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Globish―世界語の救世主となりうるか
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要 旨：
1960年代からGlobalizationという言い方がなされるようになり、それに伴っ
て「英語の世界化」（Globalization of English）という表現が出現してきた。そ
の延長線上で、四半世紀ほど前から World Englishes（世界の英語たち）という
ことばも用いられるようになってきた。英語の多様化である。さらに、近年で
は Globish なる「英語」が登場してきた。提唱者はフランス人の実業家 Jean-Paul
Nerrièreである。
氏は、グロービッシュは、世界でコミュニケーションの道具としての共通の
ことばで、それは、英米人の英語ではないと断言する。要は、非英語母語話者
の学習負担を減じた一種の簡易英語である。本論では、Globish とはどんなこと
ばなのかを論じ、それがこれからの世界で真の共通語として妥当なものか、ま
た、コミュニケ−ションの道具としての見地から、この変種が将来世界に広ま
っていく可能性はあるのか、などを展望してみる。
キーワード：
Globish、World Englishes、Lingua Franca、Nerrière、
cross-cultural communication

1 Globishとは：
A subset of the English language formalized by Jean-Paul Nerrière
フランス人で、英語を母語とせず、もとアメリカの大手企業の CEO だっ
た Jean-Paul Nerrière によって提唱されたいわゆる「国際共通語」である。
実際にネリエールが話している Globish は You Tube で聴くことができる。
1995年に、ネリエールは、商談中、日本人や韓国人の顧客と英語で話す
ほうが、英語母語話者である英米人と話すよりも通じやすいことに気づき、
decaffeinated English （カフェイン抜きの英語）という考え方がひらめき、
その英語を Glibish と命名した。
（cf. McCrum 2010: 8）誕生の背景について
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McCrum（2010）は次のようにも述べている。1989年のベルリンの壁崩壊
以後、新しい地球的文化（global culture）が形を変えて世界規模の文化革
命に至り、Globish なる述語をもたらした。
After the fall of the Berlin Wall in 1989 this new global culture would morph
into the worldwide cultural revolution that would become Globish.
（McCrum 2010: 209）
Globish で用いる語彙は1500語（Appendix 1 参照）、難しい文法やイディ
オム、ジョークの類は用いない。コミュニケーションの手段として用いる
ため、非英語母語話者の英語学習の負担軽減を目指したものである。オー
ストラリアの言語学者 Dr. John Ingram は筆者への私信で、Globish を a
minimum international language based on English と称している。
Globish は英語には違いないものの、アメリカやイギリスからは切り離さ
れた、誰にとっても外国語的存在であると主張する。Nerrière は Globish は
「世界の英語」
（English for the World）とか「単純な英語」
（Simple English）
の類ではないということを強調する。（Nerrière & Hon 2009: 51−52）
Without the name Globish, they［the native English speakers］will
not understand it is a special kind of English, and it is no longer their
English.（51）
. . . . .
Globish will be a foreign language to everyone, without exception. It is not
broken English . It is another version of English to which no native English
speaker was born.（52）
Globish という名前によって、それが特別な英語であり、もはや英語母語
話者の英語ではないということを述べている。また、誰にとっても例外な
く外国語で、かつ、
「ブロークン・イングリッシュ」ではない。英語の一種
ではあるが、誰一人として、生まれつきこのことばの母語話者は存在しな
いと主張している。
Globish という概念は非英語母語話者の間で生じたわけであるが、これに
関しては以下のように述べている。（Nerrière & Hon 2009: 45）
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But the true Globish idea started in international meetings with British,
Americans, continental Europeans, and Japanese, and then Koreans. The
communication was close to excellent between the British and the
Americans. But it was not good between those two and the other people.
Then there was a big surprise: the communication between the last three
groups, continental Europeans, Japanese, and Koreans, was among the best.
（45）
ここに Globish のルーツがある。もともとは国際会議で生まれたものである
と言う。そこで使用されることばは英語であるが、当然ながら、英米の母語
話者どうしはうまくコミュニケーションが取れるものの、非母語話者と母
語話者のやりとりはうまくいかなかった。これに対し、非母語者間ではう
まくコミュニケーションが取れたと述べている。即ち、くしくも非母語話
者どうしで用いられた英語が Globish なのである。（ちなみに、語彙、構文
から察しがつくように、上記引用の英語はすべて Globish で書かれている。
）
要約すると、ネリエールの Globish は図 1 − 1 および図 1 − 2 のように示
される。図 1 − 1 は日常使用する英語のニーズを「英語」と比較したもの
である。

図 1−1

英語と Globish の相対的比較（Nerrière & Hon 対訳版 2011: 44）

「英語」に対して Globish はおおよそ 8 割程度の言語ということになる。
いわば「 2 割割引の英語」である。図 1 − 2 は Globish の制約（limitations）
を表したものである。即ち、中国語交じりの英語、スペイン語交じりの英
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語、さまざまな「ピジン英語」などのうち、共通している部分（制約）を
抽出したものである。

図 1−2

GlobishとWorld Englishesとの関係（Nerrière & Hon 2009: 47）

図 1 − 2 に関して、Nerrière & Hon（2009）は Globish をサッカーのルー
ルに例えている。手を使ってはいけない、というような制約があるからこ
そサッカーは成り立つ。言語も同様であると言う。結局、英語に制約を加
えたものが Globish であるということになる。非英語母語話者がよく使う限
られた単語や言葉遣いを観察し、記録し、そこに見られる制約を皆が共有
すればさまざまな母語の人々がうまくコミュニケーションができるのでは
ないかという、いわば「制約の理論」
（theory of limitations）に基づいた提案
が Globish である。もしも皆の制約が全く同じになれば、それは制約がまっ
たくないことになるのではないかとネリエールは考えたわけである。（cf.
Nerrière & Hon 2009: 46）

