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　アメリカ聾教育史における併用法（I1I）

第1回施設長会議（1868）における討論より

上野　益雄

　本稿では，第1回施設長会議における発音指導の導入に関する討論を扱う。従来E．M．ガローデットの併

用法の提案にっいては，全員一致で採択されたとのみ言われ，その内容については何ら明らかにされてこ

なかった。筆者はC．ストーンの追加提案をも併せて，討論の内容は単純なものではなかったことを明らか

にした。筆者は，討議における教師たちの意見は3つのタイプに分けられると結論づけた。

　第1は，伝統的な考えかたを重んじ，これまでの方法を守ろうとするものである。

　第2は，新しい考えかたの教師たちで，積極的に発音の指導を取り入れようとするものである。

　第3は，従来の考えかたに基礎を置きつつ，しかもそれに捕われずに新しい方法を試みて行こうとする

　　　　　ものである。

　筆者はこの第3のE．M．ガローデットの立場を評価した。

キーワード：聾教育　　併用法　　E．M．ガローデット C．ストーン

　1．間題提起
　ガローデット大学の学長E．M．ガローデット

（EdwardM．Ga11audet，1837－1917）は，1867

年4月から6ヵ月間に亘ってヨーロッパ各地の主

要な聾唖施設を訪問し，その指導法を視察して

回った。彼は，同年10月その視察した結果をコロ

ンビア聾唖院の理事会に提出した。その内容は，

言語指導において手話・指文字だけでなく，発音

指導をも取り入れる必要があるという併用法の提

唱であった1〕。

　E．M．ガローデットは，その翌年5月，直ちに第

1回の施設長会議を招集した。この会議において，

彼は“The　American　System　ofDeaf－Mute　Inst

－ruction　Its　Incidenta1Defects　and　their　Re－

medies．”と題して発表を行い，そこで聾唖教育の

言語指導における，併用法の採用を提唱した2）。

　この問の事情を，E．M．ガローデット自身次の

ように述べている。

　「理事会は，私の提案すなわち“スピーチの指

導について，それをいくら努力しても，成功の見

＊　心身障害学系

込みが明らかに難しいと思われるまでは，すべて

の生徒に対して試みること”という指導法の変更

の提案に賛成の意を表したばかりでなく，他の諸

学校に対しても同様な方法の採用を呼びかけるこ

とを納得してくれた。

　冬の間に計画は進められた。それは，この我々

の施設において施設長会議を開くということであ

り，そこでは“発音法の論争（artiCu1atiOnCOntro－

VerSy）とその他のより重要な事項が扱われること

になっていた」3〕

　この会議において二つのことが決議された。そ

の一つはここで問題とする指導法に関するもので

ある。

　「この会議の意見として，発音と読唇の指導を，

この訓練によって利益が得られると思われる生徒

に対して十分に授けることは，聾唖教育のすべて

の施設の義務である」4〕

　二っめは財政的な強化を要求する決議であるが

ここでは割愛する。

　さて歴史的には，この会議における決議が，ア

メリカ聾教育方法史における手話法から併用法へ

の一っとの転換となる時点とされている。言い換
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えれば，口話法による聾唖施設が設立され，従来

手話法によって教育を行ってきた州立聾唖施設の

側では，この会議を契機に指導法の転換が図られ，

徐々の発音の指導を取り入れた併用法へと移行し

ていくことになる時点と考えられた。そして，こ

の決議は全員］致で可決されたと言われてきたが，

その討議の内容についてはこれまで触れられてこ

なかった。全員一致ということはある意味では問

違いではない。しかし長時問に亘って討論が続い

た事柄を，全員一致という一言で片付けるわけに

は行かない。当時は口話法による聾唖施設の誕生

をみた時期であり，教育者たちの関心はもっぱら

そのことに向いていた。しかし，それと同時に伝

統的な手話法の擁護の意見も存在していたに違い

ないのである。

　さて，1843年のH．マン（H．Mann）のヨーロッ

パ聾唖教育にっいての報告と発音指導の勧告以来，

州立聾唖施設の教師たちの何人かがヨーロッパヘ

視察に出かけ，また新聞や雑誌などでのヨーロッ

パの聾唖教育も情報があった5〕。次第に発音指導

に対する関心は，聾唖児を持つ父母たちにも教師

たちにも高まって来つっあった。発音指導の実施

を試みようとする気持ちの下地は，ある教師たち

には出来ていたかもしれない。しかしこれまで手

話法によって指導してきた伝統に立つ教師たちの

中には，発音指導の導入に対して消極的なものも

必ずいたに違いないのである。討議は長い時問続

いた。施設長たちの意見は，全員が一致して同じ

ものであったということはなかった筈である。

　視察したことがまだ心に新鮮で，記憶の薄れな

いうちにパリでこの報告書を書いたと彼自身が言

うとおり6），コロンビア聾唖院の理事会へ提出し

た報告書では，直接的な表現を用いてアメリカの

これまでの聾唖教育を批判し，併用法の導入を勧

告した。今回の施設長会議では，柔らかな椀曲的

言い回しをしているのに気がつくが，やはり，教

育方法の改善を求め，従来のアメリカの指導法の

改革を強く提案していることには変わりはない。

従ってE．M．ガローデットにあっては，手話法を

捨てて無条件で併用法を提唱したのではない。他

の教育者たちが，彼のこの考え方を理解しなかっ

たにせよ，発音指導の導入を勧告した当人が，手

話法の理念に立っていたということは注目してお

いてよい。

　本稿では，E．M．ガローデットの併用法の提唱

に対して，全員一致で可決したと言われるその実

・際の討論の中身については，検討を加えることを

目的とする。

　彼自身1886年の時点でこの時を振り返り，

　「………十分な討議の後，次の決議が全員一致で

採択された………」7〕と述べているが，これは発音

指導が益々重要な位置づけをもっようになりつつ

あった時点での歴史的評価である。そして聾教育

史における従来の見解は，これと同じであった。

　E．M．ガローデットはこの会議にづいて次のよ

うに述べている。

　　「長い討論の末，これらの決議は満場一致で可

決された。この新しい政策（po1icy）に対して人々

の中には，以前に聾者にスピーチを教えることに

強く反対したものもいた。私は，この決議の承認

は会議の性格一純粋にプロフェッショナルな団体

一の故に確保されたのであって，党派精神がなく，

その性格による訴えもなかったことによるものと

確信している」呂〕（　は引用者。以下同じ。）

　ここでは彼の言葉の行間をくみ取って，その内

容について考察をしようとするものである。つま

り“実際には意見の相違があった。しかし，それ

らは決定的なものではなかった。”と彼は言ってい

るのである。

　本稿の理解のために，次にこの会議で提出され

た主な事項（発音指導に関するもの）を挙げてお

くことにする。また混乱しないように，便宜上番

号を付けさせていただく。

　聾唖施設長会議における提案事項

提案1（E．M1Ga11audetの提案）

　「この会議の意見として，発音と読唇の指導を，

　この訓練によって利益が得られると思われる生

　徒に対して十分に授けることは，聾唖教育のす

　べての施設の義務である」

提案2（C．Stoneの追加提案）

　「我々の判断では，半聾・半唖（semi－deaf・semi

　－mute）の生徒に対しては，彼らが持っているで

　あろう発音の力を保持し，改善するための方策

　を与えることは望ましいが，生まれつきの唖の

　生徒に対して発音を指導することは，ごくごく

　稀なケース以外（except　very　rare　cases）適

　切ではない」

提案3（提案2に対するB．Ta1botによる修正案）

　「我々の判断では，半聾・半唖の生徒に対して

　は，彼らが持っているであろう発音の力を保持
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し，改善のための方策を与えることは望ましい。

