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ブリティッシュ・コロンビア州先住民族のケースから
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（１）はじめに

　狩猟・漁労・採集を生業とした伝統を持つ先住民族達はカナダ社会の社会・経済的変化

に伴って、主体的にまたは強制的に生業の形態を変化させ、カナダ社会へ参加すると同時

に生業の伝統を維持させるための努力を重ねてきた。その歴史と現状は地域によって異な

るものの、先住民族にとってはカナダ社会の資本主義経済システムに組み込まれつつも、

狩猟・漁労を中心とした生業活動を維持することが、先住民族としてのアイデンティティ

ーを確立し、それを維持する基盤となっている事は多数の例から明らかである�（Freeman

et�al.�1992,�岩崎・グッドマン�1999、岸上�1998）。�さらに先住権が憲法上で確立した

１９８０年代以来先住民族の権利を問う議論が活発になり、先住民族による生業活動の重

要性が法廷で議論されるようになった。中でもスパロー判決にみられるように、先住民族

が伝統的に重要であった海洋資源を利用することが、同じ資源を現金化する商業活動に優

先するという判断が下され、先住権の尊重という新しい政策が資源管理に反映されるよう

になって来た。

�１９８０年代を境にカナダ社会における先住民族の政治的位置づけに変化が見られ、そ

れにつれて、海洋資源利用・管理の分野において顕著な変化が現れてきた。カナダ北部に

おけるイヌイット・グループが土地権利交渉の中で、狩猟・漁労を継続する事を目的とし

て、資源利用と管理においてより大きな責任を果たすようになっていった（Berkes�1991,

Freeman�1998）。その典型的な形態として資源管理の責任をカナダ政府と共有しようとす

る資源共同管理制度（Co-management）が試みられてきている。各地域においてその形態

が異なるものの、その中でも西部極北地域のイヌビアロウイットはすでに１７年の実績を

重ねている。特にこの地域の漁業資源を管理する Fisheries�Joint�Management�Committee

（ＦＪＭＣ）は政府と先住民族グループの協力体制がうまく機能し効果的な資源管理を行

っていることからその評価は高い(Smith�1994)。 �

�カナダ各地においてそれぞれの先住民族グループが経験してきた歴史的変遷は著しく異

なり、資源管理においてイヌビアロウイットのケースと対照的な状況にあるのがブリティ

ッシュ・コロンビア州の先住民族と言える。１９世紀後半に展開されたカナダ社会の華や

かな近代化の波の影で、ブリティッシュ・コロンビア地域の先住民族はその犠牲となって

いった。その後に続く１００年あまりのカナダ政府による資源管理の結果、かつては主食
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として重要な食料資源であったサケ資源の枯渇、その結果としての漁業の衰退という問題

に直面している（岩崎・グッドマン�1999）。さらに一部の先住民族グループを除いて、ブ

リティッシュ・コロンビア州の先住民族グループはカナダ政府との土地権利交渉の途中に

あるが最終的合意への道筋はまだ見えていない。このような昏迷の中で、ブリティッシュ・

コロンビア州の先住民族はサケ漁、および漁業一般を再建するためには、自らが資源管理

に関わっていることが不可欠であるとしている（岩崎・グッドマン�1999）。

　カナダ西部極北地域のイヌビアロウイットとブリティッシュ・コロンビア州の先住民族

の２つのケースは興味深い対照をなしている。本調査ではこれらの２つのケースを検証す

ることにより、カナダ先住民族をめぐる資源利用・管理の現状、さらにそこに内在する諸

問題を明らかにしていくことを目的としている。

（２）先住権確立の歴史的背景

　カナダにおける漁業資源利用・管理の現状を理解する背景として、先住民族の権利が今

日議論されるようになった歴史的展開を理解する必要がある。ヨーロッパからカナダへ向

けての人々の移入が始まって以来、先住民族グループとその当時の政府との間に多くの条

約あるいは合意が交わされた来た。それらを大きく３つの時代に分類すると：１）１８６

７年のコンフェデレーション以前、２）１９６７年以降１９８２年のカナダ憲法制定まで、

３）カナダ憲法制定以降現在に至る期間に分けられる。カナダ先住民族がその時々に経験

してきた政府との関わりを、これらの時代区分に沿って検証していく。

　ヨーロッパから毛皮の交易などを目的として多くの人々がカナダへ移り住み、すでにカ

ナダの各地に住んでいた先住民族との接触を持ち始めたのは１６世紀頃と言われている

（�Wilson�&�Urion�1995）。これらの移入者達の数が増し、さらにイギリスとフランスの

カナダにおける植民地勢力の争いが激化するにつれて、移入者達にとって先住民族達と友

好関係を結ぶ�必要性が生まれてきた。その目的は主に軍事的連帯を結ぶ事や資源へのア

クセスを確保する事にあった（Coates�2000;�McKee�1996;�Wilson�&�Urion�1995）。この

時代の条約の例を上げると、ノバスコシア州ではイギリス政府が１７２５年にこの地域の

先住民族と友好条約を交わしている、さらに１７６０年には同じノバスコシア州でミック

マックと交わした条約などがある。特に後者の条約は１９９９年に先住民族の商業流通を

目的とした漁業を認めたマーシャル判決の法律的根拠であり、この時代の条約が現代社会

においても有効である事を示した判決である（Coates�2000）。１７６３年にフランスがカ

ナダからの撤退を決定した後にイギリス政府は本格的にカナダの植民地化へと乗り出した。

イギリス政府は Royal�Proclamation（王立宣言）の中で先住民族との間に友好関係を作

ることにより秩序を維持する意図を明らかにし、先住民族の合意を得た上でカナダ全域の

所有権を獲得することを宣言した（�Coates�2000;�McKee�1996;�Wilson�&�Urion�1995）。

つまり当時の先住民族に先住権を認めた上で、その土地の所有権を得るには先住民族の合
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意が必要であることを明記していることから、この宣言は現在においてカナダにおける先