2

Globishの発音・語彙・文法

1 ）発音
言うまでもないが、Globish の発音は英語母語話者並みである必要はな
い。基準は「通じる発音」である。
. . . a perfect pronunciation is not needed, but only an understandable one,
and that is plenty.（Nerrière & Hon 2009: 57）
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発音は理解されれば許容範囲であり、通じるならそれ以上「もっと上」を
目指す、つまり、母語話者の発音に近づこうとする必要はないとまで言っ
ている。
. . . , pronunciations are acceptable as soon as they are understood.
. . . People who have reasonable Globish pronunciation can now stop trying to
make it better −or to get closer to some native English speaker s−if they
are understood.（ibid.: 62）
これが Globish の発音に対する基本姿勢である。完璧な発音ではなく、
understandable な発音で十分であると言うが、実際に、具体的にどの程
度までの発音を要求するのかは示されていない。上述の You Tube でのネリ
エール氏の発音がモデルであろうか。だとすると、intelligibility の面でやや
心もとないように感じられる。発音、あるいは、話し方はその人のことば
の品格を問われる。これはコミュニケーションには大事な要素である。
Globish の発音について、まず、Nerrière & Hon（2009）の21章 Critical
Sounds for Global Understanding を参考に論じることにする。この章は、
いわば、
「世界で通じるための重要な音」を扱っている。非英語母語話者に
とって「むずかしい音」を見つけ出すために、ある実験を行っている。母
語の異なる 6 人の学生に同じ英文を読んでもらい、録音したものを基に分
析を行った。中国本土、フランス、ポーランド、インド、ハンガリー、ド
イツ出身の学生で、いずれも英語は中級から上級（middle-to-high level）で
ある。録音結果を英語母語話者に聞いてもらい、理解できたことだけを書
きとってもらった。この研究には 3 カ月費やした。6 人全員が録音した単
語リストは表 2 − 1 の通りである。
結果として、被験者全員に共通する発音の問題は、わずか 7 つの音だけ
だった。全員ができなかった音は、次の語の母音と子音［˙］だけであった。
mud（mUd）
, near（nEAr）
, ne（nO）
, now（nOW）
, face（fAce）
, bad（bAd）
;
thing（THing）
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表 2−1

録音した単語リスト（Nerrière & Hon 対訳版 2010: 157）

3 言語以上で共通して難しかった音声は図 2 − 1 に示す通りである。

図 2−1

3 言語以上で共通して難しい発音（Nerrière & Hon 対訳版 2010: 161）
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図 2 − 1 に見られる音声のうち、日本人学習者にとっても難しいものが
いくつか含まれている。日本語の音体系に無い母音、
［5］
、
［2］は「ア」に
置き換えてしまいがちだし、二重母音のいくつかは長音化して単母音化す
る傾向にある。また、子音［˙］も発音しにくい音である。
この実験で、難しい音は被験者の母語毎に異なりを見せている。自国語
に存在しない音は発音しにくかったようである。各被験者がうまく発音で
きなかった音声は表 2 − 2 の通りである。
表 2−2

被験者にとって困難だった音声（Nerrière & Hon［対訳版］2010: 161）

表 2 − 2 から分かるように、難しかった発音は、最大で中国語被験者の 6 つ
だけである。また、最も少ないのは、フランス語とドイツ語を母語とする
被験者であった。この 2 つの言語は、英語との言語間の距離が比較的近い
ということと関係している可能性がある。
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結論として、通用する母音に必要なのは、アクセントのある音節で妥当
に発音することであり、1500の単語について注意すべき発音と強強勢の位
置を習得すべきであるとしている。強勢を正しく発音すればその語は理解
してもらいやすいと言う。
強いアクセントの母音以外の発音について唯一言及している音はシュワ
―（［6］）である。
One key sound that is more important to Globish−and English−than any
other is the

schwa

sound.（Nerrière & Hon 2009: 103）

...
Using the schwa on the unstressed syllable is the most important thing about
Globish（or English）pronunciation . . . （ibid.: 104）
Globish で特に重要な音がシュワ―であり、弱音節でこの音をうまく発音す
ることが Globish で最も重要なことであると述べてはいるものの、この音の
調音法などの詳細については一切言及されていない。シュワ―を含む例単
語がいくつか提示されているのみである。
発音に関するこの章を通読して感じるのは「通じればよい」式の考え方
が支配しているということである。
（It is enough to understand, and to be
understood. ibid.: 135）先にも述べたが、音声はすべてを語るので、伝達者
のことばに対する品格もコミュニケーションでは確保したい。やはり、発
音のモデルは Inner Circle の英語としたい。その過程で獲得した発音でコ
ミュニケーションを図ればよい。通常のコミュニケーションでは「音声あ
りき」である。
非英語母語話者の学習負担（learning task）を減じるという「簡易英語」
はGlobish 以外にもいくつかある。その典型は Jenkins（2000, 2003）の
Lingua Franca Core（LFC）であろう。国際言語としての英語（English as
an International Language: EIL）として、外国人英語学習者から自ら得たデ
ータを基に、音韻的に LFC を定めた。詳細は御園（2009）に譲るが、例え
ば、［˙］、［ø］は phonological unintelligibility を招くことはなかったとい
う理由から、
［t］
、
［d］などに置き換えてもかまわない、語頭子音連結で母
音の介入を認める、機能語の弱形発音は必要ない、語強勢規則は教える必
要はない、などとしている。要は「近似の発音」でよしとする提案である。
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もっとも、LFC の提案はその後、かなりの批判をあびたせいか、Jenkins
（2009）では大幅に提案を縮小しており、LFC という用語さえ索引から姿を
消している。（cf. 御園 2009: 51−54）
その後、World Englishes に関連して Additional language、English as a
native language（ENL）
、English as a foreign Language（EFL）
、English as
a second language（ESL）、English as a lingua franca（ELF）、English as
an international language（EIL）、などの言い方が意識して使われるように
なった。さらに、Globish 同様、簡素化された英語の提案を昨今も見聞きす
る。Gimson（2008）は図 2 − 2 のような分類を試みている。

