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特集

パンデミックの社会言語学

　「新型コロナウイルスによるパンデミックは、ことばと社会、

そしてコミュニケーションにとってどんな意味をもつのか。」

これが本特集の趣旨である。考えてみればこの30年余りの間、

ドイツ統一、アメリカ同時多発テロ、東日本大震災など、予期

することのできない出来事があった。そのどれもが、多言語化

の推進、英語だけの情報の危うさ、安全神話の崩壊など、こと

ばと社会の問題に関係していた。だが、今回の新型のウイルス

は、これまでの局地的な出来事とは異なり、世界中のすべての

人間が、住んでいる場所、人種、ジェンダー、信条、お金や権

力のあるなしに関係なく感染してしまう危険がある。つまり誰

にとってもひとごとではない。ところが人間は、国レベルでも

個人のレベルでも協力してこれに立ち向かうのではなく、立場

や考え方の違いによって別々に行動し、時には敵対し、責任を

擦りつけたりしている。環境保護や格差の是正といった問題と

も通底するが、互いにコミュニケーションすることができるの

に、コミュニケーションしようとしない。医療従事者や五輪ア

スリートにひどいことばを浴びせかけるケースまである。どう

して、こんなことになってしまうのか。

　コロナは私達に反省を促しているかのようにも思える。もち

ろん、新たなコミュニケーションの形やこれまで見えにくかっ

たネットワークも明確になった。コロナによってもたらされた

生活世界における変化は、そのままことばと社会の新たな問題

として把握することができる。その新たな問題を解決するため

にも、私たちはコミュニケーションを続けていくしかない。

 （山下仁）

写真：Aaa AAA
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は、ずっと以前からデジタル化されていたのである（「ことばと社会」編集委員会 