住民族の先住権の法律的根拠とみなされている。�イギリス政府はカナダの植民地化の過

程で先住民族との間にさらにいくつかの条約を交わし、地域の鉱物などの資源開発の権利

を獲得し、先住民族はその代償として居住地を確保、さらに補償金、狩猟・漁労権が保証

されている（�Coates�2000）。明らかにこの時代の条約は先住民族の伝統的生活の継続と

ヨーロッパからの移入者達の利益確保を目的とし、両者の共存を可能にした友好的条約で

あった。

�カナダが現在の連邦国家としての歩みを始めたのは１８６７年であり、The�British�North

American�Act（英領北米法）が制定され、新しい法律のもとでイギリス政府に代わってカ

ナダ連邦政府が先住民族との新たな関係を築く時代へと進んでいった（K.� McKee�1996,

Wilson�&�Urion�1996）。カナダ連邦政府がカナダの近代化を目指し、各地域において開発

事業を展開していった過程で、新たな関係とは先住民族を主流社会へ同化させようとする

ものであった。１８７６年には Indian�Act（インディアン法）が施行され、それに引き

続いて１８８０年にはカナダ政府内に先住民族問題を担当する省として Department�of

Indian�Affairs（インディアン省）が設けられ、先住民族の同化政策の枠組みが本格的に

出来上がった。その当時のカナダ政府の認識では、先住民族とはインディアンのみを指し、

カナダ極北地域に住むイヌイットは１９３９年にインディアン法が修正されるまでは、カ

ナダ連邦政府の責任外に置かれていた。またメティス（先住民と非先住民との混血）も先

住民族として認められず、その結果インディアン法で定める先住民族に対して与えられる

特権を認められていなかった。

　１８６７年以降カナダの近代化が進む中で、大陸横断鉄道の建設などの開発事業が各地

で展開され、そこにすでに住んでいた先住民族の土地に対する権利を何らかの形で買い取

る必要があったことから、カナダ政府はこれまで以上に先住民族との関わりを深める必要

性が高まった（�Coates�2000,�Wilson�&�Urion�1996）。１８７０年から１９２０年の５０

年間の間にこの時期をさかいにカナダ政府が先住民族と取り交わした条約は１１にのぼる

が、カナダ中央部の殆どの地域を含んでいる。これらの１１の条約の内容には多少の差異

はあるものの、いずれの条約にも共通して、連邦政府は土地の権利の代償として先住民族

に対し居住地、補償金、農業用具などの生活用具を提供している。しかし１８世紀の条約

と大きく異なり、この時代の一連の条約は伝統的生業を否定し農業を勧めるなどの、同化

政策の特徴が明らかな内容だった。１９２０年代までにカナダ政府との条約に調印した先

住民族はカナダ中央部であり、本稿の主たる対象となっている西部極北地域のイヌビアロ

ウイットとブリティッシュ・コロンビア州の先住民達はこの時代には政府との土地権利に

関する交渉をしていない。つまりカナダの北部と西部はこの時点ではカナダ政府の条約地

図には載っていないのである。

　一貫して同化政策を展開してきたカナダ政府はその完結を目的として先住民族政策に関

する「白書」を１９６９年に発表し、その中で先住民族を非先住民と同様のカナダ国民で
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あると明言し、先住民族としての優遇を無くする意図を明らかにした（Culhane�1998;�McKee

1996;�Smith�1995）。この「白書」に対する反発は強く、カナダ政府はその方針を変えざ

るをえない状況へ追い込まれた。さらに、１９７３年の「コルダー判決」でカナダ最高裁

判所が先住民族の権利が現在も認められる可能性を示す判断を下したことで、カナダ政府

は先住民政策を転換することを余儀なくされた。これらの変化に加え、先住民による権利

確立を求める運動がより組織的になり、１９８２年に制定されたカナダ憲法の中で「先住

民族の権利」が認めれられるに至り、先住民族の権利確立に向けての努力はさらに強化さ

れていった�(Mckee�1996)。しかし先住権がカナダ憲法に明記されたということは、先住

民として特別な権利を求めるための基礎が出来たに過ぎなく、実際には１９８２年以降、

「先住権」とは何かという議論が法廷で交わされている。

　本報告書で取り上げているカナダ西部極北地域とブリティッシュ・コロンビア州におけ

る先住民族の権利に関する問題は上記の全国規模の変遷を背景として、さらにそれぞれの

地域における政治的・社会的事情によって異なった展開をみせている。西部極北地域は北

極海の石油・天然ガス資源開発という政治的にも経済的にも強力な要因があり、カナダ政

府、州政府、先住民グループ、企業等が資源開発を視野に入れた交渉を重ねていた（Hamilton

1994）。１９６９年には極北地域全体の先住民族がより強い政治力を持つことを目的とし

てＣＯＰＥ（the�Committee�for�the�Original�People’s�Entitlement）を組織した。１

９７７年頃から、ＣＯＰＥはカナダ政府との土地権交渉を始ていたものの、後にこの組織

からボーフォート海とマッケンジー・デルタ地域の６つのイヌビアロウイット・グループ

が離脱し、独自にカナダ政府と諸権利の交渉を進め、１９８４年にはカナダ政府との合意

に至っている。

　一方ブリティッシュ・コロンビア州では１９９０年代に入ってから、先住民族グループ

と政府が交渉テーブルつくようになった（McKee�1996�）。１９９０年の The�British

Columbia�Claims�Task�Forceの設立に始まり、１９９２年には先住民族代表とカナダ政

府、州政府の代表の 3 者が The�British�Columbia�Treaty�Commission�Agreement にサイ

ンをすることにより、条約を話し合うことに合意した。ついに 1993 年 4 月 15 日に「ブリ

ティッシュ・コロンビア条約委員会（The�British�Columbia�Treaty�Commission）」の委

員として、2 名の先住民族代表、各１名ずつのカナダ政府・州政府代表、さらにチーフ・

コミッショナーが指名され、先住民族の権利に関する交渉が始まった。しかし交渉は遅々

として進まず、２００２年現在に至っても、まだ合意のめどが立っていない。

（３）西部極北地域のイヌビアロウイットのケース

�カナダ西部極北地域に住むイヌビアロウイット（付録１：地図１）は１９８４年に調印

された「イヌビアロウイット最終合意（ＩＦＡ）」(Indian�and�Northern�Affairs�1984)

の中で、狩猟・漁労を継続していく権利を確立し、さらに資源の長期的利用と地域の生態
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系の保全を可能にするためにイヌビアロウイットの経験と知識を生かして野生動物資源管

理に関わっていく原則を確立した。資源ユーザーであるイヌビアロウイットとこれまでの

資源管理者であるカナダ政府が共同で資源管理に関わっていく、つまり共同管理という資

源管理体制は、カナダだけではなく他の地域の先住民族社会で試みられている。その中で

もカナダ西部極北地域のイヌビアロウイットは、政府との資源共同管理体制が出来上がっ

てから１７年の経験を積んで、共同管理は政府にとっても先住民族社会にとっても、効果

的な資源管理体制であることを示してきた。

３－１　イヌビアロウイット最終合意と共同管理

�カナダ政府とイヌビアロウイットはＩＦＡの中で第一にイヌビアロウイットの土地と、

政府の土地の区別を明らかにしている。地図１が示す通り、アクラビック、イヌビック、

タクトヤクタック、ポラタック、サックス・ハーバー、ホウルマンの６つのコミュニティ

ーを含む地域をイヌビアロウイット居住地域（ＩＳＲ）とし、これらの地域の財政、土地

その他の権利の施行に関わる管理組識として以下の３組織が設立された：

Inuvialuit�Regional�Corporation(IRC)

Inuvialuit�Development�Corporation(IDC)

Inuvialuit�Land�Administration�(ILA)

同様に野生資源の管理・利用に関して、ＩＦＡは以下の５つの委員会設置を義務づけてい

る：

１ the�Fisheries�Joint�Management�Committee(FJMC)

２ the�Wildlife�Management�Advisory�Council,�Northwest�Territories（WMAC�NWT)

３ the�Wildlife�Management�Advisory�Council，North�Slope(WMAC�NS)

