
  発達保障論批判－言友会への関わりの中から 

 もうだいぶ前に発達保障論関係の本を読んでいたことがあり、その批判を書き留めたい

とノートも作っていました。しかし、その批判は色々な形で出されていて、しかも発達保

障論の論理破綻が明らかになっていると思い、捨て置いていました。今回、言友会の全国

大会で、発達保障論での講演があるとのことで、「何を今更発達保障論なのか 」という思

いが湧き、また他の障害者運動と関わる中で、未だに発達保障論批判がちゃんとなされて

いない場面に出会い、吃音者の立場から確認の意味も込めて、発達保障論批判の一文を書

き置きます。 

（一）言友会運動と発達保障論 

 東京言友会には、１９７６年の全国大会で「吃音者宣言」が出される前に作られた、「私

たちの基本的考え」（文末資料）という文書がありました。「宣言」が出された後も、10 年

位後まで、規約の目的の項で、形式的には会の方針として掲げられていたものです。「宣言」

自体が東京の場合、会の方針として確立されていた訳でもなかったのですが、「考え」に至

っては、「宣言」にその位置を譲り、捨てられていたものととらえていました。この「考え」

が、もろ発達保障論に沿った方針でした。簡単にまとめると、はっきりと「治す」という

言葉が使われ、そのための研究や臨床の充実のためということも含めて、行政へ要求を出

して行くという内容です。「宣言」が出される時には、それを前後して、「治す努力の否定」

ということが出され、その「治す努力の否定」会の方針として確認されたのか不明確だっ

たのですが（注 ）、巷では、「宣言」が「治す努力の否定」だという理解（誤解 ）も起

き、また「宣言」は「障害個性論」だというとらえかたも起きていました。「宣言」が出さ

れた当時、障害者運動全般において発達保障論と障害個性論の間で、大きな論争が起きて

いました。発達保障論の論者の中には、障害個性論を突き出す人達へ「障害者運動の撹乱

者」というレッテル貼り的批判をする人達がいましたし、障害者運動の大きな分岐が起き

ていました。ところが、言友会の中では、「発達保障論」を推進している人達と友好的な関

係を持つ人達も（更に自分自身が発達保障論の流れの運動を推進している人もいました）、

どういう訳か「宣言」を積極的に支持していました。理論的な思考をする人ならば、誰が

どう考えても理解しがたいことです。私が、会に入会して、発達保障論を支持しつつ「宣

言」も支持している人にそのことを訊ねたことがあります。答えは、「吃音者は必ずしも障

害者とは言えない」ということでした。「同じ流れの」もう一人の「吃音者は障害者と健常

者の中間的存在で、そのパイプ的役割を担うのだ。」と主張した文も見たことがあります。

そもそも、一体「障害者」ということをどのように規定しているのでしょうか おそらく、

その規定がないが故に、非論理性に陥り、更に心理的マージナリティ（注 ）に陥ってい

るのでしょう だが、そもそも「宣言」が出された時に、これは単に吃音者だけの「宣言」

ではなく、人の生きざま総体にわたる「宣言」だとして、自画自賛した評価が出ていたは

ずです。（注 ）だとすれば、「宣言」支持者にとっては、「宣言」は手放しですばらしいも

のということで、その「宣言」と「発達保障論」を同時に支持・共鳴することは根本的な



ところで矛盾することとしてあったのではないでしょうか  

（二）発達保障論は破綻したのではないか  

 さて、発達保障論と障害個性論の論争は、当時から発達保障論側の論理のほころびがと

