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第１節　本章の課題と調査の概要

　序章、ならびに第５章で、サーミ全体やスウェーデン・サーミの概況を確認してきた。そこでは、

かつてのサーミに対する同化と抑圧から、戦後の先住民の権利意識の向上や、ノルウェーにおける

アルタ・ダム事件、スウェーデンにおける税山地事件などを背景とした復権と再生へと転換されて

きた様子が浮かび上がった。そこで本章では、限られた数ではあるが、サーミ住民に対する調査を

もとに、現在の復権と再生の動きを、サーミ住民の生活や意識と関連させながら捉えることを目的

とする。

　なお、今回の調査は、2012年９月に実施したスウェーデン調査の一環として、９月４日にキルナ

在住の５人のサーミ住民に対して実施した。５人の基本属性については、表６－１のとおりであ

る。なお、D氏の「婚姻関係」欄の「同棲（サンボ）」であるが、スウェーデンでは1976年に親子

法の改正によって、嫡出子・非嫡出子間の壁が取り除かれ、子どものもつ権利は平等であるとされ

た。このことにより、サンボ（sam-（一緒）＋bo（住む））と称される同棲の形態が珍しくなくなっ

た。1987年にサンボ法も成立し、婚姻関係にある夫婦とほぼ同等の権利がサンボカップルにも与え

られることで、サンボは社会的に承認された形態になっている（髙橋 2000: 290-1）。

　対象者の選定は、サーミ議会事務局のB氏に行っていただいた。B氏には、ご自身も調査にご協

力いただいた。

表６－１　調査対象者の基本属性　 　　　　

年齢 性別 出身地 学歴 婚姻関係

A氏 50歳代 男性 エルブスビュン 高校 未婚

B氏 50歳代 女性 イェリヴァーレ 大学 既婚

C氏 30歳代 女性 キルナ 大学 未婚

D氏 30歳代 女性 ルレオ 大学 同棲（サンボ）

E氏 10歳代 男性 イェリヴァーレ 高校 未婚

第２節　サーミ語能力とサーミ意識

　それでは、上記の５人の方々に行った調査結果を詳しくみていく。まず、家族におけるサーミの

血縁とサーミ語話者を表６－２に掲げた。これをみると、C氏・D氏・E氏の比較的若い世代は父

母・祖父母がサーミの血筋であり、そのほとんどが北サーミ語を話せることがわかる。それに対し、

A氏の場合は、実父のみがサーミの血筋であり、この実父がルレ・サーミ語を話していた。
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表６－２　家族におけるサーミの血縁とサーミ語話者 　　　　

サーミの血筋の家族 サーミ語が使える家族 家族が使えるサーミ語の種類

A氏 実父 実父 ルレ・サーミ語

B氏 祖父母 なし 　　－

C氏 実母・実父・祖父母 実母・実父・祖父母 北サーミ語

D氏 実母・実父・祖父母 実母・実父・祖父母 北サーミ語

E氏 実母・実父・祖父母 実母・実父・祖母 北サーミ語

　一方、B氏は、祖父母までがサーミの血筋だと答えている。祖父母がサーミの血筋であれば、実

父か実母の一方はサーミの血筋であるように思われるが、この点についてB氏は、次のように語っ

ている。

　　　私は自分の生い立ちの中で、おじいさんとおばあさんというのは、親戚とかサーミ語を話

している人はいたんですけど、生い立ちとしては、トーネダーレンといってバルト海の一番

北、フィンランドとスウェーデンが合うところがあるんですよ。そこで育ったんです。そこで

は、自分がサーミであるってことをあんまり聞かずに育ちました。というのは、親がトナカイ

をもっていたわけでもないし、そういうところでいたために、そしてスウェーデンの政府って

いうのは、初めはトナカイをもつ人しかサーミでないと定義してたので、自分がサーミだと考

えなかったのです。（B氏）

　つまり、B氏の家庭ではトナカイを飼ってはいなかったが、当時のスウェーデン政府が設定して

いたサーミのメルクマールは「トナカイ所有」であった１）ので、親や自分はサーミだという認識

を強くもっていなかったということである。

　さらにもう一つ重要な点として、B氏は、次のように語っている。

　　　サーミであるっていうことは非常に、キリストの傷みたい、くぎで刺された……スティグマっ

て言いますよね。スティグマのようなもんで、非常にそれを体に負っているということはつら

いことだったわけですよね。だからサーミであるよりは……名前も変えろっていう法律があり

ましたよね。だからトーネダーレンの住民である、トーネダーレン人というほうが、サーミよ

りもっと階級が上で、一番上の階級はスウェーデン人というステータスだったんです。

　　　だから、サーミの女性がたとえば農業をしているスウェーデン人と結婚した場合、自分のサー

ミの伝統だとか、自分の持っている文化っていうのは、あんまり目立たせないように生きてい

たと思います。（B氏）

　このように、サーミに対する差別が、逆にサーミ語やサーミの生活習慣を覆い隠す役割を果たし、

結果として同化を進めることになった様子がわかる。庄司博史は、サーミの人たちが、ノルウェー

語やスウェーデン語、フィンランド語などの多数派語を「十分に話せないことへの劣等感から、無

口、消極性など人格形成にまで影響をおぼすことも指摘されている。……1960年代、差別を恐れ多

数派への同化傾向が強かったフィンマルクの沿岸地域では、このようなサーミ人の行動パターンが

逆にサーミ人を識別させる要素の一つであった……。こういう事実がかつては、少数派であるサー
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ミ人を国家がノルウェー語などへ単一言語化する政策を正当化し、サーミ人自身もそれに疑いを差