2013）。

デジタル・トランスフォーメーション

デジタル・トランスフォーメーションがことば、社会、コミュニケーション

に及ぼす影響の大きさは果てしない。この変化はコミュニケーションの方法、

コミュニケーション・パートナーの選択、そしてコミュニケーションのプロセ

スに現れるものであり、社会言語学の研究対象として非常に興味深く、注目す

べきものである。その変化に鑑みると、ハイムズ（1979）の有名なコミュニケー

ションの民族誌のモデルは、どんな社会であれ、再検討されるべきであろう。

さらに、コミュニケーションそのものの意味が大きく変化したことを確認す

ることができる。特にコロナ禍において、コミュニケーションが政治的意味を

帯びることとなり、社会の二極化はさらに進行している。したがって、パンデ

ミックは社会に何らかの変化をもたらしたのか、という問いには、肯定的に、

その通りだと答えることができる。たとえば米国、ブラジルあるいはイタリア

で認められるコミュニケーションの政治化を見ても、「パンデミックの前」の

コミュニケーションに戻ることはできない。社会言語学の観点からも、「正常

に戻る」ということはもはやあり得ない。というのも、パンデミックの前の

「正常」の状態そのものが、存在しないからである。ことばの使用が絶えず変

化するということは、社会言語学の自明の理である。パンデミックに関して驚

くべきは、変化そのものではなく、言語およびコミュニケーションの変化がい

かに速く、いかに柔軟になされたかということなのだ。以上を踏まえ、現在の

社会言語学の課題とこれからの展望について考えてみよう。

変化の範囲について：2021年現在

コミュニケーションの形態の拡大

パンデミックの社会言語学の研究課題について考察する上で注目すべきは、

パンデミックの前には戻れない

10年後、すなわち2030年になったころ、人々はパンデミックについてどん

なことを覚えているだろう。きびしい隔離政策、日常生活でのさまざまな制約、

「三密」、「緊急事態宣言」、「エッセンシャルワーカー」、それとも感染しないよ

うに気を付けながら危機の中で働き続けた母親の大きな負担とストレスだろう

か。おそらくこれらの現象のいくつかは断片的に思い出されることがあるだろ

う。しかし、パンデミックがもたらした二つの大きな変革は、だれもが忘れる

ことなく記憶にとどめているに違いない。その二つの変革とは、第一に「国家

の復活」である。つまり制限のない新自由主義時代の終焉と新たな格差の拡大。

そして第二に、これは本号にとってより重要なことだが、あらゆる生活圏にお

ける「デジタル・トランスフォーメーションの加速」である。

「デジタル・トランスフォーメーション」とは、以前アナログで提供されて

いたサービスのすべて、もしくはその一部が、コンピューターや携帯電話で管

理することのできるデジタル・サービスによって置き換えられることを意味す

る。会議や授業、試験やカスタマーケアなど、すべての社会的な活動が長期的

にはデジタルでなされることになるだろう。つまり、もはや「パンデミック

の前」のような生活に戻ることはできない。考えてみれば、私的な日常生活

パトリック・ハインリッヒ　山下仁
Patrick HEINRICH　　　　　　　　　　　やました・ひとし

［序論］

パンデミックの
社会言語学
現在の課題とこれからの展望

特　集

パンデミックの社会言語学



013012

 特　集 │ パンデミックの社会言語学 パトリック・ハインリッヒ │ 序論 │ パンデミックの社会言語学―現在の課題とこれからの展望

た。時として、コミュニケーションは必要最低限のことに制限された。職場の

同僚とも、学校の生徒同士も直接会ってコミュニケーションをする機会が奪わ

れ、社会的役割（同僚、監督者、教師、生徒、サービス・プロバイダー、顧客、

など）を担う者としての個人がコミュニケーションをとることが少なくなった。

その結果、コミュニケーションに対する意識、態度、そして実践がこの二年の

間に大きく変化した。その変化はまず主観的なものだった。たとえば私にとっ

て、オンライン授業でしか知らない学生との関係は、これまでより隔たりのあ

るものとなり、また、最近では同僚の家庭生活や余暇の過ごし方について新た

な情報を得ることができなくなってしまった。

これらの主観的変化に対して、現代の社会言語学は、方法論上どのような

対応をすることができるのだろうか。これもまた、今後の社会言語学の課題

の一つであろう。私の見解ではいわゆる「第三波の社会言語学（third wave 
sociolingustics）」が、最も適切な方法論を提供していると思われる。第三波