しかし一方において，公正な実験の後に発見さ

れ（discovered　after　fair　experiment）見込み

のあるケースを除いては（exceptinpromising

　CaSeS）生まれつき唖の生徒に対して発音指導の

　コースを続けることは（through　a　course　of

　inStruCtiOn）適切ではない」

提案4（C．Stoneの追加提案）

　「過去50年間この国の施設で実施され，発展し

　てきたアメリカの聾唖教育のシステムは，長い

　間注意深く成功裏になされた実験によって，す

　べての試みのうちの最善のものとして，聾唖者

　の特別な不幸を和らげ，社会の幸福を彼らに回

　復させるため，特に最高位に（asinthehighest

　degree）採用されてきたものとして誇ってい

　る」

提案5（採決に持ち込まれた特別委員会の修正案）

　「過去50年間この国の施設で実施され，発展し

　てきたそアメリカの聾唖教育のシステムは，長

　い問注意深く成功裏になされた実験によって，

　すべての試みのうちの最善のものとして，範晴

　としての（aS　a　C1aSS）聾唖者の特別な不幸を和

　らげ，社会の幸福を彼らに回復させるため，特

　に優位に（as　in　the　pre－eminent　degree）採

用されてきたものとして誇っている」

　2．「E．M．Ga11audetの併用法の提案」

　　　に関する従来の記述

　E．M。ガローデット（E．M．Ga11audet）の提案し

た併用法は，全員一致で採択されたと言われてき

た。そのことを実際の資料にあたって確かめてお

くことにする。

　先にも触れておいたように，E．M．ガローデッ

ト自身，1883年に15年前を振り返りながら，“発音

指導の問題が重要なテーマであり，十分な討議の

末，次の決議が満場一致で採択された”として，

　「提案19）：この会議の意見として，発音と読唇

の訓練によって利益が得られると思われる生徒に

対して，この訓練を施す適切な手段を講ずること

は，聾唖教育のすべての施設の義務である」とい

う決議を記述しているm）。

　また1911年に書いた“コロンビア聾唖院の歴史”

の中では次のように記している1l〕。

　「聾教育において関心を集めている事項を協議

するため，我が国の聾学校長（principa1s　of　the

schoo1s　ofthe　deaf）12）を招集した。…・・・…5月に

17名の校長たちが，ケンダノレ・グリーンに集まり

会議は5日問続けられた。そこでは多くの重要な

事項が討議された。教育方法に関して，この論文

の著者がヨーロッパ視察報告でなした線に完全に

沿って，次のような決議が全員一致で採択された」

　聾教育史『聾の克服」を書いたR．E，ベンダー

（R．E．Bender，1960）は，併用法の提唱前後の

状況を次のように述べている13〕。

　「E．M．ガローデットは，クラーク校で口話法の

指導をしていることを聞いて、白らその方法の効

果を調べに行った。さらに彼は，1867年外国の諸

学校を訪問するためヨーロッパヘ赴いた。

　やはり，無音の方法（si1entmethod一㊧手話法

のこと）に満足して返ったが，すべてのことは公

けの判断にまかせるべきであると思った。1868年

彼は，合衆国の聾学校代表者の会議をワシントン

DlC．で開いた。当時あった25の学校のうち15人の

校長が，その年の5月に会議に集まった。5日問

の討議の後，会議は次の決議を全員一致で可決し

た。決議11（略）」

　アメリカ聾教育史の大著を書いたH．ベスト

（H．Best）は，この問の事情を次のようにまとめ

ている14〕。文章全体をそのまま引用しておく。文中

の［コ，省略の…・・・…等はすべてH．ベストの文章

そのままである。

　「指導法についての意見を聞く必要があると考

えられていたころはユ5〕，先駆的な口話法の学校も

なかなか開かれなかった。最初は警戒されたが，

時とともに口話法の指導に対して友好的になった。

1868年のアメリカ聾学校の校長会で採用された決

議は，それ自身，明確な制限はあったが，多少口

話法の動きに好意的な表明であった」：

　『会議の意見として，［それによって］利益が得

られると思われる生徒に対して，この訓練を施す

手段を講ずることは，聾唖教育のすべての施設の

義務である。…・・…・公正な実験の後，有望なケー

スであると分かった場合を除いては，発音の指導

を続けて試みることは適切でない。…………　（手

話言語とスピーチの）併用法はそれ自身次のこと

を推奨している………他に代えがたいほどに，聾

唖者の特別な不幸を和らげ，社会の幸せを彼らに

回復させるのに採用される』。

　以上のH．ベストからのそのままの引用文の後

半部分は，会議における決議事項の寄せ集めであ
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るが，実際の決議とは違ったものになっている。

彼は会議録の引用としているが，不正確な誤った

読み方をしているのである。

　A．ファーラー（A．Farrar）は，やはりワシン

トンに会議が招集されたことを述べた後，次のよ

うに言っている。

　「当時存在した25の施設のうち15人の施設長と

他に3人の紳士たちは共に，その年の5月に集

まった。5日問に亘る討論において，発音指導が

主要な位置を占めた。最後に次のような決議が満

場一致で採択された。『決議11（略）』」16〕

　ファウスら（Bette　La　Verne　Fauth　and　Wa－

rren　Wes1ey　Fauth）は，1850年から1949年まで

の会議録についての精力的な研究を著しているが，

その中で次のように記している17）。

　「2年後に開かれる筈であった第6回教育者会

議は，南北戦争（Civi1War）によって国内の状態

が落ち着かなかったため，1868年まで開かれな

かった。コロンビア聾唖施設の学長であったE．

M．ガローデットはその年に，発音論争（articu・

1atiOnCOntrOVerSy）について討議するためワシン

トンに各施設長を集めた。・……・・通常の事項の他，

発音論争に関しての次の提案が決議された。18〕。

　提案5：過去50年問この国の施設で実施され，

発展してきたアメリカの聾唖教育のシステムは，

ながい間の，注意深い，成功裏になされた実験に

よって，すべての試みのうちの最善のものとして，

クラスとしての聾唖者の特別の不幸を救うため，

社会の幸福を彼らに回復させるために，特に優位

に（in　a　pre－eminent　degree）採用されたものと

して誇っている。

　提案1：この会議の意見として，発音の読唇の

　訓練によって利益が得られると思われる生徒に

　対して，この訓練を施す適切な手段を講ずるこ

　とは，聾唖教育のすべての施設の義務である。

　提案2：（ストーンの追加提案，㊧引用者）

　我々の判断においては，半聾半唖の子供達に，

　彼らが持っているであろう発音のカを保持し改

　善するためのあらゆる施策を施すことが望まし

　い。しかし一方において，ごくごく稀なケース

　を除いては，（exceptveryrarecases）生まれ

　つきの唖のものに発音を教えようとすることは

　適切ではない。

　通常でない状態で招集されたこの会合は，大成

功であった。発音法つまり口話法への前進は，す

べての論争問題を解決したと感ぜられた。アナル

ス編集長のL．プラット（Lewe11yn　Pratt）は，輝

かしい表現で会議の成功を報告した」

　『実際の結果は次のように簡単に要約できよう。

この国のすべての施設の間の友好関係の確立は，

以下のようにして，その一致が保証された。すな

わち，発音に関する論争の実際的決着は，聾唖者

のためになし得ることを示すため，すでに設立さ

れている諸学校に十分な機会を与えることによっ

て手話言語の完成に新しい興味を引き起こすこと

によつて；

　聾唖大学と聾唖施設との真実の協力関係の確立

によつて；

　アメリカン・アナルスの復刊による，意見の交

換を続け得る手段を開くことによって；一・・…』

　以上のファウスら（Fauth＆Fauth）によるL．

プラットからの文章の引用の後半は，L．プラット

が施設長会議の報告を1868年9月と11月のAme－

rican　Ama1s誌上に載せたものからのものの最後

の箇所からの引用である。この部分は会議全体の

まとめのところであって，従って言語指導つまり

“併用法の提唱”のことのみを扱っているのでは

ない。前半の併用法に関する議論の際の提案と後

半の文はまったく文脈としては別のものであって

併用法（発音論争といっても差し支えない）につ

いての討議と決議に続けることは適当でない。こ

の引用は不正確である。

　「発音指導つまり口話法への進展は，すべての

論争問題の解決と感ぜられた」と彼がいうのは，

L．プラットの「発音に関する論争の実際的決着は

　　　・」の文章から解釈したものであろうが，文

脈を見誤る恐れがある。つまり実際の状況は，そ

れ以後，益々併用法と口話法との対立はたかまる

のであって，L．プラットの言いたいことは次のこ

となのである。

　従来のアメリカの施設の教師たちは，一致した

意見をもって聾唖教育に当たってきたが，この会

議においては意見の相違があった。しかし「実際

には意見の相違を含みながらもどうにか保たれた

のである」とこのように意見の］致を見たと言う

ことで，「聾唖教育に対する調和が保たれた」こと

を強調はたかったのである。

　ではL．プラットはこの会議での発音論争に関

する決議をどのように記しているかを彼の原文に

よって見ることにしよう19）。
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　「討論はT．McIntire，C．Stone，E．M．

