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北海道大学大学院教育学研究院紀要
第138号　　2021年6月

アイヌ語復興の可能性としての「言語の巣」

野　崎　剛　毅*

はじめに　問題の所在と課題の設定

現在，世界には6,000～ 7,000種類の言語があり，そのうちの半数は話者6,000人以下である
と言われている。また，全体の90～ 95%の言語は，「子供がすでに母語として習得しなくなっ
ている『絶滅寸前の（moribund）言語』」か，「まだ習得はつづいているが，このままでいく
と21世紀末までに同じグループに入る可能性がある『消滅の危機に瀕した（endangered）言
語』」であるという（宮岡 2007：27）。
言語は単なるコミュニケーションの道具にとどまるものではなく，それぞれの民族特有の

文化や思想の根源である。ニコラス・エヴァンズがその著書『危機言語　言語の消滅でわれ
われは何を失うのか』で問うたように，ある言語の消滅によって失われるものはひとつの文
化体系，知識体系そのものといえる（エヴァンズ 2010=2013）。また，宮岡伯人は「文化の諸
要素のうち，その全体と細部がもれなく込められているのは，唯一，言語だけ」と指摘した上
で，侵略者が先住民に対してとった同化政策の柱が常に創氏改名，学校での母語禁止，寄宿
舎学校などを含む言語政策であったように，言語こそが「民族的アイデンティティの紋章」
（宮岡 2007：38）であると論じる。少数言語の保護は，マイノリティの権利を守る意味でも
最重要の課題といえる。
そのようななか，危機に瀕した言語の保護と復興について注目されている取り組みが「言

語の巣」（Language Nest）である。言語の巣とは，就学前の先住民族の子どもを対象とした
母語の習得を目指す取り組みである。その方法や形態は各言語の巣で違いがあるが，共通す
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【要旨】　本稿では，ニュージーランドから広まり，世界中の先住民族言語の復
興に大きな成果をあげているといわれる「言語の巣」の歴史や展開，実態を明ら
かにし，そのアイヌ語への適用可能性を検討する。世界各地の言語の巣の実態
をみたうえで，日本の状況やアイヌ語がおかれている現状と照らし合わせてみ
ると，制度面では言語の巣の規模や卒園後の継続教育の機会，言語習得が職業
へ結びつく環境の整備といった課題が明らかになった。またソフト面では，教
師の育成が喫緊の課題として指摘された。一方，アイヌ語はすでに正字法が確
立し，他地域に比べると絵本や教材，音声データの蓄積が豊富であるといった
アドバンテージもあった。アイヌを題材とした作品のヒットや民族共生象徴空
間「ウポポイ」の開業によりアイヌ文化，アイヌ語への関心も高まっており，ア
イヌ語言語の巣の実現は決して不可能なものではない。
【キーワード】言語の巣，コハンガ・レオ，先住民族，アイヌ，言語保障
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るのは，言語の巣にいる間はそれぞれの先住民族文化に子どもたちを浸し，マジョリティの
言語を極力使うことなく母語だけで生活をするということである。これにより，言語の巣を
卒業し小学校段階へすすむまでに，多くの子どもたちがマジョリティ言語と先住民族言語の
両者を身につけるようになるという。言語の巣の取り組みは世界中に広がり先住民族言語復
興の有効な方法とみられている。
一方，日本の先住民族であるアイヌ民族1とその母語であるアイヌ語をめぐる環境は極めて

厳しい。2007年に日本は「先住民族の権利に関する国際連合宣言」へ賛成票を投じた。その
第13条には「先住民族は，その歴史，言語，口承伝統，哲学，表記方法及び文学を再活性化し，
使用し，発展させ，及び未来の世代に伝達し，並びに共同体，場所及び人にその固有の名称を
付し，及び継続的に使用する権利を有する」とある。しかし，アイヌ民族がその言語を「再活
性化し，使用し，発展させ」られる状況にあるとは言い難い。
北海道環境生活部が実施した調査によると，2013年時点においてアイヌ語で「会話がで

きる」者は調査への回答者586人中5人とわずか0.9%にとどまり，その全員が50歳以上であっ
た（北海道環境生活部 2014：43）。これは，ジョシュア・フィッシュマンが提示した脅かさ
れた言語に関するスケールにおいて8段階中8段階目の「ごく少数の高齢者だけが話す言語」
（Fishman 1991：88）にあたり，マイケル・クラウスの示した言語の消滅の危機度でも7段階
中5段階目（7段階目は「絶滅した言語」）である「C：絶滅が深刻に危惧される。祖父母世代
以上のみが話す」に該当する（Krauss 2006：1）。2017年調査では，アイヌ語で「会話ができる」
と回答した「30歳未満」の者が2人あらわれた。ただし全体では「会話ができる」者は671人中
5人（0.7%）とほぼ横ばいであり，復興の動きといえるほどにはいたっていない（北海道環境
生活部 2018：49）。また，ユネスコが発表した「Atlas of the world’s Language in Danger」2

においてもアイヌ語は話者15人の「極めて深刻」（「絶滅」のひとつ手前の段階）な危機言語
に位置付けられている。このような状況であるにもかかわらずアイヌ語保護，復興の動きは
まだまだ十分ではない。
そこで，本稿においては先住民族言語復興のための一方策として，各国の言語の巣の実態

をみていくことにする。それぞれの国において言語の巣がどのように展開し，成果をあげて
きたのか，あるいは失敗してきたのかを先行研究を整理することで明らかにし，最終的には
わが国におけるアイヌ語復興への一助としたい3。
以下，第1節では，先住民族の権利についての流れを整理し，特にリベラルな文脈において

特定の民族集団の権利を擁護することがどのように正当化されるのかを，キムリッカの議論
を中心にみていく。続く第2節では，言語の巣の特徴と，それが世界的に展開していく過程を
先行研究から明らかにする。第3節では日本に視点を戻し，アイヌ民族の言語復興活動の現
在をまとめたうえで，言語の巣運動を日本で展開することを想定した際の課題と可能性を検
討する。

第1節　先住民族の言語をめぐる動向

第1項　先住民族の言語保障の展開
特に近代以降，入植者や帝国主義列強などによって支配されてきた世界各地の先住民族は，
その支配の過程である者は虐殺され，またある者は文化や言語の剥奪と同化を強いられてき
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た。同化政策は，先住民族文化は劣ったもの，野蛮なものであり，文明化，近代化しなければ
ならないという大義名分のもとで正当化された。
第二次世界大戦が終わると，脱植民地化や民族自決の風潮が広まるなかで先住民族の復権

をめざす動きがおこってきた。そのきっかけのひとつは第二次世界大戦に先住民族も一兵
士として参加したことであったという。アメリカ軍に従軍した先住民族の兵士は，軍隊の一
員として平等に扱われる経験をした。その経験が先住民族の退役軍人に，権利の確立の機運
を高まらせた。さらに戦後，退役軍人援護法によって支給される大学教育資金を使って大学
へ進学した先住民の人々が法律の知識を得たことが，合衆国政府に権利を迫ることへとつな
がっていった（スチュアート 2009：22，本多 2011：67）。
先住民族の権利を求める運動は，やがて1950年代後半から60年代前半にかけての公民権運

動にあわせて大きくなった。1970年代には世界各地で先住民族の復権を求める運動がおこる
と4，1982年に国際連合先住民作業部会（Working Group on Indigenous Populations：WGIP）
が立ち上げられた。1989年になると「独立国における先住民族および種族民に関する条約」
（ILO169号条約）が成立し，土地と水に関する先住民族の権利保障が求められた。
1991年にソビエト連邦が崩壊し，米ソ超大国による対立が解消されると，旧東側諸国を中

