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はじめに

　サーミ議会はカラショークに置かれており、現在の建物は2000年にオープンした（写真１）。モ

ダンな外観をもち、本会議場はサーミが使用する伝統的なテントを木材で抽象的に表現したつくり

となっている（写真２、３）。他にも、サーミの歴史や伝統をモチーフとしたモニュメント作品を

はじめ様々な装飾が施されるなど、建物自体がひとつの芸術作品をなしている。この建築デザイン

に対しては数々の賞が授与されている。

����

　　　　資料：The Sami Parliament in Norway, p.12より。

写真１　サーミ議会外観

　　　　　　　資料：The Sami Parliament in Norway, p.12より。

写真２　サーミ議会本会議場内部１
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資料：The Sami Parliament in Norway, p.3より。

写真３　サーミ議会本会議場内部２

　以下においては、現地にて入手したサーミ議会説明資料および議会関係者（コミュニケーション

アドバイザー：ヘンリクセン氏、政治家秘書：ヨハン氏）へのインタビューから得られた情報をも

とに、サーミ議会の歴史、構成、活動について整理し、今後の課題を掲げて締めくくりとする。な

お、議会訪問は2012年９月３日である。

第１節　サーミ議会とはなにか

　サーミ議会とはノルウェーのサーミを代表する議会である。４年ごとに７つの選挙区から39人の

議員が選出される。サーミ議会の目的は、サーミの政治的な地位を強化し、サーミの利益に資する

こと、すなわち、サーミの人々を対等・公正に扱うようにし、彼らの言語、文化、社会の保護や開

発への道を開くことをめざすものである。サーミ議会は、サーミが関係するすべての社会問題に対

処し、加えて、声明を出し、ノルウェー政府のための諮問機関をもつとめる。サーミ議会は、中央

の予算のうちサーミ関連の目的に割り当てられる予算を管理し、議会を通して、サーミは、彼らの

文化、言語、教育、文化遺産、産業について一定程度の権限を行使する。

　では、なぜ、サーミ議会が設立されることになったのか。そもそも、先住民族としてのサーミの

地位は、北欧諸国における他の少数民族のそれとは異なる。つまり、サーミは近代国家としての国

境が定められるずっと前からここを祖国としていたのであり、「移民」ではない。こうした事情に

関して、ノルウェー議会は、サーミの言語・文化がノルウェーに固有のものとして尊重されなけれ

ばならないとし、それらがノルウェーの言語・文化と同じレベルで保護・継承されなければならな

いとした。しかしながら、先住民族としてのサーミは、マイノリティであるがゆえに、民主主義の

多数決原理においては主張を通すことが困難な立場におかれてきたという経緯がある。サーミ議会

は、何よりもまずこうした状況を改善し、サーミの声を届けるために設立されたのである。

第２節　サーミ議会の設立

　まず、サーミ議会設立の歴史的背景と議会に課された役割を概観する。
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　第１項　サーミ議会の設立