４ the�Environmental�Impact�Screening�Committee(EISC)

５ the�Environmental�Impact�Review�Board(EIRB)

ＩＦＡによると、ＩＳＲの野生資源の所有権と最終的な資源管理決定権はカナダ政府が持

つとしているものの、イヌビアロウイットが資源利用に関わる政策決定に関わることを可

能にするためにこれらの委員会が設けられ、イヌビアロウイットの代表者とカナダ政府の

代表者が各委員会を構成している。構成図 1(付録２)に示したように、具体的にはＩＦＡ

の調印に先駆けて、６つのＩＳＲコミュニティーのハンター・トラッパー委員会（Hunters

and�Trappers�Committee)の代表者によって構成されるイヌビアロウイットゲーム評議会

（Inuvialuit�Game�Council,�IGC)が設立され、実際にはこれらの５つの委員会へＩＧＣ

の代表を送りことにより、イヌビアロウイトの人々が野生資源管理・利用に関する政策決

定に関わるという構造になっている。この共同管理の原則はＩＦＡ１４（５）に以下のよ
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うに明記されている。

The�relevant�knowledge�and�experience�of�both�the�Inuvialuit�and�the�scientific

communities�should�be�employed�in�order�to�achieve�conservation．

Co－management に関しては多様な解釈があるが、その代表的な解釈は Berkes(1991)によ

って提示されている。

There�is�no�widely�accepted�definition�of�co-management.�The�term�broadly�refers

to�various�levels�of�integration�of�local-�and�state-�level�management�systems.

Co-management� will� be� used� in� this� article�to� mean� the� sharing� of�power� and

responsibility�between�the�government�and�local�resource�users.（ibid.1991：12）

この定義の中で注目すべきキーワードは地域と国家、さらにパワーと責任の共有というこ

とであり、Berkes は資源管理において地域と国家が責任とパワーを分担していくことで

ある事を強調している。実際にＩＦＡが調印されるまでは、西部極北地域における資源管

理はカナダ政府が行なっており、政府によって資源調査が行われたうえで、資源管理・利

用の関わる政策が一方的にコミュニティーに伝えられるという、いわゆるトップ・ダウン

の資源管理が一般的におこなわれていた。このような過去の管理方法を背景に、Berkes

は共同管理体制が出来たことにより、資源ユーザーが資源調査や政策決定のプロセスに関

わるようになって行くという変化が起きていることを指摘している。共同管理の状況はそ

れぞれの地域によって大きな差が見られ、共同管理の度合いは地域によって大きく異なっ

ている。しかし Berkes,�et�al.(1991)や Bailey,�et�al.(1995)、さらに Freeman(1998）

は野生資源の長期的利用と自然環境の保全のためには、資源ユーザーと政府が共同して調

査および政策決定、そしてその政策の実行をすることが有効であると述べている。

��１９８４年にＩＦＡが調印されて以来、ISR ではカナダ政府との資源共同管理が実践さ

れ、その経験は１７年に及んでいる。現状ではこれまでの資源管理に対してカナダ政府も

地域のイヌビアロウイットの人々も大きな不満を持たずに、またこの地域において資源へ

の深刻な問題も起きていないことから、この地域の共同管理は成功しているとして、他の

地域の見本とされている。このような評価は一般のイヌビアロウイットのハンター達から

も聞かれること、さらにこれらの地域で開催される資源管理に関するワークショップ等で

は、他の先住民地域に見られる政府批判があまり聞かれないことから、概して共同管理は

成功していると言える。

３－２　ＦＪＭＣ（Fishery�Joint�Management�Committee）における共同管理の実践

ＩＦＡのもとで設立された委員会の中で、ＦＪＭＣは海洋資源の管理・利用に関わる調査

や政策検討を行い、カナダ政府漁業大洋省大臣へのレコメンデーションを行う機関として

の機能を担っている。ＦＪＭＣはイヌビアロウイットの代表が二人とカナダ政府の中の担
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当省である海洋漁業省の代表が二人、さらに委員会が指名した議長により構成され、１９

８６年の設立以来、３つの目的に沿って活動を行ってきている：

１）ＩＦＡの中で認められている漁業に関する権利・義務を行使するために、イヌビアロ

ウイットとカナダ政府を援助する

２）海洋漁業省のＩＳＲにおける漁業や海獣漁の管理に関わる責任を遂行する援助を行う

３）イヌビアロウイットおよびＩＳＲでの漁業に関する全ての事柄に関して漁業大臣にア

ドバイスを行う (FJMC�Annual�Report�1992-6)

ＦＪＭＣは定期会議を年間５回開催して諸事業の報告や検討を行い、そのうち１回はＦＪ

ＭＣのメンバーが全員でＩＳＲの６つのコミュニティーを回り、それぞれの町で会議をも

つことにより、コミュニティーの声を反映した活動を可能にしている。これらの定期会議

の他にＦＪＭＣが主催する数々のワークショップがある。これらのワークショップには北

極圏の先住民グループが参加して、野生動物資源の利用・管理に関して意見交換を行って

いる。これまでＦＪＭＣの定期会議にオブザーバーとして出席し観察したり、さらにメン

バーに聴き取りをして得た意見などを総合すると、ＦＪＭＣの特徴を以下ようにまとめる

ことができる。

・会議の形式は政府スタイルだが、コンセンサスにもとづいて決定をするのはイヌイッ

ト・スタイルである

・両方の知識を理解し尊重する努力を行っている。

・過去の経験から共同管理の利点を知っている。

・ＦＪＭＣのメンバーは旧知の仲であり、お互いに尊敬しあっている（メンバーが大きく

変われば状況も変化することが予想される）。

・ＦＪＭＣは地域の人々を訓練してフィールド調査に参加することを奨励していることか

ら、フィールドでのパートナーシップが育っている。

・� 将来を目標に資源管理を行っている。

以上のように共同管理という資源管理制度は理念の上でも、また実践の上でも共通

して、資源ユーザーとカナダ政府との新たなるイコール・パートナーシップの上に成り立

っており、そこに「尊敬、協力、コミュニケーション等」の組識運営に必要な潤滑油のよ

うな要素が加えられた制度である。

　一般的に共同管理を実施しようとするときに、先住民族が築き上げてきた資源管理方法

と、科学的アプローチを基盤とした政府型の資源管理方法の融合がされることが必要条件

である事が注目されている。確かに、ＩＦＡ１４（５）に記されているように、Co-management

の原則は資源ユーザーが長年の経験から身につけた伝統的知識(Traditional�Ecological
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Knowledge)と科学的なデータの蓄積を基盤とする科学的知識(Scientific�Ecological

Knowledge)とを効果的に融合し、より緻密な資源管理戦略を生み出し、さらにそれを実践

するところにあるというのが一般的な理解である。Berkes,�et�al.(1991)も state-level

の資源管理システムと�local-level の資源管理システムの比較し、この対比を明らかに

している。Berkes,�et�al.(1991:12)は state-levelの資源管理について：

”it�is�based�on�scientific�data�or�on�best�estimates�that�are�deemed�most

relevant�to�the�resource�that�is�being�managed.