Ga1audet，H．P．Peet，P．G，Gi11ett，W．J．

Pa1mer，Dr．T．Ga1laudetらによって，木曜日の

午後がたっぷり費やされた。さらに金曜日の午前

中が殆どこの討論に当てられた。会議のすべての

事項についての決議として，十分な，友好的な，

活発な討論の後，次の決議が採用された。

　提案5：過去50年問この国の施設で実施され，

　発展してきかたアメリカの聾唖教育のシステム

　は，長い問注意深く成功裏になされた実験に

　よって，すべての試みのうちの最善のものとし

　て，範曉としての聾唖者の特別の不幸を和らげ，

　社会の幸福を彼らに回復させるため，特に優位

　（in　a　pre－eminent　degree）採用されたものと

　して誇っている」

　提案1：この会議の意見として，発音と読唇の

　指導を，この訓練によって利益が得られると思

　われる生徒に対して十分に授けることは，聾唖

　教育のすべての施設の義務である。

　提案2：我々の判断では，半聾・半唖の生徒に

　対しては，彼らが持っているであろう発音の力

　を保持し，改善するためのあらゆる方策を与え

　ることは望ましい。しかし一方において，公正

　な実験の後に発見され見込みのあるケースを除

　いては（exceptinpromisingcases）生まれつ

　きの唖のものに発音指導のコースを続けること

　は適切ではない」

　これらの決議は最初のものを除いてはすべて全

員一致で可決された。最初のものは投票により16

票中14票で可決された」

　同じ会議の提案であるから，同じものである．筈

であるが，ここで両者の3番目の決議文の違いに

注目して欲しい。ファウス（Fauth）らはこの決議

を第6回会議録から引用していながら，間違って

記している。彼は会議の内容を正確に読んでいな

い。ともかく決議されたものは，L．プラットの書

いたものが採用されたのであるが，その採択の経

過にっいては，全員一致というだけで何も断って

はいないのである。最初のものだけが投票によっ

たことが付け加えられているのである。そしてこ

れは最後に投票に回されたものなのである。ファ

ウスらの引用では，その箇所の引用はなく会議の

成功についての側面が全面に出ているのである。

　これまで見てきたように，E．M．ガローデット

の併用法の提唱について取り上げている文献で

は20），併用法の提案が全員一致で可決されたと記

している。しかもそのことだけが注目されている

のである。また他の文献ではたいていの場合，こ

の件については半頁ほどかそれ以下しか扱われて

いない。また，E．M．ガローデット自身の回想にお

いても，時が経つにつれて事実とは違ったものに

固定化していることがわかる。

　これらのことは，発音の指導言い換えれば，口

話法に対する信頼が増していった時代の傾向を示

していると考えられる。従って併用法の採用は，

手話法への決別の一歩であり，口話法へ踏み出す

一歩であるという前提に立つ解釈であった。歴史

の流れをグローバルに見た場合，“併用法の提案は

全員一致で可決された”ということは，問違いで

はないかもしれない。歴史的事実は，時問が経つ

につれて，単純化され項目化されていくものであ

る。そこでは細かい事実が抜け落ち，その時代を

作る重要な要素を見失う恐れがある。

　1902年の第16回聾教育者会議において，E．M．

ガローデットは32年前を回想して次のように述べ

ている。

　「聾教育者として，最初の十年間は当時存在し

ていたアメリカの聾学校の教師たちと同じように，

スピーチの指導は，聾者に全体としては価値がな

いものと信じていた。

　1867年ヨーロッパの主要な聾学校を綿密に注意

深く調査した結果，この問題についての私の見解

は決定的に修正された。当時の私の考えの変化は

大きかった。私は報告書において「すべての生徒

はスピーチと読話力を獲得する機会が与えられる

こと，および口話の訓練によい資質を示すものに

は施設にいる問中続けることを勧告した。

　この勧告が1867年の二つの口話法の学校ができ

た年に，公けになされたことに注目してほしい。

当時の私の態度の変化は，同僚の多くにひどく批

判され非難された。1870年の会議においては，メ

ンバーの一人は，私のことを“偉大な父の裏切り

息子”とまで言った。ハートフォード校の校長で

あった父とは違う見解を採用したからである」21〕

　彼自身がここで回想しているように，全員一致

の申身は単純なものではなかった。

　3．クラーク聾唖院の実践をめぐって

　1867年10月，E．M．ガローデット（E．M．Ga1－

1audet）が，コロンビア聾唖施設の理事会へ提出し
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た報告書において，聾唖教育の指導法について勧

