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研究成果の概要（和文）：　早くからサーミを先住民族として認め、先進的な先住民政策を行っていると言われている
スウェーデンで2回の現地調査（サーミ議会、学校、教育省等）と1回のサーミ議会有権者に対する郵送調査をおこなっ
た。
　これらにより若い世代で特にサーミ復興の動きがあること、トナカイ飼育が生活的にも象徴的にも大きな意味を持っ
ていることなどが明らかとなり、また教育問題をはじめとするアイヌ政策を考える際の示唆を得た。

研究成果の概要（英文）：Sami people were acknowledged as indigenous people relatively early in Sweden, 
and the government has been succeeding in applying advanced policies for them. Two field studies on the 
Sami Parliament, schools, the Ministry of Education and Research, etc. and one mail survey targeting 
voters of the Sami Parliament were conducted in Sweden.
In conclusion, several facts were clarified, such as that there were Sami’s restoration movements among 
young generations, and that reindeer farming was a big part of their lives and had a symbolic meaning. 
These facts are valuable for finding solutions to problems including educational issues for Ainu people.

研究分野： 教育社会学
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１．研究開始当初の背景 
2007 年 9 月、国際連合総会において「先

住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択
された。これに賛成票を投じたわが国は、翌
2008 年 6 月に「アイヌ民族を先住民族とす
ることを求める決議」を衆参両院において全
会一致で採択し、7 月には「アイヌ政策のあ
り方に関する有識者懇談会」を、2009 年 12
月にはアイヌ政策推進会議を発足させるな
ど、先住民族であるアイヌの権利保障に向け
た様々な政策を始めた。 
先住民族を始めとする社会的マイノリテ

ィの権利を保障する際に、教育の問題は 2 つ
の次元で極めて重要である。1 つは、教育水
準に関する次元である。多くのマイノリティ
はマジョリティと比較して教育水準が低い。
それを向上させることはマイノリティの社
会的、経済的地位を向上させることにつなが
ると考えられる。もう 1 つは、民族教育の次
元である。特に同化が進行し、日常文化とし
ての民族文化や独自の言語が失われつつあ
る場合、民族に関する教育を充実させること
は、マイノリティの文化や言語を保護し、受
け継いでいくうえで重要となる。 
これらの点についてアイヌ民族の現状を

鑑みると、どちらの次元においてもその保障
は遅れていると言わざるをえない現状があ
る。北海道大学アイヌ・先住民研究センター
がおこなった調査によると、アイヌ民族の四
年制大学進学率は 30 歳未満の若い層でも
20.2%であり、同世代の半分ほどでしかない。
また、民族教育については一部の学校で独自
の取り組みとして行われている程度である。
アイヌ語に関しても、一部のラジオ講座や市
民向け講座のほか、一部大学で講義が設けら
れているほかは、ほとんど学ぶ場がないのが
現状である。 
このような現状にもかかわらず、わが国に

おけるアイヌ研究は、アイヌ民族の伝統文化
の研究、保存、復元にほぼ特化しており、現
代に生きるアイヌの実態をとらえ、将来につ
ながる課題を見出そうとしてこなかった。今
を生きるアイヌの実態や意識を明らかにし、
その教育保障のあり方を検討することが必
要である。 
 
２．研究の目的 
先の現状認識に基づき、本研究では以下の

研究目的を設定した。 
第一に、先住民族であるアイヌの人々への

調査から、教育に対する意識と現状を明らか
にすることである。教育経験や教育に対する
意識は各人の歩んできた歴史や背景、家庭環
境、あるいは住んでいる地域の特性などに影
響を受けることが考えられる。そのため、こ
の目的を達成するためには、個々をとりまく
歴史や環境を広く調査し、多角的に教育意識
を捉える必要がある。 
第二に、先住民政策において先進的な取り

組みをしているといわれるスウェーデンの

政策や、先住民族であるサーミの人々の意識
を調査することにより、わが国の現状を相対
化し、課題を浮き彫りにすることである。 
スウェーデンを比較対象とすることにつ