と述べ、それに対して local-level の資源管理については：

...they�are�not�based�on�formal�science�but�rather�on�customary�practices,

cultural�tradition�and�the�local�knowledge�of�land�and�animals.

としている。さらに、これらのモードに内在する対立は単に考え方の違いではなく、相互

の異なる自然観を尊重し合えるか否かの決定的な問題に行き着くと指摘している。

　筆者はＦＪＭＣのメンバーに対して頻繁にＴＥＫとＳＥＫの関わりをたずねることによ

り、共同管理を実践する上でこれらの二つの知識モードが関わるメカニズムを探った。以

下に事例はいずれも、ＦＪＭＣのメンバーがＴＥＫとＳＥＫが活かされたケース、または

ＴＥＫとＳＥＫをどのように捉えているかをあらわしている経験などである。

１）科学者が調査のために現地に行くと、まずハンター達に local�knowledgeを聞くこと

から始める。

２）ＴＥＫが理解されるようになったのは、この１０数年のことで、以前はイヌイットの

コミュニティーに科学者が入り、「ああすれ、こうすれ」という指示をして歩いて大

変問題であった。ＦＪＭＣが出来てから改善されている。

３）ＦＪＭＣが発足した当初は、カナダ政府の科学者がシロイルカの資源量が少ないと言

う意見に対して、イヌビアロウイットのハンター達はその意見に強く反対していた。

その後科学的調査を重ねていくうちに、ハンターの意見が正しいことが判明した。Ｔ

ＥＫの正しさをＳＥＫが証明したケースである。

４）上手く行くパターンとしてはイヌビアロウイットの人達が出来る限り主導的に規則等

を作る。それを基盤にしてＦＪＭＣが手を加えていくという流れをとることにより、

地元の人達がより多くの責任を負い、その結果、規則等が充分に守られる。ＦＪＭＣ

が出来てから、年を追うごとにより上手く行っている。シロイルカやホッキョクイワ

ナなどに関する規定は各コミュニティーが作ってきたため、それをハンター達に守ら

せるための強制は必要がない。自分達で決めた規則を自分達が守るというのは自然だ

からでしょう。

５）シロイルカ調査のためにシロイルカを捕獲する必要があったが、科学者が捕獲しよう
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と試みたが、その結果ほんの数頭しか捕獲出来なかった。次の年はイヌビアロウイッ

トに任せたら、問題なく必要な頭数を捕獲することが出来た。

６）資源管理の仕事の始まりは、それまでの捕獲量を調べて、それを中心に資源管理を行

い、資源量が明らかになるにつれて、それに過去の捕獲量を調整していく。過去の捕

獲量を調整していくという方法をとってきているので、イヌイットの人達に大きな不

満はない。（white�fish のように過去の捕獲量を調べ、現在の捕獲量が過去より少な

い場合などは管理計画を作っていない。）

７）イヌビアロウイットは quota（捕獲枠）を設定しないことを望んでいる。HTC が出来

た時に、政府は数字を設定することを提案したが、ハンター達は強く反対した。Quota

という考え方より、harvest�levelという考え方の方を望んでいる。（quota を決める

ことにより、大規模なコマーシャル漁業が発生する／コマーシャル漁業を経済基盤と

する可能性を求める声もある）

８）海洋学の結氷調査で、季節ごとのアイスの状態に関して古老が話す内容を科学的に解

明しようとする。この地域の氷の変化を人の体験から解明しようとする試みである。

９）TEK を数量化しようとする試みとして、フリーマン他の white�broad�fish の調査（They

know�how�much�they�needed.）がある。

１０）TEK を学校のカリキュラムに取り込んでいく。TEK を大学レベルで教える可能性。

１１）SEK 調査の結果をコミュニティーに伝える努力が不十分（テクニカルな表現で解り

にくい、ミーティングを持つだけでは不十分）である。

１２）（観察として）ハンター達は地域の特定な事例について体験的に語るが、科学者は

一般的・普遍的な問題について語る。話しの中でハンター達の科学者に対する不信感

が目立つ。

１３）私達が管理しているのは人であり、自然を管理することは出来ない。そのために TEK

と SEK の Co-knowing が必要である。

これらの事例を見るとＴＥＫとＳＥＫのとらえ方にいくつかのパターンが見えてくる。そ

の一つとして、ＴＥＫとはイヌビアロウイットが主体となった経験的知識あるいは行動で

あり、ＳＥＫとは政府や政府関連の科学者が主体となった知識あるいは行動を指している

ことが上げられる。５に見られるように、行動の上でイヌビアロウイットが政府関係者に

勝ったという例や、１や３、８の例に見られるようにイヌビアロウイットの経験的知識が

科学的知識と対比されて捉えられている。興味深いのは７でイヌビアロウイットはこれま

での捕獲実績を基盤とした捕獲枠調整を好み、資源量に対して捕獲枠を決める政府型の管

理方法を拒否していることは、まさにイヌビアロウイットは捕獲という経験の積み重ねか

ら得た捕獲枠に強い信頼を置いていることを示している。
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　もうひとつのパターンとして、ＳＥＫとＴＥＫを対立項として捉えていることである。