　サーミの政治活動の始まりは1917年にトロンハイムで開催されたサーミの会議といわれるが、

サーミ議会設立の直接的なきっかけをなすのは、1978年、ノルウェー議会が、アルタ－カウトケイ

ノ水路をせき止めて発電所を建設する決議をした一件である。これに対して、サーミは、発電所計

画をくつがえして先住民族としてのサーミの権利を守ることを求め、大がかりな抗議行動を展開し

た。彼らの行動は国内外で大いに注目され、ノルウェー政府は、サーミの要求をかなえるために、サー

ミ権利委員会とサーミ文化委員会を設置することとなった。サーミ権利委員会は、1984年、「サー

ミの法的地位について」と題する 初の勧告をし、これを受けて1987年のノルウェー議会において

サーミ法が採択され、サーミ議会を設立する道が開かれた１）。 初のサーミ議会は1989年10月９日

オラフ５世の開会宣言のもとにカラショークで開会され、サーミ・アソシエーションのオーレ・ヘ

ンリック・マッガが初代のサーミ議会議長に選出された。

　第２項　背景

　この背景に、先住民族研究の蓄積と「先住民族」概念の変容、人権意識の高まり、マイノリティ

の人権や自由を守るための法的体制の整備といった諸々の流れが世界規模で拡大しつつあったこと

はいうまでもない。その結果、ノルウェーにおける先住民族かつマイノリティとして、サーミには

国内法と国際法のもとに特別な地位が与えられることとなる。

　まず、国内法についていえば、ノルウェー憲法の「第110条のa」がサーミの権利の重要な基盤を

なしている。「第110条のa」は1988年に制定され、サーミが彼らの言語・文化・社会を保護し発達

させるための条件を整えることを国に義務づける。この前年1987年には、上述のように、ノルウェー

のサーミが、彼らの言語・文化・生活手段を守り発展させていくことを目的としたサーミ法が定め

られている。サーミ法のなかではフィンマルク法（2005）がよく知られている。これは、フィンマ

ルク県のサーミ（を含む住民）に土地と水の権利が与えられ、広大な地域が国から地方へ移譲され

るというきわめて重要な意味をもつ法律である。この他、サーミの子どもがサーミ語で教育を受け

る権利を保障する法や、建築、文化遺産、トナカイ畜産に関する法が定められてきた。

　一方、国際法をみると、ノルウェーは、国際条約を批准することを通してサーミに義務を負うこ

とが定められている。主なものとしては、ILOの「独立国における先住民族及び種族民に関する条

約（第169号）」（1989）があげられる。これは、先住民族について、同化主義的な方向ではなく、関

係住民独自の文化、伝統、経済を維持していくことを尊重しようという内容のものである。また、

国連の人権関係の諸条約（たとえば、1965年の「人種差別撤廃条約」など）の蓄積のもと「先住民

族の権利に関する国際連合宣言」（2007）もまたサーミの権利と自由を認め、その保護と促進への前

進に大きく貢献した。というのも、ノルウェー政府は、サーミ・コミュニティに関わる問題につい

てサーミに助言を求めることを国際法で義務づけられることになったからである。

　第３項　サーミ議会の役割

　こうして、サーミ議会とノルウェー政府は、サーミの利益に直接影響を及ぼす可能性のある立法

や行政措置などあらゆるタイプの問題について協議をおこない、パートナーシップを育て、サーミ・

コミュニティが必要とするものについての共通理解をもつことを目指すこととなった。そうするこ
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とで、サーミをめぐる諸事項のプロセスとその結果について、サーミ議会が一定の影響力を行使で