いては、大きく 2 つの理由がある。1 つは、
スウェーデンが国内に 2万人いるといわれて
いるサーミの人々を 1977 年という世界的に
見ても早い段階で先住民族として認定し、そ
の後もサーミ議会を設置し、サーミ語の公用
語化を進めるなど、様々な政策を実現してい
るからである。また、もう 1つの理由として、
国家と先住民族との関係が日本と似ている
ことが挙げられる。国内に先住民族がいる国
のうち、アメリカ合衆国やカナダ、オースト
ラリア、ニュージーランドといった国々は、
歴史のある一時点において「発見」され、ヨ
ーロッパ人が「移住」して国家を建設したと
いう共通点をもつ。この場合、もともと住ん
でいたネイティブ・アメリカンやアボリジニ、
マオリといった人々と、移住してきたヨーロ
ッパ系の人々との関係は明白である。それに
対し、スウェーデンは近代国家が成立する以
前から現在のマジョリティとサーミの人々
とが近接した地域に暮らし、交流をもってき
た。これは、和人とアイヌとの関係に類似し
ており、わが国との比較をする際にはアメリ
カ合衆国やオーストラリアといった国々よ
りも適していると考えられる。 
 
３．研究の方法 
先述の目的を達成するため、以下の方法を

とる。 
 
（1）先住民族の教育保障に関するマクロ的
研究 
資料収集と各種官庁統計、過去におこなわ

れたアイヌ調査の再分析、海外の先住民族関
連資料の検討等により、各国の現状を把握し、
わが国のアイヌ政策の実態を描き出す。 
 
（2）アイヌ集住地域を対象とした実証的研
究 
アイヌの人々が多く住む地域において、ア

イヌ住民に対して生活実態や教育意識、民族
意識などに関する聞き取り調査をおこなう。 
なお、計画策定時にはアイヌ集住地域のう

ち、平取町と釧路市で調査を行う予定であっ
たが、別の調査プロジェクトで新ひだか町、
伊達市、白糠町で同様の調査を行うことがで
きたため、実際にはそれらの地域で調査をお
こなった。 
 
（3）スウェーデンのサーミ政策に関するマ
クロ的研究 
スウェーデンの教育省やサーミ議会、サー

ミ学校、サーミ教育局等で機関調査をおこな
う。各種資料収集のほか、サーミ担当官や各
サーミ関連諸機関の担当者に、サーミ政策の
実態や課題を聞く。 
 



（4）スウェーデンのサーミの人々を対象と
した実証的研究 
スウェーデンのサーミ議会、サーミ教育局、

サーミ学校などを介し、サーミの人々に聞き
取り調査をおこなう。サーミ議会では、サー
ミの市民を紹介していただき、その生活実態
や民族意識、サーミ政策の課題について聞く。
サーミ学校では、教員と保護者に対して生活
実態や民族意識のほか、サーミに関する教育
への意識や課題点、将来展望等を聞く。 
 
４．研究成果 
（1）スウェーデン機関調査 
2011 年 8月～9月にスウェーデンのサーミ

議会事務局（キルナ市）、サーミ学校（キル
ナ市、ヨックモック市）、サーミ工芸学校（ヨ
ックモック市）、サーミ教育局（ヨックモッ
ク市）および教育省（ストックホルム市）で
調査をおこなった。ここでは各種資料収集や
サーミの歴史や政策の実際等について、各担
当官から話を聞いた。特にサーミの教育に関
しては、以下の重要な知見を得た。 
第一に、サーミ学校（すべて国立で、初等

教育段階の 6年間設置されている）は少数の
サーミ子弟を対象として、通常のカリキュラ
ムに加えてサーミ文化やサーミ語を教えて
いるが、教員不足が深刻であるということで
ある。教員免許を持っているサーミも多いが、
彼ら/彼女らが必ずしもサーミ文化やサーミ
語に精通しているわけではなく、また、サー
ミ学校への赴任を望んでいるわけではない。
また、サーミの伝統工芸、伝統文化について
は、そもそも熟達した技術を持っている者が
少なくなっている。 
第二に、サーミ学校の運営コストが高く、

