
4. 調査方法
○ Goodman & Lyulkun 2010に倣い、多言語空間において

① 母語を選択するのはどのような状況下であるか
② どのようなモチベーションから母語を選択するのか

を明らかにすべく、質問票を用いた聞き取り調査を実施（全25問）

ディアスポラにおける母語の学習とその意義
ーカザフスタン共和国在住タタール人の事例からー
櫻間瑞希（筑波大学人文社会科学研究科博士後期課程・日本学術振興会特別研究員DC1）

1. 本報告の目的
本報告は、カザフスタン共和国に居住するタタール人の言語選択の実態、とりわけ

「母語」であるタタール語の継承・学習の事例から、少数民族の母語継承のありか
たの一例を示すことを目標とするものである。

1. 「カザフ語(国家語) と ロシア語(公用語) のせめぎ合い」という
二項対立的な議論

⇒ それ以外の言語に関する考察はまだ不十分
⇒ 少数言語も無視できない存在のはずである

Nakamura 2015、Davenel & Yim 2016
○ タタール語を積極的に使用しようとする中央アジア諸国の
タタール人の存在に言及
⇒ 他の民族には見られない動き

○ なぜ他の言語ではなく「母語」に注目するに至ったか、
言語選択のプロセスには触れられていない

年代（人数） 男性 女性
10代 (13) 5名 8名
20代 (11) 6名 5名

30代 (10) 5名 5名

40代 (12) 6名 6名
50代 (10) 5名 5名

60代 (11) 6名 5名

70代 (10) 5名 5名
合計 (77) 38名 39名

ヌル＝スルタン市インフォーマント

5. 分析方法
○ 質的・量的両方の側面からの分析を目指す
○ 聞き取り調査によって得られた回答の分析は、研究対象がプロセス的な
特性を持つ場合に有効な分析手段である、修正版グラウンデッド・セオ
リー・アプローチを用いる
⇒ 母語に注目が向くまでにはプロセスがあるものと考えられることから

6. 調査概要
○ 調査地：
ヌル＝スルタン (旧称アスタナ)

a

○ 調査期間：
2016年2月 〜 2016年10月
2月：事前調査
2月〜8月：本調査
8月〜10月：補完調査

a

○ 選定方法：雪だるま方式

カザフスタン共和国の位置

2. カザフスタンのタタール人
○ 世界中に600万人程度のタタール人人口があると見積もられる

▷ うち カザフスタンに20万2千人（2018年）
▷ ロシア連邦の外で最も大きなタタール・ディアスポラ

RESEARCH MAP

〈カテゴリー〉 【概念】

母
語
を
選
択

自身の社会的価値づけ

さらなる理想的なカザフスタン人
社会における自身の価値を高めたい欲求
自身の優秀性を示す手段のひとつ
自身の価値づけを目的とした言語学習

多言語話者に対する社会的要求
カザフ語との言語的類似性から生じた興味
言語学習に対する心理的障壁の少なさ
多言語話者であることが理想

民族性を認識する継承語
母語であるという意識とともに継承
民族アイデンティティの保持と継承
自身の民族的認識を再確認する言語

不
選
択
政策的背景から失われた民族意識

母語を学ぶ余裕のなさ
民族意識を持つ機会を持たない
母語に目を向ける機会のなさ

タタール語選択・不選択のモチベーション

3. 先行研究と研究の背景

１ カザフスタンでは〈多言語話者に対する社会的要求〉が強いことから、多言語
話者であることが理想とされる背景がある

7. 調査結果から見えること
本調査から得られた結果は、「母語の知識や能力は著しく低下した、または喪失し

た」とされたカザフスタンのタタール人のあいだで、母語であるタタール語は忘れ去
られたわけではなく、世代間での継承がなされてきた、または再学習に向かっている
可能性を示唆するものとなった。以下に、調査結果の一部を紹介する。

家庭内で使用する言語（複数回答可）
世代 タタール語 ロシア語 カザフ語 その他

10代 (13 名) 11 (84.6%) 7 (53.8%) 10 (76.9%) 0 (0.0%)
20代 (11名) 8 (72.7%) 9 (81.8%) 8 (72.7%) 0 (0.0%)
30代 (10名) 6 (60.0%) 9 (90.0%) 5 (50.0%) 0 (0.0%)
40代 (12 名) 7 (58.3%) 12 (100.0%) 6 (50.0%) 0 (0.0%)
50代 (10名) 4 (40.0%) 10 (100.0%) 5 (50.0%) 0 (0.0%)
60代 (11名) 6 (54.5%) 11 (100.0%) 4 (36.4%) 0 (0.0%)
70代 (10名) 5 (50.0%) 10 (100.0%) 3 (30.0%) 0 (0.0%)