きるようになったのである。

　つまり、サーミ議会は法律を制定する権限をもたず、税金を定める権限ももたないが、今ある文

化・伝統・生活を守っていくことと、サーミの人々の声を吸い上げ国政の場に届けると同時にノル

ウェー議会が拠りどころとすべきガイドラインを提示すること、このふたつをとりわけ重要な役割

とするのである。

　その際、サーミの声を受けてのノルウェー政府の取り決めがサーミ議会に一方的に通達されるの

では、サーミが尊重されたことにはならない。そこで、そうした事態を避けるために、政府との事

前協議、いわば「公式の合意に向けての合意形成」のための協議が継続されることが定められ、そ

のための協議の場として、サーミ問題担当の大臣とサーミ議会議長の間で定期的に会議がおこなわ

れることになった。ただし、サーミ議会が発言権をもつのはノルウェー政府に対してであり、地方

政治に関しては直接の影響力はもちえない。その場合、地方自治体に対しては提案や協力をするこ

とが可能である（たとえば、サーミ語の保護・普及に積極的な自治体に助言、資金提供、通訳・翻

訳協力するなど）。

　また、サーミが居住する国家同士の連携をもつことも議会の重要な務めである。ノルウェー、フィ

ンランド、スウェーデンのサーミ議会が日常的に連絡を取り合い、共有される問題について３議会

議長が協議を重ね、協力関係を築いていく体制が整えられた。

第３節　議会の構成と活動

　続いて、サーミ議会の構成と各組織の活動内容を簡単に整理する（図２－１）。

��� �������

資料：The Sami Parliament in Norway,  p.12より。

図２－１　サーミ議会組織図

　第１項　本会議と各委員会

　（1）本会議　Plenary assembly

　議会はサーミ法とサーミ議会の議院法規に則って運営されている。本会議はサーミ議会の 高機

関として通常１年に４回、約１週間開催され、議会が後援するすべての事業について規則とガイド

ラインを策定する。その際、本会議にかける議題をリストアップし、議会を招集し、議事進行を担

うのは執行評議会である。執行評議会は、本会議議長、副議長他３人のメンバーで構成される。ノ

ルウェーのサーミ協会のヤーレ・ヨハンソンが、2009 ～ 2013年、本会議議長を務める。
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　（2）執行評議会　The Executive Council

　サーミ議会は議会主義に則って議事が進行され、それを取り仕切るのが執行評議会である。すな

わち、当評議会は本会議の多数による信任を受けた上部機関という位置づけである。その議長は本

会議において選出され、議長は少なくとも４人の議員を評議会のメンバーに任命する。執行評議会

メンバーだけは他の議員とは異なり専門的な政治家（full-time politician）である。議長および執行

評議会メンバーはその後本会議から退席し、本会議には代理が出席する。

　執行評議会はサーミ議会における「内閣」としての役割をもち、日々の政治活動の責任を負う。

１年に10 ～ 12回開催され、その職務は、議題を本会議に提示し、サーミ議会の 終的な決定を採

用し、その決議を実行することである。具体的には、予算配分に関する本会議への勧告、次年度の

国家予算に関する活動、年次報告書の作成、サーミ議会としての支援計画や執行評議会独自の判断

でおこなわれる諸事についての主なガイドライン作成などをおこなっている。

　（3）開発委員会 The Development Board

　開発委員会は、サーミ議会の資金拠出と助成金の計画に対して責任をもつ。これに加えて、当委

員会は文化、経済発展、教育、サーミ語、文化遺産事業、健康・社会福祉事業のためのいくつもの

補助金と助成金を管理する。当委員会のメンバーは、議会のサーミ議員とその代理の中から執行評

議会によって指名される。

　（4）専門委員会　Expert committees

　専門委員会は、サーミ政策に関する議員たちの知識を集約・共有・活用できるようにすること、

本会議に提出される議題を準備する際に必要な知識・情報の獲得を容易にすることを目的として設

置されている。議案にもとづいて、当委員会は求められる点について本会議に勧告する役割をもつ。

会議は通常１年に４回、本会議に先立って開催される。

　専門委員会は３つある。

　①プランニング・財政に関する委員会…予算に関すること、年次報告書、支援計画のガイドライ

ン、平等に関わる問題、サーミの権利、国際法の下での権利、国際問題などを扱う。メンバー

は13人である。

　②子ども・保育・教育に関する委員会…保育所から高等教育に至るまで、子どもや若者の成育環

境、家族、健康についての問題を取り扱う。メンバーは12人である。

　③経済・文化事業に関する委員会…商行為、トナカイ畜産、農業、漁業、漁獲高割り当て量、養殖、

石油などのエネルギー、輸送、インフラ、文化、教会、文化的モニュメント、環境保護、地域

のプランニングなどに関する問題を扱う。メンバーは11人である。

　この他、監査委員会は、サーミ議会が関わるビジネスのすべての監査をおこない、ビジネスが所

定のガイドラインや予算内で実施されるよう指導し、専門家としての立場で本会議に意見を提出

する。

　（5）言語委員会 The Language Committee

　言語委員会は執行評議会の諮問機関であり、言語に関するあらゆる問題を取り扱う。当委員会は、
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サーミ議会がサーミ語の浸透を促進できるように、コミュニティにとって重要な言語関連の問題を