心として世界各地で民族運動がおこった。これにより先住民族を含む少数民族への関心は
いっそう高まった。国連は1993年を「世界の先住民の国際年」とし，1995年から「世界の先住
民の国際10年」がはじまった。地域単位での先住民族への意識も高まり，1997年には米州機
構が「先住民族の権利に関する米州宣言」の草案を採択している。2005年，「新世界の先住民
の国際10年」が始まり，2007年には「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択されるに
いたった。
これら先住民族の復権の動きと並行して，ヨーロッパを中心に少数言語保護の動きもすす

んでいた。20世紀初頭，両大戦による兵役やラジオの普及，鉄道網の整備による国内移動の
拡大といった要因により，先住民族を含むマイノリティの言語は急激に衰退していった。た
だし，これらは逆に，戦後の言語復興の原動力にもなっていった。兵役は使用言語の公用語
化をすすめた一方で，先述の通りその経験が戦後の先住民族復権の契機ともなった。
また，第二次世界大戦でナチス・ドイツがゲルマン民族とドイツ語によるヨーロッパ統

合をめざし，結果として大きな悲劇を生んだことへの反省から，戦後のヨーロッパ諸国は民
族と言語の多様性を重要なテーマに掲げることとなった（ジオルダン 2004：64）。そのこと
は，1951年の欧州石炭鉄鋼共同体調印からヨーロッパ共同体を経て1993年のヨーロッパ連合
（EU）発足へいたるヨーロッパ統合の流れにおいて，すべての加盟国の公用語をEU公用語
とする原則が貫かれていることからもわかる。
ヨーロッパ諸国は地域言語や少数言語の保護にも注力し，欧州評議会を中心として1992年
に「地域言語または少数言語のための欧州憲章」が発効，また，1994年には「民族的少数者保
護枠組条約」を策定した。2000年に公布された「EU基本権憲章」や，2009年に発効した「リ
スボン条約」にも言語の多様性の保障が盛り込まれたほか，2001年を欧州諸言語年とし，地
域語，少数言語，移民言語，手話に力を入れていくことが宣言された。

第2項　国民国家と先住民保護
このように先住民族の復権の動きは第二次大戦後を通して拡大を続けた。しかしその一方
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で，先住民族を特別視することへの批判も存在する。批判は右派的なものだけにとどまらず，
リベラルの文脈においても「普遍的人権の保障が重要なのであり，特定の集団に特別な権利
を与えるべきではない」という形であらわれる。言い換えれば，国家が先住民族を特別視す
ることの是非である。
この点に関しては，これまでにも「先住民族が本来持っていた主権を回復するため」，もし
くは「先住民族がもつ前近代的な生活様式を維持するため」という論拠がみられた。
しかし，国際法学者のジェームズ・アナヤは，この両者を先住民族の権利を擁護する根拠

としては斥けている。前者を斥けるのは，先住民族がかつて保持していた共同体を近代的な
「主権」とみなすことが難しく，また多くの先住民族は主権の回復，つまり独立国家の樹立ま
では望んでいないためである。また，後者を斥けるのは，先住民族が近代化してしまった時
点で自決権を必要とする理由が失われてしまうためである。
そのうえでアナヤは，すべてのネイション集団は差別禁止，文化的統合，土地や資源の管理，
社会福祉と開発，自治を実質的な権利として要求する権利をもち，なかでも先住民族は過去
の自決権侵害に対する救済的側面として，より強く自決権を要求することができると主張し
た（Anaya 1996）。
一方で，政治学者のウィル・キムリッカはこのようなアナヤの主張に対し，救済的権利は

一時的・過渡的なものにならざるをえず，地位や勢力の回復には役立つが，いったんそれが
満たされてしまうと必要性を失ってしまうと批判した（キムリッカ 2001=2012：182-3）。そ
のうえでキムリッカは以下のように先住民族の権利を擁護する。
キムリッカはまず，「経済的ヒエラルキー」と「地位のヒエラルキー」を想定する。経済的

ヒエラルキーは「再分配の政治」を，地位のヒエラルキーは「承認の政治」を生み出す。マル
クス主義者らは，承認の政治は再分配の政治に従属する二次的なものであると考えたが，キ
ムリッカは日系アメリカ人やカタロニア人，ケベック人らを例に承認の政治を要求する者の
経済的地位が必ずしも低いとは限らないことから，両者はどちらかに還元できるものではな
いと指摘する。承認の政治の要求には，「共通の市民的・政治的権利以上のものを求めるこ
と」，「民族文化的集団に固有のアイデンティティやニーズを承認し，受け入れようとする意
図があること」（キムリッカ 2002=2005：486）という2つの特徴がある。この要求をキムリッ
カは「多文化主義」と呼ぶ。
そのうえでキムリッカは，「リベラルな民主主義国家」とされているものが，その実は多

様なマイノリティたちをマジョリティによる単一の「社会構成文化」へと統合させるもので
あったことを喝破する。ここで社会構成文化とは，「（学校やメディア，法律，経済，政府など
の）公的および私的生活における広範な社会制度で使用されている共有の言語を中核とする，
領域的に集中した文化を意味する」（キムリッカ 2002=2005：499）。
承認の政治を要求する多文化主義は，マジョリティによる単一の社会構成文化を中心とし

た国民建設へのマイノリティによる抵抗と解釈できる。リベラルな民主主義国家は民族的多
様性に対し，民族文化を自己責任において追求する自由を認めるという「善意の無視」で臨
む。これは一見，多様な文化に対する中立的な態度であるようにみえる。しかし，マイノリティ
にとって言語や文化は「贅沢な嗜好」ではなく，「選択の余地のない状況の一部」（キムリッカ 
2002=2005：491）である以上，社会構成文化にマイノリティが多文化主義をもって対抗し，
承認を要求することは正当化される。
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このように，キムリッカはリベラルな文脈においても，先住民族の権利を特別に保障する
ことには正当性があることを示した。特に本稿で対象とする言語保障に関しては，社会構成
文化の中核であるマジョリティの言語へ抗うものであるという点からして意義深い。

第3項　就学前児童への多言語教育に対する批判
以上の検討により，マイノリティ，特に先住民族は独自の言語・文化を保障するよう働き

かける権利を持つこと，そして国はそれに対し，「善意の無視」ではなく対応する必要がある
ことが示された。
このような政治的な文脈での議論がすすむ一方で，教育面に着目すると幼児期の早い時点

で複数の言語を教えることに対しては古典的な批判も存在する。
ガルシアとジェンセンは，多言語教育に対する批判を「子どもにとっては一言語の習得さ

え難しく，多言語教育をするとどちらもうまく使えなくなる」，「子どもが混乱し思考力に支
障をきたす」，「マジョリティ言語の学習に費やすべき時間が減る」，「マジョリティ言語をは
やくマスターさせ，他の教科の理解の基礎を築くべき」，「教育言語が複数になると子どもが
混乱する」という5点にまとめている（Garcia and Jensen 2006：30）。また，岡秀夫はバイリ
ンガル教育に対して「人間の頭の容量は限られており，それを2つの言語で分かつとすると
半分ずつになってしまう」とする「素朴な説」が古くから存在することを指摘している（岡 
2003：31）。
しかし，これらの多言語教育への批判は必ずしも正しくない。ガルシアとジェンセンは幼