予算不足が深刻化している。福祉大国と呼ば
れ、教育費をすべて無料としているスウェー
デンにおいても、サーミ学校にかかるコスト
は一部から批判の対象となっている。近年で
はマジョリティであるスウェーデン人が、運
営費が充実しているサーミ学校への入学を
希望するケースも出てきているという。 
第三に、サーミ文化やサーミ語を教えるた

めの教材不足がある。ノルウェーやフィンラ
ンドとも協調して教材づくりを進めている
ものの、まだ圧倒的に不足している状態であ
るという。 
第四に、サーミ内部の差異が無視されてい

るということを、多くのサーミ関係者が指摘
していた。サーミ語教育や公共語に関しては、
最大話者数をほこる北サーミ語に集中して
おり、スウェーデンに在住するルレ・サーミ
語話者、南サーミ語話者までは対策が行き届
いていない。また、スウェーデンにおいては
「トナカイ飼育をする者」＝「サーミ」とい
う図式で政策が進行してきたため、トナカイ
飼育をしていないサーミの人々がサーミ政
策からこぼれ落ちているという指摘がなさ
れている。 
第五に、日本のアイヌ政策への反映という

観点で見ると、日本とスウェーデンの考慮す
べき差異として、社会における高等教育の存
在感の違い、民族文化や経済的基盤としての
トナカイ業の存在、英語の影響力といった点
が重要になってくる。 
スウェーデンでは、高校を卒業した後もす

ぐには大学へ進学せず、半年から 1年のサバ
ティカル期間を経てから入学することが一
般的であり、また、社会人になってからもい
つでも大学へ戻って学び直すことができる
リカレント教育が充実している。大学進学が
教育において重要な地位を占めていないた
め、サーミ文化などの授業がはいることが許
容されやすい土壌がある。このことは、大学
進学者の多くが 18 歳ないし 19 歳であり、一
度卒業したら大学へ戻ることは少なく、また、
入学する大学のブランドに価値がおかれる
日本とは異なる。 
また、日本において民族教育が議論される

場合、民族教育を受けたことで就職がどうな
るのかという点が問題視されることがある。
その点について、スウェーデンではトナカイ
業がサーミの独占となっているため、生活の
基盤がある程度保障されている。 
日本においてアイヌ語教育が議論される

場合、アイヌの人々からも、アイヌ語よりも
英語をという意見が聞かれることがある。こ
の点について、スウェーデンではそもそも多
くの国民がスウェーデン語と英語を話すこ
とができ、さらに EU 全体で第三言語の修得
が奨励されていることからも、日本とは事情
が全く異なっていることがわかる。 
 
（2）スウェーデン学校調査・市民調査 
2012 年 9月に、スウェーデンのサーミ学校

2 校（キルナ校、ヨックモック校）とサーミ
工芸学校、そしてサーミ議会から紹介をうけ
たサーミ市民に聞き取り調査およびアンケ
ート調査をおこなった。サーミ学校では教師
と保護者に対してアンケート調査をおこな
い、一部に対しては聞き取りもおこなった。
サーミ工芸学校では教師と学生に対するア
ンケート調査および聞き取り調査をおこな
った。 
市民調査や工芸学校学生調査からは、サー

ミの人々が生活様式としてのサーミ文化を
大切にしていること、そして、サーミの人々
が経験する「差別」とはこの生活様式を行う
権利が認められないことをさしているとい
うことがわかった。また、若者の活動がサー
ミ全体の活動をも盛り上げており、サーミ工
芸学校などがその拠点としても機能してい
ることがわかった。 
教師調査からは、前年の調査でも明らかに

なっていたサーミ教材の不足について、教師
たちの努力でカバーされている様子が明ら
かとなった。また、サーミ学校教師たちは、
高いサーミ語能力やサーミの工芸文化の技
術などを教育という形で生かす場が与えら
れた、サーミ社会におけるいわば「勝ち組」