しはさむことがなかった」（庄司 1991: 858）と述べている。「差別への恐れ」から、サーミの人々

が自ら同化される状況が見出される２）。なお、サーミの血筋だとされた祖父母は、基本的にはフィ

ンランド語を話していたそうである。

　このように、すでに家族内でサーミ語が受け継がれにくくなった状況もみられるが、対象者自身

の現在のサーミ語能力は、表６－３にまとめたとおりである。これをみると、祖父母世代・親世代

がサーミ語を話すことができるC氏やE氏は、かなり高いサーミ語能力を有することがわかる。と

くにE氏は、「私の母語だから全部できる」と語っているほどである。D氏については、C氏やE氏

に比べるとやや劣るが、それでも比較的高いサーミ語能力をもつ。

表６－３　調査対象者のサーミ語能力

自分が使える

サーミ語　　

もっとも得意なサーミ語の能力 サーミ語の

学習意志話すこと 読むこと 聞くこと 書くこと

A氏 ルレ・サーミ語
簡単な内容

なら話せる
文字が読める

基本的なこと

ならわかる

簡単なメモが

書ける

すでに

習っている

B氏 北サーミ語
簡単な内容

なら話せる

簡単な雑誌が

読める

議会のやりとり

などがわかる

文字がいくつ

か書ける

すでに

習っている

C氏 北サーミ語 流暢に話せる 本が読める
議会のやりとり

などがわかる

どんな文書で

も書ける

習う必要はな

い

D氏 北サーミ語 かなり話せる
簡単な雑誌が

読める

日常生活の話題

がわかる

簡単なメモが

書ける
習いたい

E氏 北サーミ語 流暢に話せる 本が読める
議会のやりとり

などがわかる

どんな文書で

も書ける
NA

　ただし、若い世代も、苦労なくサーミ語を習得しているわけではない。E氏は、「サーミ語では、

この『聞き言葉』については全然影響を受けないけど、書くこと、それから読むこと、それはやっ

ぱりしっかり自分で意識してサーミ語を持ちこたえるように意識がなければ、きっと悪くなるん

じゃないかと思うんです。……とくに文法面で、ちゃんとしたサーミ語が書けるとか、そういうこ

とは大事だと思っている。だからそういう意味では、書くこと、読むことについて、自分の心がけ

でこれから絶対失わないようにと努力している」と語っている。サーミ語能力を維持するために、

普段から努力を重ねている様子がみられる。

　このことに加え、大きな影響力をもつと考えられるのが、サーミ学校の存在である。第７章でも

ふれるが、サーミに対する教育は、17世紀にキリスト教の宣教師によるものから始まり、19世紀に

はスウェーデンの教育制度への包摂が試みられたが、画期となったのは1913年の「ノマド・スクール」

（遊牧学校）の設置である。これは、「サーミはスウェーデン人とは異なる民族であり、サーミらし

くあるべきで、文化が混交していくことは望ましくない」という考え方にもとづいて置かれたもの

である。しかし、授業はスウェーデン語で行われ、また遊牧せずに定住化しているサーミの子弟は

入学ができないなどの問題を抱えていた（野崎 2012: 77）。

　このノマド・スクールは1962年に選択制となり、さらにサーミ子弟にとってより望ましい教育の

実現を目指したサーミ学校が1981年に開設された（野崎 2012: 78; Solbakk ed. 2006: 198）。国立

で５校設けられたこのサーミ学校に通うことで、サーミの子どもたちは、スウェーデン語とともに

サーミ語を身につけることができるようになった。基礎学校に通っていたD氏より、サーミ学校に

通っていたC氏やE氏がより高いサーミ語能力を有することは、サーミ学校による一定の教育効果
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がうかがえるかもしれない。ただし、より上の世代であるA氏やB氏に比べ、C・D・E氏のサーミ

語能力が相対的に高いことをふまえると、直接サーミ学校に通うか否かというよりは、サーミ学

校においてサーミ語の教育が提供されるようになったというサーミ語教育の復権と再生の動きが、

サーミの若い世代のサーミ語能力向上に大きな役割を果たしたものと考えられる。

　一方、就学期にはサーミ学校が存在せず、家族にもあまりサーミ語話者がいなかったA氏やB氏は、

サーミ語を習いながら、少しずつその能力を高めている様子がわかる。B氏の場合、夫もサーミで

あるが、やはり家ではサーミ語を教えられなかったという事情があった。そのため、大人になって

から、夜間学校などに通いつつ、夫婦そろってサーミ語の勉強をしている。

　このように、サーミ語の勉強に取り組み始めたことには、サーミとしての意識が関わっている。

B氏は、サーミとしての意識について、次のように述べている。

　　　私は何となく、自分は本当にサーミではないというような気がするんです。サーミの間では。

ところが、ほかでサーミ以外の人と付き合うと、私はその人たちよりはもっとサーミだという

意識がします。……どっちにも属しないというんじゃなくて、裏返せばどっちともに属するこ

とであって。私はやっぱり、サーミ以外の人のこともよく分かるし、サーミのこともよく分か

ると。だから、その懸け橋みたいな存在だと私は思っています。（B氏）

　このように、サーミではあるけれども、親からは自身のサーミ性を否定的なものとして扱われて

きたB氏は、サーミと非サーミの「懸け橋」と自らを位置づけている。ただし、そのことは、サー

ミとしての自分が存在することを明瞭に感じさせられることでもある。そうであるがゆえに、「わ

からない」「もうどっちでもいい」というのではなく、あくまで「サーミとしての自分」に向き合お

うとし、サーミ語を習得しようという姿勢につながっている。

　それでは、他の対象者を含め、いかなる局面で自身がサーミであると感じているかを、表６－４

から確認してみたい。これをみると、すべての対象者が選んだ項目はないことがわかる。４人が挙

げたものとしては、「1．家族でサーミのことを話題にするとき」や「2．家族でサーミの文化を実

践するとき」など家族でサーミに関わる活動をするときや、「3．家族以外のサーミの人々と関わる

とき」、「5．サーミの文化や歴史に触れたとき」、「6．サーミ語にふれたとき」などサーミ性を持っ

た人や文化とふれたとき、さらに「8．サーミであることで差別を受けたとき」となっている。

　差別については、多くが「ある」と答えつつ、その具体的な中身についてはあまり聞くことがで

きなかった。このことは、サーミの人々に対する差別の根深さを想像させる。そのようななか、B

氏は、差別について、次のように語ってくれた。

　　　これは、ほとんど感じたことがない。１、２回というのはあるんですよね。……実は私、こ

の仕事を始める前に、20年間先生として働いていました。そのときは、自分がサーミであると

かそんなこと関係なく、普通の先生として、みんなから尊敬されていたんですよね。今度、こ

のサーミ議会の仕事をするようになってから、急に思い付いたのですけれど、ほかの人の見る

目の中に、「これはサーミなんだ」っていう軽蔑のまなざし、急にパッと感じたっていう瞬間

があるんです。これは私個人に対してではなくて、サーミという言葉というか、観念の中に含
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まれているもので、そういうものがあるんだなってことを意識したわけです。それは、その人