少期のイマージョン教育5により母語と英語双方を流暢に話せるようになったという研究報
告を紹介している（Garcia and Jensen 2006：33-34）。ハワイのイマージョン教育について検
討した大原由美子も，イマージョン教育を受けた子どもたちは英語もハワイ語も使えるよう
になったほか，学力も卒業率も高いことを指摘した（大原 2011：71-2）6。
また，岡戸浩子によると，ニュージーランドにおいてもイマージョン・スクールでマオリ

語教育を受けたマオリ子弟は，メインストリーム校に通うマオリよりも退学率が低いだけで
なく，学力も高い。さらにそれだけにとどまらず，卒業生に占める大学進学資格取得者の割
合は，メインストリーム校を卒業した非マオリとも遜色ないレベルになっているという。こ
の状況について岡戸は，マオリ語能力の向上がアイデンティティの確立をうながし，それに
よって高まった自己肯定感が学習意欲にも結びついているのではないかと分析している（岡
戸 2012：90-1）。
なお，EUではこれら古典的な批判を乗り越え，今やバイリンガル教育を超えたトリリンガ

ル教育，複数言語主義が推奨されてきている（杉谷・高橋・伊東 2005：38-9）。これはすなわ
ち，世界語としての英語やフランス語，ドイツ語，それぞれの国の公用語，自らが所属する民
族の言語をすべて身につけようという考え方である。もはや，マジョリティ言語か民族言語
かという二者択一の段階ではない。
以上のように，国が先住民族の言語権を保障しその教育機会を確保することは，政治的に

も教育学的にも妥当であることが示された。では，具体的に先住民族はどのような取り組み
ができるのか。その有力な取り組みのひとつである「言語の巣」についてみていくことにす
る。
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第2節　言語の巣の概要

第1項　コハンガ・レオ
言語の巣7がいつ始まったかについてはいくつかの見方がある。チェンバースらは，ニュー
ジーランドにすむサモアとクック諸島の女性たちが1973年に開設したアオガ・アマタ（Aoga 
Amata）が元祖であるとしている（Chambers 2015：27，Togiaso 2017：27）。ここで子ども
たちは言語だけでなく，文化をリスペクトすること，自尊心，家族の役割からサモア料理，礼
儀作法まで，様々な文化を学んだという。なお彼女たちはアオガ・アマタを開設する際にフ
ランス語イマージョン教育を参考にしており，これが言語の巣の方法論的なルーツとなって
いる。
そのような先駆的な取り組みはあったにせよ，言語の巣を一躍有名にし，世界へ広めていっ
たのは，ニュージーランドで開設されたコハンガ・レオ（Te Kōhanga Reo＝マオリ語で「言
語の巣」の意）であろう。コハンガ・レオはマオリ語話者の減少に危機感を抱いたマオリ部
族会議で提案がなされ，マオリ担当局の要請を受ける形で1982年に誕生した。
コハンガ・レオの大きな特徴は，幼児期から，すべての保育をマオリ語のみを使用してお

こなう点にある。イマージョン教育の影響を強く受けているが，イマージョン教育と同一視
するかについては論者によって立場が異なる。
イマージョン教育にはいくつかのタイプがあり，まずその開始年齢によって早期，中期，

後期にわかれる。また，イマージョンに使う時間によって全面的と部分的に分類される。部
分的イマージョン教育では，習得をめざす第2言語でおこなう授業は半分ほどでしかない。
ただし，全面的イマージョン教育でも，学年がすすむに連れてマジョリティの言語を使用す
る時間が増えていくのが一般的である。幼児期から第2言語に十分な時間をさく早期全面的
イマージョン式が特に効果が高いといわれている。この場合，習得をめざす第2言語の割合
が幼児期では100%であり，小学校段階に入ると70～ 80%ほどに，小学校修了頃には50%ほど
にまで減少していく（岡 2003：29-30）。
一方でコハンガ・レオは，早期全面的イマージョン式よりもさらに徹底した内容となって

いる。コハンガ・レオではマオリ語の習得だけでなく，マオリ式の生活を継承し，マオリ文
化を身につけていくことでマオリとしてのアイデンティティを獲得していくことまでが求め
られている（杉原・大藪 2006：104）。したがってその教育はファナウ（拡大家族）を基本と
した，マオリの伝統文化にのっとったものとなっている。
コハンガ・レオは，創設初年に100園，84年には250園，85年には400園と急速に拡大し，89

年には800園に達した。ただし，1989年に管轄がマオリ担当局から教育省へ移ると減少をは
じめ（飯野 2014：102），2020年の時点では460園となっている8。

第2項　言語の巣の展開
（ア）ハワイ
創設されたばかりのコハンガ・レオに注目し，すぐにその導入を目指したのがハワイの先

住民であった。1982年中にコハンガ・レオ創設の中心人物でもあったTāmati Reedyがコハ
ンガ・レオの情報をハワイへ伝え，それを受けて翌1983年の1月には7人のハワイ語教師によ
る言語の巣創設運動が始まった。そして1984年には，カウアイ島ケカハにPūnana Leo（ハワ
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イ語で「声の巣」）が創設された9。1985年にはさらに2園が開園するなど，ハワイの言語の巣
も拡大を続け，現在はハワイ州全体で12園が運営されている10。

表　言語の巣の基本情報
ニュージーランド 太平洋諸島 ハワイ フィンランド ノルウェー カナダ・モホーク族 カナダBC州

制度創設年 1982年① 1973年（NZ
にサモアとクッ
ク）①
1984年サモア
①

1984年①他 1993年スコル
ト・サーミ①
1997年イナリ・
サーミ⑤

1989年 ルレ・
サーミ⑦

1980年代初頭
①

1987年①

園数 800園（1989
年）④
460園（現在）
②

176園（1996
年時点）①

12園③ 11園（イナリ3，
スコルト2，北6：
2017年）⑤

3園（2010年）
①

3園（1987年
時点）①

27園（助成園
12園+15園：
2016-17年度）
⑤

園児数 1園あたり6～
60人。1992～
95年にマオリの
就学前児童の
46%が就園①
1園あたり最大
25人⑤

全 体 で3736
人。太平洋諸
島の就学前児
童の38%が言
語の巣①

175人（1996
年）①
ある園は定員
25人，ある園は
定員16人⑤
おおむね10～
12人⑨

イナリ・サーミ3
園計25人11の
言語の巣全部
で73人（2016
年）⑤

14人（2008年）
①

「コミュニティ
の半分以上が
言語の巣に参
加」①

3～6人（Syilx）
8 ～ 1 2 人
（Gitxsan）⑦

対象年齢 8ヶ月～ 5歳⑤ とある園は2歳
8ヶ月から5歳。
はいはいクラブ
は9ヶ月から3
歳⑤

10ヶ月から6，7
歳まで⑤
4歳以上で入る
と，別のサポー
トが必要⑤

1～ 5歳① 0～ 5歳⑧ 0～5歳⑧
6週間～5歳（教
育をうけるのは2
歳から）⑨

保育者数 5人⑤ 子ども5人につ
き保 育 者1人
が義務⑤

毎日3人① 最低2人の流
暢な話者。園
児5人に1人以
上の話者⑤

時間 9:00～ 15:00，
週30時間①

7:30～ 17:00①
⑨
平 日7:15～
17:00（授業は
8:30～ 15:30）
⑤

平 日7:30～
16:30⑤

7:00～ 16:15① 週15時間以上
のイマージョン
が必要⑤
1日5～6時間⑦
9:00～ 14:45，
週に4日⑨

運営主体 テ・コハンガ・
レオ・ナショナ
ル・トラスト
（トラスト以外が
管轄する言語
の巣もあり）

株 式 会 社ア
ハ・プ ナナ・
レ オ（'Aha 
Pūnana Leo 
Inc.）

イナリ・サーミ
語協会，都市
サーミ協 会，
サーミ議会等
⑥

その他 1987年にアオ
ガアマタがNZ
教育省から補
助金受給①

年 間7000ド ル
（朝食，夕食，お
やつ代込）⑤
保護者も語学学
校に通うことが
求められる。①
ハワイ語イマー
ジョンの公立
学校が21校あ
る。③
モンテッソーリ
教育①

