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第１節　スウェーデンの歴史とサーミ１）

　北欧スカンジナビア半島に位置するスウェーデンは、日本のおよそ1.2倍（約45万km2）の国土に

日本の８％に満たない約950万人が住む、カール16世グスタフ国王をいだく王国である。わが国で

は福祉大国としてよく知られているように、非常に高い税金と高い社会保障で有名である。主要産

業はボルボ社に代表されるような機械工業と化学工業、林業、IT産業であり、2010年にIMFが発表

したGDPは4,587億ドル、１人あたりのGDPは49,183ドルにも達する。EUには1995年に加盟してい

るがユーロの導入は見送り、現在でも独自通貨であるスウェーデン・クローネ（SKE）を使用して

いる。国民の８割はキリスト教プロテスタントの一派である福音ルーテル協会に所属しているが、

1970年代後半ころより中東やバルカン半島、あるいはアフリカからの難民、移民を多く受け入れる

ようになる。その結果、現在はイスラム教徒の存在感がましており、社会問題の一つにもなっている。

　デンマークの国旗に由来するスカンジナビアン・クロスと呼ばれる独特の国旗を持つことからも

わかるように、スウェーデンは歴史的にみてもデンマークや隣国ノルウェー、そして東隣のフィン

ランドと関係が深い。だが、これら北欧諸国の関係が生じるはるか以前より、スカンジナビア半島

北部にはサーミと呼ばれる民族が住んでいた。以下、本節ではスウェーデンの歴史を簡単に振り返

りながらスウェーデンとサーミとの関係を確認していくことにする。

　スウェーデンをはじめとする北欧諸国のルーツといえる国々がスカンジナビア半島に現れるのは

決して古くない。スウェーデン人の直接の祖先はもともとドイツ北部に住んでいた。それが、８世

紀ころにヴァイキングの一環としてスカンジナビア半島に移住していったと考えられている。しか

し、スカンジナビア半島各地にはそれ以前からサーミの祖先と思われる人々が残したと考えられる

数々の遺跡が見つかっている。また、紀元98年頃、ローマの歴史家タキトゥスが著した『ゲルマニ

ア』には、フェンニーと呼ばれる人々が描かれた。これが現在のサーミであると考えられている。

　994年ころになると、歴史上確認される 初のスウェーデン国王であるウーロヴ=シェートコヌン

グ王が即位し、本格的な国家建設が始まった。1397年には、デンマーク女王マルグレーテの提唱に

より、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンが共通してデンマーク王家を君主としてあおぐ同君

連合・カルマル同盟連合が成立した。その後、北欧はしばらくの間、デンマークを中心とした強大

な帝国となり、その支配を強めていく。

　早くからデンマークの支配に対し抵抗活動があったスウェーデンは、1527年にグスタフ・バーサ

が国王に即位、グスタフ一世となりカルマル同盟から離脱、独立に成功した。1551年には使用され

ていないすべての土地をスウェーデン国王のものとする宣言を出し、結果としてこの頃よりサーミ

の人々への支配が強まっていく。
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　1618年にドイツで三十年戦争が始まると、1630年にはスウェーデンの伝説的な国王であるグスタ