の社会言語学は、ことばのそれぞれの社会的な意味を分析するため、言語行動

を行う個人と、それぞれの特定の社会的、物理的場面に焦点を当てる方法を

用いる（Eckert 2018）。その意味では、パンデミックは社会言語学の変革も加

速させた。おそらくこれからの社会言語学は、「関連性を問う学問」（たとえば、

年配の男性が若い男性よりもよく「僕」をつかうとか、女性が男性よりも「だ

よね」を使うなど）から、発話の社会的な意味を解明するため、コミュニケー

ションの文脈を意識的に、動的に、そして意図的に利用する「状況的な学問」

に発展すると思われる（メニューに掲載される外国語の単語は、たとえば、日

本という文脈において、レストランの中でのコミュニケーションとして受け入

れられる。しかも、そこでは発音さえもがその外国語のまま用いられることが

ある。たとえば「コーヒー」の代わりにイタリア語風に /kaf'fɛ/と発音される）。

パンデミック時代の社会言語学、あるいはパンデミック後の社会言語学は、よ

り速く、よりラジカルに「民族誌的」そして「ミクロ的」になると想定される。

普遍的な課題と文化特有の課題

社会言語学の観点から探求するべき社会の変化には、本質的で一般的なもの

世界の大部分が、上記のデジタル・トランスフォーメーションを積極的に受け

入れてきたということである。デジタル・トランスフォーメーションは、社会

に新たな可能性と自由、そして新たな形の相互作用をもたらし、仕事をする上

でのビジネス環境や私的領域における生活環境をより柔軟なものに変えた。あ

らゆる危機的状況というものは、パンデミックも含め、変化をもたらす好機で

もある。それゆえ、パンデミックによってデジタル・トランスフォーメーショ

ンに付随する多くの障害が迅速に、かつ永久に取り除かれたとしても驚くには

あたらない。本号で取り上げた世界の日本語教師によるエッセーや論文などに

見られる海外の大学や研究者との交流や共同作業は、もちろんパンデミック以

前にも可能であった。すなわち、パンデミックによってもたらされた変化は、

交流の可能性そのものではなく、むしろ交流の迅速化でありその拡大であっ

た。とすれば、このような交流がパンデミック以前にどうして行われなかった

のか、誰がこのような交流を遅らせたのかを問うこともできるだろう。少なく

とも、若い世代が遅らせたのではないことは確かである。むしろ、教師の世代

が、デジタル・コミュニケーションの実践に対する苦手意識を捨て、ようやく

今頃になってその能力を身に着けようとしているのだ。このようにして、パン

デミックは世代間の能力や慣習にも変化をもたらし、デジタル・スキルがある

程度、均一化されることとなった。

現在では、学校や企業が、デジタルによってコラボレーションをすることが

できないと主張することも、人々がこれらのデジタル活動に参加するためのス

キルを持っていないなどと主張することもできない。これらの事実から、パン

デミック以前の「正常な状態」には戻れないことは明らかであろう。コロナ禍

によって引き起こされた多くの変化はそのままとどまることになり、消え去る

ことはない。デジタル・トランスフォーメーションによってもたらされたコ

ミュニケーションの新たな形態について考察することは、これからの社会言語

学の課題であるに違いない。    

コミュニケーションに対する主観の変化

コロナ禍によって引き起こされたデジタル化の強化は、ソーシャル・ネット

ワークの枠組みと社会全体の組織にも影響を及ぼした。パンデミック禍にお

けるコミュニケーションは、間違いなくより間接的で非人間的なものになっ
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ステイン（Basil Bernstein 1970）によって50年前になされた先駆的な社会言語