執行評議会に進言する。

　第２項　選挙

　サーミ議会の議員は４年ごとの選挙においてサーミの人々から選出される。この選挙はノル

ウェーの国政選挙と並行しておこなわれ、国政選挙と同様の高い権威をもつものである。2009年、

選挙区が13から７に、議員数が43人から39人に削減されたため、現在は７選挙区（図２－２）から

39人の代表が選ばれる。第１回選挙は1989年、以後４年ごとに選挙が実施され、現在は第６期（2009 ～

2013）である（写真４）。現在の政党別サーミ議会議席数は、労働党14 (7）、ノルウェーサーミ全

国連盟11 (6）、ÁRJA ３ (1)、進歩党３ (1)、保守党１、ノルウェーサーミ全国連盟及びサーミ人党合同リ

スト２ (1）、カウトケイノ・トナカイ飼育者リスト２、北部スカンジナビア党１ (1)、南ノルウェー

サーミ党１ (1）、南サーミ若者党１ (1) の計39 (19) 人である（括弧内の数字は女性議員数)２）。

資料：Statistics Norway (2010),　p.30より。

図２－２　サーミ議会の選挙区
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資料：The Sami Parliament in Norway, p.2より。

写真４　サーミ議会議員（2009 ～ 2013年）

資料：The Sami Parliament in Norway, p.24より。

図２－３　サーミ議会選挙人登録者数の推移

　サーミ議会選挙にはそのための選挙人名簿が用意される。18歳以上、または選挙年に18歳になる

ノルウェーのすべてのサーミが選挙人名簿に登録する権利をもち、名簿に登録することがサーミ議

会選挙で投票する資格となる。被選挙権の資格も同様である。前の選挙においてすでに選挙人名簿

に登録された者は再登録する必要はない。選挙年においてノルウェーの居住者として登録されてい

るフィンランドとスウェーデンのサーミ、ノルウェーにおいて３年間居住者として登録されている

ロシアサーミも同様に扱われる。

　選挙人名簿に登録するために、個人は、以下の点について宣言書を提出しなければならない。

　①当人が自身をサーミと考えていること。なおかつ、

　②サーミ語が家庭で話されていること。あるいは、当人の両親、祖父母、曾祖父母の少なくとも

一方がサーミ語を家で話す、あるいは話していたこと。あるいは

人
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　③当人が、選挙人名簿に登録されている者、あるいは、登録されていた者の子どもであること。