のもっている偏見が原因だと思っています。（B氏）

　偏見にもとづく蔑みのまなざしを意識した際、それが「自分がサーミであるがゆえ」ということ

を感じさせられることになっている。

　一方、３人しか挙げなかったものとしては、「4．サーミ以外の人々と関わるとき」と「7．サー

ミの人々の身体的特徴に気づいたとき」がある。サーミの身体的特徴については、混血も進んでい

るであろうから、筆者が見ても判然としないところもあるが、「黒い瞳と黒い髪、東洋的な顔だち」

（邱 2007: 143）と表現されることもあり、スウェーデンの人々の間では感じられるところもある

ようである。

　「サーミ以外の人々と関わるとき」については、先程のB氏の例のように、サーミ以外の人々と

関わることで自身のサーミ性を認識するということである。しかし、これは、比較的若い世代のC氏・

D氏からは挙げられていない。C氏・D氏は、B氏が挙げていないサーミの人や文化に触れることで

自分をサーミとして意識すると感じている。そのため、これだけでは確たることはいえないが、比

較的上の世代では、異質なものとふれることで内なるサーミ性を認識し、比較的若い世代では、同

質なものと触れることで内なるサーミ性を感じる、という差異があるのかもしれない。

表６－４　自分をサーミとして意識するとき

A氏 B氏 C氏 D氏 E氏

1．家族でサーミのことを話題にするとき ○ ○ ○ ○

2．家族でサーミの文化を実践するとき ○ ○ ○ ○

3．家族以外のサーミの人々と関わるとき ○ ○ ○ ○

4．サーミ以外の人々と関わるとき ○ ○ ○

5．サーミの文化や歴史にふれたとき ○ ○ ○ ○

6．サーミ語に触れたとき ○ ○ ○ ○

7．サーミの人々の身体的特徴に気づいたとき ○ ○ ○

8．サーミであることで差別を受けたとき ○ ○ ○ ○

9．その他 ○（詳細は不明）

注）選択されたものについて○をつけた。

第３節　子ども時代のサーミ文化体験

　このような意識の持ち方の違いをふまえながら、次に、対象者の生活の歩みをみてみたい。まず、

子どものころに家族のなかで体験したサーミの伝統文化について、表６－５にまとめた。これをみ

ると、トナカイとの関わりが多く挙げられている。サーミの人々が暮らす北欧の３か国のうち、フィ

ンランド以外のノルウェーとスウェーデンでは、トナカイ飼育業をサーミの人々に独占的に認めて

いる（櫻井 2004: 220）。これは、この地で長年にわたってトナカイの放牧を行ってきたサーミの人々

が持つ権利となっていることを示している。と同時に、トナカイがサーミの伝統文化を構成する大

きな要素となっていることもわかる。現在も、D氏を除く４人がトナカイを飼育している（表６－

５）３）。ただし、「トナカイ飼育にかかわるサーミ人はフィンランドで約30%、スウェーデン10-15%、

ノルウェー 15-10%となっており、サーミ人の主生業ではない」（庄司 1995: 231-2）とされている。

そのためトナカイは、生活の糧というより、サーミとしての象徴的な意味合いが強いものと思われる。
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表６－５　子どものころに家族のなかで体験したサーミの伝統文化

体験した伝統文化
トナカイの飼育

子ども時代 現在

A氏 トナカイの飼育、サーミ団体の手伝い あり あり

B氏 なし あり あり

C氏 トナカイと一緒に暮らす生活 あり あり

D氏 トナカイ肉を食べる、マス釣りをする、伝承の話を聞く、裁縫・刺繍 あり なし

E氏 トナカイの放牧 あり あり

　一方、子ども時代の人との交流についてみてみると、サーミの人々とはかなり深い関わりをもっ

ていたことがわかる（表６－６）。それに対し、サーミ以外の人々とも、基本的には仲良くつきあっ

ていた。ただし、C氏とD氏は「いじめられた」という経験を、多少有しているようである。

表６－６　子どものころの交流と通っていた教育機関

サーミとの交流 サーミ以外との交流 １～６年生で通っていた教育機関

A氏 盛んに交流していた 仲良くつきあっていた 基礎学校

B氏 必要に応じて交流していた 仲良くつきあっていた 基礎学校

C氏 盛んに交流していた 仲良くつきあっていた・いじめられた サーミ学校

D氏 盛んに交流していた 仲良くつきあっていた・いじめられた 基礎学校

E氏 盛んに交流していた 仲良くつきあっていた サーミ学校

　ただし、それがサーミ以外の人々との関係を断つということにはならない。C氏はサーミ学校に

通っていたが、「私の住んでいた村には、その学校しかなかったんです」と話されたように、サー

ミ学校に閉じた関係を選んだわけではなく、 寄りの学校がサーミ学校しかなかったという事情で

あった。ゆえに、この学校にはサーミではない子どもも通っており、人数比としてはサーミと非サー

ミがほぼ半々だったという。しかし、この学校はもう廃校になったとのことである。

　これに対し、E氏は、「（サーミ学校以外に）自然なチョイスはなかったから。他の選択肢という

のは全然なかった」と答えており、積極的にサーミ学校を選んだ様子がわかる。

第４節　サーミの自覚

　このような子ども時代を過ごしてきたサーミ住民たちだが、サーミとしての自覚が芽生えた時期

は、割と多様になっている。この点をまとめた表６－７をみると、早い場合は「基礎学校入学前か

ら（～６歳くらい）」で、遅い場合は「基礎学校上級学年のころ（13 ～ 15歳くらい）」となっている。

ただ、日本でいえば中学校を卒業するくらいには、自身がサーミであるとの自覚をもつようになっ

ていることがわかる。

表６－７　サーミとしての自覚が生まれた時期・きっかけとサーミに関する学習

自覚が生まれた時期 きっかけ サーミの言語や文化を学んだ学校

A氏 基礎学校入学前から（～６歳くらい） 親から聞いた 学校でサーミの言語・文化は学んでいない

B氏 いつごろかわからない 親から聞いた 大学

C氏 基礎学校上級学年のころ（13 ～ 15歳くらい） 勉強が進むにつれて、サーミであることに気づいた サーミ学校・大学

D氏 基礎学校初級・中級学年のころ（７～ 12歳くらい） 親から聞いた 基礎学校

E氏 基礎学校入学前から（～６歳くらい） つねに自覚している・親の働きかけ サーミ学校・基礎学校（上級学年）・高校
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　サーミであるとの自覚をもったきっかけであるが、４人から挙げられたのは「親」をきっかけと