告した内容は以下のことであった。

　「人工的なスピーチ（artificia1speech）と読話

の指導が，一日も早く行われること。すなわち初

等課程のすべての生徒は，この指導が成功しそう

にないことが明らかになるまでは，指導の機会が

与えられること。口話の訓練に好ましい資質を示

す生徒には，在籍中引き続きこの指導がなされる

こと」22〕

　E．M．ガローデットの理事会での報告は，たっ

遮り2時問かかった。79歳のA．ケンダル（Amos

Kenda1）は，報告の細かい点をも逃さず，最後ま

で注意を傾けて聞きその熱心さは出席者を驚かせ

た。「理事会は（㊥この報告の内容に）好意を表し

たばかりでなく，全国の諸学校が，Edwardの提案

した変化を受け入れ，同様な方策を採用するよう

呼び掛ける希望を表した」23〕。こうして彼は自分の

考え方を提唱する機会を持つことができた。1868

年5月13日（木）午前，E．M．ガローデットは「ア

メリカの聾唖教育システム，欠点とその対策」の

発表を行い，そこで次の提案をした。

　提案124）：この会議の意見として，発音と読唇

　の指導を，この訓練によって利益が得られると

　思われる生徒に対して十分に授けることは，聾

　唖教育のすべての施設の義務である。

　討議は午後の時問を使ってなされることになっ

た。この提案については，午後の討議の終わりに

全員一致で可決された。

　しかし，午後の討議に入る前に，C．ストーン（C1

Stone）から出された追加の提案については，3時

問半に及ぶ討議の末，結論が出ずそれは翌日にま

わされた。C．ストーンの追加提案というのは次の

ものである。

　提案2：我々の判断では，半聾・半唖の生徒に

　対しては，彼らが持っているであろう発音の力

　を保持し，改善するための方策を与えることは

　望ましいが，生まれつきの唖の生徒に対しては

　発音を指導することは，ごくごく稀なケース以

　外は（except　in　very　rare　cases）適切でない。

　C．ストーンも半聾・半唖のものには発音の指導

が可能であると認めていた。しかし，生まれっき

の聾唖者に対しては発音の指導は適切ではないと

いう意見であったことがわかる。E．M．ガロー

デットのはじめの提案と，このC．ストーンの追加

提案の内容には微妙な違いがあった。このことは

後の考察にまわす。

　会議はまず最近設立されたボストン近郊ノーザ

ンプトン（Northampton）のクラーク聾唖院

（C1arke　InstitutionfortheDeaf－Mutes）の実

践についての話題から始まった。P．G．ジレー

（Phi11ip　G．Gi11ett），HlW．ミリガン（H．W．

Mi11igan），B．タルボット（Rev．Benjamin　Ta1－

bot）らは，この会議に出る前にクラーラ聾唖院を

見学しており，彼らはこれまでの自分達の考え方

を幾分修正していた。P．G．ジレーは，クラーク聾

唖院を訪問してH．ロジャーズ（Miss　H．B．

Rogers）とG，G．ハバード　（G．G．Hubbard）が，

特に印象深かったことを述べている。また17年問

の教師生活において，手話を十分評価し切れな

かったこと，今まで発音指導については行ったこ

とはなくこの発音指導に関して偏見を持っていた

と述べている25〕。「この学校には2！人の生徒がいる

もし記憶に問違いがなければ，何人かが自然の聾

である。私が見たすべての授業を思い出すことは

できないが，聾唖者の発音と読唇の能力にっいて，

私の今までの考えは，全く問違っていたという確

信を持った」26〕と報告している。

　P．G．ジレーはまた，テレサ（TheresaDudley）

と個人的に話す機会を持ち，彼女の発音はよく分

かったし，こちらの言うことも良く理解されたと

述べ，さらに生徒の机が横に並んでいる様子も述

べている27〕。

　P．G．ジレーとH．W．ミリガンは，発音指導の試

みに特に関心を持ち，今までの方法に疑問を持ち

はじめていた。P．G．ジレーは「クラークの学校を

訪問してこの問題についての私の考えは揺らぎ始

めた。………また思い切って発音の方法だけを採

用するのがよいのかよく分からない。これらの点

に関して今は何も確信はなく知識を求めてい

る」28〕。と自分の気持ちを告白している。

　B．タルボットも「生まれつきの聾唖児はスピー

チが出来ないと思っていたが，少なくとも何人か

の例外があると思った」29〕と言い，テレサ（T．

Dud1ey）が明瞭に話し，よく読話するのを見て，

発音の指導効果について積極的な評価に傾いてい

た。また発音の方法がよいのか，従来の施設の方

法がよいのか決定できない。それは実験が必要で

あり，手話によるより唇による方がはやく言語を

教えられるということであれば，われわれの方が

問違っていることになるとも言っているのである。

一104＿



しかし彼は最終的には，「発音の方法は以前の自分

の考えを変えさせたが，まだ疑問は残っている。

彼らはわれわれよりもより早く，より良く，より

満足に教えることができるとは考えていない」3ω

と述べ，従来の伝統ある方法により信頼をおいて

いるのである。クラーク聾唖院での実際の指導の

様子について，教師はどんな質問を生徒にしたか，

とか生徒の声はどうであったか，とか具体的なこ

とが話し合われていた。何よりも発音の指導に関

心が集中した31）。

　W．W．ターナー（W．W．Turner）は，聾唖児

の言語習得の不完全であることは，システムの欠

陥からではない。そうではなくて，むしろ聾とい

う性質そのものからくるものであると言う。聾唖

児は外国語を学んでいるのと同じであると考えた。

彼はその証拠として，工一ル大学の学生がどれだ

れギリシャ語，ラテン語をマスターしているかと

問うのである。従って，もっと時問をかけ，訓練

をすれば言語の力はつくのであって，システムの

問題ではないと言うのである。発音については，

ハートフォードではすでに言語を持ってから聾と

なったものっまり半唖のものには，以前からその

スピーチの保存に努めてきたが，生まれっき聾唖

については，発音の指導は時問のかかることであ

るという意見であった32）。

　C．ストーンは，以前チェルムスフォードヘ行っ

たが，読んだり話したり理解したりすることは難

かしく，話すことは多くの時問を要す，精神発達

にとっては，施設の自分達の方法よりも遅れると

述べ，ダッドリ嬢の場合は例外的なケースであっ

て，特別に家庭での訓練による。しかも彼女は初

めはハートフォードで教育されており，その上に

ノーザンプトンで発音の訓練を積んだのであると

いう見解を示した。

　C．ストーンは「どの教師も何人かの唖は話すこ

とが教えられるべきであると知っている，しかし

一方，発音の言葉が適切に教えられないクラスの

あることも知っている。そこで問題は，どれくら

いの割合のものが，教えられるかということであ

る」33〕「………この実験は，十分に信頼されてよい

ほどに行われてきた。一方聾唖者に発音を教える

ことは公正に行われてきたか」34〕と言う。

　P．G．ジレー，H．W．ミリガンらは，クラーク聾

唖院を見てその指導に感動し，自分たちの考え方

を変えた。C．ストーンは，同じクラーク聾唖院を

訪問したが，何の評価をも与えなかった。彼は従

来の施設の方法に一層の信頼をおいた。ここの時

代の変化と世代の違いが感ぜられるのである。

　4．C．ストーンの追加提案をめぐって

　14日木曜日の午後，3時問半に及ぶ討議の後，

E．M．ガローデットは，午後の会議に先立って出

しておいて提案1を決議にはかった。E．M．ガ

ローデットは，この提案事項は「3時問半におよ

ぶ話し合いをし，ここにいる誰でもが表明してい

るもの」であって，「投票によって決める必要のな

い」こととしてここで賛否を問うた35）。この提案1

は全員一致で採択されたことはすでに述べた。こ

の採択の後，C．ストーンは，やはり会議の始まる

前に出しておいたものを追加提案として提出した。

提案2である。

　この提案に対して，E．M．ガローデットは，「私

はこの提案に賛成である。発音の指導の全コース

を，すべての生まれつきの唖のものに試みること

は，時問とお金の無駄な浪費である」と賛意を表

したが，すぐさま，P．G．ジレー（P．G．Gi1Iett）

は，Very　rare　CaSeSとはどういう場合であるか，

例外的なケースをどうやって知ることができるの

かという疑問をだした。H．W．ミリガン（H．W．

Mi11igan）もおなじ反対の立場から，「大多数の意

見を強制されるのはよくない」とクレームをつけ

た。彼には強制されていると感じられたのであ
る36〕。

　続いてC．ストーンは，さらに追加の提案をだし

た。提案4である。

　提案4………特に最高位に（as　in　highest

　degree）採用されたものとして誇っている。

　C．ストーンの追加提案である提案2と提4に

ついては，翌日の金曜日9時から討議されること

になった。

　15日（金）9時，討議はB．タルボットの修正で

始まった。C．ストーンの追加提案である提案2

は，P．G．ジレーとH．W．ミリガンによるクレーム

を受けたが，投票による採決を避けようというこ

とで，後半部分に次のような修正をだした37〕。

　修正提案：except　in　promising　cases，………

　discovered　after　fare　experiment，through　a

　course　of　instruction

　つまりvery　rare　casesがpromising　casesに修

正されたのである。ニューヨーク聾唖院のT．ガ
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ローデット（Thomas　Ga11audet）ヨ8）は，修正案に