　過去20年をみると、サーミとして選挙人登録することを選択する者は増加傾向にある。1989年に

は5,505人であったが、2009年には13,890人に達している（図２－３)３）。

　第３項　予算

　サーミ議会は、ノルウェー中央政府の予算から与えられる資金以外の収入をもたないが、その予

算を、原則として、政策的優先順位にしたがって割り当てる権限をもつ。中央政府の監督を受けず

議会が独自に予算配分をする権限は当初に比べて近年拡大傾向にあり、サーミ議会が果たすべき責

任は大きくなりつつある。したがって、サーミ議会は、毎年、独自の予算枠を確保するために、次

年度政府予算編成に向けて、サーミ・プライオリティーの実現に必要な新しい政策と配分に関する

提案を採択する。これに対して、時の中央政府は、政府予算を算定する際に、サーミ議会からの要

求をどの程度まで考慮するかを決定する。このようにして獲得されたサーミ議会の予算の大部分は、

言語、文化、教育、ビジネスと工業、環境と文化的な価値の保護、健康と社会福祉事業、男女平等、

図書館、地域の発展と国際事情に関連した政策のために充てられる。2012年予算は367million NOK

であり、過去20年（1989 ～ 2009）の推移をみるとおよそ18倍にまで増加している。

　第４項　事務局　Administration

　サーミ議会事務局は地方自治体や国の行政組織とは異なり、むしろ省庁や国会の事務組織により

近い部局である。すなわち、サーミ議会と事務局の関係は閣僚と常勤スタッフの関係といってよい。

カラショークの他、数か所に事務所を置く。

　当事務局は、全体を統括するディレクターの下、100人以上の規模から成り、複数の部署と本会

議スタッフによって構成される。主な部署としては、議会が必要とする事務的な支援をおこなう

部署（HAL）、情報や家族問題に関わる部署（MB）、サーミ議会の内外コミュニケーション（ウェ

ブ、出版など）に関わる部署（GUL）、社会計画、商業、環境権、文化遺産、地域間・国際的な連

携に関わる部署（VEK）、言語、健康、社会に関わる部署（GD）、環境、公共空間、都市計画、文化、

若者等に関わる部署（KBB）がある。各部署にはアドバイザーと役員がおり、その業務は２つに

大別される。ひとつは、議会の各部局が政治的な意思決定をするのに必要な事務的準備を担うこと、

もうひとつは、執行評議会が諸問題を検討・研究する際に、分析・事実提示・専門的な見地からの

評価・他の方策提案などの補佐を務め、あるいは他の方法でフォローアップをすることである。

　一方、本会議スタッフは、議会の各委員会と本会議の運営、選挙人名簿の管理、選挙の実施を担

当し、議員のために様々な手はずを整える役割をもつ。

　第５項　評議会　Sami Parliamentary Council

　評議会（2000年設立）はサーミの利益を維持し国境を越えたサーミの連帯を強化することを目的

とし、サーミ議会のためにそのコーディネートをする４）。これは、フィンランド、ノルウェー、ス

ウェーデン各国のサーミ議会の合同会議として設置されており、サーミ評議会とロシアサーミがオ

ブザーバーとして加わる。当初はスウェーデンサーミもオブザーバーの立場であったが、2002年以

降はスウェーデン議会も正式メンバーとして参加する。先述のように、評議会の仕事は、サーミに
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関わる諸問題を国境を越えて取り扱うことであるが、とりわけ、国際的な先住民族政策に対する各