月額283€（1日
5～ 7時 間 利
用。親の年収
で変動）⑤
運営費は国が
85%，自治体が
15%を負担⑤
イナリ語話者は
200人（80年
代）から400人
（2016年 ） に
増加。⑤

FPCCから2万
カナダ・ドル。
運営には年間
75000～ 10万
カナダ・ドルか
かる⑤
ほとんどの園
が苦戦。一年
で終わる園も
多い。⑤

①Chamber（2015）
②コハンガ・レオHP
③プナナ・レオHP
④飯野（2014）
⑤Okura（2017）
⑥野崎（2018a）
⑦McIvor（2016）
⑧FPCC（2014）
⑨McIvor（2006） 
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（イ）カナダ
太平洋の島々で広まっていった言語の巣は，徐々に世界全体へと広がっていった。1980年

代前半には，イマージョン教育発祥の地であるカナダのケベック州カナワクに，モホーク語
の言語の巣が設置され，1992年には地域の半数以上の子どもたちが通うまでになっていった
（Chambers 2015：29）
1987年にはブリティッシュ・コロンビア州のアダムズ湖にシュスワプ語の言語の巣が作

られている（First peoples’ cultural council 2014:7）。2016年までにブリティッシュ・コロン
ビア州の言語の巣は27園にまで増え，そのうち12の園が先住民族文化評議会から助成を受け
ている（Okura 2017：24）。また，2018年の報告書によると，そのうち10の言語の巣がフル・
イマージョン教育をおこない，そこには119人の子どもが通っているという（First peoples’ 
cultural council 2018：5）。

（ウ）北欧
1989年には，言語の巣は北欧でも展開を始めた。この年，ノルウェーのテュスフィヨール

にルレ・サーミ語の言語の巣が作られた。
国際先住民年の1993年にはフィンランドのセヴェッティヤルヴィにスコルト・サーミ語の

言語の巣が創設された。これは資金難から半年で閉鎖されたものの，1997年には再開された。
この年にはフィンランドのイナリとイヴァロにもイナリ・サーミ語の言語の巣が作られた。
特にイナリの言語の巣は，成功事例として世界的に知られていくこととなる。2016年時点で，
フィンランド国内に11園の言語の巣が設置されている（Okura 2017：133）。

（エ）その他の地域
2009年にはアメリカ本土でセネカ族の言語の巣が誕生した（Dowdy 2010：121）。2013年に

はオーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州にも最初の言語の巣が創設された11ほか，
ウェールズやアイルランド，スコットランドなどにも展開が続いている（Chambers 2015：
27）。

このように世界的な広がりを見せている言語の巣であるが，2021年時点で日本へは展開し
ていない。もし日本で言語の巣を展開するとしたら，どのような可能性があるのか。次節で
はアイヌ語の現状をみたうえで，言語の巣の可能性を検討していく。

第3節　「アイヌ語言語の巣」の可能性

第1項　アイヌ語の歴史・現状と保護・復興に関する活動
アイヌ語は，北海道を中心として樺太南部，千島列島，本州東北部などで話されている，あ

るいは過去に話されていた言語12である。その系統に関しては諸説あるものの，現在では日
本語はおろか他のどの言語とも系統関係が明らかになっていない孤立した言語であるとの見
方が強い（中川 2013：8，田村 2013：2他）。
明治時代に和人による北海道支配が強まると，学校等におけるアイヌ語の使用は事実上禁

止された13。また，アイヌの人々の中にもアイヌ語の使用を忌避する者があらわれ，アイヌ
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語はその話者を急激に減らしていった。
戦後もしばらくはアイヌ文化を忌避する傾向がみられたが，徐々にアイヌ文化を見直そう

とする動きがあらわれはじめ，1970年代にはウレスの会（1970年札幌），アイヌ語学習会（1973
年阿寒），ウエカルパ（1978年札幌）といった活動がみられるようになった（本田 1997：353-
4）。1974年に北海道ウタリ福祉対策が始まると，そのなかにアイヌ文化の伝承活動の奨励が
盛り込まれたこともあってアイヌ文化復興の動きは加速していくこととなる。
そのようななか，特にアイヌ語の復興に影響を与えたのはアイヌ民族初の国会議員となる

萱野茂であろう。萱野は1983年に「平取町二風谷アイヌ語塾」を開いた。これが，アイヌ民
族が初めて設立したアイヌ語教室であったという（上野 2014：80）。萱野は当初，1979年こ
ろから地元をあげての誘致活動が始まった「二風谷保育所」において，就学前の子どもたち
にアイヌ語を教えようとした。しかし保育所を所管する厚生省から「言語教育を目的とする
ならば補助金は出せないとのクレームがついた」（本田 1997：355）ために断念をしたのだ
という。ただし，ここで萱野が構想していたのはあくまでも幼児向けの日本語によるアイ
ヌ語教室であり，言語の巣のような取り組みを目指していたわけではないようである（萱野 
1988：1）14。
二風谷アイヌ語塾は1987年に北海道ウタリ協会の事業に組み込まれ，「平取町二風谷アイ
ヌ語教室」に改称する。北海道ウタリ協会は二風谷や旭川を皮切りにアイヌ語教室を拡大し
ていき，最終的には全道に14箇所の教室が開設されることになった。アイヌ語教室は成人の
部と子どもの部からなり，アイヌ民族に限らず和人も受講できただけでなく，無料であった。
アイヌ語教室が誕生した1987年には，萱野が中心となりSTVラジオ「アイヌ語講座イラン

カラプテ」が始まった。アイヌ語講座イランカラプテは，萱野が参議院議員選挙に立候補する
ため降板するとその内容がアイヌ文化の紹介へとかわっていき，最終的には打ち切られるこ
とになった。その後1998年に「アイヌ語ラジオ講座」として復活し，2021年現在も続く長寿
番組となっている15。
1997年に成立したアイヌ文化振興法は，第2条において「この法律において『アイヌ文化』

とは，アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた音楽，舞踊，工芸その他の文化的所産
及びこれらから発展した文化的所産をいう」と謳い，アイヌ文化の筆頭にアイヌ語をおいた。
また，同法により規定業務を担うことになった公益財団法人アイヌ文化振興・研究機構は，
その事業の2つめに「アイヌ語の振興」を掲げていた。アイヌ語教室は2011年からアイヌ用語
学習講座となり，アイヌ語だけでなくアイヌ文化を理解するための講座へと変容し，全道7箇
所で継続している。
一方，二風谷アイヌ語教室では，関根健司・真紀や萱野茂の孫である萱野公裕を中心と