合計と平均 (合計77名) 47 (61.0%) 68 (88.3%) 41 (53.2%) 0 (0.0%)

タタール語試験の正答率（家庭内言語別）
家庭内言語がロシア語のみ（25名） 17.6%
家庭内言語がカザフ語のみ (1名) 80.0%
家庭内言語がタタール語とカザフ語の二言語 (8名) 93.8%
家庭内言語がタタール語とロシア語の二言語（9名） 80.6%
家庭内言語がカザフ語とロシア語の二言語 (4名) 48.8%
家庭内言語がタタール語・ロシア語・カザフ語の三言語 (30名) 83.3%

タタール語試験の正答率（世代別）

10代 (13 名) 85.4%

20代 (11名) 76.8%

30代 (10名) 55.5%

40代 (12 名) 56.3%

50代 (10名) 45.0%

60代 (11名) 48.6%

70代 (10名) 52.5%

○ 過半数以上の回答者が複数の言語を家庭内でも使用する ⇒社会的要求
○「たくさんの言語を話せる人が理想的なカザフスタン人」（10代男性・学生）
○「少なくとも三言語が求められる現在、より多くの言語の知識があることが自分の
未来を助けると思う」（20代女性・公務員）

○ “家庭内でロシア語のみ使用する”回答者の正答率のみ低い傾向
○ “家庭内で少しでもタタール語を使用する”回答者の正答率はいずれも平均8割超
○ “家庭内でタタール語は使わないがカザフ語を使用する”回答者の正答率は5割程度

▷カザフ語の習得とともに、言語的類似性からタタール語の理解力も向上する傾向

○ ソ連時代に生まれ育った30代以降の回答者は、能力
の差はあるが6割近くは家庭内でタタール語を話し、
正答率は平均して5割程度

○ 10代・20代の若年層ほど正答率が高い傾向
（＝カザフ語で教育を受けた世代）

「私はカザフスタン国民であるとともに、タタール人で
ある。とくに母語で聞き、話すたびにタタール人である
ことを思い出し、誇りに思う」（40代男性・会社員）

8. 結論：なぜ母語を選ぶのか／選ばないのか
○ 母語であるタタール語を選択する・選択しないモチベーションを説明する最小単位
である概念は【】、概念をまとめたカテゴリーは〈〉で示す

○ 結果として13の概念が生成され、4つのカテゴリーにまとめられた
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2. 「母語」に対する視点と個別事例の不足
⇒ 当該地域の言語や言語政策に関する議論の多くはロシア語資料を用い

ている（＝民族語には注目されてこなかった）
⇒ ソ連末期にはタタール人を含めた諸民族の多くがロシア語を習得し、
母語の知識や能力は著しく低下した、または喪失したと結論づけられ
た（Артюнова 2012など）⇒ 長らくそれ以上の議論には発展しなかった

○ ソ連邦からの独立から四半世紀ほど
▷ カザフスタンでは言語をめぐる議論が現在にいたるまで続く
▷ 現在：三言語政策（カザフ語・ロシア語・英語）の展開

①基本情報（氏名・性別・生年月日・職業・自身と両親の民族籍・出生地と居住地など7問）

②言語的背景（教育言語・家庭内言語・最も流暢に話すことができる言語・母語など8問）

③言語選択・言語使用（具体的にどのような場面でどの言語を使用するかなど6問）

④言語に対する意識（いくつかの言語に対する認識や意見など3問）

⑤取り組みへの評価（言語をめぐる政策や状況、在外同胞政策に関する意見など自由記述欄が1問）

a○ 調査対象者のタタール語能力を数値化する目的で、タタール語の文法・
語彙の知識を問う試験も合わせて実施（全30問）

２ タタール語はこうした社会のなかで〈自身の社会的価値づけ〉を上げるための
言語として学ばれ、継承されている

３ また、カザフスタン国民という、カザフ語・カザフ文化を柱としたナショナル
アイデンティティが普及する社会のなかで、タタール語は自身の〈民族性を認
識する継承語〉として継承・学習されている

４ 一方で、強力な国民統合や言語政策といった〈政策的背景から失われた民族意
識〉から、タタール語を選択しない例も少なからず存在する

配布レジュメ（PDF版）は左記のQRコードからダウンロードすることも可能です

▷ http://ow.ly/4vmI50yzXfU（Google Drive：短縮URL）

タタール語の親族名称・伝
統料理の名称を問う設問は、
家庭内言語・世代・性別を
問わず、全員が正答

日常的にタタール語を話さないタター
ル人のあいだでも、親族名称やタター
ル料理の名称はタタール語のまま認知
され、使用されている可能性がある