２番目の項目は過去の事情を説明するなかで、かつてＳＥＫが優位な知識と捉えられてい

た事とその後にＴＥＫに対する理解が生まれてきたという経緯からＦＪＭＣがＴＥＫの理

解の促進に役立ってきたとしている。同様に３においてもシロイルカの資源量に対するＳ

ＥＫとＴＥＫをめぐる対立、７においては捕獲枠をめぐるＴＥＫとＳＥＫの対立を根底と

した問題を紹介している。さらに１１ではＳＥＫ調査の結果を地域の人々に理解させるこ

との難しさを説明するなかで、ＳＥＫが地域の人々にとって異質な性格を持っていること

を示唆している。

　ＳＥＫとＴＥＫを対立項的に捉えている事に加えて、それらを Quantitative 対

Qualitative な性格の知識としてとらえる傾向が見られる。７，８，９、１０などでは「数

量化」はＳＥＫの特徴であり、それに対してＴＥＫを経験にもとずく直感的な知識として

捉えている。つまりこれらの説明を通して、ＳＥＫとＴＥＫを Quantitative な知識対

Qualitative な知識として捉えるパターンが明らかである。さらにそれらの知識を相互に

理解できる知識形態として捉えようとする努力も見られる。９で紹介されている調査はＴ

ＥＫを数値化することを目的とし、イヌビアロウイットの経験をもとにしたデータを統計

分析することにより、ＴＥＫをＳＥＫに翻訳するというものである。同様の試みが提示さ

れているのが１０の項目であり、Qualitative な知識を学校教育というＳＥＫを基礎とし

た教育制度の中で教える事を上げている。さらに８のＳＥＫの研究などはイヌビアロウイ

ットの経験をＳＥＫによって解明するという試みであり、Qualitative な知識を

Quantitative な知識を用いて分析することを目指している。

　これら１３の説明文からＳＥＫとＴＥＫがあるパターンにしたがって捉えられていると

いうことのほかに、ＦＪＭＣがどのように共同管理を成功させてきたかを知る鍵となるパ

ターンが明らかである。それはＦＪＭＣはＴＥＫを優先させて、その上にＳＥＫを用いて

いるという方法である。４でははっきりとイヌビアロウイットの主体性を尊重している事

を指摘している。さらに６では現行の資源管理方法は過去の捕獲実績をもとにして決定し、

さらにＳＥＫを活用し調整していると説明している。さらに１３番目の項目では資源管理

は実際に資源利用に関わる人々を管理することであり、ＴＥＫの保持者であるイヌビアロ

ウイットとＳＥＫの保持者である政府関係者が相互に知識を共有することによって初めて

資源利用に関わる人々を管理できるとしている。

３－３　極北地域における共同管理とは

　イヌビアロウイットは資源共同管理制度の先駆者として、度々このことをテーマにした

会議やワークショップを開催しているが、その一連の会議を通してイヌビアロウイットの

人々は共同管理を実践するために必要な事、さらに共同管理とは何かを明らかにしている。

　１９９５年にイヌビックでイヌビアロウイットが“Circumpolar�Aboriginal�People�And
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Co-management�Practice”という会議を開催した。ロシア、アメリカ、グリーンランドな

どの先住民族や政府や研究者など２４０人が集まり、それぞれの地域での経験を話し合っ

た。その会議の中で共同管理を生かすためには何か必要かという問題に対して、参加者達

は１６の項目をあげている（ＦＪＭＣ�１９９６）：

１）　Sharing�of�responsibility�for�resource�management�between�government�agencies

and�resource�users

２）　Balancing�power�between�resource�users�and�government�agencies

３）　Cooperation�between�resource�users�and�government�agencies

４）　Resource�users�taking�responsibility�for�management�decisions

５）　Participation�of�resource�users�in�the�management�process�and�decision�making

６）　Consultation�with�local�harvesters�and�communities

７）　Education�and�information�sharing

８）� Communication�and�networking�with�other�resource�management　organization �

９）　Recognizing�and�addressing�cultural�and�linguistic�barriers�to�participation

１０）Consensus�decision�making

１１）Using�ecologically�sound�management�principles

１２）Exercising�flexibility�in�addressing�management�issues

１３）Being�adaptable�to�local�concern

１４）Using�both�scientific�and�indigenous�knowledge�in�management�decision

１５）Research

１６）An�administrative�and�technical�support�body�to�handle�logistics

１６の項目のほとんどは「協力、パワー、責任、コミュニケーション…」など、いわば組

識運営を円滑に進めるための注意事項と言えるような項目であり、１６の中の一項目が

「TEK と SEK」を両方用いて資源管理すると考えていることを示しています。

��さらにこの会議の中で、共同管理によって得られるものは何かという話し合いでは：

１）�Cooperation�between�government�managers�and�local�harvesters

２）�Creation�of�new�relationship�and�partnerships�between�government�managers�and

local�harvesters

３）�Increased�communication�about�resources�and�species�populations
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４）�Increased�trust�and�respect�between�resource�users�and�government

５） Minimization�of�resource�conflicts

６）�Improved�ability�to�manage�and�protect�resources

７）�Increased�support�for�indigenous�knowledge�and�management�systems

８）�Development�and�implementation�of�species�management�plans

９）�Improved�data�collection�and�analysis

これらの９つの項目の中にも、「協力、信頼、対立の解消…」など、上と同様に組識管理

の原則のような内容の項目が多く提示されている。そのことから共同管理とはイヌビアロ

ウイットと政府の新たな関係を生み出すメカニズム、これまでの政府から押しつけられて

きた資源調査結果や資源管理に関わる規則に対する不満を跳ね除けて、自らが政府と同等

の立場で資源調査を行い、資源管理に関わる政策決定を行おうとするパワーシェアリング

であり、新しい先住民族と政府の関係を資源管理組織に取り込んでいくための組織管理で

あると言える。

（４）ブリティッシュ・コロンビア州先住民のサケ漁のケース

前章で紹介したイヌビアロウイットの漁業資源管理制度の特徴である共同管理は、痛みが

なく生まれたものではなく、多くの古老がＦＪＭＣが出来る以前の政府との対立的な関係

をはっきりと記憶している。ブリティッシュ・コロンビア州の先住民族によるサケ漁の過

去および現在はその痛みの真っ只中にあると言えるだろう。ここではブリティッシュ・コ

ロンビア州先住民によるサケ漁の歴史的展開を追うことにより、100 年の時の流れの中で

溝を深めっていった先住民族と政府および非先住民漁業者との対立関係をさぐることによ

り、問題の本質を探り、さらにその解決の可能性を考える。

４－１　カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州先住民の生業時代

　カナダ北西海岸先住民にとってサケは古くから、安定した食料資源であり、先住民達は

サケ漁に適した河川の近くに集落を構え、これらの河川に季節ごとに遡上する５種類のサ

ケ（pink,�coho,�chum,�chinook�,sockeye）を利用してきた。先住民達はナミマと呼ばれ

る血縁を中心とした集団を構成し、その集団ごとにサケを管理し、捕獲し、それらを食料

資源として利用した。さらにサケは交易品として重要であり、加工されたサケは先住民達

が住む北西海岸一帯に流通した。記録によると１９世紀末には一世帯年間１，０００尾の

サケが捕獲されていた（Newell�1993）。先住民とサケの関わりについては多くの研究がな

されているが（Meggs�1991；�Newell�1993；�Weinstein�1994；1996；2000；�Weinstein�and
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Morell�1994）、それらの研究によると、先住民にとってサケの重要性は時代の変遷を経て