国のサーミの声をコーディネートすることを重要な使命としている。評議会が先住民族関連の国際

法の発展のために精力的に活動し、その働きによって、サーミ議会がサーミの要求とニーズに関し

て中央政府との間で確固たる契約をすることが可能になったことは歴史が示すとおりである５）。ま

た、先住民族の文化と社会を強化するような方法によって北部地域を開発することも評議会の重要

な取り組みのひとつである。このため、メディア戦略も積極的におこなう。

　評議会は、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドのサーミ議会議員のために、３年ごとに会

議を開催する。リーダーが選出され、そのリーダーを中心として、北欧先住民の言語の問題、各議

会に共通する問題を話し合う。使用言語はサーミ語であるが、ノルウェー語・スウェーデン語・フィ

ンランド語にも訳され、つねに複数言語体制でおこなわれる。2005年の第１回会議では、サーミの

自決権を主張するヨックモック宣言が採択された。この宣言は、サーミが、地域・国家・国際的な

レベルにおいて、権利が保障され、受益者となる資格があることをうたったものである。

　第６項　サーミ言語評議会  The Sami Language Council

　サーミ言語評議会は、1971年、サーミをめぐる問題のなかでもとくに言語に関して協同するため

に設立された。サーミ語を保護・継承するにあたって、専門家の団体としてその任に当たり、サー

ミ語がノルウェー・スウェーデン・フィンランド・ロシアにおいて同等の地位を獲得することを目

的とする。当評議会は、サーミ議会と、ロシアのサーミ協会によって任命される12人のメンバーか

ら構成される。事務局はカウトケイノのサーミ議会のオフィスと同所に置かれている。1990年のサー

ミ語法改正により、サーミ語とノルウェー語に対等な地位が与えられることになった。

第４節　今後の課題

　以上、サーミ議会の歴史、構成、活動について概観した。 後に、議会関係者２人へのインタビュー

のなかで浮かび上がった今後の課題をあげて本章を閉じることとする。

　第１項　中央政府との関係

　まずひとつは、サーミ議会とノルウェー政府との関係のあり方に関するもので、サーミ議会の活

動がより大きな成果をあげるための課題である。具体的には２点あげられよう。

　１点目はサーミ政治家に関することである。上でみてきたように、サーミ議会がこれまで勝ち取っ

てきたものは大きいが、サーミの言語・文化・生活の保護と推進がさらに実現されるためには、サー

ミの議員が国政の場で発言することが必要になってくるのではないだろうか。

　もちろん、中央政府にはサーミ問題を担当する大臣が置かれており、サーミ議会は大臣との協議

を重ねるなかで「サーミの声」を国政に反映させることができる。その意義はたしかに大きい。し

かしながら、サーミ問題担当は、教育省、環境省、厚生省など大臣が12人いるうちの１人にすぎな

い。他の大臣がサーミ問題について関心が高く発言力が高いとは限らない以上、サーミ問題につい

ては担当大臣ひとりで対処するしかない場合もあろう。とすれば、インタビューの中で両氏が語る

ように、ノルウェー議会に対して力をもち、サーミの問題について熱心に活動する政治家が中央に

存在するかどうかで事態は大きく変わってくることが考えられる。同じ政党の所属であっても、「ノ
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ルウェー議会とサーミ議会で意見が一致しないことの方が多く」（ヘンリクセン氏）、「ノルウェーの

労働党はノルウェー人の公共サービスをよくしていこうとするし、サーミの労働党はサーミのため

によくしていこうとするから方向性は一緒だけれど、目指している小さいゴールは異なってくる」

（ヨハン氏）。とすれば、サーミの人々にとっては、そこ（中央）にサーミの議員がいることが重要

となってくる。

　しかし、ノルウェー議会にサーミの議員を送り出した経験は過去１回しかないということである。

ノルウェー議会に属するサーミ政治家は２人いるが、彼らはサーミ議会から送られているわけでは

ない。「ノルウェーの国政選挙におけるフィンマルクの議席が５議席しかないため、フィンマルク

からサーミの政党を推しても国政に対する影響力はあまり期待できない」（ヨハン氏）という現実が

ある。それにしても、サーミとしての主張を、確実に、効果的に届けるためには、中央政府にサー

ミ政治家を送り出し、サーミ議会と連携させていくことを現実問題として検討するべきだろう。

　そうなれば、サーミ議会と中央政府との関係の内実は、「中央に対抗（抵抗）する関係」から「対

等な協力関係」へとさらに近づくと思われる。つまり、「サーミ議会の仕事は文句をいうことだから。

文句を言わないと何も得られないので。すべて国との間で同意があるなら、ノルウェー議会が正し

く決定をしていくならば、サーミ議会の役割はなくなる。合意にいたらないところがあるからこそ、

サーミ議会の役割がある」（ヘンリクセン氏）という段階から、力を合わせて問題解決をはかる共生

の段階へと進んでいくということである。

　２点目はサーミ議会の予算に関することである。サーミ議会の予算はノルウェーの国家予算から

拠出されるが、「サーミ議会が財政をノルウェー中央政府に依存していることがいいことなのか」（ヨ

ハン氏）という指摘が何年も前からある。過去にサーミ議会として先住民族税を提案したこともあ

るが実現しなかった。しかし、その一方で、サーミ議会に割り当てる予算を増やすべきとの意見も

ある。議会の予算は国家予算の増加にともなって増えているとはいっても国家予算の0.001％ほど

にすぎず、「かつてサーミ排斥のために費やされた額が国家予算の１％であったことを考慮するな

らば、現在の予算は少なすぎる」（ヘンリクセン氏）という見方によるものである。財政的な自立を

視野に入れる考え方と、中央政府からさらに多くのものを受け取る権利があるとする考え方、サー

ミの政治的自立のためにはどちらの道を選ぶべきなのか、あるいは他の方法があるのか、考えてい

く必要がある。

　第２項　サーミとは誰か

　サーミは、血筋、言語、本人の自己認識など様々な点から分類され得る。これまでの歴史的経験

を理由として自分をサーミと認めない者やサーミであることを公言しない者もいるため、議会では、

サーミの定義に関して、客観と主観両方の要素を入れた独自の基準を設けている。もうひとつの課

題は、サーミ議会選挙の選挙権・被選挙権をもつための「サーミであること」という条件に関わる

ものである。

　「サーミ議会として一番大事なことはサーミの生の声であるということなので…主体的に自分自

身がサーミであるという自覚がまず必要。教会で洗礼を受けるように誰かが「あなたがサーミです」

と決めることではなく、両親がサーミであっても本人が自分はサーミであるという自主的な意識が

なければならない」（ヘンリクセン氏）という言葉が示すように、選挙に関しては本人の主観的認識
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が何よりも重視される。それに加えて、本人、両親、祖父母、曽祖父母のうちの少なくとも１人が