図 2−2

外国語としての英語の習得程度による分類 Gimson（2008: 317−8）

図 2 − 2 では、まず、Inner Circle（Crystal 2003: 61）の母語英語での変種
による混合種（Amalgam English of Native-speaker Englishes）とリンガ・
フランカとしての国際英語（International English）の 2 つに範疇化してい
る。前者を、さらに、英語母語話者レベルのモデルと、ややレベルを下げ
た easy intelligibility を目標としたモデルに分けている。（cf. 御園 2010:
115）
図 2 − 2 の RP 並みの発音を目指す High-acceptability Model（HAM）、母
語話者並みではなく easy English を目指す Amalgam English: Easy
Intelligibility（AEE）
、さらには、リンガ・フランカの伝達上最低限の理解力
を前提とした International English: Lingua Franca（IEL）を、子音、母音、
発話する際の統合要素のそれぞれの主な項目は表 2 − 3 、2 − 4 、2 − 5 のよ
うにまとめられる。これらの表を通して概観できることは、IFL（International
English: Lingua Franca）、即ち、国際英語レベルでの学習項目が大幅に減
じられていることである。この学習モデルでは、Gimson（2008）の言う
「機能負担量」（functional load）の低い音は学習項目から免除されている。
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頻出頻度が低いからと言って、例えば、［˙］、［ø］を他の子音（［t］、［d］、
あるいは、
［s］
、
［z］
）で置き換えてしまっては、Jenkins の主張する伝達度
での intelligibility は低下してしまうであろう。
表 2−3

子音学習項目比較： Gimson 2008の場合（御園 2010: 133−4）
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表 2−4

母音学習項目比較 Gimson 2008の場合（御園 2010: 134）

母音は機能負担量が高い。理由は、対立が多いからである。IEL のように、
［2］や［6］
（ないしは［5］
）を除外してしまっては、意味の弁別に関わる
hot-hat-hut のような対立はどうなってしまうのだろうか。Intelligibility は大
きく下がるはずである。
表 2−5

話しことばの統合要素学習項目比較 Gimson 2008の場合（御園 2010: 134）

Intelligibility という観点からは、リズム、イントネーションといった統合要
素も機能負担は高いはずである。英語の抑揚現象は、日本語に比べても、
はるかに大きい伝達上の役割を担っている。この種の要素をないがしろに
して理解度はかなり低下してしまう。（cf. 御園 2010: 138）
Globish の発音習得項目については Jenkins その他ほどには記されていな
いものの、方向としては同様だと推測される。
「英語の発音」から「割り引
いた発音」ということになる。これを推奨するか否かは学習目的をどこに
置くかによって変わってこよう。
2 ）語彙
日常会話でよく用いられる語を1500語選び、リストにしている（巻末
Appendix 1 参照）
。選択基準は「なんとか分かってもらえる」単語である。非
母語話者どうしでの伝達で十分過ぎる語彙は過剰であるという観点に立つ。
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Less is not enough. And more than enough is too much−too difficult−for
many people to understand.（Nerrière & Hon 2009: 34）
1500語の出どころとして、いくつかのモデルを参考にしたようである。
These 1500 words come from several lists of most−commonly used English
words. It is very much like the 1500 words used by Voice of America, but it
has fewer political words. It is very much like Technical English used in
international training books but without all of words for easements. In fact,
there are many lists of the