学の研究ですでに指摘されたことではあるが、家庭内で被る不平等は、学校で

（完全に）補償することはできない（荒井 2003も参照）ということも、今は忘れ

去られている。この文脈で大切なのは、学校における社会的な不平等の拡大と

いう問題は、純粋に社会言語学的な研究課題であるということである。

また、少なくともヨーロッパの社会言語学（たとえば、Ammon 1972）と米国

の社会言語学（たとえば、Dillard 1972）が社会的不平等を背景に形成され、社

会言語学の研究を通じて常にこの不平等に対抗しようとしてきた、ということ

を忘れてはならない。これからの社会言語学も、コロナ禍によって誘発された

新たな不平等を克服しようとする研究を必要とする。ところが、日本の社会

言語学は、ヨーロッパや米国と比較すると不平等に関する研究の蓄積が少な

い。日本で発展してきた社会言語学では、21世紀に入るまで、不平等という

テーマはむしろタブー視されていたといっても過言ではないだろう（「ことばと

社会」編集委員会 2007）。

パンデミックにより、何十年にもわたる学校教育における努力と進歩が失わ

れてしまうのではないかということが懸念される。学習の喪失は、現在の生徒

や学生の世代を超えて広がっており、将来の社会に悪影響を及ぼす。特に社会

的に困難な背景を持つ生徒が、学習格差による大きな社会的不利益を被ってい

ることはすでに明らかで、社会的不平等はさらに拡大することになるだろう。

これらの新たな不平等に立ち向かうため、学校制度が方向転換をする必要があ

ることは明らかである。この方向転換のためにも、新たな社会言語学の研究プ

ロジェクトが必要となる。

さらに、クライシスコミュニケーションとその社会的な影響（パンデミック

中の行動制限の遵守、または非遵守）に関する研究もまた、これからの社会言

語学のもう一つの中心的なトピックとなるだろう。クライシスコミュニケー

ションは、（日本、ヨーロッパ、米国などの）異なる国や文化の状況を比較す

るだけでなく、学際的に研究すべきテーマでもあり、社会言語学が他の学問分

野、すなわち政治学、メディア研究、人類学などと（より強く）協力すること

が望まれる。ここでは特に「学問上の知見とデータ」をどのように「一般市民

のための情報」に「翻訳」するのか、多様化する社会における緊急情報の特徴、

そして危機に乗じてなされる広範囲に及ぶ政治化の解明などが中心的な関心事

と、ある特定の社会や文化に特有のものがある。たとえばホーム・オフィスの

デザイン、デジタル・コラボレーション、職場のサイバーセキュリティなどの

テーマは、すべての先進国においてさらに重要な意味をもつことになるだろ

う。コミュニケーションを含む社会の変化は、さまざまな国で同じように展開

すると思われる。その一方で、文化に特有の展開も多くみられよう。たとえば、

Zoomなどの特定のコミュニケーション・ツールは世界中で使用されているが、

国によって異なる特有のZoomエチケットがあることを認めることができる。

たとえばイタリアではパンデミックの当初、参加者の多い会議では、自分が話

すときにだけカメラをオンにする習慣があった。ちなみに、話さない場合はカ

メラをオフにしていた。けれども2020年の末ごろから、カメラをオフにする

ことは一般的に「礼儀正しくない」「専門家にあるまじき行為」と見なされる

ようになった。ドイツや日本の会議では、そのような行動規範を見出だすこと

はできなかった。言い換えれば、ある特定のオンライン行動（カメラ・オフ）

に、イタリアに特有の社会的意味（「礼儀正しくない」「専門家にあるまじき行

為」と見なされる）が付与されることになったのである。このように、他の国

で、あるいは異文化間の接触場面において、どのようなネチケットが確立され

ているかということも、これからの社会言語学的な研究課題であろう。

社会的不平等の問題についての再考

上で言及した新たな研究分野に加え、社会言語学のより伝統的なトピックが、

これからの社会言語学で復活・再考される可能性があると思われる。すなわち

過去20年の間にやや度外視されていたともいうべき「言語と社会的不平等」

の問題である。この間、この問題が等閑視されたのは、おそらく「言語とアイ

デンティティ」というテーマに対する高い関心があったからだと思われる。い

ずれにせよ、文化・教育機関であるユネスコは、閉鎖的な学校や大学、そして

それらに関わる遠隔教育がもたらす悪影響を警告する（Sefton-Green 2020）。教

育における格差が拡大し、学習の機会が奪われているというのである。 特に

最も幼く、パンデミックの前からすでに恵まれない立場に置かれている子供た

ちにとって、深刻な問題が生じ得ると予測することができる。バジル・バーン
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ことができるのか」、「アナログとデジタルの適切な組み合わせはいかなるもの