であることもわかった。サーミ学校は、サー
ミ文化やサーミ語を次の世代へ継承させて
いくと同時に、サーミ語能力や文化を身につ
けたサーミの人々に活躍の場を提供する機
能も果たしている。 
保護者調査からは、保護者たちのサーミ学

校に対する高い期待と信頼がうかがえた。サ
ーミ学校を利用することから生じる、マジョ
リティ社会への不適応といった心配は、保護
者にはほとんどない。そして、サーミ学校保
護者たち自身が高いサーミ語能力を持って
いる。いわば、サーミ社会においてよりサー
ミ文化に親しんだ者たちが、子どもをサーミ
学校へ入れている。 
 
（3）スウェーデン・サーミ議会有権者郵送
調査 
2012 年のサーミ議会来訪の際、サーミ議会

よりサーミ議会議員選挙の有権者名簿の提
供を受けた。これをもとに、2014 年にはサー
ミ議会有権者を対象とした郵送調査をおこ
なった。本調査は当初の計画にはなかったも
のの、外国の先住民族を対象としたこのよう
なサンプリング調査は他に類例がなく、結果
としては本研究における最大の収穫となっ
た。また、サーミの生活実態についてはスウ
ェーデン国内にも統計データの蓄積がほと
んどないため、本調査で得られた進学率等の
データは貴重なものである。 
調査の母集団は 2009 年におこなわれたサ

ーミ議会選挙の有権者で、スウェーデン国内
在住の 7,353 人である。ここから 1/6 にあた
る 1,225 人をランダムにサンプリングし、ス
ウェーデン語で作成した調査票を送付した。
対象者は調査票に記入のうえ、同封した封筒
で返送をする。その結果、27.2％にあたる 333
人から有効回答を得た。 
教育意識や教育実態については、第一に、

サーミの人々の大学進学率がマジョリティ
であるスウェーデン人と比較しても低くな
いものであることがわかった。アイヌをはじ
めとする世界の多くの先住民族がマジョリ
ティに比べ教育達成が低い中で、これは特筆
すべきことといえる。 
第二に、職業との接続を考えると、サーミ

学校へ進学した人はトナカイ業に就くこと
が多いことが示された。トナカイ業はサーミ
の独占産業であり、なおかつサーミのシンボ
ルともいえるものである。だが、その収入は
極めて低く、サーミ学校への進学は、トナカ
イ業への就職を通して経済的地位を下げる
可能性が指摘できる。 
第三に、サーミ学校へ通ったことのある者

は全体の 10％に満たないが、経験者、非経験
者ともにサーミ学校への評価は極めて高く、
サーミ学校がさらに拡大していくことを望
んでいることがわかった。特に若い層でサー
ミ学校への評価は高く、サーミ学校を通じて、
かつて衰退したサーミ文化が今後ますます
復興していくことを期待させる結果となっ

た。 
 
（4）今後の展望 
本研究は、当初の計画と大きく 2つの点で

異なるものとなった。1つ目は、アイヌの人々
への調査をおこなわなかったことである。こ
れは、研究組織のメンバー全員が参加してい
る他の科研研究において、本研究で構想して
いたものとほぼ同じ内容の調査を、より大規
模におこなうことができたためである。した
がって、本研究においてはおこなわなかった
ものの、当初予定していたデータは入手でき
ている。2 つ目は、（3）に示したサーミ議会
有権者に対する調査ができた点である。 
そもそも、本研究の目的は、スウェーデン

との比較により、わが国のアイヌ政策の課題
を浮き彫りにし、より効果的なあり方を検討
することにあった。そのようななかでおこな
ったサーミ議会有権者調査では、調査票の構
想段階で、これまでに北海道や北海道大学ア
イヌ・先住民研究センターがおこなったアイ
ヌ生活実態調査の調査票を検討し、比較研究
ができる設計をしている。今年度作成した成
果報告書は、サーミ議会有権者調査のみの分
析にとどまっているが、今後、これまでにお
こなわれたアイヌ調査や、本研究と平行して
おこなわれたアイヌの人々への聞き取り調
査の結果と比較検討することによって、研究
の成果をより高めていくことができると考
えている。 
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