most common

1500 words, and they all vary a

lot in the last 200 words, depending on who is selecting. So this is ours.
（Nerrière & Hon 2009: 93）
語彙の選定者によって、最後の200語がどのリストも大きく変わってくるの
で、このリストは Globish 独自のリストであるとの主張である。
実際、この1500の単語リストを、例えば、VOA の単語リスト（VOA
Special English Word List 1510 Words、巻末 W−9 ）と比較してみると、か
なりの程度重なりが見られる。
Globish の1500語のリストであるが、例えば、見出し語 care は careful、
carefully、carefulness、careless、carelessly、carelessness、uncaring、な
どを包括するものとするとある。
（W−5 ）
（ちなみに、同書は1500語による
Globish で書かれているはずであるが、すぐ上の引用文中の easement な
る語彙はそのリストにはない。これも、ease に接尾辞 -ment を加えた派生
語であると言うのであろうか。たとえそうであったとしても、レベル的に
「規則違反」の感じがする。
）
従って、この種の派生語、および、専門用語（web、software、など）、そ
の他、国際的になっていて誰でも知っている hotel、police、taxi、toilet、
restaurant、photo など―これらはいずれも1500のリストには入っていない―
を加えると、1500としながらも優に5000は超える。実際、この1500語を基
に、単語をつなげて、workman、bedroom、weekend、street car などを、
接頭辞・接尾辞を加えて、impossible、unhappy、renew；possibility、
renewal などを、簡単な動詞と前置詞句を結び付けて take out、put on、get
up のような句動詞を作れば、5000語くらいには膨らませると述べている。
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（cf. ibid. 2009: 105−110）
1500語あれば、伝えたいことの80％を表現でき、教養のある英語母語話
者（well-educated speakers）と同程度のコミュニケーションが図れると言
う。また、残り20％については、つまり、リストの入っていない語彙につ
いては、その意味を表す定義を用いればよいとする。例えば、非英語圏の
人にとって nephew は「難しい語」であるということで入ってない。その代
わりに、the son of my brother と言えばよいとのこと。
（cf. ibid.: 36）それよ
りも nephew を覚えてしまったほうが楽なように思えるが。
同書ではこうも言っている。
Off-limits words are not wrong; it is just not wise to bring in difficult words
too often.（ibid.: 72）
Globish の範囲外の単語を使ってはいけないということではなく、難しすぎ
る語を頻繁に持ち込むのは賢明ではないとの、いわば、断り書きである。
実際、この後で、相手が難しい単語を使った場合は、それを辞書でチェッ
クして、語彙を増やしていくことはよいことであると述べている。となる
と、この1500の線引きもぶれてくるように思える。ただし、一応は、単語
リストにある以外の語の使用が許される規則を示してはいる。
Also allowed are（a）Names and Titles−（capitalized）,（b）International
words like police and pizza,（c）technical words like noun and grammar.
（Nerrière & Hon 2009: 85−6）
名前や肩書、国際的に使われる語、それに、専門用語である。専門用語に
ついては、追加される語を理解できない人がいたら、それを使うことは推
奨しないと付け加えている。
さて、1500の単語リストであるが、ざっと眺めても目につくこととして
は、be はあるが、is、are は含まれていない。ours はあるが、hers、yours,
theirs などはなく、yourself もない。tonight はあるのに、evening、afternoon、morning はない。一日の挨拶などはどうするのであろうか。politics
はあるのに、economics やmathematics などはない。数詞（one、two、three
. . . ten、twenty、hundred）はない。徐数の second、third はあるが、fourth
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以降はない。その他、基本語として、lake はあるが、pond はなく、sea は
あるが、ocean はない。また、weak、zoo、dollar、pound、examination、
translate、technology などはない。逆に、ballot、miscellaneous などは、こ
のレベルではなくてもいいように思える。
このリストでは、多音節語の強勢の位置は太字で示されており、その音節
をしっかりした音で言えば、たいていの人は残りの部分を理解できると付
け加えている。また、動詞と名詞の両方に使える語にはその旨のしるしが
付されている。例えば、import＊、export＊、progress＊、record＊、refuse＊な
どの語である。
英語特有の慣用句や比喩表現、例えば、biting the dust（土をかむ；戦い
で倒れて死ぬ）などは、グローバル市民（global citizen）にとっては必要
ないとする。（cf. ibid.: 29）この種の表現は英米人特有であり、Globish を
用いる人にとっては学習が困難であり、困惑させるものであると述べてい
る。
（cf. ibid.: 119）
3 ）文法
文を作るには、1500語を用いて、それらを S＋V＋O を基本に単語をつな
いでいき、もっぱら能動態を用い、I work on Sundays. のように表すとの
説明が最初にある。文法は英文法である。平叙文、否定文、疑問文、命令
文、仮定法などは英語と全く同じである。ただ、1 文の長さは15語以下に
するとある。
（cf. Nerrière & Hon 2009: 86）これについて、同書のAppendix
（153−175）で、Obama大統領の就任演説（2009年 1 月20日）をGlobish に
翻訳している。冒頭の部分を巻末 Appendix 2 に示しておく。
動詞の時制については表 2 − 7 のように示している。表 2 − 7 の時制のう
ち、最初の 6 つの時制を使い、最大10までの時制を使ってよいとする。最
後の 2 つの時制、即ち、過去完了進行形と未来完了進行形は Globish では使
わない。従って、基本的には現在、過去、未来の時制を主に用いることに
なる。
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表 2−6

時制（Nerrière & Hon 対訳版 2009: 115−6）

Nerrière & Hon（2009）では、文法に関して、外にもいくつか述べてい
る。関係代名詞や句に関する事項では、修飾や再帰節（reflexive clauses）
を多用しない。
〈避けたい文〉 We do not know where the keys to the back door were
hidden.
〈修正後の文〉 We cannot find the keys to the back door. They are hidden
somewhere.
これより難しいものとして、that や who
（m）を使った節に言及している。
英語母語話者はこのような関係詞をよく省くので、非母語話者には分かり
にくいと言う。
〈避けたい文〉 He s the man who I sold the house to.（＝He s the man to
whom I sold the house.）
〈修正後の文〉 I sold the house to that man.（or

