全に適切に表象する言語をつくりだすことが、女を政治的に可

視化するのに必要だと思われ」、職業名詞の女性化が訴えられることになる。以上、職

業名詞の女性化が浮上するところまでは、両言語は共通した問題を抱えている。

　この問題を別の視点から考えよう。「女」の領域に進出した「男」はどのように表す

のかということである。
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　「男性」の無標という性質が男の表され方にいつも何の不都合ももたらさないことと軌

を一にして、「女」の領域に進出した「男」の職業名はいつも容易に「男性化」される。

藤田（１９９０：１０）によれば、「（フランス語の）職業名詞は男性形から女性形を作るのが

原則であるが、���������は逆で、１７世紀からあった女性形����������「お針子」をもとに、

１８世紀に「仕立て屋」の意味で男性形が作られた」という。そしてその後、���������は

「ファッションデザイナー」になった。興味深いことに、これと全く同様の経緯でカス

ティーリャ語の���������������「婦人服仕立て屋」が形成されている。「仕立て」が一般

に「女」の職業であり、�������がもっぱら「女」に用いられたため、もともと�����とい

う男女同形の接尾辞を持つ語であったにも関わらず、「男のファッションデザイナー」

を意味させるために男性形�������が形成されたのである。形態論のルールからすれば、

���������	
��となるはずの名詞が、��������	�とはちがう職業だということを表すために

��������	�
��������	�として語形の対立がつくられた。

　「女」を表わす場合は、それまで「男」に用いていた名詞に女性冠詞を付すことで両

性に共通の名詞とする場合や、フランス語の���������	�のように、そのまま男性名詞と

して「女」に用いられる例が多くあるのに対し、「女」に用いられる名詞がそのまま

「男」を表わすために使用されている例はない。����������「産婆（賢い�女）」の職につ

く「男」が８０年代に出現した際に、アカデミー・フランセーズはただちに����������	と

いう立派な男性名詞を作った（が、まったく使われなかった）ことは、女性化推進派か

ら長く揶揄されることとなった５。

　以上のように、男女の区別による表され方の非対称性は厳として存在し、両言語を通

じて女性化が政治的な問題としてとりあげられることになる。

４．２　道具としての性

４．２．１　文法上の性と指示対象の性の一致

　文法上の性と指示対象の性が、単純に結びついているカスティーリャ語では、「女」

に「女性名詞」を用いることは職業名詞において一貫している。したがって、２０世紀前

半、男の領域に進出した女たちは自分たちを、����������（弁護士）、���������	�
���	（教

授）のように「女性形冠詞＋男性形名詞」で表現していた（���������	
�����������）６。

３）����������	
�������
��	��������	��������������	
�������������������	������������	
��������
�

���������	
�����������������������（��������	
選出の代議士［女性＋男性形］であ

る、依頼人を�����������裁判所が有罪判決を下した際、）

４）������������	
���
	�	������������	���
��������������������������	�
���

�����������

����������	
����������	
�������������	（現首相［女性＋男性形］インディラ・ガンジー
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は、イギリスの場合と同様、党首［男性形］でもある。）

５）��������	�
�	���	���	����	�����������������	�
�����	��������������������������	�
	�

�������������������	
������������	
（弁護士［女性＋男性形］マリア・アントニオ・ロ

ザノが演じる現実主義者は、その二つの立場の間に存在している）

　フランスでは１９８５年に有名な「プリウール大尉事件」が起こった。大佐を意味する

���������は当時、女性名詞として使うことができなかったために、男性名詞の����������	�

が「妊娠した（��������［女性］）」という話になり、マスコミが話題にしたのである　

（��������：１９８８、藤田：１９９０）。当時のシラク首相による「プリウール大尉事件」に関

するコミュニケをカスティーリャ語に翻訳すると（６）のようになる。性の一致に関し

て全く問題は生じず、女性名詞の�����������を中心にして、統語的・意味的に緊密な関

係が見てとれる。

６）����������������������	�
���
������������������������	
�����������������������������������	