して，テ・アタアランギ法が導入されるなど，新たな動きが生まれてきている（竹内 2015：
17）。テ・アタアランギ法はニュージーランドで1970年代後半に生み出された成人を対象と
するマオリ語復興のための教授法である。カテリナ・テ・ヘイコーコー・マタイラとンゴイ
ンゴイ・テ・クメロア・ペファイランギによって確立した。マオリ語をまったく使えない
成人に対しマオリ語のみを使ってマオリ語を精神から理解させようとするものである（岡崎 
2015）。テ・アタアランギ法は，その方法論やコンセプトの点で言語の巣と重なる部分が多い。
ただ，あくまでも成人教育を目的としたものであり，幼児を対象とした言語の巣の理念とは
異なっている。
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このようにアイヌ語復興のための取り組みはおこなわれているものの，言語の巣の創設に
向けた動きはまだない。では，もし北海道でアイヌ語の言語の巣を創設しようとした場合，
どのようなことが考えられるだろうか。言語の巣の成功例といわれるニュージーランドやハ
ワイ，フィンランド等の事例や，逆に数少ない，報告された失敗例であるカレワラ16の事例を
参考に，そのハード面とソフト面から検討したい。

第2項　制度としての言語の巣
言語の巣のハード面，制度面から見た際に重要となってくるのは，「バックアップ体制」「規
模・園児の特性」「小学校以降の制度」である。

（ア）バックアップ体制
言語の巣運動の原点となったニュージーランドでは，コハンガ・レオの設立をマオリ社会

全体，そして行政が一体となって後押ししていた。1960年代の公民権運動を契機とした，世
界的な民族解放運動の高まりのなかでマオリ語復興を求める運動が盛り上がり（岡崎 2015：
62），1980年には部族ごとの会合でマオリ語の将来について盛んに議論がおこなわれた。そ
の結果，コハンガ・レオはマオリ担当局の要請という形で作られるにいたった。初年度であ
る1982年の時点で100園が設置されたのも，このような事情による（杉原・大藪 2005：104）。
その後も，コハンガ・レオはニュージーランドの教育制度のなかで重要な位置づけを与えら
れている。
だが，制度的には政府からの強力なバックアップを受けていたコハンガ・レオも，予算的

な側面では充実しているとはいえない状況であった。コハンガ・レオの関係者のなかで給与
を受けている者は10%程度であり，その成功には親とボランティアの尽力が不可欠であった
という。1990年に管轄がマオリ担当局から教育省へ移行するまでは，政府の援助はほとんど
なかった（杉原・大藪 2005：105）。
この，親を中心としたボランティアによって成り立っていたという点は，コハンガ・レオ

に先駆けて創設されたアオガ・アマタもまた同様である。
一方，ハワイの言語の巣は，1970年代を通したハワイ語復興運動や，コハンガ・レオ設立

を受けての運動の高まりはあったものの，行政とは激しく対立する状況であった。ハワイ州
では法律上，公立学校における指導言語としてハワイ語は認められていなかった。そのため，
ハワイ語の復興をめざす草の根組織である’Aha Pūnana Leoは，ハワイ語を使った幼児教育
を認めるための請願を州議会におこなうところから始めなければならなかった。1984年に開
設した言語の巣は公的な幼稚園としての立場を与えられることはなく，法的な障壁が取り除
かれたのは1986年になってからであった。
1986年にハワイ語で教育をおこなう言語の巣が幼稚園として認められ，また同時に公立学

校においてハワイ語を使用することも認められると，その後は州議会からも連邦政府からも
バックアップを受けられることになった。しかし，それでも特に予算面での不足は解消して
おらず，保育料の個人負担額は年間7,000ドルほどにもなるという（Okura 2017：31）。
フィンランドでは，サーミ側のバックアップ体制は確立しているものの，予算が単年度で

しかつかないという行政上の事情により，言語の巣の基盤は盤石とは言い難い（野崎 2018a：
195）。実際，フィンランドで最初に作られたスコルト・サーミ語の言語の巣は，政府の予算
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措置がとまったためにわずか半年で閉鎖されることとなった。ヘルシンキで言語の巣を運営
する都市サーミ協会は独自に各種の補助金を申請することで政府からの援助に頼らないです
む体制を作ろうとしているが，不安定であることにかわりはない。

（イ）規模・園児の特性
行政上，予算上のバックアップとも関係してくるが，子どもの生活すべてを先住民族言語

で「浸そう」とする言語の巣では，園児数が重要な成功要因となっている。園児数が少なく
なることで一人ひとりとの会話の機会が多くなり，また，保育者の目が行き届くようになる
ため子どもたちが隠れてマジョリティ言語を使用することが減るためである。
ハワイやフィンランド17の言語の巣の1園あたりの園児数は10人前後であり，日本の幼稚
園，保育所と比較すると極めて少ない。コハンガ・レオも，園によっては60人規模のものも
あるようだが，多くは10～ 20人程度である。そして，この「園児数の少なさ」は他地域の言
語の巣においても共通している。ニューヨークにあるセネカ族の言語の巣も1園あたりの人
数は10人である（Dowby 2010：121）。
また，どのような子どもをうけいれるのかという点も注目しておきたい。
まず，すべての言語の巣に共通することは，当該先住民族の人々にとって言語の巣は，あ

くまでも数ある就学前教育・保育の選択肢のひとつであるという点である。先住民族の子ど
もは全員言語の巣に通わなければならないわけではないし，このことは小学校段階，中学校
段階においても変わらない。コハンガ・レオでさえも，利用者は幼児教育機関に通うマオリ
の子どものうちの46.3%であった。マオリの子どもで幼児教育機関を利用している者が45%
であるので，マオリの子ども全体に占めるコハンガ・レオ利用率はおおよそ2割である（杉
原・大藪 2005：105）。言語の巣はあくまでも権利であり，義務ではない。
次に，多くの言語の巣は必ずしも先住民族の子どもしか通えないわけではない。イナリの

言語の巣ができた際，最初に入園した8人のうち，サーミは1家族だけで残りはフィンランド
人家庭であった（Pasanen 2010：99）。都市サーミ協会が運営するヘルシンキの言語の巣は
入園資格をサーミに限定しているが，イナリ・サーミ語協会は現在でもサーミ以外の家庭が
入園することを拒否してはいない（野崎 2018a：194）。

（ウ）卒園後の制度
言語の巣を成功させる制度上の要因として，おそらく最も重要なのは卒園後の体制づくり

である。イナリとカレワラの言語の巣を比較したパサネンは，カレワラの言語の巣が「失敗」
に終わった理由として卒園後に入学する小学校の違いを強調している。フィンランドでは
2003年に成立したサーミ語法により，サーミエリアに住むサーミがサーミ語による教育を受
ける権利が保障された。イナリにある基礎学校ではフィンランド語の他，北サーミ語，イナ
リ・サーミ語，スコルト・サーミ語のなかから母語を選ぶことができるようになっており，
サーミ語を使用し続ける環境が整えられている（上山・野崎 2016：76）。それに対しカレワ
ラの小学校では，1年生で週に1時間，2年生でも週に2時間しかカレワラ語の授業を受けるこ
とができず，先住民族言語を使用できる環境が止まってしまっていた（Pasanen 2010：106）。
その他の地域に目を向けても，ニュージーランドでは1985年にマオリの小学校であるク
ラ・カウパパ・マオリが設置され，1989年には正規の学校として認められている。マオリは
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さらに中等教育機関であるファレ・クラ，高等教育機関であるワーナンガも設置することで，
就学前から初等教育，中等教育を経て高等教育にいたるまで，すべてマオリ語で学び続けら
れる環境を整えている。
ハワイでも，1987年にイマージョン教育をおこなう小学校が設置され，1996年までには高
校まで，完全イマージョン教育で卒業できる体制が作られた。1999年には，実に100年ぶりと
いう，幼稚園段階から高校まですべてハワイ語で教育を受けた生徒11人が卒業を果たしてい
る18。
そしてさらに強調すべきことは，先住民族の言語を習得することが実生活に役立つという