See that person? I sold

the house to him. ）
これに加えて、分かりやすい句読法の活用について、文章の分割につい
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て、あるいは、数字の分かりやすい書き方について、などに触れている。
全体的には、文法にはごく簡単に言及しているのみである。これは、文法
は英文法と同じであることによるからであろう。要は、Globish は文法も英
文法から減じたものを推奨しているわけである。
上記に関連して、ウエブサイトの From Plain English to Global English
（巻末 W−8 ）より、cross-cultural communication という観点から、international readers を意識した際の英文作成上の留意点をいくつか紹介する。
ほぼ Globish に沿っている。
1 ）文は短くする。仕事関係の書類では 1 文は20語以内とする。宣伝文、
製品紹介の文は16語を最大とする。
2 ）形式主語や存在構文の There は混乱を与えるので、なるべく避ける。
また、どうしても使用する場合は、文を短くする。
〈避けたい文例〉 It is extraordinary how warm the weather is for July.
〈修正後の文例〉 The weather is extraordinarily warm for July.
3 ）短い語（miniword: get、go、lot、by、for、it、he、the、a、of など）
はそれぞれに意味がたくさんあり、読み手を混乱させる。
〈避けたい例文〉 At the end of the day, it s up to the Chief Executive.
（10の短い語が12語から成る文中に存在）
〈修正後の例文〉 Ultimately, the Chief Executive will make the decision.
4 ）否定疑問文は避ける。非英語話者には複雑で、相手が Yes/No を逆
に答える場合が多い。
5 ）否定語はなるべく使わない。文化によっては否定表現は侮辱と受け
取る場合がある。
〈避けたい例文〉
：The shipment will not arrive until late January.
〈修正後の例文〉
：The shipment will arrive in late January.
6 ）句動詞は EFL には難しいので、1 語の動詞を使用する。
7 ）助動詞は意味に多義性を含むので慎重に。
〈避けたい例文〉 Can you open a window please?
Could you open a window please?
Would you please open a window?
〈修正後の例文〉 Please open a window.
8 ）抽象名詞はなるべく少なくする。1 文に 2 ，3 個以上あると混乱を招
く。どうしてもいくつかは使わざるを得ない場合は、各文を短めに
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する。
9 ）イディオムは避ける。EFL は字義通りの意味に解釈する傾向がある。
〈避けたい文例〉 Now we re cooking with gas.
（to cook with gas「立派に［ちゃんと］やる；先端的な
ことに通じている」）
〈修正後の例文〉 Now we re advancing rapidly.
10）代名詞は international readers には分かりにくいので、十分な注意を。
11）多義性の意味の語は避ける。たとえば、理由を表す because の代わ
りに、as、since、while などは使わないようにする。
12）短いパラグラフに分ける。一つのパラグラフは10行以内にする。
13）読みやすさ（readability）を意識して文を書く。長い文と短い語（miniword）が多すぎると EFL readers を混乱させる。（Readability Score
を設定している。
）

3 Globish はなぜ必要なのか
Globish は、もともと、非英語話者のための道具である。それだけ、世界
では非英語話者どうしの会話が多いということであろう。これについて
Nerrière（2009）は Gradoll（2006）より図 3 − 1 として引用している。
図 3 − 1 によれば、英語の母語話者どうしが話す機会は 4 ％であるのに対

図 3−1

外国語としての英語の習得程度による分類 Gimson（2008: 317−8）

し、非英語母語話者どうしの会話率は74％にのぼっている。確かに、現在、
世界で何らかの形で英語を使用する人口は20億ともそれ以上とも言われ、
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そのうち、Inner Circle の英語母語話者はせいぜい 3 億 5 千万人程度であ
る。従って、確かに、英語母語話者と話すよりは、非英語母語話者どうし
でのコミュニケーションの機会のほうが率としては高いことにはなる。た
だ、だからといって、そういう場面で Globish である必要があるかどうかは
別問題である。仕事上でのコミュニケーションで図 3 − 2 を見てみる。

図 3−2

Business Communicationで用いられる言語（Gradoll 2006: 20）

角度を変えて、Globish が主に目指すビジネスでのコミュニケーションに目
を向けると、図 3 − 2 に示されるように、異言語間での言語は結局英語（グ
ロービッシュ）になる。
ちなみに、英語に比べて Globish なら習得時間が圧倒的に短縮されるとし
ている。図 3 − 3 にそのおおまかな概念を示す。

図 3−3

Globishと英語の習得時間の比較（Nerrière & Hon 2009: 30）
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Nerrière & Hon（2009: 55−56）では、英語でよく使われる語を350〜500を知
っている学習者なら Globish を学ぶのに 6 カ月ほど、また、そういう単語を
1000語知っている状態で Globish を始めれば 3 カ月で習得できると述べられ
ている。真偽のほどの判断はここでは避けよう。
加えて、Globish は英語に比べて習得時間が短いので、学習費用もずっと
安く済むと言う。図 3 − 4 にその概念が示されている。

図 3−4

Globishと英語の学習費用の比較（Nerrière & Hon 2009: 30）

しかし、Globish のほうが英語に比べて習得時間が短く、学習費用も安いと
する考え方はやや単調に思える。現状でも、例えば、我が国の英語学習と
習得状況を見てみると、いわゆる「伝達の道具として使える程度」にまで
達するのにはかなりの時間と労力（費用）がかかっているわけである。

4 Globishのメディア評価
今や Globish は今世紀の世界規模の方言になり始めているとさえ言われ
る。
Now the Globish began to emerge . . . the world-wide dialect of the third
millennium.（McCrum 2010: 209）
Globish は21世紀の世界方言であり、非英語話者はもとより、英米人も学
習すべきことばであるとさえ言っている。当然、このような Globish の評価
についてメディアもかなり取り上げている。そのいくつかに目を通してみ
る。
カナダの大手オンラインニュースサイトの Thestar.com（巻末 W−3 ）で
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は、 a form of simplified English that non-native English speakers from
different countries use with each other to surmount linguistic barriers とか
the planet s true global lingua franca などと評している。一種の簡易化され
た英語で、いろいろな国々出身の非英語母語話者が互いに使用し、ことば
の壁を乗り越えるもので、また、真の地球規模のリンガ・フランカである
報じている。