�������������	��������������������（プリウール大尉は現在妊娠中であり、この状況では協

定でパリへの帰還が許される見込みである。）

フランス語では次のとおりである。

７）����������	�������������	
����������������������������	
��	�����������
��������

�����������	�
��������������	�
��������������������（����������	�以外は、すべて「女性」）

　藤田（１９９０）は、「����������	�を男女同形の名詞として�����������	に改めれば問題は

起こらないのに」と述べているが、フランス語ではそれには強い抵抗があった。カス

ティーリャ語においてまさに何の問題もなく、自由に女性冠詞をつけることができるの

とは対照的である。フランス語では（７）のように、形容詞を指示対象の性に一致させ

て、女性形にするのはずっと簡単である。確かに、����������	�［男性］が妊娠するとい

うのは、ぎょっとする話ではあり、��������を男性名詞に一致させて、�������にするわ

けにはいかないために話題になったのだが、主語と形容詞が不一致の文をフランス語に

見つけることはそれほどむずかしいことではない。

８）���������		�
���������������（私の先生［男性］は親切だ［女性］（口頭で））

９）�����������������������	
�������������	
��������������������������		�


　　（首相［男性］は、それほど心配していない［女性］���）（���������：１９９３より）
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４．２．２　照応の問題

　文法上の性には、先にのべたように、テキストの一貫性を保証するという役割がある。

冠詞や形容詞や過去分詞の一致は、情報という観点からすると余剰な付け足しにすぎな

い場合も多いが、どの名詞を修飾しているのかを明示して曖昧さを取り除く働きをする

場合もある。しかしテキストの一貫性にとってもっとも重要な役割を担うのは、人称代

名詞を始めとする文脈指示の照応詞である。カスティーリャ語では、主語人称代名詞の

ないゼロ照応がよく行われるが、フランス語ではゼロ照応は不可であり文法上の性が果

たす役割は大きい。照応表現の使用のルールが破綻するとテキスト内世界の独立性が失

われ、外界の情報の助けをかりることなくして、テキストを理解することはできないと

いう状況におちいることになる。ところが実は、フランス語において、指示対象の性に

もっとも簡単に一致するのは、照応表現である。

　１９７７年２月９日の条例は、次の例を挙げて、このような照応の不一致を認めようと許

可を与えている。「女」が男性名詞で示されていて、指示対象と名詞の性の間に不一致

がある場合には、冠詞と形容詞は必ず名詞に一致しなければならないが、代名詞は指示

対象の性に一致させてもよいという内容である。

１０）���������	
����
��
���
�	�������������������������	�
���������������������	�����������

�����������������	

��（フランス語は女の人［女性］に教えてもらっている。私たちは

この先生［男性］が大好きだ。しかし、彼（彼女）はもうすぐいなくなる。）

当然ながら、カスティーリャ語ではなんのトラブルも生じない。

１１）��������	
���
��
���
����������������������������	
������������	����������������	
�����

�����������

　以下に挙げた（１２）も（１３）も、下線部の人物が同じ人を指しているのかどうかどう

かについては、このテキスト以外の情報がなければ判断がつかない。誤解の原因にもな

りかねないし、テキストとしての質にも問題をもたらす。

１２）��������	
��������
���������������	�������������	�����������	
�������������	����������

���������	�
���������������������	������������������	��
�����������		���������������	
���

����������	�����
������������	�
�
�������	�
��������������������	�
����������������������������

���������	
��������	�	���������	�������������《�������������	
���
����	》������������

�����������（１１月２７日（土）の真夜中ごろ、ヘレン・クラークは、大雨の中何時間も
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待っていたテレビカメラに対して、やっと扉を開いた。次の首相［男性］は労働党の

勝利を確認にするのに長時間かかったことを謝り［男性］、彼女はとても慎重な人間

なのだと説明した。）

１３）�����������	�
�����������������������������������������	�
��������������	�����������	��

��������	�
�����	������	����《����������	���
�����
�������
	�������》���������	
���
		�
�

�����������	�
�������������	
���������	�
�����	��������������	������������

　　（不幸なことは、���はいつも必要だ。現在の所長［男性］の緒方貞子は、５０周年

記念日は「喜びの日ではない」と思っている。１０年間���の長の職にあったのち、

その日本人［女性］は…）

　実際、����（１９７６）や���������（１９９３）が指摘するように、フランス語では人称代名

詞はほぼ例外なく、指示対象の性に一致して用いられるようである。つまり、「女」を

男性名詞で表すたびごとにこの問題は発生するということになる。���������（１９９３）に

とって、（１４）のように指示対象の性［女］の明示されていない死亡記事はむしろショッ

クである。また、�������首相［女］の任命の発表の際に、（１５）のように、女を暗示す

る表現がまったくないことには疑義の声があがった。

１４）��������������	�
�	�����������	��
������������������	
������������	���
���������	�������

��������������（イタリア人［男性］の詩人［男性］�����の死。イタリア人［男性］

の詩人［男性］�����が亡くなった。［男性］）

１５）���������������	
�������������������������			�
�����������������������

　　（首相［男性］は言った���彼［男性］は話した���彼［男性］を信じるとすれば）

　カスティーリャ語には存在しないこの文法的な問題によって、フランス語では女の表

され方にまたもや不都合が生じることになる。また、この現象は、フランス語の性の機

能と性質をよく表わしているとも考えられる。「名詞には文法上の性がある」という意

識の強さと、しかし、性別は指示対象を知る上で欠かせない情報であり、指示対象の性

がわからないと落ち着かないという２つを両立するために、このような矛盾した状態が

「女」に関してのみ生み出されたのだと思われる。ところで、一般にフランス語は明晰

な言語であるといわれるが、この文法上の性の不一致とフランス語の明晰性との整合性

はどう説明されるのだろうという疑問を抱かずにはいられない。
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５．女性化の進められ方

５．１　フランス語の場合

　職業名詞の女性化は、社会の変化につれて言語が変わっていくという言語の変化の原

則に適合したものである。フランス語が死んだ言語でない限り、言語の変化は当然のこ

とであり、これまでにも、新たな女性名詞が辞書に付け加わって来た。たとえば、１９３２

－３５年のアカデミー・フランセーズの辞書には、その前の１８７８年の版にはなかった

���������、�������、���������		�などの女性形名詞が付け加わり、男性名詞でしかなかっ

た��������、���������などが、女性名詞としても認められている。

　言語政策としての女性化は、カナダのケベック州、ベルギー、スイスでは一足早くす

すめられている。フランスでは次のような経緯を踏み、政府の女性化推進が決定的とな

る。

１９９７年１２月：ジョスパン首相および、シラク大統領は、公的文書において���������	
、

��������	����、��������	
���などの役職名を女性化して使用することに決める。ところが、

「個人」を強く示唆する語を使うことと、文書の永続性のあいだに法的な問題が生じる

おそれがあるという異議が法務官僚から提出される。

１９９８年３月：ジョスパン首相は大臣に対して通達を出した。用語・新語審議会

（������������	�	
�����������������������������	
�）にこの問題についての報告書の作成を

要請したこと、�����（国立フランス語研究所）が女性形名詞の作成マニュアルを作る

ことになったことを伝え、また、��������	�
����������������
���	�
����������	�
�����など、す

でに日常で用いられている語については、報告書の完成を待たずに公文書で用いるよう

に指示する。

１９９８年１０月：用語・新語審議会が報告書を出す。報告の内容は、公文書では女性名詞は

用いず、男性名詞を用いるのがよいということである。審議会のメンバーリストの最初

にはアカデミー・フランセーズの��������	��
�氏の名前があがっている。

１９９９年：�����が、����������	
���������「女よ、あなたの名前を書こう」を発行。職業

名詞女性化のガイドブックができた。

２０００年３月：文部省は中央官庁の局長宛に、公的職務にある「女」に対しては名詞を女

性化して用いるよう指示�������������	


����。すでにその宛名人には女性化した役職名

が並んでいる。

２０００年４月：レジオンドヌール勲章受勲者名簿��������	
���������には、�����������

（大学教授）、����������（検事）、��������（大学区長）などの肩書きがほぼ１００％、女性

化して書かれている。例外としては����������	
����	�	��	����	���	��
����「会計検査院の
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参事官」などがある。これに対し、アカデミーはなお遺憾の意を表明している�����������

����������

　今回の女性化論争の１４年前の８４年５月、イベット・ルーディ（女性権利大臣）は

������������	�
	��������	��	�����	������������	
�������
����������	�	��������������をつく

り、女性化を進めようとしたが、その当時はアカデミーのみならずマスメディアにも受

け入れらなかった。今回はアカデミーの反対は受けたものの、マスメディアは好意的で

ある。���������	
は、９８年になって突如として使用されるようになり、一種の流行語の

ようになって女性化を牽引しているように見える。しかし、実際の使用において「女」

を表わす職業名詞すべてが「女性」で言及されるようになったわけではない。�����（市

長）や������（知事）は同じく政治の分野の肩書きであっても、ほとんど女性化されて

いないし、「女」の割合が高いにもかかわらず�������（医師）は常に男性名詞である。

����������も現在のところ女性化が進む様子は見られない。男性名詞として使用されてき

た長い慣習を考えれば、女性化が定着するのに時間を要することは当然であろう。

５．２　カスティーリャ語の場合

　前述のように、スペインで「女」の社会進出がさかんになり始めた２０世紀初頭、「新

しい女たち」は自分たちを����������のように「女性形冠詞＋男性形名詞」で言及する

ことを好んだ。これに対し、スペイン王立アカデミー会員や文法家は、男性名詞に女性

形冠詞という組み合わせは許されないと非難し、「女」には����������のように女性形で

言及するというカスティーリャ語の性質を尊重すべきだという立場を表わしている。女

性化はフェミニズムとの関係でとらえられることが多いが、カスティーリャ語で最初に

率先して女性化を推進したのはアカデミーである。ただし、アカデミーには非性差別的

言語使用という視点はなく、あくまでも「カスティーリャ語の規範・伝統」からである。

したがって、これまでのアカデミー編纂の辞書には、男性名詞としてのみ登録されてい

る職業名詞も多く、その定義は偏りがあり性差別的だとして、１９７０年代後半以降、言語

における性差別研究の中で批判されてきた。

　その後、この女性形化は、非性差別的言語使用を追求していくための政策として、８０

年代後半から９０年代にかけ、社会・教育問題に携わる政府機関や����������	
������
�「女

性局」により勧められる。「女」には女性形の冠詞をつけて女性名詞として使用するこ

とが当然であったとはいえ、語形が変わらない限り、冠詞や形容詞がつかない用法の場

合には、次のように男性形のまま「女」に言及するということになる。
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１６）�������������	���
�������	�����������������������������������

　　（というのは、私は代議士［男性形］というだけではなくて…）

１７）��������	�
����������	������������������	
����	������������������������	

　　（イスラエル政府の最高位［男性形］、一人の年老いた病気の女性）

　このような使用に対しは、それぞれ女性形��������、����が勧められ、より強く「女」

の顕示が求められた。その後これらの女性形名詞は定着していく。ここまで一貫して女

性形化をすすめてきた背景には、「女」を表わす女性形に帯びる否定的意味合いを払拭

する目的があったと思われる７。このように、カスティーリャ語における女性化の特徴は、

あくまでも非性差別的言語使用が重視されてきたという点である。

　女性化が定着したカスティーリャ語においても、現在もなお辞書に男性名詞として登

録されている職業名詞がある。これらは、女性形冠詞とともに使われるのが一般的であ

る。たとえば、���������（政府高官）、�������（兵士）は、確認したすべての辞書で男性

名詞として登録されてはいるが、実際には、以下のように男女同形の名詞として使用さ

れることが多い。

１８）�����������	����������	��
�������������������������������	
�	�������������������	
������

���������	��	��
���������������	（政府高官［女性］は記者会見の最中に川島豊に怒鳴っ

た。）

１９）�������������	�
���������������	�����
��������	�����	�������������	�
������	���	�
���	

����������������	��
�������������������������	
�����������������	
������������

　　（パラシュート部隊のスペイン人兵士［女性］パトリシア・シプリティアは、ヘリ

コプターでの偵察飛行において浸水した地域を眺める。）

　「非性差別言語使用」の追求の中で推し進められる女性化の流れにより、保守的、性

差別的と言われてきたスペイン王立アカデミーによる辞書においても、この問題になん

らかの対処さぜるをえなくなり、新しく編纂される２２版では、言語と性差別研究の専門

家に依頼し、登録語彙とその定義のチェック機関を設けている（��������：２０００）。

５．３　両言語の比較

　以上、両言語における職業名詞の女性化の経緯を概観した。

　もともとは「男性名詞」であった職業名詞が「女」を指す際に、統語的一致、端的に

言えば、冠詞を指示対象の性に合わせることが問題なくすすむかどうかが両言語間の第

１の相違点である。原因は、言語の構造の差異にあると考えられる。この点については
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稿を改めて引き続き検討することにしたい。

　フランス語においては、一部の職業名詞が女性化されない一方で、代名詞などの照応

表現は指示対象の性に一致させることが行われたため、文法上の性の機能までが崩れる

結果をまねき、曖昧性が大きくなった。フランス語において女性化に長い時間を要した

のは、規範を重んじるアカデミーと、それを支持し「言語保守主義に傾倒し、社会的エ

リートの言語使用を尊重する長い伝統による（������（１９９７：３７１））と考える人は多い。

「フランス人は言語の規範を重んじる」というとらえ方は強いようである（��������：

１９９８，��������	：１９９７など）。アカデミー・フランセーズの極端な保守性を抜きに考え

ても、ある言語変化に政府が条例を出すなどして、「変化を認める」（新たな規範を作っ

ていく）ことで、規範から逸脱しない「正統なフランス語」、「正しいフランス語」を要

求する点は、スペインのカスティーリャ語とは大きく異なる。

　日常的な使用の中からうまれた「女性冠詞＋男性形」が出発点にあり、統語的に問題

がないカスティーリャ語の女性化は、その後、形態的一致の問題へとすすんでいく。こ

れは、当初、アカデミーの主張がきっかけであったが、その後、非性差別言語使用とい

う目的で勧められていく。現在の状況に到った理由は、実際、この提案の影響が相当あ

るだろうが、カスティーリャ語の男性形・女性形の対立が単純であるという点も見逃せ

ない。男性形語尾を��にするかまたは、語尾に��を加えるだけで女性形をつくることが

でき、これは、男性形語尾と女性形語尾が非常に複雑なフランス語との大きな違いであ

る。

６．女性化の成果と展望

　フランス語とカスティーリャ語の両言語において女性化が求められたのは何よりもま

ず、男女の性の違いによって、人の表され方に歴然とした非対称性が存在していたから

である。女性化を押し進めることは、「女」を可視的なものにする言語を作り出すこと

になった。つまり、「女の不可視性」という問題に対し、女性化は一定の成果をあげて

きたといえる。

　カスティーリャ語では、女性化はスムーズであった。まず、女性名詞化が早い段階で

終了し、次の段階として、「非性差別的言語使用」の追求としての女性形化がすすめら

た。さらに今では、「女性」があらわれる頻度の問題も議論されるようになっている。

１９９０年代に編纂された辞書においては、多くの職業名詞の記述において、例示のために

女性形が使われている。辞書に「女」が現れることになったのである。たとえば、次の

ような例がある。
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２１）������������������	����������（化学技師［女性］）