賛成した。C．ストーンは，あくまで「rareの方が

よい，しかし会議がpromisingの方が良いとする

なら仕方がない，無理に固執しようとは思わない」

と了承したことでこの修正案が採択された39〕。

　ついで，C．ストーンのもう一っの追加提案4が

取り上げられた。金曜日の討議の殆どの時問は，

この提案の申のin　the　highest　degreeをめぐって

費やされた。

　まずアラバマ聾唖院のJ．H．ジョンソン（Joseph

H．Johnson）が次のような修正案をだした。

　「教育の真の基礎として，また先の提案におい

て決議されたものと併せて」（asthe　truebasis　of

instruction　and　with　the　additions　proposed　in

theforegoingreso1utions）を挿入する，というも

のであった40〕。

　E．M．ガローデットは，「C．ストーンの提案とこ

の修正案は何も矛盾しないもの」41〕であると述べ，

この修正案に賛成した。またアメリカのシステム

は，真の基礎であるという考えを述べた。

　「発音の指導が我々の施設で注目されたが，教

師たちによって正式な認定は受けなかった。

　　・・この最後の提案事項において，アメリカの

システムを保証する真の基礎と正しい理論である

見解を与えることは正しいように思える。しかし

我々の行動を］致させるためにこの修正案を正式

に認める認識が必要であると思う」42）

　H．W．ミリガンとP．G．ジレーはともにC．ス

トーンの提案には反対であり，H．W．ミリガンは，

さらにin　the　heghest　degreeの削除を求めた。も

しこの決議が採用されれば，これからのどんなシ

ステムもこれまでのアメリカのシステムと同等で

あり得なくなるではないか，これは過去も将来も

最上のもののように見えると述べ，P．G．ジレーも

「確かにアメリカン・システムは，今まで試され

たものの中では優れたものであった。しかしもし

われわれの今のものより良いものが現れたなら，

そのシステムを採用する用意がある。勿論よりよ

いものが出ないうちに，われわれのシステムを捨

てるなどとは言っていない」43〕と反論した。

T．マックィンタイア（T．Mclntire）は，C．ストー

ンに同意見であって，彼にとっては問題の字句は，

本質的なものであった。■手話をすべて排除して，

発音と読唇を基礎としたシステムと，手話を基礎

として発音の利益を利用するシステムとどちらを

取るかということである。長いヨーロッパの経験

によって後者がよいのは明らかであって，inhigh－

est　degreeを削ることはできないと主張した44〕。

　I．L．ピート　（I．L．Peet）は，in　the　highest

degree　adaptedに代わってpecu1iary　adaptedを

提案した45〕。

　I．L．ピートはE．M．ガローデットと同様に，「手

話は基礎，最上の基礎である」という46〕。彼は建物

を上ヒ楡にして，

　「我々のシステムは非常に良いものであるから，

必要な場合にはそれに付け加える事ができるし，

採用もするだろう。それはこの大学の建物のよう

である。それは増築できるしそれで全体としてよ

り完全になる。発音はこのドームだとは思わない。

それはタワーにつけ加える何かであって，この何

かを加えることでより良いものなっていく」47〕と

説明した。

　それに対してC．ストーンは，アメリカのシステ

ムは基礎以上のものであると譲らなかった。T．

マックィンタイアも，もし修正案が採用されると

すれば，アメリカの今までのシステムは欠点が

あったような，誤りがあったような印象を与える

ではないか48），とC．ストーンに同調した。

　E．M．ガローデットはインディアナの友人（T．

マックィンタイアのこと）と意見が違うのは残念

であると言いながら，

　「われわれのシステムは基礎としてのそれであ

る。基礎以上というのは言い過ぎではないか。最

高に成功したということはできない。人は絶えず

向上して行くものである。過去50年問のわれわれ

のシステムが最も高度に成功を達成したという満

足は誤りである。将来のことはわれわれには分か

らない。我々の国は新しく，我々は飛躍せなばな

らない。仕事は始まったばかりである。………我々

は強い真の基礎を作るのが目的，その上にすべて

の望ましいことは建てられよう。アラバマの紳士

の提案修正は，われわれ自身に言われる非常に重

要なものである。自分を信じ50年問の基礎として

考える。そして有用なものは何でも建てる用意が

できている。我々の建物は決して完全ではない。

我々は決してドームを完成してはいない。まだ土

のうえを掘っており，重い石をおいている。将来

建てるために。修正を採用しよう」49〕

と修正案を支持した。彼は出来るだけ投票を避け

たかったし，話し合いによって意見の調整をはか
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ろうとした。

　T．マックィンタイアは，「アメリカのシステム

は，手話の基礎の上にある，考えられた最高のシ

ステムであり，50年間実施されて来た。いま発言

した方の偉大な父上によって（引用者㊧，E．M．ガ

ローデットの父TIH．ガローデットのこと）イン

グランドやドイツのある地域でなされている方法

でなくフランスのシステムを採用し，ここで仕事

を始めたことは，この国の聾唖者にとって最も幸

せなことであった。………アメリカの教育者はそ

のメリットに対して無知ではない。………会議の

実際の問題は何か、ノーザンプトンの施設は聾唖

者のための手話を廃して，発音のみである。われ

われも手話を廃止して発音を教えるのか。………

追加の提案は，はっきりとポイントをついた。

　　　・われわれのシステムは，50年の経験をアッ

ピールし，発音のどのシステムよりも，より高度

により良く成果を挙げることを示す。心から聾唖

大学の友人に（E．M．ガローデットのこと）賛成は

しよう。聾唖教育は完成から遠い，私の能力の最

善のため改善の行進に彼と他の教師たちと協力し

ていくだろう。しかし私は彼と意見を異にする。

　　　・私はC．ストーンに賛成である」剛

　このようにT．マックィンタイアは，E．M．ガ

ローデットの提案には賛成するけれども，真意は

C．ストーンの意見と同じであると言っているの

である。E．M．ガローデットは，「アメリカのシス

テムは真の基礎である。基礎の上に建物を建てよ

う」51）とこのことを再び強調した。

　C．ストーンは，最後に言い放つのである。

　「それは堅実な基礎構造の上に立っ腐った上部

構造なのだ。私のこの提案は過去50年間の我々の

仕事に対する評価であった。E．M．ガローデット

の見解には賛成できない。何と比較しようと言う

のか。過去50年間忠実に働いた人々は教育の基礎

以上のことをした。むしろ堅い基礎の上に気高い

上部構造を築いた。あなたのは堅固な基礎を持っ

かもしれぬが，腐った上部構造になるのである。

　　　・」52〕

　討議による結論は出ず，それは委員会に委任さ

れた。

　E．M．ガローデット，T．ガローデット，C．ス

トーン，T．マックィンタイアの4名が委員に選ぱ

れた。翌日，委員会によって修正案が呈示された。

　提案5（委員会による修正案）

過去50年問この国の施設で実施され，発展して

きたアメリカの聾唖教育のシステムは，長い問

の注意深い成功裏になされた実験によって，す

べての試みのうちの最善のものとして，範曉と

しての（as　a　c1ass）聾唖者の特別な不幸を和ら

げ，社会の幸福を彼らに回復させるために特に

優位に（as　in　the　pre－eminent　degree）採用

　されてきたものとして誇っている」

　E．M．ガローデットは，これを示しながら次の

ように述べた。「簡単にこの修正案について説明す

る。発音の指導から利益を受けるかも知れないす

べての人の要求を認識する必要があります。われ

われは聾唖という範岡壽に入るすべてを含んで，ク

ラスとして言っている。それ故，われわれがこの

クラスのものについて言うとき，われわれが行っ

てきたシステムは他のどのシステムよりも優れて

いたと問違いなく言える。部分的には他のシステ

ムの方がよいかもしれないことは否定しないが，

聾唖全体として言っている。それで，その適用は，

聾唖者の特別な不幸を取り除くことであり，それ

はpre－eminentdegreeになされていると信じてい

るものである」53）

　H．W．ミリガンはこの修正案に反対を表明した。

pre－eminentは賛成できないと。I．L．ピートは「ミ

リガンが反対を表明する権利がある。全員の賛成

が望ましいが，そうでない場合は賛否を求めよう」

と提案した。

　その結果，

　修正案は，賛成14反対2で採択された54〕。反対者

は，P．G．ジレー，H．W．ミリガンであった。

　5．考　　察
　イ．発音指導の影響

　E．M．ガローデット（E．M．Ganaudet）の発表の

後の討議は，前半がクラーク聾唖院の実践につい

てのものが中心であり，後半はC．ストーン（C．

Stone）の追加提案，殊に2番目の追加提案を巡っ

てのものが中心であった。

　クラーク聾唖院（C1ark　InstitutionfortheDeaf

－Mutes）の第1年報には，

　「ワシントンの国立聾唖大学長のE．M．ガロー

デット氏は，昨年春ヨーロッパを訪れ秋帰った。

　　・その報告書には彼のヨーロッパ諸学校の調

査と，そこで行われている方法についての説明が

載っている。その報告書はよくできており，非常
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に公正で率直なものである。アメリカの施設で，