The Australian（December 12, 2006）（巻末 W−1 ）には、Globish now
the lingua franca of world travellers. 、 Anglophones no longer own English.
などの表現が見られる。

The Observer （December 3, 2006）（巻末 W−2 参照）では、 why
Globish−English-lite−is becoming the universal language of boardroom,
the net and politics なる表現で、また、バベルの塔の物語にちなんで、The
end of Babel is one of mankind s oldest ambitions, and Globish is its most
recent expression のように Globish を形容し、以下のように報じている。
Globish は、Me Tarzan, you Jane 式のブロークン英語ではなく、その目的は
global understanding between nationalities であり、かつ、世界で英語の
影響を劇的に制限するとのネリエールの主張を取り上げた後に、よく見て
行くと、ネリエールは古いフランスの国粋主義にとりつかれていると評し
ている。また、Globish と英語の違いについては、ネリエールの主張を引用
し、次のように述べている。
If you want to read Shakespeare or Harry Potter, learn English. If you want
to do business, learn Globish. There is no competition. Each is a distinct
concept.（巻末 W−2 ）
英語の役割と Globish の役割を分けている。そして、最後に、 Innovation
or aberration . . . what do you think? と結んでいるのは印象深い。
「革新か逸
脱か」というわけである。

Newsweek（June 12, 2010）
（巻末 W−4 ）には Globish（2010）の著者Robert
McCrum 自身の記事がある。今、世界の英語人口に比べて、英語母語話者
は 4 億である。従って、世界レベルでは非英語母語話者どうしのコミュニ
ケーションのほうが多くなる。ここに、極度に単純化された英語、即ち、
the newest and most widely spoken language in the world なる Globish が
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君臨する。何千もの言語が世界にあり、各国民が母語にしがみつくのは当
然ではあるが、言語どうしで伝達するには Globish になるとの主張である。
クロアチアの文化雑誌 EPOKA の編集長である Elia Patricia Pekica Pagon
とNerrière とのインタビュー記事（巻末 W−5 ）
（Don t speak English, parlez
Globish!!−English, Anglais-An Interview about Globish）では、世界で伝達
する言語としては英語は必要ではなく、Globish こそが「理解の識別閾」
（threshold of understanding）に到達するのに十分な言語であるとし、英語の
ように他言語を脅かすことはないと答えている。Globish の主な目標と将来
像を尋ねられると（What is the main goal of Globish and how do you picture its future?）、ネリエール氏は、人を楽にするような、そして誰もが同
等となるような official language になるのが目標であると答えて、さらに、
次のように結んでいる。
Maybe, some day, it will be accepted as a viable alternative by the
European Union or the United Nations, or other international bodies；it
would increase their efficiency very fast, and to a great extent.（W−5 ）
将来、Globish は EU や国連なから新興言語（viable alternative）として認め
られ、かつ、かなりの程度貢献するであろうとの予測を述べている。

The New Yorker（May 31, 2010）
（巻末 W−6 ）での Globish（McCrum
2010）の書評では、 Globish for Beginners というタイトルのもとに、
McCrum による Globish の特徴に言及した後、最終的に、For many people,
Globish won t be enough. They ll want to learn English. と評している。
Wikipedia は、Globish という述語は、GlobalとEnglishからのかばん語で
あると指摘しているが、提唱者のネリエールはそのことには言及してはい
ない。Globish はglobal Englishと全く同じであるわけではないとの評価が

The New Yorker に掲載されている。（巻末 W−6 ）
Wikipedia での Globish に対する批判として、以下の 3 点が挙げられてい
る。
1 ）Globish は、母語話者と非母語話者の、あるいは、非母語話者どうしの
会話のどちらについても、何らかの実証的な観察に基づいた証拠は提示
していない。
2 ）Globish には文化的侵略（cultural imperialism）になるのではないかとい
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う疑念がある。理由は、Globish は、今日英語が世界制覇をしているのと
同じ状況になるのではないかということである。
ことばによる imperialism に関しては、提唱者ネリエールの、Globish
こそが英語の世界侵略を防ぐものであるとの主張（Nerrière & Hon 2009:
66）と、また、1990年代からフランスで高まった anti-Americanism との
観点から眺めてみると、好対照であろう。（cf. McCrum（2010: 211−2））
3 ）Globish は結局は経済的動機（an ulterior economic motive）だけでは
ないのか。
要は、Globish は体系化されたことばにはなっておらず、また、人工言語
のほうが自然言語よりも好ましいというような印象を与えるとの批判であ
る。
実際、ネリエールの表したもの、ならびに、Globish について書かれたも
のに目を通してみても、そもそも Globish 自体が「英語」から独立した一つ
の変種としてはどこにも示されていない。1500語以外には、short sentences,
basic syntax などと言いながら、具体的には全体像は示されておらず、そ
の実体が見えてこない。語彙も英語から抽出されたものであるし、文法は
英語である。どう見ても、 a range of international Englishes with lots of
variation in pronunciation and grammar の範囲内に存在する「英語」の一
種である。実際、ネリエールは Globish は言語ではないと断言している。
First of all, it s［Globish is］not a language. A language is the vehicle of a
culture. . . . Globish is not such ambition, it is only a tool to communicate
internationally.（W−5 ）
Globish はあくまで国際間でのコミュニケーションの道具であると述べてい
る。従って、英語母語話者も Globish を学ぶ必要があると主張している。
Strangely, many native English speakers still believe they can do all things
better than non-native speakers just because they speak better English. How
long will it take for them to understand that they are wrong?（Nerrière &
Hon 2009: 50）
. . . In short, they too need to learn