しているということで、親によって伝えられて意識がもたれ始めることが多いこともわかる。E氏

は、次のように語っている。

　　　私の場合は、両親が両方ともしっかりと自分たちの意識と言葉をもって私を育ててくれたか

ら、私にとっては自分がサーミであるということは、全然疑いもなく当然のこととして、そう

いう意味で非常に強い支持というのかな、自分に自信もあるし自意識もあるし、そういうふう

なサポートがあって非常によかったと思います。（E氏）

　ただし、「勉強が進むにつれて、サーミであることに気づいた」（C氏）など、サーミの人々や文

化と接する環境のなかで育つことが、サーミとしての自覚を生む様子も見出される。

　学校でのサーミの言語や文化に関する教育については、A氏だけが「学校でサーミの言語・文化

は学んでいない」と答えている。A氏と同じ50歳代のB氏は、正規の大学の課程を終えたのちにサー

ミ語を習うコースに通った経験を持っている。また、30歳代より下の世代では、サーミ学校だけで

なく基礎学校においても、サーミに関する言語や文化を学んだ経験が見受けられる。

第５節　就労と結婚の現状と意識

　現在の職業やもっとも長く働いた職業、現在の世帯年収について、表６－８にまとめた。第１項

でも触れたように、今回はサーミ議会事務局のB氏に調査対象者を選定していただいたため、ほと

んどがサーミ議会関係者となっている。年収は「30 ～ 50万SEK未満」（約400 ～ 700万円）がもっと

も多いが、D氏は「50万SEK以上」（約700万円以上）となっている。

　一方、A氏はサーミ議会議長を務めるが、年収は「10 ～ 30万SEK未満」（約130 ～ 400万円）と、

相対的に低い水準になっている。サーミ議会議員では、毎月定額の給与が支給されているのは議長

だけである。残りの議員は、議会に出席した日数だけ給与が支払われる４）。その点では、A氏はサー

ミ議会議員のなかではもっとも安定した経済状態となるはずであるが、主たる産業であるトナカイ

業が厳しいためか、比較的低い水準となっている。

　就職・転職に関する困難はA氏のみが「スウェーデン社会がサーミに対して不寛容」と答えてい

るが、他はすべて「なし」となっている。少なくとも、サーミに対する差別は、すべてのサーミの

人々にとって大きな問題として認識されているというわけではないことがわかる。

表６－８　現在の職業と就職・転職に関する困難

現在の職業 世帯年収 もっとも長い職業 就職・転職に関する困難

A氏 トナカイ業・サーミ議会議長 10 ～ 30万SEK未満 トナカイ業 スウェーデン社会がサーミ人に対して不寛容

B氏 サーミ議会事務局員 30 ～ 50万SEK未満 教員 なし

C氏 サーミ議会事務局員 30 ～ 50万SEK未満 公務員 なし

D氏 レントゲン技師・サーミ議会議員 50万SEK以上 公務員 なし

E氏 サーミラジオ局員 NA サーミラジオ局員 なし

　一方、恋愛・結婚については、深く考えている人もいるようである。この点を、表６－９にまとめた。

これをみればわかるように、サーミに対するいわゆる「結婚差別」のことを心配する回答は皆無で
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ある。そうではなく、自身の結婚によって、今自分が暮らしているサーミ社会に、配偶者や子ども