らえられていて、発達保障論の論者は、論理的に破綻したところで、お得意のレッテル貼

りで、論争を歪曲していたのですが、今日その論理破綻は明確化しています。それは、発

達保障論の論者が、充実した教育をとの名の下で、分離教育を主張していたことが、世界

的なノーマライゼーションの流れで（注 ）、その破綻が明らかになっています。また、発

達保障論を唱えていた人達の中からさえ（障害者や「福祉」の現場にいる人達）を中心に

「障害は障害者の個性である」という主張が出てきています。いままで、「個性論」に対し

てあれほど悪意に満ちた批判をしていた人達の流れの中から、「個性論」が出てきたのです。

これは「発達保障論」の破綻以外のなにものでもないでしょう  

 「間違いを犯すことは避けられない。むしろ、問題はそれを改めることだ。」という提言

があります。だから、方針転換をしたことを批判しているのではありません。ただ、転換

するならば、ちゃんと総括した上で、転換すべきで、一体今までの批判が何だったのかと

いうことがつかめなくなります。更に、転換自体が不徹底になります。実際、発達保障論

の論者は、発達保障論そのものを捨てたわけではないようです。では、個性論と発達保障

論が対立するとして批判して来たことはどうなるのでしょう （注 ） 

（三）発達保障論は障害者抑圧の論理ではないか  

 （イ）そもそも発達とは何か？ 

 既に、いろいろな人から出されていることですが、「そもそも発達とはなにか？」という

ことが問題になるはずです。「発達」という言葉が使われるのは、 社会の歴史的変遷にお

けること、 子供が大人になること、 生物の「進化」などの用法があります。 

① の場合は、原始社会－奴隷社会－封建社会－資本主義社会などの生産関係の変転に 

おいて、「発達」という言葉が使われているのですが、これは将来のありうべき社会像から

引き寄せてその筋道を辿らざるを得ないというとで、もし将来に理想的な社会を作り得る

としたら、その時にそれまでの辿らざるを得なかった過程を「発達」という言葉で表し得

るというだけで、現在の資本主義社会が前の社会に比べて良いとは言い難いということで、

そこまでの筋道を「発達」とは言い難くなります。 

② の場合は、子供が大人になるということは子供にとって必ずしも歓迎すべきことで 

はありません。前に「ブリキの太鼓」という映画がありました。子供が、大人社会の醜さ

を見て、成長するのを拒否するということをテーマにした映画でした。子供が大人から抑

圧されているという面では、子供が大人になるということはその直接的抑圧から解放され

ることですが、別の抑圧の体系に組み込まれますし、大きな抑圧の体系から抜け出せるわ

けではありません。子供が大人になるということは、多くのことを吸収していくことです

が、単に得るだけではなく失うこともあります。だから一概に「発達」とは言い難くなり

ます。勿論人を労働力ということでしか見ない（そのことを中心にしか見ない）社会では、



大人になることは歓迎されます。そういう意味での「発達」です。 

③ の場合は、「進化」というとらえかたの問題、下等動物から高等動物への進化という 

とらえかたに端的に現れる問題です。ここでは、人間を最も高等な動物として、これに近

づくことを進化ととらえました。ですが、何をもって高等としているのでしょうか？例え

ば、ひとつの細胞だけで単独に生き得るとか、ｼﾝﾌﾟﾙ ｲｽﾞ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙ という立場で言えば、