いくつかの新しいものを導入するよう勧告して終

わっている。………」55〕とあり，G．G．ハバード

（G．G．Hubbard）は，E．M．ガローデットの勧告

を評価している。また第2年報では，聾唖施設の

教師たちの訪問について述べ，

　「ニューヨーク，オハイオ，イリノイ，ウイス

コンシン，ハートフォードの施設では，発音と読

唇のクラスを作った」・・〕と報告し，特に西部の州の

施設（引用者㊧，ウイスコンシン，イリノイをさ

す）の好意には感謝すると述べている57）。

　さらに第3年報でも

　「多くの教師たちが，われわれの施設を訪れ，

ニューヨーク，ミシガン，オハイオ，ウイスコン

シン，イリノイ，ミネソタ，インディアナの施設

では発音のクラスを作った」58〕と記している。

　1894年のChautauquaにおける教育者会議にお

いて，ホバート（Hobart）は「ウイスコンシン聾

学校における発音指導」（Articu1ation　Teaching

intheWisconsinSchoo1fortheDeaf．”）という

発表で，1868年当時のことについて，次のように

述べている。少し長いが引用してみる。

　「エディ女史（Miss　Eddy）は，1867年に休暇

の間H．B．ロジャーズ（H．B．Rogers）女史とチェ

ルムスフォード（che1m§ford）の学校（ノーザン

プトン（Northampton）へ移る少し前の家庭学校）

を訪れ，彼女はそこで，聾の生徒にスピーチと読

唇が有効であるという最初の考えを得た。………

彼女は帰ってから，ウイスコンシン校で直ちに口

話の試みを始めるよう意見を出した。1868年10月

の報告書では『ロジャーズ女史は昨年の夏われわ

れのこの施設を訪れ，理事たちと教師たちに白分

の指導法を説明した。彼女はそれが多くのケース

において，発音の指導は真の方法であり，近いう

ちに他の施設でも採用される時期がくるだろうと

強く確信している。彼女は自分の方法についての

強い確信を鼓舞し，理事たちもこの学校で試みる

ことを義務だと感じた。今学期からクラスが作ら

れ，エディ女史が担当となった。彼女は始めて2

ヵ月目である。この短い期問になしたクラスの何

人かの進歩を見たものはすべて驚いている。この

施設ではスピーチが教えられ，何人かのものは非

常に明瞭に話す。人々はこのことを信じないが，

我々は自分で来て見なさい』と言っている1868年

の5月には，『ワシントンD．C．で開かれた施設長

会議へ行く途中，ミリガン博士（Dr．Mil1igan）

とジレー博士（Dr．Gi11ett）は，そこでなされて

いる方法と指導結果を観察するためクラーク聾唖

院を訪れた』189！年のLakeGeorgeno会議で，ジ

レー博士は1868年のノーザンプトン訪問について

説明している。『私は最初の発音の教師の一人であ

ることは，あなたがたの何人かは知っている。私

は厳格なパリサイ派59〕のT．マックィンタイアに

訓練を受け，聾者にスピーチ指導を試みるのは実

際的ではないと信じるよう教えられた。私は忠実

にそれを信じた。しかし1867－1868年のロジャー

ズ女史がなした働きを新聞で見た。1868年5月の

第1回施設長会議に招集された時，私は，オハイ

オのG．O．フェイ（G．O．Fay），インディアナの

T．マックィンタイア，ミゾーリのE，M．カー（E．

M．Kerr），ウイスコンシンのH．W．ミリガンに手

紙を書いた。ワシントンの会議に行く途中，ノー

ザンプトンで会おうと。我々の期待は，公に願さ

れていたものを真実なものと知ることであった。

　　・・』『私は最初ボストンヘ行き，G．G．ハバー

ド（G．G．Hubbard）と，今は名誉会長婦人になっ

ているマーベル（Mabe1）にも会った。G．G．ハバー

ド氏は彼の家に私を連れて行き，そこで私は望ん

でいたハバード嬢にインタビューした。私はノー

ザンプトンに2日間滞在したが，ロジャーズ女史

は私が知りたいと思っていたことはすべて学ぶ機

会を与えてくれた。H．W．ミリガンはわたしと一

緒であったが，他の紳士たちは一緒に来る勇気を

持たなかった。非常に楽しい印象的な訪問であっ

た。それは私の生涯の重要なマイノレ・ストーンで

あった。ノーザンプトンを去る時は，聾者にスピー

チを教えることについての意見を，私は全く変え

ていた』

　『ミリガンと私はワシントンの会議ではノーザ

ンプトンで見たことについて説明した。もし1868

年の5月17日の第6回会議として知られる第1回

施設長会議の記録を読むなら，ミリガンと私がど

のような報告をしているか分かるだろう。私は

我々自身を正すことの必要を感じていた。施設は

新しい方法を取り入れる時期が来たと思っていた。

家に帰ってすぐに特別な報告書を書き，発音のク

ラスをすぐに作るよう許可を得た。我々はこの方

向で真剣に良心的に努力した』」剛

　クラーク聾唖院の実践は，多くの聾教育者たち

の関心を呼んだ。E．M．ガローデットもヨーロッ
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パヘ行く前にチェルムスフォードヘその指導を見

学に行っており，またこの会議のあとのユ688年10

月には，H．P．ピート，O．S．ストロング（O．S．

Strong）がクラーク聾唖院を訪問している61）。ク

ラーク聾唖院の報告ではそれぞれの施設で発音の

指導が始められたと言っており，特に若い新しい

教師たち，新しい施設においては，発音の方法に

対して拒否反応は少なく受け入れ易い状況にあっ

た。

　会議の討議をみるとC．ストーンら伝統を重ん

ずる教師は，発音の方法にそれほど信頼をおいて

いないことがわかる。発音の指導が有効なのは，

半聾半唖のものか，例外的なものに限ってであっ

た。「これが重要なことだが，何人くらいの生まれ

つきの聾唖児が読，むことができたか」62〕「私が知り

たいのはどれくらいの比率かということで，それ

は非常に少ない」63〕「私はチェルムスフォードを訪

れたが，ロジャーズ女史は非常に熱心に教えてい

た。私と同行した紳士たちの忌揮のない意見では，

生徒たちは教師の言うことは理解するが，訪問者

たちは生徒たちの言うことは理解できないという

ことである。もし私が何を生徒が言っているのか

をあらかじめ告げられていなかったならば，私は

それが何であるか推測できない場合が多かったで

あろう」64〕C．ストーンのこれらの発言は，新しい

方法に対して異議をはさみ従来の方法に絶対の信

頼をおいていることを示している。「テレサ・ダッ

ドリは，もとハートフ才一ドで学んだ」65〕もので

あって，生まれつきの聾唖であるが，「彼女は例外

的な」66〕優れた才能の持ち主であると彼は考えた。

それに対して，P．G．ジレーたちは発音指導に対し

てより好意的であった。この会議の報告での彼ら

の柔らかな表現の裏にある気持ちは，先に見た彼

らの後の報告によって明確にされた。教師たちの

意見は，一致にはほど遠くその内面における違い

は明確なものであった。その意見の相違は，後半

のC．ストーンの追加提案をめぐる討議において

表面化した。

　口．討論の意味するもの

　E．M．ガローデットが，コロンビナ聾唖施設の

理事会へ提出した勧告は次のことであった。

　「人工的スピーチ（artificia1speech）と読唇の

指導が，一日も早く行われること。すなわち初等

課程のすべての生徒は，この指導が成功しそうに

ないことが明らかになるまでは，指導の機会が与

えられること。口話の訓練（ora1exercise）に好

ましい資質を示す生徒には，在籍中引き続きこの

指導がなされること」（一のケ所に注目してほし
レ）。）

　この文章は発音の指導に関して積極的な姿勢を

示している。これと会議で彼が示した提案を比べ

てみよう。

　「（提案1）こρ会議の意見として，発音と読唇

の指導を，この訓練によって利益が得られると思

われる生徒に対して十分に授けることは，聾唖教

育のすべての施設の義務である」

　「利益を得ると思われる生徒」という限定つき

のような表現を用いて配慮しているのがわかる。

E．M．ガローデットの意図は，ともかくすべての

生徒に実施してみることであった。しかし，第］

に彼は右も左もすべての教師の一致した承認を望

んだ。彼は厳密に理論を押し通すということより

も，自分の意図を通すための方法に心を配ったの

である67〕。だからといって，どうでもよい暖昧な意

見を持っていたとは筆者は考えない。彼は少々の

ことでは自分の信念を曲げるような人物ではな

かった68〕。教師たちの意見の相違は，彼には予想で

きていたのであるが，全員のコンセンサスを得よ

うとねらったのである。この彼の態度は会議での

発言に現れている。C．ストーンが追加提案（提案

2である）を出した時，この提案には問題になっ

た“in　Very　rare　CaSeS”があったにも拘わらず，

E．M．ガローデットは，「全く賛成である」69〕と

言っているのである。またC．ストーンが，次の追

加提案（この論文では提案4としている）を出し

た時，J．H．ジョンソン（J．H．Johnson）によっ

て“as　the　true　basis　of　instruction　and　with　the

additions　proposed　in　the　forgoing　reso1utions”