をうまく迎え入れることができるかどうか、ということが主要な問題点である。それは、サーミ以

外のスウェーデン人と結婚する場合、「サーミに対する理解」をもっている人かどうか、あるいは

逆に、「サーミ社会に、その配偶者が受け入れられるかどうか」という問題点が生じうる。それは、サー

ミ社会が排除するというわけではないが、E氏が「スポンタニティ」という言葉で表現したように、

サーミであれば自然とやりとりが交わせる空間に、自然に参加できるかどうかという問題である。

　また、子どもについても、言葉の問題を中心に懸念が生じる。その際、これもE氏が指摘するよ

うに、「あまりサーミ語ができないことを指摘され続ければ、それは子どもにとって負担になるの

ではないか」という問題もある。このようなことを考えた場合、どのような民族的な背景をもった

人と家庭を築くのかは、単に一家庭の問題ではなく、サーミ社会との関わりも視野に入れた検討が

必要な問題となっていることがわかる。

　さらに、その根底には、「サーミ社会の再生産」という課題も存在する。E氏が「本当のことを言っ

て、サーミというのは実は絶滅の恐れのある存在というふうに言い切っていいと思うんです。絶滅

寸前の存在ですから」と語っているように、「サーミは絶滅寸前」との問題意識がみられる。ただ、

そこで重視されるのは、サーミ民族としての血というよりは言葉や文化である。このことは、サー

ミ議会議員選挙の投票資格が「自分がサーミであるという確信があること」と「サーミ語が話せる

こと、もしくは親がサーミ語を話せること、もしくは祖父母がサーミ語を話していたこと」の双方

を保持する者に認められている（野崎 2012: 74）ことにも表れているように、サーミの人々の間

では「血」よりも「言葉」が重視されていることと関わっている。そうであるがゆえに、子どもへ

のサーミ語教育が問題となる。このような状況から、「サーミ社会との関わり」といった場合には、

「サーミ社会への理解」、「サーミ社会からの受容」とともに、「サーミ社会の再生産への寄与」とい

う文脈も存在している。恋愛・結婚を考える場合、これら３つの文脈による「サーミ社会との関わ

り」を考慮することとなっている。

表６－９　恋愛・結婚において考慮する民族性

A氏 なし

B氏

主人に会って「あ、この人」って思ったときは、……彼がサーミであるかないかって考えなかったです。……そのあと難しかったのは、

二人の間に子どもができなかったんです。実は、子どもが生まれないから養子をするっていうことになったときに、養子をもらったのは

いいけれども、その子どもたちがサーミとしてみんなに認められるか、どうなるんだろうって非常に悩みました。二人とも養子というこ

とです。そのときに初めてそのことを考えて、それが重要な問題だと思いました。

C氏 なし

D氏

若かったときには、きっとボーイフレンドは絶対サーミがいいわとちょっと信じていたんですけど。……スウェーデン人じゃなくてサー

ミのボーイフレンドとかのほうが、子どもに対していろんな意味でやりやすいんじゃないかと思ったから。今付き合っている方は（ス

ウェーデン人だが　　新藤注）すごいオープンな方なので、彼もサーミ語っていうかサーミを受け入れる、それも整っているから、そう

いう意味ではとっても。ちょっと安心、ほっとして、こだわらなくてもいいかな。その前に付き合っていたスウェーデン人の人は、「サー

ミなんてプンプン」っていう感じだったので結構大変だったんですよ。サーミのカルチャーについて「何か変なの」と思ったような人だっ

たので、ちょっとやりにくかった。

E氏

・自分の将来のパートナーのこととか考えると、これ以上に重大な問題だから深く考えなければならない。なぜかというと、自分はいい

けれども、家族をつくった場合、子どものことも考えるし、そうすると、子どもの言葉ということも考えなければならないし、文化も

考えなければならない。自分にとって今まで、トナカイの育成というのか、放牧の仕事というのは、非常に自分にとって大事なものだっ

たし、本当のことを言って、サーミというのは実は絶滅の恐れのある存在というふうに言い切っていいと思うんです。絶滅寸前の存在

ですから、これを続けるとしたら、やっぱり非常に力を入れて本当にやっていかなければならないと思っている。たとえば、スウェー

デンの女性あるいは男性と結婚した家庭があるんですよね。そうしますと、子どもたちのことを見ると、子どもたちはもちろん親の言

葉だからわかっている。だけど自分たちがアクティブにそれを使うとなると、やっぱり抵抗があるとか。それからその抵抗のほかに、

自分が本当にこれ、しっかり話してるんだろうか。あるいは、そういう疑いを持ったり、能力の問題もあるし、本当にやろうという気

持ちの問題もあるんですけれども、実際に使う場合になると、非常に自信をなくしているということがあります。そしてやっぱりサー

ミ語みたいな、大体言葉については、「これは間違っているから、こういうふうに言って」と指示する、指摘する人がやっぱり周りに

多いわけです。そうすると、あんまり注意があると自分の自信をなくしていて、言葉の自信だけでなく、自分も自信がなくなるように

なるんじゃないか。本当に「自分でできる言葉」という気持ちがなくては、かわいそうだと思う。だから、こういうふうな意味でも、しっ

かり使って、自分の自信というか、そういうふうな気持ちがしっかり持てるというふうにしてやりたいと思うと、それは非常に大事と

いうか、自分であんまりチョイスがないような気がする。非常に重大な問題だとも。責任を感じます。
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・（調査者の「そうしたら、可能であれば、可能な限りサーミの女性と結婚したいと考えていらっしゃるんですか」という問いに対して）

もちろんそういうふうになれば一番素晴らしいと思うけれども、もしそうならなければ、やっぱりたとえばスウェーデン人の女性だっ

たとしても、彼女がサーミの文化だとか、言葉をしっかり習ってほしいと思う。たとえば、今まで見てると、みんな笑ったり、サーミ

の友達と話してて笑ったりジョークを言ったりいろいろやれて、説明しなくても自然に、スポンタニティ（spontaneity）という言葉が

あるけど、自由というか、思うままに、思ったままに話ができていいんだけど、誰かスウェーデン人の友達がいると、仲間はずれになっ

たらいけないから説明してあげないといけない。説明していると、それをまた説明しないといけない、またそれも説明しないといけない、

スポンタニティという言葉があるんですけど、それが失われてしまう。だから非常につらいんですよね、なんだか重くなっちゃうんです。

　なお、日常的な人づきあいについては、表６－10にまとめたとおりである。「サーミの人々との

つきあいが多い」というD氏と、「サーミ以外の人々とのつきあいが多い」というA氏といったよう

に両極端に回答は分かれたが、「サーミの人々、サーミ以外の人々とも同じくらいつきあっている」

という状況が３人と、もっとも多くなった。ただし、この質問では、「つきあううえで、サーミかサー

ミでないかは意識していない」という選択肢を入れていたが、これはまったく選ばれなかった。つ

まり、「サーミの人とも、サーミではない人ともつきあう」というのは、「サーミかどうかを意識し

ていない」からそうしているわけではなく、あくまでサーミか否かという意識はもちながら人々と

関わっていると考えられる。その点で、サーミ性はつねに意識されていると受け止められる。

表６－10　日常的な人づきあい

A氏 サーミ以外の人々とのつきあいが多い

B氏 サーミの人々、サーミ以外の人々とも同じくらいつきあっている

C氏 サーミの人々、サーミ以外の人々とも同じくらいつきあっている

D氏 サーミの人々とのつきあいが多い

E氏 サーミの人々、サーミ以外の人々とも同じくらいつきあっている

第６節　現在のサーミ文化とサーミの将来

　それでは、このサーミ社会と現在のサーミ住民との関わりはどのようなものになっているのだろ

うか。まずは、文化の側面からみていきたい。普段実践しているサーミ文化を表６－11にまとめ

た。これをみると、「サーミの旗を掲げる」や「トナカイ肉の燻製づくり」、「サーミの手工芸」など、

具体的なサーミ文化も挙げられている。しかし、「森で過ごす」や「サーミの文化は四六時中ある」

といった回答から、サーミの文化は、何らかの特定の活動やものづくりといったものよりも、自然

に対しての関わり方といった生活様式として認識されていることがわかる。そのため、今後関わっ

てみたいサーミ文化としても、「トナカイ皮のなめし」などがある一方で、「文化・伝統及び言語の

使用」や「サーミ語を子どもに教えること」など、言葉や生活習慣を実践し、伝えていくというこ

とが必要だとも考えられている。

表６－11　普段実践しているサーミ文化と今後関わってみたいサーミ文化

普段実践しているサーミ文化 今後関わってみたいサーミ文化

A氏 サーミの旗を掲げる、サーミ語をチェックする 文化・伝統及び言語の使用

B氏 子牛の焼き印入れ、トナカイ肉の燻製づくり トナカイ皮のなめし、スズの糸での刺繍

C氏 森で魚を捕る、サーミの手工芸 なし

D氏 森で過ごす、伝統的な衣装で祭りに参加 サーミ語を子どもに教えること

E氏 サーミ語を話す、トナカイを飼うなどサーミの文化は四六時中ある トナカイ業は鉱山問題５）があって将来性がないので、別のことを考える必要がある

　また、子どもの教育に関していうと、今回の調査対象者のなかで子どもがいたのはB氏だけだが、

B氏の子どもはサーミ学校に通っている。このことは、サーミの文化全体の伝達を期待してのこと
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とも考えられる。