フ２世アドルフが新教徒側で参戦、勝利を重ねていく。グスタフ２世アドルフ自身は1632年にリュッ

ツェンの戦いで戦死を遂げるが、この時の活躍でスウェーデンは一躍北欧の強国としてヨーロッパ

諸国に知られることとなった。だが、北欧諸国が力をつけていくことは、各国の勢力問題を複雑に

していくことにもつながる。16世紀以降、北欧諸国の勢力争いはスカンジナビア半島北部にも波及

していった。各国はサーミの土地を王室領と認定、そこに納税を条件として農民を送り込んで農地

や牧草地にしていった。

　サーミの土地が次々と失われ農耕地となっていくなかで、サーミの土地を守る動きも出ていた。

17世紀の半ば、スウェーデンは、伝統的な生活共同体であるシーダを単位としてサーミが生活をし

ている地域をラップランドと呼び、ラップ境界を設けることで入植者を制限するという自治政策を

とった。サーミはスウェーデン王室に対しラップ税を納めれば伝統的な生活をおこなうことを認め

られた。18世紀中盤以降には、再びサーミの土地に対する制限が強化され、サーミの土地所有権が

事実上消滅し、王領地とされる政策がとられた。しかし、1867年になるとスウェーデンはイェムト

ランド以北をスカンジナビア山脈にそって山側と平地側に分割し、この境界線より山側の国有地は

サーミのみが居住し生業を営むことができるとする制度を作り上げた。

　このように、同化政策を強行したノルウェーなどと比べると、比較的に寛容なサーミ政策をス

ウェーデンはとっていたといえる。ただし、その一方で1886年にはトナカイ飼育法が成立し、トナ

カイ飼育をする者のみがサーミであるとした。これに代表されるように、スウェーデンは原則とし

てトナカイ・サーミしかサーミとして認めず、数々のサーミ政策もトナカイの飼育を辞めたサーミ

には適用させなかった。これはサーミたちの内部で深刻な対立を生じさせ、トナカイの飼育を辞め

たサーミたちのスウェーデン社会への同化を促進していくことになっていく。

　その後、サーミに対して取られた隔離政策的な教育政策については第７章第１節に、北欧のサー

ミたちの復興運動については第１章第２節に説明を譲る。

　サーミや先住民族の権利を求める運動が高まるなかで、スウェーデンは1977年にいち早くサーミ

を先住民族として認定した。また、1993年にはサーミ議会を、1999年にはサーミ語を公用語の一つ

とする制度を作り上げていった。

　1990年代以降、スウェーデンではサーミ政策にも影響をあたえることになる大きなできごとが２

つあった。

　１つは、スウェーデンのヨーロッパ連合（EU）加盟である。スウェーデンはナポレオン戦争以

来の中立政策の伝統があり、両大戦にも参加していない。そのため、第二次世界大戦後にヨーロッ

パ石炭鉄鋼共同体（ECSC）やヨーロッパ経済共同体（EEC）などが設立され、ヨーロッパ統合の

動きが生じても、これらを東西冷戦の西側諸国に連なるものとして参加を拒否し、一定の距離を取

り続けていた。しかし、1980年代に東西冷戦が集結し、さらに1980年代終盤から1990年代はじめに

かけて共産主義陣営が次々に崩壊していくとヨーロッパ共同体（EC）への接近をはじめることに

なる。すでにスウェーデン経済はEC/EUへの依存を高めており、EU加盟は経済活動上不可避のも

のとなっていた。1994年にはEUへの加盟をめぐる国民投票がおこなわれ、加盟賛成52.3％、反対

46.8％という僅差でEU加盟が決定した。1995年にスウェーデンはフィンランド、オーストリアと

ともにEU加盟を果たした。
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　かつてナチス・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第二次世界大戦