か」、「ホーム・オフィスで働いた場合、仕事とプライベートの環境をどのよう

に分けていくのか」などのテーマが思い浮かぶ。これからの社会言語学は、こ

れらの問題を研究する必要がある。さらに、急速に進化するデジタル・トラン

スフォーメーションは、どの国にも社会的な変化をもたらすであろうが、それ

らはそれぞれの社会と世代によって対応の仕方も異なるだろう。要するに、デ

ジタル・トランスフォーメーションは、社会的であり、かつコミュニケーショ

ンに関係するため、きわめて重要な社会言語学の研究対象となる。これからの

社会言語学でなされる変化は、あらゆる記述レベル（語彙、談話、文章など）

および、すべての社会的なレベル（ミクロ、メゾ、マクロ）に及び、社会言語

学のすべての研究分野（世代、ジェンダー、移住民、言語政策、など）におい

て実現されると思われる。その意味で現在のパンデミックは、最近少し時代遅

れになっている社会言語学を刷新するためのユニークな機会となっている。

本号は、単に「パンデミック中の事情」を語るものであるばかりでなく、社

会言語学のリニューアルへの大切な第一歩となろう。結局のところ、ウイルス

学的にも社会言語学的にも、現在の私たちはネットワーク化された世界の中で、

共生しているのである。パンデミックの影響として、コミュニケーションを含

む日常生活が、世界的な発展とネットワークの一部であるという認識は、これ

まで以上に強いものとなっている。この問題を適切に探求することができるの

は、それぞれの地域の状況を考慮した、地理的および主題的に区切られない

「境界のない社会言語学」に他ならないのである。
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となるだろう。たとえば2021年8月現在、ドイツでの最も顕著なトピックは、

政府の社会的制限によって引き起こされた世論の分裂であろう。より具体的に

言えば、パンデミックに関しては、それに対する制限を尊重し、誰もが従うべ

きであると主張する人々がいるが、他方ではこのような制限は父権主義的であ

ると認識し、しばしば意図的に無視する人々もいる。これらの二つの見解をも

つ人々は、議論や話し合いをすることなく、むしろお互いを非難し中傷するこ

とさえ指摘することができる（野呂 2021）。このような状況に関しても、社会

言語学的な説明が必要となろう。なぜなら社会言語学は、人々がコミュニケー

ションによって協力するものであるという前提に立つものだが、場合によって

はそのようなコミュニケーションがなかなか見いだせないこともあるからであ

る。

パンデミックの終焉の見通し

おそらく100年に1度起こるか起こらないかの今回のコロナ禍のような社会

危機は、これからの社会言語学の研究にとってどんな意味をもつのだろう。研

究の枠組みにおいてどのような要素を拡張し、どんな方法論を更新しなければ

ならないのだろうか。言い換えるならば、これからの社会言語学は、パンデ

ミックによって変化した社会にいかなる貢献をすることができるのか。2021
年現在、これこそが集中的に考察されるべき大きな課題であり、これからの

10年間の社会言語学研究を特色付けることになると思われる。パンデミック

後のコミュニケーションと同様、社会言語学もパンデミック前の「通常の社会

言語学」に戻ることはできない。社会言語学にとって、コロナ禍は大切な自己

反省の機会を与えてくれた。

パンデミックは、社会にすでにあったさまざまな問題、たとえば政治の断片

化、新たな社会的不平等、国境を越えたデジタルによる接触、ライフ･プラン

の個別化などを加速させた。コロナ禍によって変化した社会に対して、社会言

語学はどんな解決策を提示することができるのか。パンデミック後の社会言語

学は、どのような新しい問題に向き合う必要があるのか。新たな研究課題が

多く存在する。たとえば、「企業文化や学習文化はどのように自宅に持ち込む
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はじめに
1）

現時点で、私たちは一日また一日と生きている。これは私たちの大半にとっ

て新たな経験だ。今日の最新の報告が、明日には歴史的な回顧録となってしま

う。人々は新型コロナウイルス感染症によってもたらされた不確かさと移ろい

やすさに対処する様々な方略を築きあげてきた。

まさに地球規模の出来事であったため、私は地球上の人々がこれについてど

のように考えているかを尋ねてみようと思い立ち、2020年5月と6月に小規模

な調査を実施した。以下にまとめた調査結果は、新型コロナウイルス感染症大

流行の初期のスナップショットであり、記録されている私たちの考えや感覚も

その当時のままのものである。今となっては一つの歴史的な記録だが、その日

本語訳を目にすることができるのは大きな喜びである。この大流行のため、い

くつもの約束がすべて取りやめとなり、日本に行くことが叶わなくなってし

まったことを思うと、その喜びはひとしおである。再び気兼ねせずに旅行でき

るようになったら、日本でこのエッセイを友人や同僚に見せたいと思っている。
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