　このようなサーミの文化について、葛野浩昭は、次のように指摘している。

　　　アルタ・ダム闘争を通してサーミ人が求め獲得したものは、「自然資源」の利用権や占有権

といった文脈を超えて、「サーミ人の民族集団がその言語、文化、生活様式を維持・発展させ

ることができる」ための諸権利であった。そこでは、トナカイ遊牧やサケ漁労といった生業活

動がサーミの民族文化とされ、それ故、「自然資源」は、単に生業活動の舞台や材料といった

意味を超えて、その利用の仕方が、いや、それ自体が文化的意味を帯び、文化資源とでも呼べ

るようなものとして見つめ直されたともいえるだろう。（葛野 2007: 218）

　このように、サーミの文化は、生活様式そのものと把握することができる。このことは、1996年

にスウェーデン北部のサーミ地域が世界遺産登録されたことにもつながる。そこでは、「自然遺産」

でも、あるいは「文化遺産」でもなく、その両者が結びついた「複合遺産」としての登録がなされ

た（葛野 2007: 219）。サーミの土地の自然と、そこへのサーミの人々の働きかけの両者が合わさっ

てサーミの文化と捉えられるということだろう。

　それでは、今後の生活のあり方はどのように考えられているのだろうか。この点をまとめた表６

－12をみると、「サーミとして積極的に生きていきたい」が３人、「特に民族は意識せず生活したい」

が２人であった。「特に民族は意識せず生活したい」の２人については、「人間であることが第１で、

サーミであることは２番目なので」や「あるがままでいきたいから」ということで、サーミである

ということをあえて前面に押し出していくことはしない、ということである。

表６－12　今後の生活のあり方

今後の生活のあり方 その理由

A氏 サーミとして積極的に生きていきたい DK

B氏 特に民族は意識せず生活したい 人間であることが第１で、サーミであることは２番目なので

C氏 特に民族は意識せず生活したい あるがままでいきたいから

D氏 サーミとして積極的に生きていきたい DK

E氏 サーミとして積極的に生きていきたい DK

　一方、「サーミとして積極的に生きていきたい」と回答した３人のうちＤ氏は、この設問に対し

ての直接的な答えではないが、サーミについて思うことの回答として、次のように語っている。

　　　サーミ議会もスウェーデンの国に仕切られている部分があるので、もうそれを全部なしにし

て、一からサーミの政治組織を作り上げたい。

　　　会社からのサポートっていうのも考えながら、自分たちのカルチャーとか、自分たちの自然

を自分たちで守るような仕組みをつくりたい。いつも国にお伺いを立てるのではなくて、自分

たちで立てていきたい。

　　　国としては、サーミを「こういうふうにこうやっています」とか、「サーミの文化がスウェー

デンにあります」と、こういうふうに表には言うんだけど、でも実際の取扱いっていうか、そ

んなにないのでそこら辺をきちっと。彼らにも聞いてもらいたいって。まず聞いてほしい。（D氏）
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　まずは、「自分たちのカルチャーとか、自分たちの自然を自分たちで守るような仕組みをつくり

たい」ということが基本にある。そして、それを実現するために、自らの政治組織をつくる。それは、

スウェーデンという国に頼っているだけでは、十分に実現されないからである。このようなヴィジョ

ンを描いた場合には、「サーミとして積極的に生きていきたい」ということになるのだと考えられる。

第７節　サーミ議会とサーミの内部対立

　このような政治的な活動を考えた場合、まず思い浮かぶのはサーミ議会である。それでは、その

代表である議会をめぐる動きは、どのように捉えることができるだろうか。

　A氏は1993年のサーミ議会開設から議員を連続で務めており、現在５期目である。「サーミの持っ

ているテリトリーを、自分の地域をそういうふうに鉱山だとか、開発の動きから守るため、防御す

るため」に議員になったと語っている。議長の下には３人の次長と呼ばれる職がある。それぞれ、「第

１次長」「第２次長」「第３次長」と順序がつけられているが、このうち第１次長を13年間務めた経験

を買われ、現在は議長の職に就いている。

　サーミ議会には、全部で31人の議員がいる。政党は、2012年12月現在で10ある。政党については、

表６－13のように、かなり変遷がある。2001 ～ 2005年については４つの党が連立を組む形になっ

ていた。現在とは、政党も異なるので詳細は不明だが、おそらく連立を組む状況は変わらないもの

と考えられる。Ａ氏はこのうち、Vuovdega（森のサーミ）に所属している。

表６－13　サーミ議会における政党の変遷

2001-2005年の政党１) 議席 現在の政党２) 議席

連
立
与
党

Sámiid Riikkabellodat（サーミランド党） 10 Samelandspartoet/Sámiid Riikkabellodat 6

Vuovdega（森のサーミ） 4 Skogssamerna/Vuovdega 3

Min geaidnu/Mijjen geajnoe（われわれの道） 2 Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geojneo 3

Laahkoe（われらは親類だ） 1

小計 17

野
党

Boazoeaiggádiid oktavuohta（トナカイ飼育者協会） 2

Samerna（サーミ） 4 Samerna 3

Landsförbundet Svenska Samer（スウェーデンサーミ組合） 1 Landspartiet Svenska Samer 2

Jakt och fiskesamerna（狩猟・漁労のサーミ） 6 Jakt - och fiskesamerna 6

Mii Sámit/Vi Samer（われらサーミ） 1

小計 14

Albmut 1

Guovssonásti 4

Paritpolitisk obunden ３) 2

Vilde 1

合計 31 31

注）１)　Solbakk ed.（2006 : 196）より。

　　２)　サーミ議会のホームページ（Samitinget 2012a）より。

　　３)　Samitinget（2008）とSamitinget（2012a）の比較から、この党は、Samernaに所属していた議員が離党し、新しく立ち上げた

ものと考えられる。

　これだけ多くの政党が乱立する状況についてA氏は、「政党同士のいさかいというよりは、同意

できないという要素が非常にたくさん、大きく、幅広くあります」と語っている。政治の場ではさ

まざまな要素が関わるので、それなりに政党の数も必要だというわけである。

　しかし、議会事務局のB氏は、この対立の背景について、非常に興味深いことを教えてくれた。

以下、長くなるが、掲げさせていただく。

　　　サーミっていうのはすごく分裂した人たちなんだ。分裂って、いろんな面で。これは政治的
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にもそうなんですよね。とくに目につくのは、お互いの立場をみて、その段階を、これは上で