の修正案が出された時も，「この修正案は適切であ

ると思う」70〕と言っているのである。彼はできるだ

け意見の調整を図ろうとしていたのである。C．ス

トーンの提案2においてもE．M．ガローデットの

真意とは幾分違っているのであったが，提案4に

ついてはE．M．ガローデットの意見はC．ストーン

とは同じであるとは到底考えられない。そもそも

E．M．ガローデットの発表では，テーマからして，

“American　System　ofDeaf－Mutes　Instruction，

Its　Incidenta1Defects　and　their　Remedies．”と

いうアメリカの聾唖教育の欠点とその対策につい

ての発表であった。討議の最後にC．ストーンは遂
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にE．M．ガローデットの考えをはっきり非難して，

「確かな基礎に腐った上部構造を持っことになろ

う」71〕と表明している。C．ストーンは提案2にお

いて，B．タルボットの修正案“except　inpromis－

ingcases”に最初反対した。C．ストーンにとって

は，手話による教育が基本であり，発音の指導は

半聾半唖に有効であってすでになされており，生

まれつきの聾唖者には例外的な場合のみなされる

ものであった。彼にとってはこれまでのアメリカ

の施設でなされた教育は最高のものであった。こ

のことはT．マックィンタイアにとっても同じで

あった。字句の問題ではなかった。その奥には完

全に教育理念の違いがあった。E．M．ガローデッ

トは「人問の働きは進歩し続ける。人問の働きに

は完全ということはない。神のみが完全である」72〕

C．ストーンもT．マックィンタイアもそのような

ことは分かっていたに違いない。

　「この会議の実際の問題は何か。マサチューセッ

ツ州ノーザンプトンに聾唖施設が設立された。そ

こでは指導の手段として手話というものは，彼ら

の考えでは有害なものとしてすべて否定されてい

る。手話を否定して発音を用いることがより良い

方法として海外にも宣伝されている。何故われわ

れは手話をやめて発音を教えるのか。今会議はこ

の仮設に対してどんな答えを与えるのか」7呂〕とT．

マックィンタイアは言っている。問題は発音を導

入するかどうかではなかった。古い教育者たちは，

“新しいクラーク聾唖院は手話を認めない教育理

念に立っ”ということを問題から外すわけにはい

かなかった。E．M．ガローデットは手話の基礎の

上に，方法としての上部構造に発音の指導を加え

るとした。彼はド・レペの考え思想と同じ健全な

基盤の上に立つのが，アメリカのシステムである，

と繰り返し述べている。彼は，これまでヨーロッ

パ視察へ出かけた諸先輩たちの報告について‘‘彼

らは発音に対して注意を向けた”と言う点をク

ローズァップさせた。「ヨーロッパよりアメリカの

方が優れている。特にG．E．デイの報告における発

音指導は，従来考えられているよりも多くのもの

に利用できることを指摘している」74〕。またパリの

L．ヴァイス（L．Vaisse），C．Deエルヌ（C．De

Haerne）など，従来手話の基盤に立っていた教師

たちが発音の指導を導入していることを強調し
た75〕。

　E．M．ガローデットは社会の動きに敏感であっ

た。社会の風潮は聾唖者の発音指導を必要とする，

できるものにはそれを学習させたいと考えた。E．

L．スカウトン（E．L．Scouten）は，E．M．ガロー

デットの気持ちを彼の内部葛藤として捕られてい

る76）。筆者はこの見方はとらないが，ともかく彼の

考えは十分に理解されなかった。これに対して新

しい教師たちは，発音の指導に魅力を感じていた。

　ここで教育者たちの意見は，三つのタイプに分

けられると思う。一つは古いこれまでの伝統を重

んずるC．ストーン，T．マックィンタイアにみられ

る考え方である。もう…つは新しい教師たちP．G．

ジレー，H．W．ミリガンにみられる発音の指導を

取り入れようとするタイプで時代の流れに沿った

人々である。第三としてE．M．ガローデットに見

られるように，これまでのものに基礎をおきなが

ら改善していこう，古いものに囚われないで新し

い試みを取り入れていこうというものである。第

三のタイプは教育の改革に際して，現実の実践か

ら目を離さないで，しかも過去の面子にこだわら一

ずに現状を変えて行くと言う点では筆者は評価し

ている。
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1）この問題については，上野益雄，“アメリカ聾

　　教育における併用法（I）一Edward，M．
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6）Lance　J．Fischer　and　David　L．de　Lorenzo

　eds．，op．cit．，72．
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7）E．M．Ga11audet，“HistoryoftheEducation