受け継がれ、現在に至っても北西海岸先住民は「サケの民」という意識を持ち続け、サケ

との関わりが民族アイデンティティーの基盤となっている。

　先住民がサケ漁を生業としていた時代のサケ資源管理に関する研究はワインスタイン

（1994,�2000）が数編の論文にまとめている。ワインスタインによると、サケ資源の所有

権はナミマにあり、同時にナミマが資源管理の責任を負った。その中心となるのがナミマ

のチーフであり、チーフが主催するポットラッチなどの儀礼の際に地域の人々にサケを分

配することにより、資源管理者としての公の評価を得る義務を負っていた。先住民が河川

でサケを捕っていた時代は、それぞれの種類のサケを遡上時期に合わせて無駄なく捕獲し、

その特質にあった加工の方法で処理し保存した。さらに河川でサケを捕ることにより、河

川ごとのサケ資源管理が可能であり、サケ資源の状態を詳細に知ったうえで状況に応じて

捕獲量を決めることが可能だった（Weinstein�1994;2000）。ニュエル（1993）はワインス

タイン同様にブリティッシュ・コロンビア州先住民は伝統的社会組織を基盤として、複雑

な資源所有権、利用権が確立していた事などをあげ、先住民社会においてサケ資源の管理

が適切に行われていたと結論づけている。

４－２　1871 年以降のサケ資源管理の変化

　ブリティッシュ・コロンビア州は１８７１年、カナダの一州となり、次第にカナダ全体

の近代化のうねりの中へと組み込まれて行った。その影響はサケ漁にも現われ、後に州の

基幹産業となるサケ缶詰産業が北西海岸各地で展開されはじめ、先住民の生活のあらゆる

部分に影響を与えた（Meggs�1991;Newell�1993）。

　ブリティッシュ・コロンビア州にサケ缶詰工場が増えていくにしたがい、それまでサケ

を捕獲していた先住民に加えて、サケ缶詰業者という有力な資源ユーザーが増加していっ

た。サケ缶詰業者によってサケの漁場を占領されつつあった先住民達の窮状に拍車をかけ

たのは、１８７６年の「漁業法の制定」であった。この新しい資源管理規制により、長年

先住民達によって継承されてきたサケ資源の管理方法は否定され、ブリティッシュ・コロ

ンビア州のサケ資源管理は先住民の手を離れて、カナダ政府へと移って行った。このこと

はブリティッシュ・コロンビア州におけるサケ資源管理方法の根本を決定的に変えていっ

た要因であると同時に、現在見られる対立構造の根本要因でもある。

　「漁業法」のもとでサケ資源がカナダ政府によって管理されるようになり、資源ユーザ

ーと資源管理者の分離が始まった。つまり先住民がサケ漁を生業としていた時代は先住民

が資源を管理すると同時に利用していたが、カナダ政府の管理のもとでサケ資源の管理が

政府によって行われるようになると、資源ユーザーは資源管理に関わることが出来なくな

ってしまった。同時にカナダ政府は非先住民を中心としたコマーシャル・フィッシャリー

を保護する政策をとっていったため、先住民対非先住民という対立の基盤を作ったと言え

る（Newell�1993）。カナダ政府は先住民による自給のためのサケ漁に対して規制を加えて
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いく一方、この種のサケ漁とサケ缶詰産業のためのサケ漁との区別を目的として、商業流

通を目的としたサケ漁を「コマーシャル・フィッシャリー」とし、先住民が食料としてサ

ケを捕獲する漁業を「フード・フィッシャリー」として管理区分を行った。カナダ政府が

「漁業法」のもとでフード・フィッシャリーに対して漁期や漁具の規制などを加えるなど、

明らかにコマーシャル・フィッシャリーを擁護し、フード・フィッシングを規制していく

政策を展開していった。

　カナダの近代化に伴って展開した様々な開発事業が自然環境に及ぼした影響は深刻であ

った（Fraser�1995；Meggs�1991）。ブリティッシュ・コロンビア州政府は近代化政策の一

貫として、木材生産業を奨励し、この産業を育成するために材木会社に森林伐採を許可し

た。これらの伐採作業はサケの生息環境に対する配慮が無く行われたことにより、河川の

サケ産卵地域の自然環境を破壊する結果を招いたと言われている。またカナダ横断鉄道や

ダム建設などに代表される開発事業が河川の生態系に深刻な影響を及ぼした事もサケ資源

の減少につながる重要な要因である。

�「漁業法」の制定以来、カナダ政府は先住民が食料としてサケを捕ることに対して様々

な規制を加えていく、一方コマーシャル・フィッシャリーはブリティッシュコロンビア州

の基幹産業として成長していった。現在、ブリティッシュ・コロンビア地域のサケ漁は「コ

マーシャル・フィッシャリー」「フード・フィッシャリー」「スポーツ・フィッシャリー」

という３区分のもとに管理されている。ブリティッシュ・コロンビア州全体のそれぞれの

サケ漁の比率はコマーシャル・フィッシングが全体の９２％をしめ、そのうちの大半は非

先住民であり、残りの８％を「フード・フィシッシング」と「スポーツ・フィッシング」

が二分するという現状であり（Government�of�Canada�1990；岩崎・グッドマン�1999）、

カナダ政府の管理のもとで、先住民サケ漁はわずかなコマーシャル・フィッシャリーと全

体の４％ほどのフード・フィッシャリーへと縮小していった。

４－３　漁業政策に反映される先住権

　サケ漁において先住権に関する議論を目覚しく進展させたのは、１９９０年に結審した

「スパロー・ケース」であった。ブリティッシュ・コロンビア州の先住民であるスパロー

氏がフード・フィッシングの許可規制に反する長さの漁網を用いてサケを捕ったことによ

り、許可規制違反として逮捕された。その事に対してスパロー氏はこの許可規制こそがカ

ナダ憲法が保障する「先住民族の権利」を脅かす規制であると主張した。カナダ高等裁判

所はスパロー氏の主張を認めて、カナダ政府が漁業資源管理において、先住民の漁業に関

わる社会・文化的な重要性を尊重する義務があることを明らかにした（Regina�v.�Sparrow

1990）。この判決により、フード・フィッシャリーの操業に関わる規制はなくなり、各先

住民バンドごとに管理するという方法に変わってきている。さらにこの判決では、先住民

によるフード・フィッシャリーは資源保護に次いで重要であり、資源利用においてコマー

シャル・フィッシャリーより優先すべきであるとし、資源管理上の優先順位を明らかにし
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た。

　カナダ政府は「スパロー判決」を受けて、１９９２年には「先住民漁業戦略（Aboriginal

Fishery�Strategy）」を立て、先住民による漁業育成のための政策を展開させている（Fraser

1995）。その政策のなかには、先住民との協同の漁業資源管理体制の確立や、フード・フ

ィッシャリーで捕獲したサケを売るための試験的プロジェクトを展開させるなどがある。

これらの新たな事業は様々な評価を得ているが、その中でも最近問題となっているのはサ

ケを売る試験的事業である。捕獲されて市場にまわるサケがフード・フィッシャリーでと

れたものか、コマーシャル・フィッシャリーでとれたものかの区別をつけることは難しく、

その混乱に乗じて違法な捕獲が行われていることが問題になっている。フレーザー川での

サケ資源減少の原因究明のために行われた調査報告書（Fraser�1995）の中に、コマーシ

ャル・フィッシャリーの漁期ではない期間にフード・フィッシャリーと称してサケ漁が行

われ、捕獲したサケが市場で売られている実状や、コマーシャル・フィッシャリーの漁期

の数日前にフード・フィッシャリーとしてサケを捕獲し、数日後にコマーシャル・フィッ

シャリーで捕獲したサケと混ぜて市場に出すなどの違法行為が報告されている。これらの

違法行為に対する批判は強く、フード・フィッシャリーのあり方が問われている。カナダ

国内には１９９０年の「スパロー判決」以来、カナダ政府の先住民対策は徐々に先住民の

利益を優先する政策に傾いていると言う意見もある（Smith�1995）。特にコマーシャル・

フィッシングに従事する非先住民の間では、最近のカナダ政府の政策は先住民に対する優

遇政策であるとして不満が高まっている。

４－４　サケ資源の減少

　１９７０年代頃からサケ資源の減少が懸念され、カナダ政府はブリティッシュ・コロン

ビア州の各地に孵化事業を展開させて資源確保に努力したものの、サケ資源の減少は次第

に深刻さを増し、サケの回帰率の減少とサケの生息圏の縮小が顕著になっていった（Fraser

1995;�Weinstein�1994,�2000）。つまりブリティッシュ・コロンビア州の各河川に遡上す

る各種のサケの総量が少なくなってきた事に加えて、過去には多くの河川でサケが見られ

たにもかかわらず、近年フレイザー川の支流などの主要な河川以外にはサケが見られなく

なってきている。

　ブリティッシュ・コロンビア州のサケ漁において最も重要な川であるフレイザー川に産

卵のために帰ってきたサケの数が激減したのは１９９２年のことであった（Fraser�1995;