ことである。イナリでは，イナリ語が復興するなかでマスメディアを中心にイナリ語を使用
する職業があらわれた。また，言語の巣とは異なるものの，スウェーデンではサーミ地域に
おいて，サーミ語による手続きができるスタッフの設置を義務付けることで，サーミ語話者
の雇用を作り出し，そのことがサーミ語学習へのインセンティブとなっている（野崎 2018b：
231-2）。

第3項　言語の巣における教育実践
言語の巣のソフト面，教育内容について重要となるのは，「教員養成」「教材」「先住民文化

の伝達」「保護者の動き」である。

（ア）教員養成
どのような教育制度においても，質の高い教員の養成は重要な課題である。
言語の巣創設時では，ニュージーランドなどのように地域の長老などが中心となったケー

スと，ハワイなどのように学校の教員が中心となったケースとがある。いずれにしても共通
するのは，後継となる優秀な教員を養成するために多大な労苦を払っているという点である。
コハンガ・レオよりも以前に作られたというアオガ・アマタでは，子どもたちの母親が地

域の長老に教師役を依頼する形をとった（Chambers 2015：28）。
ニュージーランドでは，拡大家族であるファナウが中心となってコハンガ・レオを運営し

たため，そのファナウの長老が教師役をつとめた。初期の段階では年配のマオリ語話者に若
いスタッフをつけることで，若い世代が自然とマオリ語を習得し後継者になれるよう配慮を
していた（Chambers 2015：29）。その後，1996年には教育省協力のもと，1年制の補助教員養
成コースが作られた。このコースはマオリ語を全く話せない人向けとなっている。さらに，
ある程度マオリ語を使えるスタッフがさらに上達するための1年初級コースと教師の訓練を
目的とした上級3年コースとが設置され，質の高いスタッフ・教員の養成をおこなっている
（杉原・大藪 2005：105）。
マオリは，言語の巣が作られた頃でも2割から3割程度はマオリ語を話せる者が残っていた。
それに対しイナリ・サーミ語は，言語の巣設置時点で「絶滅状態」と表現されるほど話者が
少なくなっていた。先述の通り，言語の巣開設時にフィンランド人家庭を多く受け入れなけ
ればならなかった理由はここにある。ただし，イナリでは，言語の巣ができたことがサーミ
たちの意識をかえた。言語の巣の設置に触発された成人たちがイナリ・サーミ語を学ぶよう
になり，地域全体が教師役を果たすようになったといえる（Pasanen 2010：100）。イナリ・
サーミ語協会は後に，1年コースのサーミ語教員養成コースを立ち上げる。ただ，皮肉なこと
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にイナリ・サーミ語が使えることが武器となる職業が地域に増えていく中で相対的に保育者
の賃金は低くなり，結果として言語の巣の保育者も常に人材難となっている。
ハワイではハワイ語教師たちが言語の巣創設運動をおしすすめた。そのため，創設時の

教師の質という点では他の地域よりも恵まれていた。また1998年にはKa Haka ‘Ula O Ke
‘elikōlani大学にハワイ語教師の認定プログラムが開設された。これはアメリカ合衆国にお
いて初の，先住民族の言語で実施される教員認定プログラムであった。

（イ）教材
多くの言語の巣が苦労しているのが，先住民族言語による教材の作成である。
ハワイでは，ハワイ語教師が中心となって早くから教材の不足が指摘されており，その準

備に力がさかれていたという。
フィンランドでは，イナリ・サーミ語協会がイナリ・サーミ語による教材の作成をすすめ

ている。ただし，その量は十分とはいえず言語の巣でも保育者が作成した独自の教材が使わ
れている。スコルト・サーミ語の言語の巣では教材不足はさらに深刻であり，使用される教
材のほとんどは保育者によるものだった（野崎 2018a：196-7）。
なお，アイヌ語においては先述の萱野公裕がクラウドファンディングで資金を集め，独自

のアイヌ語教材を作成する試みをおこなっている。2020年4月13日までに，目標額75万円の
ところ974,000円の支援を集めた19。

（ウ）先住民文化の伝達
言語に関するイマージョン教育と言語の巣の実践を区別する際，その特徴のひとつは，言

語の巣では言語だけでなく，先住民族の文化そのものを伝達しようとする点にあるといえる。
最初の言語の巣ともいえるアオガ・アマタでは，言語だけでなく，文化へのリスペクト，

家族の尊厳，自尊心，他者への共感，芸術としての歌や踊り，サモア料理，手工芸，文化的なゲー
ム，サモアの礼儀作法なども教えられた（Chambers 2015：28）。
また，コハンガ・レオも，直接マオリ語を教えようとするよりは，マオリ伝統の踊りや歌

を繰り返すことで文化と言語を身体化しようとしており，ファナウを中心としたマオリの価
値観のなかで教育をおこなっている。

（エ）保護者の動き
言語の巣においては，保護者の意識も重要である。
ハワイの言語の巣では子どもが3歳以下の場合，Hui Hi’I Pepe（赤ちゃん抱っこクラブ）に
入り，親も一緒に職員とハワイ語を習う。その後も義務ではないものの，親は語学クラスに
出席すること，家庭でも極力ハワイ語を使用することが求められる（Chambers 2015：30）。
保護者の意識が重要となるのは言語面だけではない。
パサネンは，カレワラの言語の巣が失敗におわった原因として，前述した「卒業後の学習

環境」だけでなく，保護者の疑念も挙げている。イナリでは，イナリ語を学習することが言
語の巣の内部だけでなく，地域全体にも派生していった。一方でカレワラでは，保護者のな
かにカレワラ語だけをやっていてよいのかという疑念が残り続けたという。そのため，言語
の巣に対してでさえ，ロシア語を学ぶ時間も作るべきだという要望が出されていた（Pasanen 
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2010：110）。保護者がどれだけ先住民族言語の習得に本気になれるかが，言語の巣成功の大
きな要因となっている。

第4項　言語の巣設立への諸課題
最後に，言語の巣の設立を目指した際に直面しうる課題について確認しておこう。
渡邊日日と木村護郎クリストフは，ハワイ語やマオリ語，ウェールズのカムリー語などの

少数言語復興の成功例として挙げられる地域が「英語を『外国語』として新たに学ぶ必要が
ない英語圏の例が多い」（渡邊・木村 2011：14）ことに注目している。フィンランドは英語
圏ではないが英語教育が浸透しており，特に若い世代ではほとんどの人がフィンランド語と
同様に英語を話すことができる。これは，アルファベット表記ですらない日本語をマジョリ
ティ言語としているアイヌの人々にとっては厳しい指摘といえる。現にアイヌの人々のな
かにも，「今さらアイヌ語をどうする。それより英語でもおしえてくれ」（松本・江川 2001：
272）という者がいるように，日本語の次にまずは英語をという意識は強いだろう。
また，仮に言語復興が成功したとして，その後の議論となるが，原隆幸や江田優子ペギー

は香港やシンガポールのようにバイリンガル教育が浸透していった社会において，母語と少
数言語の「二言語使える人」と「少数言語しか使えない人」の格差が拡大している点を指摘し
ている（原 2012，江田 2012）。アイヌ語に関していえば，「少数言語しか使えない人」の存在
は考えにくい。しかし，もし「アイヌ語を使えること」がひとつのステータスになるならば，
「アイヌ語を使えないアイヌ」との格差が生じることは考えられるだろう。