２２）�������������������	
��	
��	
������������������������	
���
������
����������

��������（私の医師［女性］は、錠剤を処方してくれ、私に安静にしているようすす

めた）

２３）���������	
�����
���
��������������������	

������������（予審判事［女性］の前で虐

待を訴えた）

　フランスにおいても、長い論争を経て、９８年以降政策としての女性化が決定的なもの

となった。ただし、実際の使用が今後どのような形をとっていくのかは、今後見定める

必要のある興味深い問題である。フランス語の女性化は社会的問題の解決であると同時

に、統語的、及び照応における一致ももたらし、コミュニケーションの道具としての言

語の機能の修復にもなった。それは次の例において確認することができる。つい３年前

には、このように「女」がはっきりと表現され、かつ曖昧性のないテキストはこの文脈

ではあり得なかったはずである。

２４）�����������������������������	���
��������������	�
��������������������	
��������������

����������	
������	����������	
�������������������������������	��������������������

����������	�
�������
������
����	��������������������	�
����
�	����������������������	�
����

������������	���
���������������������������	
�����
�
�
��������������������������	

　　（世論調査では、理想的な首相［男性］として大変人気がある人［女性］なのだが、

選挙期間中は小泉氏の支持者［女性］であった、田中氏［女性］は外務省のトップの

地位についた。５７才［女性］、８年前から代議士［女性］である、田中角栄元首相の長

女は…）８

　しかし、女性化の未来を考えた場合、たとえこれが１００パーセント実現したとしても、

男女の平等に関する問題がすべて解決するかどうかは疑問である。女性化が一定の結果

を出し、フランスのフランス語においてもこの問題が「終結した」とみる研究者もある

（��������：１９９８：１３９）。しかし、女性化には肯定的な面ばかりがあるわけではなく、女

性化の行き着く先に肯定的意義を見出さない研究も目立ってきた。それは、女性化を否

定してきたこれまでの保守的な考え方とは全く別のものである。女性化に残された、ま

たは女性化からあらたに生まれる問題については別の機会に論ずることにしたい。
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注

＊　スペイン国家が多言語国家であることを積極的に認知する意味において、いわゆる「スペイン

語」を指す呼称として「カスティーリャ語」を用いる。

１．���������（１９９５）がある。

２．同じ種類の議論は、１９８４年に政府が女性化を法的に進めようとしたことに対して、��������	


と��������	
������が起草した���������	
�������������������������������	
�����
�が有名。ア

カデミー・フランセーズは１６３５年設立。その当時の����������（上品にふるまい、洗練された言

語を用いること）を今も伝統として引き継いでいる。社交と学問の混合物。

３．ヨーロッパ連合の言語委員会の方針でもある。��������	
��������	����������	����	��������

��������	
�

４．この語は、文法的には女性であるが、指示対象は完全に中立的に男女を指すことができる。前

述のヨーロッパ連合の勧告文書では、職業名詞の問題の他に、フランス語の����������	
�����（人

権）は男を指すのか人間を指すのか曖昧なので、����������	
���������に改めるようにと勧めら

ている。

５．ギリシャ語の����������：子供を産ませる技術に由来する。今は����������（賢い�男）が有力

であり、�����������	
���（賢い�女　男の）＝「男産婆」という言い方の報告もある。

６．現在では、����������、���������	�
����、�����������、�������������	�
���など女性形化して使用さ

れているが、当時そうならなかったのは、女性形化によって「女」を強調することを避けるた

めであったと考えられる。

７．「女性」が有標であることから、「女」を強調するなどの意味合いが付与されるという現象は、

その他の言語においても観察できる。カスティーリャ語における女性形が持つ意味合いについ

ては、糸魚川（１９９７）を参照されたい。なお、「非性差別的言語使用」でなされてきた提案が、

過度な女性形化を求めていくことになり、アカデミーや使用者の反発を招いたという経緯もあ

る。形態的対立が単純で、女性形が形成しやすいという点からうまれる問題といえる。事実、

��������のように、�����の対立で辞書に登録されているにもかかわらず、女性形������が使用

されないものもある。

８．ただし、カスティーリャ語では、「理想的な首相」も������������	
��と「女性」で表わされる

可能性がある。
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