Gallaugher�and�Vodden�1999）。その後カナダ政府は資源回復のための努力をしたものの、

１９９４年にはさらに回帰率の悪化が見られ、その後、１９９６年に単年度の増加はみら

れたものの、サケ資源は回復してはいない。カナダ政府はサケ資源激減の原因を明らかに

するために専門家委員会（The�Fraser�River�Sockeye�Salmon�Public�Review�Board）を

設けて、サケ資源の回復のための対策を検討した。さらに１９９０年代のサケ資源減少の

原因が話し合われたが、それらの多様な意見を総合すると：１）資源管理の失敗、２）林
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業やダム建設などの影響、３）エルニーニョ現象などの気候条件の変化、４）アメリカ合

衆国とのサケ資源をめぐる対立などに集約できる（Fraser�1995）。特にアメリカ合衆国と

カナダの間に１９８５年に交わされた「太平洋サケ条約（The�Pacific�Salmon�Treaty）」

は、１９９４年以来合意が得られないために機能していない状態が続いている（Gallaugher

and�Vodden�1999）。

　１９９０年代のサケ資源の減少に対応すべくカナダ政府は幾度も操業規制を行ってきた

が、そのいずれも資源ユーザーの資源管理者に対する不信感を激化させ、さらに資源ユー

ザーである先住民と非先住民の間の対立を深刻なものとしていった。サケ資源の減少に伴

い、カナダ政府はコマーシャル・フィッシャリーの操業時間を短縮する政策を展開してき

た。その結果、地域によってはサケ漁のシーズンに１２時間単位の操業を５回しか許可さ

れなかった漁業操業区域などもあり（岩崎・ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ�1999）、当然漁業者の間に過度の競

争を引き起こしている。それに加えて、カナダ政府は操業の合理化を目指した政策を展開

し、その政策が小規模な先住民漁業者をさらに窮地に追いやる結果になった（Government

of�British�Columbia�1997）。サケ漁船の数を減らすためにライセンスの統合を行うと、

大規模な会社がその資産力を活かして、小規模な漁業者のライセンスを買い取っていく。

また従来の操業区域を２分して制限することによって競争を少なくしようとすると、大規

模な会社が複数のライセンスを買い、操業区域を広げて、小規模な漁業者の２倍の海域を

動き回ることが出来るようになる。小規模な漁業者は先住民漁業者に多いことから、先住

民漁業者はコマーシャル・フィッシャリーに見切りをつけて船もライセンスも売り、その

結果生活保護を受ける状態に追い込まれている（Gallaugher�and�Vodden�1999;Government

of�British�Columbia1997；岩崎・グッドマン�1999）。このような先住民漁業者はフード・

フィッシャリーで捕るサケに依存するようになってくることから、この数年のフード・フ

ィッシャリーの漁獲量は増える傾向にあるが、一部の地域ではフード・フィッシャリーの

ライセンスのもとで捕るサケすらほとんど捕れないという地域もある（岩崎・グッドマン

1999）。先住民の家庭で、数年前には保存用のサケ缶や冷凍のサケが一年中あったものが、

今は何かの行事のために、特別に他の人から数尾を分けてもらうという話しもよく聞かれ

る。さらに先住民漁業者の間にはサケ漁の操業規制が決定する過程で、かつては資源管理

者であった先住民の意見が反映されていないという不満が高い（Government�of�British

Columbia�1997;岩崎・グッドマン�1999）。さらに最近の一連の裁判で先住民の漁業権の保

護が進み、カナダ政府の政策は先住民の利益を優先するという方向に展開しながらも、現

実は操業規制の決定がカナダ政府によってなされ、その結果のみが言い渡されるという状

況を先住民の漁業者は複雑な思いで受け止めている。

�

４－５　サケ資源管理・利用に関わる新たな試み

�サケ資源の減少という深刻な事態を受けてカナダ政府は１９９８年に“New�Direction�For

Canada’s�Pacific�Salmon�Fisheries（カナダ太平洋サケ漁業の新方針）”を発表し、サケ
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資源管理の新たな方向を提示している（Canada�1998a,�1998b）。第一にサケ資源を