これは下っていうふうに……お互い同士のヒエラルヒー、段階づけを、価値観から見てこの人

は上とか下とかみなすことにより、お互い同士のいさかい、対立、それからけんか。お互い

同士に、非常に嫌な思いをさせることが多い。この理由っていうのは、スウェーデンが、サー

ミたちがそういうふうになるようにと思った政策を作ってきたに違いないと思います。やっぱ

り、なるべく対立させて力を弱まらせて、団結しないようにっていう考えがあるから。こうい

うふうなことを過去にのけて、それを乗り越えて、それは自分たちが生き残るサバイバルのた

めでもあると思って、そういう細かいことを乗り越えていかなければいけないということで

す。自分たちの価値、私は向こうよりは上でこっちよりというふうな見方じゃなくて、それぞ

れのサーミの今までの生活の歴史っていうのをそのまま認める、そして受け入れる、そして何

とか仲良くしていかなければ。お互いの価値付けをして、いい人ばっかりとうまくやるという

ことをやめなければいけないと思います。

　　　……この対立については、やっぱり言葉が中心になるんですよね。その言葉が、北サーミ語、

南サーミ語っていうんじゃなくて、言葉ができるかできないか。ポイントシステムで考えれば

いい。サーミの間で、ステータスというか順位を決めるとしたら、サーミ語ができるかできな

いかが１ポイント、サーミ工芸ができるが何ポイント、トナカイもってると何ポイントとか、

伝統的に何がある、北で生まれたら１ポイント、南のほうではだめだとか、スウェーデン風に

なってしまった人は全然尊敬を受けない。トナカイのサーミでなくて、南に住んでてサーミと

いうことを自分で拒否してた、抑えて人にみせなくしてた人たちは、ダブルに阻害されてるん

ですよね。スウェーデン人でないってこと、それからサーミでもないと。そういうわけで圧迫

感をもって、同じサーミであれどやっぱり違うサーミ。

　　　それからトナカイ・サーミなんですけど、彼らはトナカイ業を続けていくということは、す

ごい苦労のある生活なんですよね。まず鉱山、それから水力発電でダムで渡れないとか、森林

が伐採されたり森林がなくなったり、それで森の影響があると。それから野獣。トナカイを捕

る野獣に対しても闘わなきゃならない。いろんなそれから制度も。おまけに少数なんですよね。

本当にトナカイをもっている人って。だから、彼らは八方が敵であって、非常に苦労している

人たちなんですね。その人たちが一番、言葉で言えば、生活に使うサーミ語の一番コアであり、

一番広い語彙を使っている人たちなんですよね。

　　　だから、そういうふうなことをみてみると、結局サーミといっても、実は何々の家系って、

北のサーミ、南のサーミ、住んでるところもありますけれども、結局自分が何家に属している

か、血縁関係、家族とか親戚関係が一番大事なんですよね。だから、ある意味でクラン（一族）

の世界。そういうわけで、ある親戚の者が悪いことをやってもかばったりして、それでまた不

満が起きる。大きい家系だなんて威張ってるとか。そういう血縁の関係っていう考え方が……

それは絶対表に出さないんです。絶対みんなも言わないけども、そういうのが下にあって、そ

れが実は、隠れた仕組みで対立の大きな要素になっていると思います。（B氏）

　ここからは、(1)サーミは一枚岩ではないということ、(2)言語、出身地、出身の家系、生業、文

化の保持状況などから、格付けがなされること、(3)そのような対立はサーミの団結を弱めるので、
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スウェーデンという国家は、政策を通じてこの対立を助長してきたこと、などがわかる。

　このようなサーミ内の対立については、学術研究でも指摘されてきた。たとえば、庄司は次のよ

うに指摘する。

　　　かつての主生業・生活形態・移動範囲の異なる集団間の対立・反目については、しばしば報

告されている。ノルウェーでは海岸サーミとトナカイ・サーミ、フィンランドでは農耕・川サー

ミとトナカイ・サーミ、イナリ・サーミとスコルト・サーミ、スウェーデンでは、南下した北サー

ミと地元のサーミ、定住～森林・サーミとトナカイ・サーミなどの間である。これらの多くは、

著者の知る限り、前世紀以降、特に定住・遊牧の対立として、一般に描写されてきた。しかし、

多くの場合、従来の生業集団が国境設定により伝統的遊牧経路の変更を強いられたり、南から

の入植者により遊牧地を縮小された結果生じたものが多い。これらにより伝統的生業集団間に

は、種々の資源の共同利用や協力・分業関係において保たれてきたバランスが崩壊し、対立関

係が始まったといえる。（庄司 1991: 871）

　サーミの間には対立があり、それは定住と遊牧の対立と描かれてきた。しかし、そのきっかけは、

国境をもたないサーミの土地に国境を引いたり、入植者が開拓を進めたりといった外在的な要素で

ある。その点で、サーミの対立は、サーミ社会外から強いられた対立だと捉えられる。

第８節　若者の運動

　ただし、このようなサーミの対立を乗り越えるような動きもみられる。それは、若者の運動である。

　サーミには、いくつかの若者組織がある。その代表格は、Sáminuorra（サーミヌオラ（サー

ミの若者））である。これは、第８章でもふれられるように、1950年に設立されたSSR（Svenska 

Samernas Riksforbund，スウェーデン・サーミ全国協議会）の下部組織として誕生する。SSRは、

スウェーデン・サーミの経済的、社会的、法的、行政的、文化的な利益の保証と促進を目指して組

織された団体である。その下部組織として、1963年にサーミヌオラは設立された。設立当初は「SSR

の若者評議会」と呼ばれていた。1985年以降は、SSRやSame Ätnam（サーミの文化振興を目的と

する全国協議会）、また北欧サーミ評議会との関係をもちつつ、独立した組織として運営されてい

る（Solbakk ed. 2006: 202-5）。

　サーミヌオラは、14・15 ～ 30歳くらいの若者が所属することができ、この世代のサーミの40%

が参加しているともいわれる６）。このなかで、議長と８人の代表や補欠からなる委員会が形成され、

この委員会を中心に活動が進められている。委員会のメンバーは、４年に１度の連合会議で選出さ

れる。

　財源としては、サーミ議会の文化評議会や、後述する若者委員会、さらにイェムトランド県やヴェ

ステルボッテン県からの助成金を受けている。また、特定のプロジェクトに対しては、さまざまな

機関からの助成金を受けて運営されている（Sáminuorra 2012a）。

　具体的な活動は、１つにはサーミの若者向け雑誌『Nuorat』の発行である。これについては、第

８章で詳述されている。

　もう１つは、若者向けの堅信式キャンプ７）などを通じて、サーミの若者の交流の場を設定する
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ことである。ただし、それは、かなり政治的な意味合いを帯びている。サーミヌオラのホームペー