の悲劇を呼んだことへの反省から、ヨーロッパは戦後まもなくから民族・言語の多様性をひとつの

テーマとしてきた。その結実として、少数民族や少数言語の保護を目的に、ヨーロッパ評議会が中

心となって「地域言語または少数言語のための欧州憲章」（1992年発効）や「民族的少数者保護枠組

条約」（1998年）などを策定している。このような流れは、言語・民族の多様性を基本理念のひとつ

とするEUへも受け継がれた。2000年には言語の多様性の保障を盛り込んだEU基本権憲章が公布さ

れた。また、ヨーロッパ評議会と合同で翌2001年を「欧州諸言語年」として、言語の多様性をアピー

ルする様々な催しをおこなった。この際、EUの公用語だけではなく、「地域語、少数言語、移民言語、

手話にも力を入れること」（原 2004: ７）が宣言されたのである。

　EUへの加盟により、スウェーデンは必然的にこのような少数民族、少数言語保護の流れにのっ

ていくことになった。サーミ語に対する様々な方策もEU加盟により促進された２）。2000年２月に

は「地域言語または少数言語のための欧州憲章」と「民族的少数者枠組条約」に批准した。とくに

「民族的少数者枠組条約」に批准した際は、条約の規定に則り「スウェーデンの民族的少数者はサー

ミ、スウェーデン系フィン人、トーネダーレン人、ロマ人およびユダヤ人である」（訳文は渋谷（2005）

による）との宣言をしている。ここに、サーミはスウェーデンの少数民族であるということが国際

的に認められることになった。これを受けて2009年にはスウェーデン議会で「言語法」が成立し、「国

はサーミ語、フィンランド語、メアンキエリ語（トルネダール・フィンランド語）、ロマニ・チブ語、

イディッシュ語の５言語を国の少数言語とし、加えてスウェーデン手話についても、これらを保護

し促進する責任を負う」（井樋 2010）とした。これら一連の動きにより、サーミ語のスウェーデン

国内における地位は保護されていくことになった。

　２つ目は、サーミ地域の世界遺産登録である。スウェーデン政府はサーミ地域のうち、ヨック

モック、イェリヴァーレ、アルィエプローグにまたがる9,400km2におよぶ地域をラポニア（Laponia）

地域とし、文化遺産と自然遺産の複合遺産としてユネスコへの申請をおこない、1996年に認定され

た。これもまた、サーミ地域への注目を高め、民族運動の盛り上がりをうながすことになった。

　このように、サーミの権利に関して様々な動きをみせているスウェーデンであるが、課題も抱え

ている。そのひとつが、先住民族の権利に関わる「ＩＬＯ第169号条約」の批准問題である。「ＩＬ

Ｏ第169号条約」は1989年に国際労働総会によって採択された、先住民族の保護に関する条約である。

この条約は、先住民族に対する土地の返還までをも含めた非常に強い内容をもっている。サーミを

先住民族にもつ国の一つであるノルウェーは、1990年にいち早くこの条約に批准した。しかし、ス

ウェーデンやフィンランドは現在まで批准をしておらず、また今後も批准の見込みはないという３）。

　また、1993年の「世界の先住民の国際年」、1995年から2004年の第一次「世界の先住民の国際の

10年」、2007年の国際連合総会における「先住民族の権利に関する国際連合宣言」採択と、先住民

族の権利に関しては、この10年、20年の間に急激な広がりを見せており、スウェーデンも国連宣言

の採択にあたり賛成票を投じているが、それに関連した具体的な施策はまだ何も始まっていないと

いう。これらの国際的な動向に対し、どのように対応していくかがスウェーデン政府にとっての大

きな課題といえるだろう。
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第２節　サーミ居住地域とサーミ議会

　スウェーデン政府は、スウェーデン 北端であるノールボッテン県のうち、キルナ、イェリヴァー

レ、ヨックモック、アルィエプローグの４市をサーミ地域（Sápmi）として認定している。これら

の市では、1999年に交付された「行政当局および裁判所にかかわる場合にサーミ語を使用する権利

に関する法律」により、「当該の行政地域における行政に関連する用件について行政当局と関わる

個人は、文書および口頭のやり取りにおいてサーミ語を使用する権利」（橋本 2001: 161）が認めら

れているなど、サーミの人々のための施策が数多く取られている。サーミ地域はスウェーデン国土

の16％にも達する広大な地域であり、そこに５万人弱しか住んでいない。もちろん、５万人すべて

がサーミであるというわけではなく、もっともサーミ人口比率の高い町として知られるヨックモッ

クでさえも、サーミの人口比率は10％程度にすぎないという（山川 2009: 63）４）。なお、先述のと

おり、これらサーミ地域のうちの13.1％にあたる地域が、1996年に世界遺産としての登録を受けて

いる。認定の理由は、「世界遺産の登録基準」のうち、以下の５点を満たしているためである５）。

　　(ⅲ) 現存する、あるいはすでに消滅した文化的伝統や文明に関する独特な、あるいは稀な証

拠を示していること。

　　(ⅴ) ある文化（または複数の文化）を特徴づけるような人類の伝統的集落や土地・海洋利用、

あるいは人類と環境の相互作用を示す優れた例であること。特に抗しきれない歴史の流

れによってその存続が危うくなっている場合。

　　(ⅶ) 類例を見ない自然美および美的要素をもつ優れた自然現象、あるいは地域を含むこと。

図５－１　Laponia地域６）
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　　(ⅷ) 生命進化の記録、地形形成において進行しつつある重要な地学的過程、あるいは重要な