“precautionary�approach（慎重な方法で）”管理するとし、今後のサケ資源管理の基本

姿勢を示している。さらにサケ資源の回復をめざしたいくつかの試みを提示している中で、

注目されているのが“Selective�Fishing（選別漁法）”を奨励していることである。これ

までにいくつかの選別漁法が考案されて実用化されているが、選別漁法の基本はどのよう

にターゲットではない固体に対してダメージを最小限にして海に戻すかを模索している。

またカナダ政府は新たな管理方針の中でもスパロー判決の精神を活かして、先住民のフー

ド・フィッシャリーがサケ資源の保護に次いで優先されるべきであるとしている。

　カナダ政府による新しいサケ資源管理の方針の中で、注目されるのは近年資源管理の責

任を担ってきたカナダ政府が、その責任を資源ユーザーと共有しようとしていることであ

る。つまりカナダ政府は資源ユーザーやコミュニティーと共同のもとでサケ資源を管理し、

サケの長期的利用を可能にしようとする意図を明示している。このような Co-management

（共同管理）や Community-based�management(地域管理)と呼ばれる資源管理体制は他の

カナダ先住民地域でも試みられ、その有効性が認められている（Berkes�1989;Freeman

1989;Pinkerton�1989;Weinstein�2000）。新方針の中でカナダ政府はこの共同管理体制を

ブリティッシュ・コロンビア州におけるサケ資源管理に応用する事を明らかにしている。

　カナダ政府は漁業資源管理と資源ユーザーがともに資源管理を行おうとする共同管理体

制をすでにニシガとの土地権に関する合意の中に取り入れている。ブリティッシュ・コロ

ンビア州の先住民グループのなかでも１００年あまりの交渉の末に、１９９６年に基本的

合意に至ったニシガのケースは他のグループのモデルケースとも言われ、この地域のサケ

漁の将来のあり方を示していると言える。詳細にわたるこの合意内容の中で、ニシガのサ

ケ資源管理・利用に関する概略が明示されている。この合意書によると、サケ資源の保護

がもっとも重要であるとした上で、第一にニシガの人々に対してナス川で捕獲されるサケ

の全体量の約１７％を捕獲する権利を認めている。第二にそれらのサケを売る権利を認め

ている。第三に漁業資源管理に関して、ニシガ政府、カナダ政府およびブリティッシュ・

コロンビア州政府の代表２名づつによって構成される共同資源管理委員会の設置を義務づ

け、資源管理責任を３者で共有していくという条件を付けている。この３つの項目は近年

のブリティッシュ・コロンビア州における先住権のあり方を特徴づけるものである。先住

民は過去にサケ漁を生活の基盤としていた時代に自らが資源管理者であり、資源ユーザー

であり、社会・文化的ニーズに合わせてサケを利用していた。それらの先住民達が現代の

カナダ社会という枠の中で資源管理と利用を一体化させたサケ漁のあり方を復活させよう

とするものである。これはまさに、先住民達が生業時代に行ってきたサケ資源の管理体制

を現代のサケ資源管理に活かそうとする新たな試みである。

　これまでカナダ政府の責任で行っていたサケ資源管理にブリティッシュ・コロンビア州

政府も加わることにより、より緻密な資源管理を目指そうと同州政府は１９９７年に”The

BC�Fisheries�Strategy（ブリティッシュ・コロンビア州漁業戦略）“をたてている（British
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Columbia�Government�1997）。同政府はこれまでのカナダ政府によるサケ漁業規制は地域

の現状を充分に考慮していないために、その効果が薄いことを指摘し、”Made-in-BC（Ｂ

Ｃ独自）”の資源管理を試みようとしている。このように資源管理体制がゆるやかに変化

していく現状を背景に、多くの研究者達がブリティッシュ・コロンビア州のサケ資源管理

の将来のあり方を問い掛けている。その中で、ピンカートン（１９９９）はブリティッシ

ュ・コロンビア州のサケ資源管理において共同管理が生きるためには多くの問題を解決し

なければならないと指摘している。それらを２つの分野に分類し：１）資源管理に関わる

人々の間に信頼関係が欠如していることと、２）資源管理に関わる人々や組識を広く統括

する政治的サポートがないことをあげている。言い換えると、これまで継続してきた資源

ユーザーと政府間の対立を解消し、相互が協力して資源管理に関わっていく体制を作り上

げなければ共同管理は生まれない事を指摘している。

　ワインスタイン（2000）は最近の論文で、ブリティッシュ・コロンビア州における未来

の漁業の形態として、“Community-based（地域社会を基盤とした）”管理方法を提案して

いる。論文の冒頭でワインスタインは地域社会を基盤とした漁業資源管理は先住民社会に

おいて過去に実践されていたとし、ブリティッシュ・コロンビア州先住民社会における伝

統的漁業資源管理方法を検証している。さらに地域社会を基盤とした漁業管理制度の成功

例として、日本における漁業共同組合を分析している。それらの実例から、今後ブリティ

ッシュ・コロンビア州において漁業管理体制を再編・整備していくために考慮すべき７つ

の基本理念を上げている。その第一は資源管理の責任範囲を示す明確な地理的・社会的境

界が必要であるとし、コミュニティーの確立を第一課題としている。第二にその地域社会

に所属する人々が、資源管理・利用に対して物質的、および金銭的投資を行い、さらに資

源管理方法に変更を加える権利をその地域社会の人々が持つこと。第四に資源状況を資源

ユーザー自身がモニターすること。さらに第五番目の項目として、規則違反にたいする処

罰はその程度に応じて段階的に対処する。第六番目の理念としては、資源管理の過程で対

立に至った場合は、その地域に既にある制度の中で対立を解決する。そして最後の基本理

念は資源ユーザー自身が資源管理を行うことの有効性を政府や他の資源ユーザーが認識す

ることとしている。

　ブリティッシュ・コロンビア州のサケ漁の将来が危惧される状況で、カナダ政府がサケ

資源およびサケ漁の管理に関わる政策を転換させた一方、コミュニティーのレベルでの努

力も顕著に見られる（Pinkerton�1999）。一つには先住民の漁業者と非先住民の漁業者の

対立を乗り越えようとバンクーバー島西岸のヌチャヌスの漁業者と非先住民の漁業者達が

組識を作り、その地域の漁業全般を地域レベルで管理して行こうとしている。またフレイ

ザー川下流地域の先住民と非先住民の小規模刺し網漁業者が地域レベルの資源管理を目指

す動きを始めている。これらの試みはいずれも１００年もの間続いている先住民・非先住

民間の対立を解消する試みである。
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（５）２つのケースが明らかにしている諸問題と今後の課題

　これまで行ってきたイヌビアロウイットの漁業資源共同管理に関する調査と、ブリティ

ッシュ・コロンビア州先住民族のサケ漁に関する調査はいずれも個別のケースである。そ

れぞれのケースにおいて、先住民族が社会・政治状況の変化に応じて、伝統的生業の保持

とカナダ社会への適応を試みた過程とその結果を示している。これらの二つのケースにお

ける相違点があまりに多いために、単純に比較することは意味が無い。ここではそれぞれ

のケースから特筆すべきことを再確認することにより、調査の次の段階で、これらの異な

った条件を包括する問題提起へと進めたい。

　イヌビアロウイットの１７年間の経験から、資源共同管理の概要を以下のようにまとめ

ることができるだろう。

１）� 共同管理とは資源ユーザーとカナダ政府との新たなるパートナーシップであり、

さらに「尊敬、協力、コミュニケーション」などが強調されている。

２）� ＴＥＫとＳＥＫは、知識・行動の上の違い、それらの対立項的性格、異なった

知識など多面的にとらえる事ができる。ＴＥＫとＳＥＫを共同管理に実践的に活かし

ているＦＪＭＣでは、ハンターの経験的知識であるＴＥＫを優先させ、その上でＳＥ

Ｋを活用して調整している。

３）� 資源管理は資源利用に関わる人々を管理することであり、ＴＥＫとＳＥＫの保

持者が相互に知識を共有することが第一条件である。

４）� 極北地域における共同管理の実態からも、１）のイヌビアロウイットの経験が

明らかである。

　ブリティッシュ・コロンビア州において、かつてサケ資源の管理者であり賢いユーザー

であった伝統を持つ先住民族漁業者達が、サケ資源を回復させ、自らのサケ漁を確立して

行くためには、歴史の流れが生み出した対立を解消していくことが不可欠である。カナダ

政府、ブリティッシュ・コロンビア州政府、非先住民漁業者および地域住民をも含めた、

共同の資源管理・利用への転換が試みられる現在、相互の信頼関係を回復、対立から共同

への転換が必要とされている。

　これらの二つのケースがカナダ社会に投げかけている問題は多文化・多民族社会として

の基盤を揺るがすものであり、異なった文化、価値観が共生するために必要な多様性を尊

重する枠組みを作る必要性を指摘しているのである。その枠組みが法規制によって出来る

のか、あるいは教育によって進められるのか、またその他の方法で作り上げられるのかは

今後の課題である。先住民、非先住民、さらに多くのエスニック・グループを含むカナダ

社会が異なった文化・価値観の対立を解消して行けるかどうかこそが、多文化・多民族社

会としての真価が問われているのではないか。その意味でイヌビアロウイットの漁業資源

管理における共同管理という枠組みの確立はひとつの可能性を示していると言える。
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