ミジンコが人間より高等です。自然の中で（サバイバル的に）生きることにおいては、「本

能を失った動物」であるヒトは、もっとも下等動物だし、他の動物との共生ということに

おいても、生態系を破壊し、他の生物の存在を危うくしているという意味において、人間

は「下劣」と言われる存在でしょう  

 私たちは、「発達」という言葉であらわしていることを、得てして没価値的な、自然的な

概念としてとらえているのですが、実は、「発達」という概念は、極めて価値判断が働いて

いることを押さえておく必要があります。断っておきますが、確率的に、一つの展開なり、

発展といわれることがあることを否定しているわけではありません。しかし、「展開」なり

「発展」といわれることを「発達」という言葉で表現する時に、既に、落とし穴がありま

す。そこに働いている社会的な価値判断の中身をとらえ返す必要があります。 

 （ロ）発達の強制－抑圧としての発達保障論 

 さて、（イ）の で書いたことのもう一歩の詰めをしておきます。子供が、大人になるこ

とを一概に否定的にはとらえないのですが、それを一概に「発達」とも言えないと書きま

した。また、大人になるといわれる確率的に多い筋道なることの存在も否定しません。し

かし、それはあくまで「確率的に多い」という話です。それを発達保障論の論者たちは、

絶対の法則として、あらねばならぬ筋道として、「発達」への信仰をもって、押し付けます。

「発達」への信仰というのは、そこに自らが（差別社会の）社会的な価値判断を我が物と

して、「発達」ということの中身を問わない、信仰以外の何物でもないということです。そ

して、「発達の法則性（弁証法）」が描く標準的人間像や発達の筋道から外れる障害者は、

発達の可能性があるということで無限の努力を強いられ、一方でその標準像から遠ざかれ

ば遠ざかるほど疎外されていきます。健常者に近づくということが障害者にかけられる第

一の課題で、これが全てと言い得る位に大きな課題になります。これは抑圧以外の何物で

もありません。 

 断っておきますが、「発達」ということばには疑問をもちますが、「発達」という言葉で

表現されている中身を一概に否定しているわけではありません。しかし、それはオルタナ

ティブなことではないかと思うのです。趣味といわれることは、各自が独自に何かを選択

していきます。カメラの趣味を持たないといけないとか、日本舞踊をしなければいけない

ということはありません。現在的にも一定オルタナティブなことがなしえることです。

（注 ）ところが、何かの類いのことは、こうあらねばならないとされます。その何かと

いうとは、障害者の差別の問題で言えば、標準的人間像に外れるということで、身辺自立

の概念と労働力の価値ということを土台にした価値像としてあります。そもそもヒトが協



働する動物ということで、様々の役割編成の中で生きていて、労働においては分業が細分

化され、家事においても女性へ押し付けて来た流れの中で、個人的営為において何故身辺

自立が強要されるのでしょうか そもそも人のいろいろな生きている活動がなぜ、労働と

か家事とか個人的営為（いわゆるクウ・ネル・アソブ）に分けられ、その中でも労働－商

品生産活動を軸に人が価値付られるのでしょうか？そもそも何故価値付けがおこなわれる

のでしょうか？ 

 発達保障論にはそのようなとらえ返しがなく、理想のまたは標準的人間像を描き、人の

確率的に多い「成長」という名の展開の筋道を、絶対的法則性としておきます。そして、

科学の名の下に、その標準像から外れる者を障害者として、標準的人間像－健常者に近づ

くのが、障害者の役割だとして、強要－抑圧するものでしかありません。そして、近づけ

ない者を、「仕方がない」者として、様々な形で隔離・排除していきます。それは、根源的

なところで、障害者の存在を否定する論理でしかありません。 

 繰り返し断っておきますが、「発達」ということで言われている中身について、全否定し

ているわけではありません。それはオルタナティブであることとして押さえています。例

えば、以前ある放送記者が中途障害者になったのですが、その記者はリハビリを途中で止

めて、車椅子使用者になりました。それで連れ合いなどに介助を受けながら、以前の職場

で働いているのですが、リハビリをして杖で歩けるようになるよりも、車椅子使用者にな

ることで、カメラが使えたり、仕事に集中できるのでかえって良かったと発言しているの

をテレビのドキュメンタリー番組でみました。 

 障害者が、介助なしに他の多くの人が食事をする方法と同じ方法で食事をする途を選ぶ

のか、介助を得て食事をするという方法を選ぶのか、介助なしに顔を皿に近づけて食べる

という方法で食事をとるのか、ということはその一人一人の障害者がオルタナティブに選

びとっていくことです。勿論、そこに介助者が少ないとか、様々な偏見、文化の違いを認