サーミ語を日常語として使用していること、あるいは、選挙人名簿の登録者の子どもであることが

登録の要件とされているが、これらはあくまでも「選挙のための定義」であり、いわゆる「サーミ

の定義」とは別のものである点に注意が必要である。

　というのも、サーミであるという主観的認識を重視するということ、すなわち、「議会に登録す

るということは、自分が政治的にサーミとして積極的であることの証」（ヨハン氏）であるため、登

録は人々にとっては重い決断を迫るものだからである。実際、カラショークでは、人口の90％がサー

ミであるにもかかわらず、登録者はそれほど多くはないという。「ノルウェー政府はただサーミ議

会がどう言っているか、この問題について、サーミの人たちはどう考えているかなど、政策を決め

ていくために、ただ、サーミの声を知りたい。しかし、サーミの人々には個人的なジレンマがあっ

て、自分がサーミであるか、自分がサーミの政治について積極的であるかということを考えなけれ

ばならない」（ヘンリクセン氏）という現実がそこにはある。

　人種政策の歴史の教訓としてサーミの血筋を問うことが回避され、言語と主観的認識を拠りどこ

ろにするしかないという事情は理解されるが、主観的認識に委ねることは、当事者に選択の自由と

責任を負わせることである。このとき大切なのは、選択のための知識や情報が十分に与えられるこ

とである。サーミの血筋、サーミ語能力、サーミとしてのライフスタイルの有無、サーミとしての

自己認識、サーミとしての政治参加への関心度についてみれば、人々の条件と認識は多様であろう。

そのなかには、「家系的、遺伝的にはサーミではあるがサーミとしての主観的認識はなく、ノルウェー

人だと自己認識し、サーミ語もサーミのライフスタイルも失っている人々が多く存在する」（ヘンリ

クセン氏）という。とするならば、自身のルーツについて多くを知り、政治的にサーミとして動く

ことの意味を考える機会を増やすこと、そのうえで政治的な立場をあらためて選択していけるよう

な仕組みを整えることは、それがただちに登録者の掘り起こしにつながるとはいえないにしても、

サーミ議会の設立の趣旨に沿うことであろうと思われる。

注

１）サーミ議会設立前はノルウェーのサーミ評議会（1964年設立）がサーミ問題に関する専門家

集団としての権限を行使していた。評議会は地方自治と労働を管轄する省（Ministry of Local 

Government and Labour）のもとに置かれ、18人のメンバーを擁し、省のガイドラインにしたがっ

て公的資金を管理していたが、サーミ議会設立にともない解散した（Solbakk ed. 2006: 161, 

170-2）。

２）2009年選挙の結果については、第１章第３節の表１－５および表１－６も参照されたい。

３）1989年の 初の選挙において登録者が少なかったのは極端なノルウェー人化政策のためであ

る。何世代にもわたるこの政策によって、サーミのアイデンティティについて知ることは多くの

者にとって重荷となり、この選挙では２～３の主要なサーミ団体が投票をボイコットしている

（Solbakk ed. 2006: 176）。

４）北欧のサーミの連帯への道を開いた 初は、1953年、ヨックモックにおいて開催された会議で

ある。1956年、フィンランド・ノルウェー・スウェーデンのサーミ問題のための共同体として北

欧サーミ評議会が組織されるが、1992年ロシアサーミとも連帯することとなり、その後正式名称
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をサーミ評議会（The Sami Council）とした（Solbakk ed. 2006: 232）。

５）サーミ問題担当大臣とサーミ議会議長の間でおこなわれてきた年１回の会議を経て、2000年、

北欧のサーミが連帯していくことが確認された。第１回会合は2000年である。まず、事務レベル

でサーミ議会と中央の相互関係拡大を目的とする建設的な対話がなされるようになると、2001

年、政治的な協力が必要なケースに関してその準備やフォローアップをするための部署が一新さ

れ、2002年からは議員も交えた専門委員会が設立されて、The Nordic Sami Conventionの草案づ

くりがおこなわれた（Solbakk ed. 2006: 245-6）。
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