地質学的、自然地理学的特徴を含む、地球の歴史の主要な段階を代表とする顕著な例で

あること。

　　(ix) 陸上、淡水域、沿岸および海洋の生態系、動植物群集の進化や発展において、進行しつ

つある重要な生態学的・生物学的過程を代表する顕著な例であること。

　サーミ地域には、４つのサーミ学校やヨックモックのサーミ教育局など、サーミに関する様々な

施設が集まっているが、なかでも重要なのがサーミ議会であろう。サーミ議会は1993年に設置され、

キルナに事務局を置いている。現時点で専用の会議場をもっておらず、年に３回実施する総会は各

地のもちまわりで開いている。定員は31人で、任期は４年である。現在の議会は2009年に選ばれた

ため、2013年にまた選挙がおこなわれることになっている。

　サーミ議会は、スウェーデン議会への代表権をもっているわけではなく、その決定に対して直接

影響力をもつことはない。また、サーミ議会の決定がそのまま立法となることもない。しかし、オ

ブザーバーとしての地位をもっており、スウェーデン議会はサーミ議会の決定に対して 大限尊重

しなければならないとされている。また、その根拠はサーミ議会法で定められており、「スウェー

デン内におけるサーミ文化に関する問題を監視すること」が第一の目的となっている。

　サーミ議会の議員は、サーミ議会事務局に登録され投票権をもったサーミによって選ばれる。

2012年９月現在で、サーミ議会の投票権をもつ者はスウェーデン全土で7,510人である。スウェー

デンのサーミ人口は20,000人前後とされることが多いため、おおむねサーミの３人に１人が投票権

をもっていることになる。

　2012年の調査では、サーミ議会の議長にも話しをうかがうことができた。現在、国連宣言などを

受けて、ノルウェーやフィンランドのサーミ議会とも連携を取りながら北欧全体のサーミ条約をま

とめる動きがでているという。また、サーミ議会はノルウェーとフィンランドにはあるものの、ロ

シアのコラ半島には存在しない。そこで、各サーミ議会が協力し、現在コラ半島のサーミやロシア

政府に議会を作るよう働きかけているという。

表５－１　サーミ地域

面積（km2） 人口（人）

キルナ 20,714.66 22,974

イェリヴァーレ 16,950.53 18,484

ヨックモック 19,477.24 5,194

アルィエプローグ 14,594.73 3,136

計 71,737.16 49,788

注）１．数字はスウェーデン統計局による。

　　２．面積は2010年１月１日現在。

　　３．人口は2012年６月30日現在。

注

１）スウェーデンの概略についてはわが国の外務省のホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/

area/sweden/data.html）を参考にした。スウェーデンとサーミの歴史に関する部分は第１章の年表

と庄司（2005）、百瀬他編（1998）、Kvarfordt, Sikku and Teilus（2005）、山川（2009）、野崎（2012）

を中心に記述した。
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２）2011年におこなったスウェーデン教育省サーミ教育局担当官への聞き取り調査による。

３）2012年におこなったスウェーデンサーミ議会議長への聞き取り調査による。

４）なお橋本（2000）によると、1998年現在のヨックモックのサーミ人口は、6,305人中1,000人ほ

どであるという。ただしこの数字は商工事務所職員への聞き取りから得られた数字である。

５）日本ユネスコ協会HP（http://www.unesco.or.jp/isan/list/list_3/）ならびに同HP内「世界遺産リス

ト世界遺産の登録基準」（http://www.unesco.or.jp/isan/list/standerd.html）による。

６）ラポニア地域公式HP（http://www.laponia.nu/eng/）より引用。
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