めず排他的な視線を向けるなどの色々な差別の問題がそこにあります。オルタナティブと

言っても、例えば、障害者がインフォームド・コンセントを受けても積極的に子宮を取る、

厳密に言うと自らの意志で取るように仕向けられるような情況があるということをとらえ、

その情況を変えること自体が問題になります。 

 総じて、今の情況で言えば、「発達」ということを有言無言の中で強いられ（強いられて

いるという事自体が自覚されない場合もあります）、自らの意志として選び取っていくとい

う情況があります。どちらを選択してもその人の生き方の問題だ、と言える情況－オルタ

ナティブな情況ではありません。そのようなこととして、現在「発達」ということが障害

者を抑圧する概念としてあることをおさえておかねばなりません。 

 （ハ）発達保障論は優生思想の一バージョン 

 最近『優生学の名のもとに』という本を読みました。優生学そのものに対する批判では、

ちょっともの足りなさを感じましたが、優生学の歴史を知り、優生学批判をするのに、ぜ

ひ読んでもらいたいと思っています。この本を読みながら、「優生学」と「発達保障論」は



つながっていると感じました。どちらも、より良き固体像を描き、それにいかに近づくか

ということを追求しています。また、「優生学」の初期の担い手の中には、進歩的と当時言

われていた人が多く含まれていて、「社会主義者」と呼ばれていた人もその中には含まれて

いたとのことです。「発達保障論」の論者も、「科学的社会主義」の信奉者がいるようです

し、マルクス－エンゲルスの理論を援用している（しているつもりになっている）人もい

ます。発達保障論を「発達の弁証法」としてマル－エンの弁証法の概念から導き出したか

のように展開してもいるようです。マル－エン自体が進歩史観にとらわれているという批

判もできますが、資本主義を賃金奴隷制としてとらえたマル－エンの立場からすれば、資

本主義を前の時代に比べて良い社会ととらえることには疑問を呈しただろうし、少なくと

もマルクスには「発達」ということの中身のとらえ返しがあったのではないかと思います。

発達保障論の論者には、「発達」ということのとらえ返しが全然とらえられないのです。科

学とは、社会通念（厳密に言えば「共同主観的意識」）を「高次化」したものにすぎないと

いうとらえかたができますが、科学の中立性などありえず、それ自体に価値判断が付帯し

ているということを押さえたところで、自らが依拠する価値判断自体を疑ってみる必要が

あるのではないでしょうか 優生思想が、その資本主義社会の競争原理を背景にして生ま

れ、その競争原理にどっぷりつかり、その競争原理を支える思想としてとらえた時、自称

社会主義者が、その優生思想にとらわれていった悲喜劇をしっかりとらえておかねばなり

ません。そのこととそっくり同じパターンで、優生思想が資本主義の成立期に生まれたと

したら、「発達保障論」－「発達の弁証法」は資本主義の爛熟期に現れた、優生思想の一バ

ージョンに過ぎないということをはっきり指し示しえるのではないかとも思います。 

（四）発達の弁証法 

 さて、発達の弁証法について、付言しておきたいと思います。「発達の弁証法」とは、人

の確率的に多くが辿る展開の筋道だと言いましたが、それを法則性として示し（法則とは、

常に仮説にすぎないとさえ言い得ます）、その「法則性の意識的適用」（注 ）として技術

的に援用するというならばまだ理解しえます（勿論、そのことを「発達」としてとらえる

かどうかということが問題になりますし、そこにおけるオルタナティブが問題になります）。

ところが、ここで、この法則性が、「発達の弁証法」の論者にとっては、絶対的な真理とし

てたちあらわれます。人はこの法則性にそって生きるべきこと、その法則性から逃れえな

いことになっているのです。彼らは、マルクスを云々していますが、唯物史観においては、

絶対的真理などはありえません。絶対的真理など口にしたら、それは神を産出することに

なります。ここでの弁証法は、実は初期マルクス（注 ）が、「逆立ちしている」と批判し

たヘーゲル弁証法にすぎません。絶対精神の自己展開として、現実がたちあらわれていく

のです。要するにここでいう「発達の弁証法」－「法則」は、神の別の名に過ぎないので

す。 

（五）まとめ 

 発達保障論の差別性をまとまりつかぬまま展開してきました。冒頭にも書きましたが、



発達保障論批判は、もはや語りつくされていると思います。その批判にちゃんと対話しう

るならば、発達保障論の論者たちは、その論を清算し、歴史の屑籠に捨て得るのではない

かと思っています。問題は、その発達保障論批判から更にさかのぼり、優生思想、健全者

幻想を撃つ闘いの途に進みゆくことでしょう この文がその再確認に役立ちえればと願っ

ています。 

 

 