結論

本稿では，先住民族言語復興に大きな役割を果たしている言語の巣と，アイヌ語復興への
可能性について検討してきた。
その成功例や失敗例から考えるに，日本でアイヌ語の言語の巣を導入し，アイヌ語復興に

つなげるためには長い道のりがあるといわざるをえない。
まず，制度面では言語の巣を設置すると同時に，小学校以降の学校においてもアイヌ語に

よる教育の機会を確保する必要がある。言語の巣自体の規模も，日本の幼稚園，保育所の規
模と比較するときわめて小規模な形をとる必要があるだろう。
言語の巣やその後の学校制度の整備とともに，アイヌ語を使えることが仕事上で有利とな

るような環境を整える必要がある。日本においては英語教育の導入に対しても，「まずは日
本語を」という意見が多く出てくるように，第1節第3項でみた「子どもは一言語ずつ学ぶべ
き」というようなバイリンガル教育への素朴な批判は根強い。カレワラの言語の巣がロシア
語教育の遅れを心配する保護者によって頓挫したように，アイヌ語を学び続けることへの強
力なインセンティブを作らない限り，継続した学習へつなげていくことは難しい。
一方のソフト面では，アイヌ語教師の育成が喫緊の課題である20。アイヌ語の状況は，コ

ハンガ・レオが作られたときのニュージーランドよりは，むしろ「絶滅状態」とされていた
イナリに近い。アイヌ語学習の取組は1980年代頃より継続して行われてきたものの，「会話
ができる」者が1割しかいないように，教員を十分に供給できるような状況になっているとは
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言い難い。
ただし，決して悲観的な要素だけではないこともまた事実である。例えば日本では，アイ

ヌ語の辞書や新聞などがすでに存在し，十分な量とはいえないかもしれないが，絵本や教材
も作成されている。1990年代にはカナによる正字法も確立し，話者は少ないものの音声デー
タは豊富な蓄積がある（中川 2013：10）。
また，漫画『ゴールデンカムイ』のヒットや樺太アイヌを主人公とする川越宗一『熱源』

の直木賞受賞などによりアイヌ民族やアイヌ文化への関心が高まっている21。平取町では二
風谷アイヌ語教室などでの新たな動きもあり，札幌大学ウレシパ・プロジェクト22も10年を迎
え様々な実践が蓄積してきている。2020年には白老町に民族共生象徴空間「ウポポイ」が開
業した。ウポポイ内ではアイヌ語が「公用語」とされ，また文化伝承などの観点からアイヌ
の人々が多く雇用されている。先述の通り先住民の言語を使えることが雇用に結びつくとい
うことは，先住民族の母語学習へのインセンティブとしてきわめて重要である。現時点でウ
ポポイ内でのアイヌ語は一部の看板や「イランカラプテ」など一言の挨拶に限られているが，
「アイヌ語を話せること」そして「アイヌであること」が重要な雇用先ができたことはアイヌ
の人々にとって意義深い23。
何より，アイヌの人々のアイヌ語，アイヌ文化に対する意識が徐々に変化してきている。

『平成29年北海道アイヌ生活実態調査』によると，アイヌ語を「よく知っていて教えることが
できる」人は3.7%と少ないものの，24.4%が今後係わりたいと考えていた（北海道環境生活部 
2018：47）。さらに，アイヌ文化の中で「今後，重点的に行うべき分野」としてアイヌ語を挙
げる者は2006年調査で46.9%，2013年調査で53.1%と徐々に増えていき，2017年調査では56.2%
となった。
大々的に始まったニュージーランドやハワイの例もあるが，イナリの言語の巣はサーミ家

族1世帯からのスタートであった。スコルト・サーミ語の言語の巣も2度の閉鎖を乗り越え，
セネカ族も4人から言語の巣をスタートさせている。制度上の諸条件さえ整えることができ
れば，アイヌ語の言語の巣は不可能なものではない。

注
1  日本政府は長くアイヌ民族を先住民族として認めてこなかったが，「先住民族の権利に関する国際連合宣
言」を受けて2008年に「アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議」を衆参両院において全会一
致で採決した。2019年に公布・施行された「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策
の推進に関する法律」では，「日本列島北部周辺，とりわけ北海道の先住民族」と初めて法律上に先住民族
であることが明記された。なお，これらの動きに先立って1997年にはいわゆる二風谷ダム裁判の判決文に
おいてアイヌ民族の先住性が認められている。

2  UNESCO Atlas of the world’s Language in Danger（http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php，
2020.3.21閲覧）。

3  小内透は先住民族の復権を社会学的に把握するにあたり，先住民族が構築してきた機構や制度，そして労
働や生活との関わりを強調している（小内透 2018：19-22）。これは，先住民族の社会や運動を「機構的シ
ステム」と「労働－生活世界」との関わりとして把握しようとするものである。本稿は先住民族の言語に
関する「機構的システム」を明らかにする試みの端緒として位置付けられる。言語をめぐる先住民族の「労
働－生活世界」の把握については，今後の課題としたい。
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4  この時期におこった先住民族の運動としては1973年のンガ・タマトアによるマオリ語復権運動（ニュー
ジーランド）や1979年アルタダム建設反対運動（ノルウェー）などが挙げられる。また，1973年に北方民
族会議が，1975年に世界先住民族評議会が設立されるなど，各地の先住民族を結びつける動きもあらわれた。

5  イマージョン教育とは1965年にカナダの幼稚園で始まった他言語学習法のひとつであり，東照二は「教科
のかなりの部分（たとえば社会，数学，理科，体育，音楽など）を第2言語で教える教育の方法」（東 2000：
149）と定義している。

6  ただし，ここで取り上げられているケクラオナーヴァヒーオカラニオープウ校は，ハワイ大学傘下のイマー
ジョン教育実験校であり，保護者や生徒も教育への関心が高い層である可能性は指摘できる。

7  言語の巣に確立した定義は存在せず，コハンガ・レオ・ナショナル・トラストも明確な定義は示して
いない。アメリカ保健福祉省児童家庭局ネイティブ・アメリカン管理局（Administration for Native 
Americans）は，言語の巣を「ネイティブ・アメリカンの言語の使用を通じて，ネイティブ・アメリカンの
言語教育と保育を，7歳未満の子ども10人以上に年間500時間以上提供する教育プログラム」（https://www.
acf.hhs.gov/sites/default/files/documents/ana/glossary_of_terms.pdf：2021.2.25閲覧）と定義した。また，
カナダの先住民文化評議会は，「言語の巣は生まれてから5歳までの子どもたちが彼らの先住民族言語に浸
る言語プログラムである」（First Peoples’ Cultural Council 2014：5）としている。

8  Te Kōhanga Reo Locator　- Ngā Kōhanga Reo ‒ Tūwāhi（https://www.kohanga.ac.nz/en/te-reo/te-
koohanga-reo-locator，2020.7.23閲覧）。

9  E OLA KA ‘ŌLELO HAWAI’I The Hawaiian Language Shall Live：A Timeline of Revitalization（http://
www.ahapunanaleo.org/index.php?/about/a_timeline_of_revitalization/，2020.3.26閲覧）

10 E OLA KA ‘ŌLELO HAWAI’I The Hawaiian Language Shall Live：Pūnana Leo Preschools（http://www.
ahapunanaleo.org/en/index.php?/programs/youth_programs_-_punana_leo/，2020.3.26閲覧）