Globish.（ibid.: 51）
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なお、Nerrière & Hon（2009: 177）にも、世界の137のメディアで取り
上げられた中で、そのうちの 3 つ―The Guardian、Iman Kurdi-Arab News、

The Times（London）―での紹介記事が引用されている。

5 ネット社会とGlobish
世界のインターネットのホームページのおおよそ70％から80％が英語で
あると言われる。McCrum（2010）はネットで英語の使用される割合につ
いて以下のように言及している。
. . . , in 2006−7, about 80％ of the world s home pages on the World Wide
Web were in some kind of English , compared to German（4. 5 per cent）
and Japanese（3. 1 per cent）,. . . McCrum（2010: 7）
2006年から2007年では、世界のウエブサイトの約 8 割が「何らかの英語」
であり、ドイツ語の4. 5％、日本語の3. 1％と比較し、いかに英語でのシェ
アが大きいかを述べている。
ネット社会の到来により、英語はますます広まった。このこともGlobish
を勢いづかせた要因になっていよう。皮肉なことに、anti-Americanism を
標榜する Globish が、アメリカの経済発展、科学技術の進展を援護したわけ
である。パソコン、インターネット、IBM、ビル・ゲイツなどの名前はそ
の象徴である。Web の普及とNerrière が1995年に Globish なる概念を提唱し
た時期は偶然とは思えない。（cf. McCrum 2010: 218）
McCrum（2010: 217−8）は、Globish は Generation Y の方言であると言
う。Generation Y は、ふつう、アメリカの1975年から1989年まで、即ち、
ベトナム戦争からベルリンの壁崩壊までの時代に生まれた世代を指すが、
広義には、アメリカ以外でも、ソ連なども含めて、この時代に生まれた若
者を含めることもある。要は、Globish は、世界の若者の使うことばになっ
ていると言いたいのであろう。
さらには、Wikipedia（wiki: ハワイ語 quick ＋paideia: ギリシャ語 education ）の普及もGlobish の普及に一役買ったと言われている。
（cf. ibid.:
219）ネット上に多量に出回る情報を正確に、かつ、迅速に伝えるためには
Globish、というわけであろうか。
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また、これに関連して、今日のスポーツの国際化も Globish に関連してい
ると言う。野球やサッカーなどに代表される国際スポーツは Globalization
の象徴である。オリンピック、スーパーボール、サッカーワールドカップ
などのメガ・イベントは Globish を広めていると言う。チューリッヒにある
FIFA の本部では、使用される標準言語（default language）は英語である
が、正確には Globish であるであると述べている。
（cf. ibid.: 220）
Graddol（2000）によれば、インターネットというメディアは、本質的に
は言語運搬装置であり、従って、最も広く使われている英語が世界を飛び
回ることになり、英語がますます拡散したと分析している。ただし、イン
ターネットに接続している全世界のコンピュータの 9 割が英語国に存在し、
アクセス可能なウエブサイトのホスト・コンピュータも英語国にあること
の反映でもあると付け加えている。（cf. Graddol 2000: 50）
これに対し、Graddol（2006: 44）では、インターネットでの英語の支配
率は2000年の51. 3％に対し、2005年では32％に減少しているというデータ
を示している。英語に次いでは「その他の言語」（Others）が20％と多い
が、日本語 8 ％、スペイン語とドイツ語が 6 ％と続いている。この 5 年間
で英語が減少していることを示している。
Nerrière & Hon（2009: 147−8）は、Globish の到来までには、3 つの障害
があると言う。
1 ）物理的な障害: 学習者は、十分に役立つレベルまで到達するのに、時間
と費用がないと考えている。しかし、これはまさにインターネットによ
って学びやすくなっている。
2 ）言語的障害: Globish はまだ十分に体系化されていないと言う人が多い。
そういう人々は、ことばの一部だけを身につけるということは無理で、
完全に習得すべきだと信じている。
3 ）政治的障害: 誰が Globish を実現させるのか、誰が Globish を求めてい
るのか、誰が最終的に Globish を「所有する」（own）ことになるのかと
いったような疑念が人々の中にある。これについては次のように擁護し
ている。
The very name Globish establishes this point of view−that of the Global
citizen who does not need the English past. This citizen needs only a dependable, usable language for the future.（Nerrière & Hon 2009: 148）
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Globish という名前こそが英語にまつわる過去を必要としない全地球市民の
新たな見解を作るのであるとの主張である。
「英語にまつわる過去を必要と
しない」
（ . . . who does not need the English past）というところがGlobish の
寄って立つところであろう。このフレーズに連想させられるのが McCrum
（2010: 132−3）で言及されているオバマ大統領の英語である。オバマ大統領
の背景から、数多くの民族の流れを引いていることが伝わり、彼の分かり
やすいことばは、まさに Golobish だと言う。1960年代の中頃以降、アメリ
カに非ヨーロッパ系の移民が増えてきたことにより、アメリカとヨーロッ
パの絆が以前よりも弱まってきた。それにより、アメリカの英語は、イギ
リスの英語との文化的、歴史的絆も弱まってきている。そういう舞台に登
場した既成概念を破り、分かりやすいオバマ大統領の英語は、これまたInner
Circle の英語からは独立した Globish と重なり合うと述べている。（cf. 巻末
Appendix 2 ）