注  つい最近、「宣言」を推進してきた伊藤氏は、それを出したのは「振り子の論理」で

出したのだと、「治す努力の否定」を清算しましたが、その当時に関わった人で、事実関係

の歪曲だと指摘している人もいます。 

注  マージナリティとは境界性と訳されます。ただ、差別に関して境界線上というのは

ありえません。マージナリティとは、被差別の側にいながら差別する側の価値観にとらわ

れている様を指しています。 

注  私サイドのとらえかたからすれば、過渡としての重要な意味はあったにせよ、「宣言」

は論理矛盾が孕まれたもので、障害者宣言として定立しなかったが故に、その後の混乱が

生み出された、と押さえています。 

注  行政側から出されているノーマライゼーションということと障害者運動の中で出さ

れている共生・共育ということは区別する必要があると思っています。それは、今日国会

での不戦決議に反対する人達が「共生」という言葉を使っている現実や、そもそも侵略戦

争が「大東亜共栄圏の形成」や「民族の協和」という言葉を掲げてなされたこととつなが

ることとして押さえられます。 

注  誤解のないように書いて置きますが、私は個性論を全面支持しているわけではあり

ません。「個性論」を過渡として大きく評価していますが、「関係論」へ止揚すべきと主張

しています。 

注  必ずしも、趣味的なことが純粋に趣味的なこととしてあるわけではありません。例

えば、吃音者の問題で言えば、非言語障害者にとって雄弁術の類いは、それを高じて職業

的なことに生かすにせよ、趣味的なこととしてありますが、吃音者にとってより上手にし

ゃべるということは、選択的なことではなく必須的に強要されることとしてあります 

注  武谷三男さんは「技術とは客観的法則性の意識的適用である」という命題を提示し

ました。法則性は仮説として、意識的に適用しうるとしても、「客観的法則性」などありえ

るのでしょうか 彼は結局「技術史観」と言われることに陥ってしまったし、武谷三段階

論は、近代主義－実体主義にとらわれています。 

注  初期マルクスはヘーゲル学徒－青年ヘーゲル派として出発し、その対峙の中で、ヘ

ーゲル批判をしていきましたが、初期においては、実体主義批判を十分なしえませんでし

た。そこで、「ヘーゲル弁証法は逆立ちしている」としてしか批判できませんでした。問題

はそれだけでなく、ヘーゲル弁証法は論理と歴史性が同じように、展開するのですが、後



期マルクスはそのことを区別し、歴史性として展開することには、疑問を呈したのではな

いかと想います。ここで、初めて近代主義の核である実体主義の乗り越えを確立しえたの

ではないかと言い得ます。ただし、エンゲルスは、弁証法の図式化の中で、逆に実体主義

にとらわれていく傾向を生み出しました。このあたりの詳しいことは、故廣松渉さんがそ

の膨大な著作で展開しています。 

 

（資料） 

 東京言友会   「私たちの基本的な考え」 

一、この複雑きわまる社会の中で、人間関係を円滑にし、発展させるコミニュケーション

がますます重要になっている今日、すばらしい個性をもちながら、ただ、コトバが不自由

であるというだけでそれを十分に発揮できず、不本意な生活を送っている仲間たち。そし

て、吃音を克服し、より豊かな、幸せな未来を築こうと願う仲間たち。 

 私たちは今、夢が現実となり、人類が自然を征服し、社会からさまざまな不幸を取り除

いてゆけるすばらしい時代に生きています。私たちを苦しめ、悩ませてきた吃音も力を合

わせて克服してゆける時代、社会から言語障害をなくしてゆける時代なのです。 

 悩みをあるがままに受けとめ、吃音克服に向かって手をつなぎ、充実した生活をおくり

ましょう。そして、私たちを苦しめている言語障害を社会からなくすために運動を進めま

しょう。 

 吃音に悩む全国百数十万人の仲間たち、言友会の活動に参加して、共に明るい未来を切

り開いてゆこうではありませんか。 

二、東京言友会は、一九六六年四月「自分たちの吃音は自分たちの力で克服しよう。そし

て全国の吃音者を解放しよう。」と志す人々によって創立されました。その後、多くの吃音

者が会の活動に参加し、吃音の克服に少なからぬ成果をあげることができました。そして、

全国各地の言友会の創立には支持と協力をし、他の言語障害に苦しむ人たちとの協力関係

を拡大してきました。 

 その中で私たち言友会の趣旨を理解する多くの協力者を得ることができました。 

三、言語障害の問題が根本的に解決されるためには、幼児期に義務教育期における言語対

策がどうしても必要です。また、成人の吃音の治療法で、すべての吃音者の治療に有効な

ものは、まだみいだされていません。 

 しかも、一般の障害者に対する国の対策が不十分な中で、言語障害者に対する国および

自治体の対策は、とりわけおくれているのが現状です。 

四、このような社会の中では自分の吃音の克服には自分で責任をもつという強い自己を作

ることが何よりも大切です。 

 そのために言友会では基本的な話し方の訓練や、詩吟、演劇などで確かなコトバへの自

信をつけ、合宿やレクリーションなどで正しい仲間意識を育て、その他のはばひろい活動

でより広い視野に立った人格の形成を行います。 



 私たちが言友会の総合的な活動を通して得た自信は自分で作ってきたかたい殻を打ち破

り、積極性を身につけ、何事にも負けない強い自己を作る大きな力になるでしょう。 そ

れと同時に言友会では、会員が自己の吃音で精一杯であるという状態から、同じ悩みをも

つ仲間たちのこと、そして私たちよりもはるかに重い障害者たちのことを考え、社会のさ

まざまな不幸を取り除くために活動し、その中で自己のもっている個性を最大限に発揮し、

吃音にもうち勝ってゆくたくましい社会人として成長する条件を作ります。 そして、言

語障害の問題を社会的に明らかにし、協力者をふやし、他の障害をもつ人々との協力関係

を拡大し、国および自治体の社会福祉、社会保障政策を充実化させる運動を進めます。 

五、私たちが言友会の活動を通して得た人格形成の成果は、単に吃音の克服のためのみな

らず、他のあらゆる生活の場で役立つことでしょう。 

 そして、全国各地の言友会、他の障害者たちをはじめ、私たちの活動を理解し、また協

力しあうすへての人々と共同して行う社会的な活動は、単に吃音者の解放のみならず、住

みよい、明るい社会を作る運動に大きく貢献することができるでしょう。 

 ［一九七〇年七月一九日 臨時総会で決定］ 