11 Language nests: a way to revive Indigenous languages at risk（http://theconversation.com/language-nests-
a-way-to-revive-indigenous-languages-at-risk-19824，2020.3.26閲覧）

12 アイヌ語にはいくつかの方言が存在する。大きく北海道方言，樺太方言，千島方言の3種であるが，千島方
言はすでに話者がいなくなっている（田村 2013：2）。北海道方言もさらに細かく分類できるが，その基準
は明確ではない。奥田統己は北海道方言を沙流方言，静内方言，幌別方言，千歳方言，旭川方言（石狩方言
とも），本別方言の6種に分類している（奥田 1999：120）。また，公益財団法人アイヌ民族文化財団では8種
類（千歳方言，美幌方言，幌別方言，静内方言，十勝方言，沙流方言，石狩川方言，樺太方言）のアイヌ語
教材テキストを作成している（https://www.ff-ainu.or.jp/web/learn/language/dialect.html，2020.10.30閲覧）。

13 アイヌ語の使用を禁止する法律自体は存在しない。しかしアイヌ学校を含む学校ではアイヌ語の使用は
事実上禁止されており，子どもたちは日本語の使用を強制された（小川 1997：146，丹菊 2019：165，山本 
2000：65-7）。また，このような政策や学校での実践は，アイヌの人々が自らアイヌ語を手放していく「言
語の自殺」を生んだといえる。中川裕は1997年のアイヌ文化振興法を「アイヌがなぜ言語を捨てざるを得
なかったのか」を無視しているという点から批判している（中川 1999：33）。

14 さらにいえば，萱野は「子どもにアイヌ語でアイヌ語を教える」という教育方法にそもそも賛同していな
かったという。田村すゞ子は萱野に対し「保育園の子供に日本語で授業をして『アイヌ語を』教えるのでは，
子どもたちはアイヌ語は習得しないだろう，そうではなく，『アイヌ語で』話しかけ，あやし，遊び，保育す
ることが必要だ」と提案したものの「わかっていただけなかった」（田村 2013：218-9）と回顧している。

 　なお，このような提案をした田村であったが，自身は保育園でアイヌ語を教えることそのものについ
て「そんなことをしたら子どもがかわいそうだ。アイヌ語も大事だが，人権はもっと大事だ」（田村2013：
219）という観点から反対していた。

15 伊達市，白糠町でアイヌの方を対象におこなった調査では，それぞれ34.0%，43.8%がアイヌ語講座を聞いた
ことがあると回答していた（小内純子 2018：181）。

16 カレワラはロシア共和国内カレリア共和国北部の都市であり，地理的，歴史的にフィンランドとのつなが
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りが強い。2000年に言語の巣が作られたが，同時期に作られたイナリの言語の巣が世界的な成功例とされ
ているのに対し，2006年にはカレリアン幼稚園へと併合された（Pasanen 2010：103）。イナリとカレワラ
双方の言語の巣に関わったパサネンによる報告は，言語の巣の成功例ばかりがさかんに喧伝される中で，
貴重な「失敗例」となっている。

17 フィンランドにおいて，この園児数の少なさは言語の巣の特殊性というよりも保育制度によるところが大
きい。フィンランドにおいて言語の巣は制度上，小規模保育である「ペルヘ・パイヴァコティ」に分類さ
れる。ペルヘ・パイヴァコティにおいては保育者1人につき園児を4人までしか預かることができないため，
保育者の人数×4人が定員となる（野崎 2018a：193）。

18 E OLA KA ‘ŌLELO HAWAI’I The Hawaiian Language Shall Live：A Timeline of Revitalization（http://
www.ahapunanaleo.org/index.php?/about/a_timeline_of_revitalization/，2020.3.26閲覧）

19 「【アイヌ語復興への新たな一歩】新しいアイヌ語教材の開発」（https://readyfor.jp/projects/ainu-go，2020
年5月28日閲覧）

20 公益財団法人アイヌ民族文化財団ではアイヌ語振興の一環として指導者育成講座を開催している。2014
年時点で50人が指導者の課程を終了しているという（公益財団法人アイヌ民族文化財団 2020：12，阿部 
2014：29）。

21 野田サトル『ゴールデンカムイ』は，2014年に連載が始まり2018年には手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞，
2020年4月時点で単行本発行累計1200万部となっている（中川 2020他）。このヒットに関連してアイヌ文化
を学ぶためのムック本（時空旅人編集部編 2017）や，アイヌ語監修を務めた中川裕による作品とアイヌ
文化の解説本（中川 2019）などが発売されている。また，樺太アイヌを主人公とした川越宗一『熱源』は
2020年1月に第162回直木賞を受賞，アイヌ関連書籍の出版ブームの火付け役となったと評された（『産経新
聞』2020年4月24日web版：https://www.sankei.com/life/news/200424/lif2004240067-n1.html：2020年11月16日閲覧）。

22 札幌大学ウレシパ・プロジェクトは，2010年にはじまった札幌大学の奨学制度であり，アイヌ文化の育成を
目的とする教育プログラムである。アイヌ民族子弟への奨学金である「ウレシパ奨学生制度」，企業がカン
パニー会員となり就職支援を含むサポートをする「ウレシパ・カンパニー制度」，和人学生らとの交流活動
である「ウレシパ・ムーブメント」の3つを柱とする。2013年には一般社団法人札幌大学ウレシパクラブが
設立され，アイヌ文化の学習や振興をおこなっている。詳細は本田（2015：25-6）を参照。

23 ただし，民族共生象徴空間「ウポポイ」についてはその企画，運営にアイヌの人々の意思が十分に反映して
いない，これまでアイヌの人々の手でおこなわれていた博物館の運営が日本政府の管轄下になった，アイ
ヌ差別をはじめとした負の歴史についての言及が少ない，特定のアイヌ文化のみがクローズアップされる，
多額の予算がアイヌ社会の一部にしか及ばず，直接的な利益を享受できないアイヌの人々が多くでてしま
うといった点からの批判も指摘されている。スズキ（2020）等を参照。
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The Revival of the Ainu Language and “Language Nests”

Yoshiki NOZAKI

Key Words
　language nests, Te Kōhanga Reo, indigenous peoples, Ainu, language protection or 
language security

Abstract 
This paper clarifies the history, development, and reality of "language nests" that are 

said to have a significant impact on the revival of indigenous peoples, and examines 
whether they can be applied to the promotion of the Ainu language, which is considered 
to be in danger of extinction.
The Language Nest is an initiative to raise indigenous children to be bilingual in the 
majority language by providing childcare using only the language of the indigenous people.
It summarized the global movement toward the protection of indigenous languages and 

discussed the theoretical justification for the protection of indigenous languages. It then 
summarized the actual state of language nests in various parts of the world that spread 
from New Zealand to the rest of the world. Then, referring to the situation of the Ainu 
language, the feasibility of language nests was examined.
As a result, the following issues became clear.
The scale of the language nest must be much smaller than that of a Japanese 

kindergarten or nursery school. Opportunities for continuing education after graduation 
should be guaranteed. Establishing occupations that allow the use of the Ainu language. 
To change the mindset that English should be learned rather than Ainu.
In terms of management, the challenge is to train Ainu language teachers in a situation 
where there are very few people who can speak the language fluently.
On the other hand, the Ainu language is advantageous in that it has an orthography and 
a wealth of picture books, texts, and audio data.
There is also a growing interest in Ainu culture and the Ainu language. I believe that a 
nest of Ainu languages is not impossible to achieve.