　　of　the　Deaf　in　the　United　States，”λ．λ．

　　D．，XXXI（1886），146．

8）Lance　J．Fischer　and　David　L．de　Lorenzo

　　eds．，op．cit．，75．

9）分かり易くするため参考として，その施設長

　　会議において提案された事項について便宜上

　　番号を付けておいた。ここにその原文をあげ

　　ておく。

　　◇E．MlGa11audetの提案：全員］致で可決

　　された。

　　That，in　the　opinion　of　this　conference，It

　　is　the　duty　of　aI1institutions　for　the　educa－

　　tion　of　the　deaf　and　dumb　to　provide　ade－

　　quate　means　for　imparting　instruction　in

　　articu1ation　and　1ip　reading，　to　such　of

　　their　pupiヱs　as　may　be　ab1e　to　engage　with

　　profit　in　exercises　of　this　nature．

　　◇C．Stoneの追加提案

　　That，Whi1einourjudgment　itis　desirab1e

　　to　give　semi－mutes　and　semi－deaf　chi1dren

　　every　faci1ity　for　retaining　and　improving

　　any　power　of　articu1ate　speech　which　they

　　may　possess，it　is　not　profitabIe，except　in

　　very〃κcases，to　attempt　to　teach　con－

　　genita1mutes　articu1ation．

　　◇B．Ta1botの修正提案
　　That　in　our　judgment　it　is　not　profitab1e，

　　except　in　promising　cases，discovered　after

　　fair　experiment，to　carry　congenita1mutes

　　through　a　course　of　instruction　in　articu1a－

　　tiOn．

　　◇C．Stoneの追加提案：この提案をめぐっ

　　て激論が起こる

　　That　the　American　system　of　deaf－mutes

　　education，as　practiced　and　deve1oped　in

　　the　institutions　of　this　country　for　the1ast

　　fifty　years，commends　itse1f　by　the　best　of

　　a11tests，that　of　pro1onged，　carefu1and

　　successfu1experiment，as　in　the　highest

　　degree　adapted　to　re1ieve　the　pecu1iar

　　misfortune　of　the　deaf－mutes，and　restore

　　him　to　the　bユessings　of　society．

10）E．M．Ga11audet，（1886），op．cit．，146．

　　E．M．Ga11audetが1883年のEncyc1opaedia

　　Britanicaに載せたものからの転載である。

11）E．M．GaI1audet，“AHistoryoftheCo1um－

　　bia　Institution　for　the　deaf　and　Dumb，”λ．

　　λ．D．，LVI（1911），192．

12）学校（schoo1）という名称は1985年以降であ

　　る。E．M．Ga1laudetは1911年の時点で書いて

　　いるのでschoo1という語を使ったのであろう。

　　実際は施設（Asy1um　orInstituition）という

　　名称であった。

13）R．E．Bender，Co〃σ〃θ∫云oグDθα1〃θ∫∫，

　　（1960），p．！16f．

14）H．Best，E伽ω肋〃ぴ肋θ1）θψ伽ゴ♂〃刎ろ

　　加伽σ〃肋∫去肋∫，（ユ843），力．160！．

15）口話法の施設設立の運動が起こった頃，何回

　　か公聴会が開かれたり，激しい討論が行われ

　　たりしたが，そのことを指している。

16）λ．肋γ〃7，ル〃o〃o〃伽〃〃6〃o〃ぴ伽

　　Dψ，（1923），P．98f．

17）Bette　La　Verne　Fauth　and　Warren　Wes1ey

　　Fauth，“The　History　of　the　Convention　of

　　American　Instructors　of　the　Deaf，in　A

　　Study　of　the　Convention　of　American

　　Instructors　of　the　Deaf1850－1949，”λ．λ．

　　D．，LXXXXV（1950），225f．

18）E．M．ガローデットの提案には他に財政援助

　　に関するものがあった。

　　「提案1この教育分野での成功を達成するた

　　めに，教師を強化する必要がある。それ故，

　　この会議は各聾唖施設の理事会に対し，この

　　仕事の遂行に必要な基金を与えるための迅速

　　な方策が取られることを勧告する」

　　この論文で直接扱う問題ではないので本文で

　　扱うことは省略する。

19）Lewe11yn　Pratt，“Nationa1Conference　of

　　the　Principa1s　of　the　American　Institutions

　　for　the　Deaf　and　Dumb，”λ．λ．D．，XIII

　　（1868），244．（南北戦争のためにAmerican

　　Ama1softheDeafandDumb誌は中断して
　　し）たが，この施設長会議において再開するこ

　　とが決議された。13巻の！，2号は1861年の

　　発行であり，3，4号は1868年の9月と1！月

　　に発行された。Lewe11ynPrattは，X1II
　　（1868），pp．132－190．およびpp．242－254．

　　に会議のようすを報告している。なおこの第

　　！回施設長会議は，第6回の聾教育者会議に

　　もなった。）

20）20世紀の口話法推進の時代に書かれた著書で

　　は，E．M．ガローデットの併用法について取

　　り立てて扱っているものは少ない。

　　◇例えば，K．W．Hodgsonは，「E．M．ガロー

　　デットは，ロジャーズ女史の働きを聞くとす

　　ぐに彼自身見学に行き，ヨーロッパヘ出かけ

　　た。ガローデットは，まだ無音の指導（Si1ent

　　teaching）に好意を持っていたが，すべてのこ

　　とを公に発表すべきだと決心した。そこで
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1868年ワシントンにすべての学校の代表者を

招集した。………アメリカのワシントン会議

は，全員一致で次の決議を通した。『この会議

の意見として，発音と読唇の訓練によって利

益が得られると思われる生徒に対して，この

訓練を施す適切な手段を講ずることは，聾唖

教育のすべての施設の義務である』（The
Deaf　and　Their　Prob工ems，（1956）、p．282

f．）

◇A．Farrarは，「1868年，彼は，ワシントン，

D．C．に合衆国のすべての聾学校の代表者会

議を招集した。現存の25の学校から15名の校

長がその年の5月に会議にやって来た。5日

間の討議の後，次の決議が採択された。決議

［略コ」（Thomas　Amo1d，Education　of　the

Deaf，A　Manua1for　Teachers，Revised
and　Rewritten　by　A．Farrar，（1923），p．97

f．）R．E．Benderは，Farrarを引用している

ので同じである。（ConquestofDeafness．
（1960），p．161．）

◇また，扱ったとしても手話法から口話法へ

進む中途の段階として考えられた。川本宇之

介は次のように扱っているが，彼にとっても

取り立てて扱う価値のないものであった。「古

い学校の多くは，口話科をおいてお茶をにご

した様なことを長い問やって居ったが，ク

ラーク校の創立以来，斯様な暖昧さは許され

なくなり，且前々章に記した1880年の第2回

聾教育国際会議以来，益々迫力を以て来る口

話方式の勃興は，之を無視できない形成なっ

て来た。先づ前記国立コロンビア聾学院院長

ギャーローデットはクラーク校の設立された

1867年欧州に渡り，6ヵ月も滞在して研究の

結果に基づき翌年全米聾学校長会を開き，5

日問の討議の結果「聾唖学校その生徒をして，

発音と読唇とを与え得る者に対しては，之を

授くるに適当なる手段を施設することを以て

その義務とすべし」と決議したが，尚口話科

の域を脱することが出来なかった。故に口話

法採用に徹する筈がなく，手指法に加ふるに

口話法を加味し併用する結果となり，之を併

用方式と称するに至ったのである」（聾教育学

精説，川本口話賞会，1940，p．77f．）

◇「米国ろう学校では，口話法は初期には不

徹底であったが，あまり大きな論争がなく，

取り入れられる傾向があった。クラークろう

学校が設立された翌年，ギャーローデットと

ストーン牧師が，第6回ろう学校教員大会に

決議案を提出した。それは『発音と読唇はこ

れによって利益を受ける生徒に教えられるべ

きである。しかし，先天ろうあに発音を教え

ることは，きわめて稀な場合においてだけ価

値がある』というのであった。この決議の結

果，多くのろう学校では，その課程のうちに

発音科を置いた。そしてこれを併用方式と称

した」（ろう言語教育新講，全国聾学校校長

会，1954，p．36．）こちらの決議は前掲書の

決議と違っており，正確ではない。

◇Louis　M．Di　Carloは，やはり典型的な20

世紀の啓蒙主義の意見を示している。「エド

ワード・マイナー・ギャローデットは，ろう

学校長として，1868年にアメリカ全国のろう

学校代表者会議をワシントン市で開催するよ

う要請した。教育者たちが集まり，読話や発

語を学習できる生徒にはそれを教授すべきだ

と決議した。しかし，ろう言語指導に最も適

した方法として推すべき特殊な方法は何もな

いということになり，指導法の選択は各校の

自由に任された。指導法の利点が十分研究さ

れたものなのか、あるいは経験に照らして実

証されたものなのかについは，全く考慮され

なかった。それどころか、ろう児は，手話，

口話，併用法のいずれの教育を受けるにして

も，教師の気まぐれな方法に従うことになっ

てしまった。したがって，これらの子どもた

ちが手話一口話論争に火を注ぐ種になりそう

に見えたのである。（丁加1）ψ，谷俊治・小

川仁訳，聴力障害（ろう），日本文化科学社，

1970，　p．41．）

21）Proceedings　of　the　Sixteenth　Meetings　of
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29）　Ibid．，

30）　Ibid．，64．

31）　Ibid．，64f．
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Summary 

The Combined Method in the History 

of American Education for the Deaf 

from the Discussion at the Ist Conference 

of Principals of Institutions for the Deaf 

Masuo Ueno 

After the propositon of E . M . Gallaudet at the Ist Conference of Principals of Institutions , 

principals of Institutions discussed methods of instruction of the deaf. It has been said that the 

proposition of E . M . Gallaudet , the Combined Method, was adopted at the Conference unani-

mously . 

But it's substance which was discussed in the Conference has not been clear . The word 

"unanimously" could be taken by "the same opinions" . Are there no different opinions? At that 

changing period, stuations of the Education of the deaf were also changing on the methods of 

teaching . The author hypothesized that there were many different opinions . In this paper , the 

author made clear the contents of debates at the Confarence . 

Actually , there were very hot arguments on the articulation teaching to the deaf . Opinions 

of principals were clasified in to three types . These are as follows . 

1 . Those who eateem the traditional philosoply and want to keep on the manual method. 

They are T . Mclntire and C . stone . 

2 . Those who have new thought , meet the trend of the times and want to adopt the 

articulation method in the education of the deaf . 

They are P .G .Gillet and H .W. Milligan. 

3 . Those who stand the traditional philosophy . 

Even thongh they put them in this traditional standpoint , they are not so wedded to old 

method , and want to adopt new approches . 

The author sets a high value on the 3rd type of E . M . Gallaudet . 

Key Word : Education for the Deaf Combined Method Edward M . Gallaudet 
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