6 結語
ネリエールは Globish と英語との違いを図 4 のように説明している。

図− 4

Globishと英語の方向性の相違（Nerrière & Hon 2009: 83）

図− 4 では左半分が Globish の方向で、右半分が English の方向である。図
の一番下で、学習内容を比べている。初級の段階では Globish と英語は似て
いるが、一番上の学習期間の比較では、1 年後、Globish なら仕事や旅行で
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90％やり取りができることになるとある。しかし、これは経験的に疑わざ
るを得ない。次いで語彙の比較がある。Globish では1500の単語と3500の派
生語で済むのに対し、英語では英語圏の国々からの文化を背景とした単語
があり、語数はずっと多くなる。Globish では単純な時制を用いるのに対
し、英語ではそれ以外に多数の時制を用いなくてはならない。Globish では
慣用句は使わないが、英語では多くの慣用句を用いる。
事実上、国境のなくなったとも言える今日、英語は英米の文化、しがら
みから離れて独り歩きをし始めたとよく言われる。今や英語は英米だけの
ものではなく、 a global means of communication 、つまり、 cross-cultural
communication の手段であると。（cf. McCrum 2010: 6, 15）こういう背景
から登場してきた、言ってみれば、
「低カロリー英語」
（English-lite）
、つま
り、一種の cut-down lingua franca である Globish は、国際間でのコミュ
ニケーションのツール以上になることは目指していないし、また、なり得
ないであろう。この点で、英語とは異なる。英語は文化と密接にかかわる
言語である。英語を真摯に学習すれば、豊かな文化の世界を探求できる。
しかし、Globish はそのような高望みはしていないはずである。
（cf. Nerrière
& Hon 2009: 41）
今後、Globish が真の国際語として広まって行くかどうかは判断しにく
い。冒頭で紹介したオーストラリアの言語学者 Ingram 氏は、世界で多くの
人が用いている今の英語が Globish と呼ばれるようにはならないだろうと述
べている。非母語話者のために学習負担を軽減すると言っても、学習者の
目指すところは「英語」である。仮に、世界の非母語話者が Globish を目指
すとしても、Crystal（2003: 61）の言う Inner Circle の英語を目標として、
たとえそのレベルまで行かなくても、結果としての到達点レベルの英語で
伝達の道具としているのが現状である。成功したと言われる英語学習者の
英語は、英語母語話者のせいぜい 8 割くらいではなかろうか。だとすると、
結局、それは Globish とほぼ同じようなものにも思えるのだが。
言語と国力は密接に関係がある。現在、世界的にみて、英米の主導権が
低下したと言えども、依然として英語は lingua franca であり、その自然言
語である英語に手を加えた、いわば「節減英語」なる人工言語をはやらせ
ようとする試みが成功するとすれば、これまでにない言語革命であろう。ち
なみに、近年はやりの英米主導型の英語資格試験の方向に走れば走るほど、
Globish からは遠のくことになる。ほぼ英米人並みの英語到達目標を掲げる
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各種英語資格試験の目指す方向と、Globish のゴールは異なるからである。
実際にネリエールの話している Globish を聞く限り、世界語としての理
解度、あるいは、
「英語」と比較した場合、世界語としての伝達度という観
点からは、現時点では積極的には支持しがたいように筆者には感じられる。
English no longer depends on the U.S. or UK. （W−4 ）は本当だろうか。
Globish is the worldwide dialect of the third millennium.（McCrum 2010:
228）は信じられるだろうか。諸氏のご意見を承りたいものである。最後
に、「減額した英語」を提唱するWells氏でさえ次のように述べている。
Speaking personally, I must say that my own aspiration in learning
languages is NS-like proficiency. I acknowledge that I may be unlikely to
attain it. But that doesn t stop me aiming for it. I try to inspire my students
with the same high level.（Wells 2005: 104）
即ち、外国語学習では、可能な限り当該言語に近づく努力をすべきである
と主張している。外国語学習では欠かせない視点である。
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Appendix 1
The Basic 1500 Globish Words（Nerrière & Hon 2009: 94−102）

― 164 ―

関東学院大学文学部 紀要 第124号（2011）

― 165 ―

Globish―世界語の救世主となりうるか

― 166 ―

関東学院大学文学部 紀要 第124号（2011）

― 167 ―

Globish―世界語の救世主となりうるか

― 168 ―

関東学院大学文学部 紀要 第124号（2011）

― 169 ―

Globish―世界語の救世主となりうるか

― 170 ―

関東学院大学文学部 紀要 第124号（2011）

― 171 ―

Globish―世界語の救世主となりうるか

Appendix 2
オバマ大統領の就任演説（2009年 1 月20日）の Globish 訳:
冒頭の部分のみ（Nerrière & Hon 2009: 153）

English Version

Globish Version

My fellow citizens:

My friends and citizens:
I stand here today full of

I stand here today humbled by
the task before us, grateful for
the trust you have bestowed,
mindful of the sacrifices borne by
our ancestors. I thank President
― 172 ―

respect for the work before
us. I want to thank you for
the trust you have given, and
I remember all the things

関東学院大学文学部 紀要 第124号（2011）

Bush for his service to our
nation, as well as the generosity
and cooperation he has shown
throughout this transition.

given up by the people who
came before us. I thank
President Bush for his service
to our nation, as well as for
the spirit of giving and
cooperation he has shown
during this change-over.

（左側の太字は Globish では用いられていない。）
なお、Globish に翻訳された 1 文（あるいは、カンマで区切られた節）の語数は
15語以内になっている。
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