ジには、以下のように書かれている。

　　　サーミヌオラは長い期間、サーミの政治学校として存在してきました。サーミ議会の代表者

の中には、サーミヌオラで政治家としてのキャリアをスタートさせた人も多くいます。サーミ

ヌオラは、今日あるサーミ社会を形成するのに、様々な形で積極的に貢献してきました。様々

なプロジェクトを推進し、サーミ政治においても積極的に活動してきました。（Sáminuorra 

2012b）

　このように、サーミヌオラを通じて、サーミ議会議員になっていく者が現れるなど、サーミの若

者に政治的な活動の基盤を提供している。自身もサーミヌオラを通じて議員になったD氏は、14歳

でキリスト教の信仰を告白する堅信式を済ませて以降、大人とのつきあいが増えるなかでサーミヌ

オラに参加したと語っている。もちろん人にもよるだろうが、初めから高い政治的な関心があって

入るというよりは、サーミヌオラに入ってから政治的な関心が高まる人も少なくないものと思われ

る。

　そのほか、サーミヌオラの活動としては、気候問題を協議するヨックモック・ウィンターカンファ

レンスの実施、若者の舞台の実施、コーラスのコンサート、EU総会での講演、セクシュアル・マ

イノリティに関する調査や会議への参加、トルコの少数民族（Aleviter）の若者との交流などが、サー

ミヌオラの年次報告書で報告されている（Sáminuorra 2012a）。

　また、サーミの若者団体としては、サーミ議会に若者委員会が置かれている。これは、５人の委

員から構成されており、３人はサーミ議会から、残り２人はサーミヌオラによって選ばれる。委員

の年齢は14 ～ 30歳で、任期は２年である。主要な業務は、若者政治の行動計画に基づいた活動で

ある（Samitinget 2012b）。

　現在、サーミヌオラの委員会メンバーであるE氏は、以下のように語っている。長くなるが引用

したい。

　　　スウェーデン政府というのは、国連からもEUからも、先住民族の権利を守るということを

早くやっちゃえと圧力をかけられているのに、ILO169号条約もこれは法律ではなくて合意で

すよね。だから、スウェーデンはやり方が間違っているとどんどん言われているのに、まだ腰

が上がらないんです。だから、よその国はよく注意して「こういうのはだめだ、だめだ」と言っ

ているのに、自分たちのやってることがしっかりとわかってない。

　　　実はスウェーデンは自信を持って、「自分たちは先住民族と認めてちゃんとしてる」という

ふうに思っている。今、まだ権利ということまで考えてないけれども、今回フィンランドが批

准に調印すると、今度は余計に圧力が強くなるので、僕の望むことには、10年、15年したらも

うスウェーデンもサイン、批准、調印しなくてはならなくなっているんじゃないかと、そうい

う望みをもっています。

　　　……実は、ずいぶん長くなったんですけど、それはなぜスウェーデンがILOに調印しないか

ということですけど、スウェーデン人の考えでは、それはやはりこれに調印すると、この土地
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をサーミに取られると思うんですよね。サーミにやってしまうということになると、そういう

観念があるんです。でも、サーミたちの基礎的な土地に対する観念というのは全然別のもの

で、私たちは、サーミたちはこの土地というのは、私たちが次のジェネレーションの、次の世

代の人たちから今、借りているものだと。だから、私たちの土地は、次の世代が生きていける

ように使っていかなければいけないと思っている。だから、そこで根本的な違いがあるんです

ね。ただ、私たちサーミがこの土地に初めてやってきただけの話で、もしスウェーデン人たち

がここに来ていたら、同じような生活をしたから、同じような考えでこういうふうな考えを

持ってて問題はなかったんですね。……土地についてわいわい言うんですけど、2000年とか前

のことを考えて、自分たちがここに来て初めて狩猟だとかトナカイをやってきた人間だと考え

れば、別に問題はないと思うんだけど、それがわかってないからこういうふうな、そういう食

い違いがあるから今、問題になっています。（E氏）

　ここには、サーミヌオラでの、まさに政治的な学習の成果が表れていると考えられるが、サーミ

の目指す道と、現在の状況とのズレを的確に把握している。サーミの運動では、土地・水への権利、

伝統的な生業の保護、サーミ語の活性化を直接的な要求とし（庄司 1991: 904）、それらを通じてサー

ミの人々の生活様式を営む権利を主張してきた（葛野 2007）が、その姿勢は、今日の若者にも受

け継がれている。

　ただし、E氏は、次のようにも語っている。

　　　サーミ議会は争いが多すぎる。議員が長い人が多い。主張というよりもパーソナルな関係で

葛藤、対立もある。国からみれば内輪揉めさせておけばいい。少しお金を与えて、内輪揉めさ

せておくというのが、政府の戦法。自分たち若い世代がそれを乗り越える役割を担っている。

　　　……サーミ議会は、権力を持っていないので、権力を持つ必要がある。サーミ議会で争って

いないで、国会議員になるとか、EU議会の議員になるとかした方がいい。これまでは本気になっ

てやろうという人はいなかった。（E氏）

　つまり、サーミが置かれた状況の深刻さを外在的に語りつつも、サーミ社会内部の対立もあって、

問題が十全に解決されないということである。もちろん、このサーミ社会内部の対立は、前節の

後でみたように外部から強いられた対立である。しかし、だからといって、その状況を甘受するだ

けでは問題は解決しない。この点に切り込んでいこうという意欲が、若い世代には強く見出される。

第９節　小括

　以上、サーミ住民の生活と意識を幅広くみてきたが、サーミの運動との関係で、５点ほど確認し

ておきたい。

　第１に、サーミの文化は、基本的に生活様式と認識されていることである。文化というと、食事

や工芸、儀式のような形式的な側面に目が向きがちだが、今回の調査では「森で過ごす」といった

具体的な活動ではない回答が寄せられることが多かった。これは、サーミの人々がこれまで積み重

ねてきた自然との関わり方をすること自体が、サーミをサーミたらしめると、サーミ住民には認識
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されていると捉えられる。このことは、スウェーデン北部のサーミ地域が「複合遺産」として世界

遺産登録されたことにも表れている。

　第２に、サーミの人々が感じる「差別」とは、上記の生活様式を実行する権利を奪われているこ

とである。具体的には水や土地の利用、生業の展開、言語の使用などということになるが、これら

はサーミであるために必要な要素である。これらを十分に取り入れた生活ができないということが

「差別」であるとの認識である。そのため、就職や転職、恋愛や結婚において、個人単位で不当な

取り扱いをされるという「差別」の経験はほとんどなかった。もちろん、それらが調査で十分に引

き出せなかった可能性があるが、たとえばアイヌの人々が経験する「差別」とは、位相が異なって

いることがわかる。

　また第３に、このような「差別」意識をもつがゆえに、昨今のサーミの復権と再生という流れは、

サーミ住民には基本的に肯定されるものであった。この復権と再生をいかに進めていくかについて

語る住民も多かった。

　しかし第４に、この復権と再生は、サーミ社会内部の対立により、十全には進めがたい状況も見

出された。これは、スウェーデン政府をはじめ、サーミを取り巻く外部の諸機構が、目先のちょっ

とした利益８）を提示するような政策や関わりを重ねることで、サーミ社会内を分断するという「強

いられた対立」の側面があった。ただし、そこに、言語や出身地、生業などから構成されるサーミ

の人々のヒエラルヒーも絡み、サーミ社会内部の対立は大きな問題として感じられていた。

　ただし第５に、この対立を乗り越えるような勢いを持つ、若者の運動も目立っていた。とくに、

サーミヌオラは、約50年にわたってサーミの若者の「政治学校」として機能してきたが、その成果

はますます大きなものとなっているように感じられる。サーミの目指す方向性、サーミを取り巻く

状況、そしてサーミ社会が抱える問題までを、的確に把握し、その克服を目指す若者は少なくない。

また、サーミヌオラのホームページを見る限り、サーミの若者は国境を越えた交流も活発に進めて

いる。この若者の運動は、単に若い人々の運動であるというだけでなく、先を見通したたしかな運

動であるとも感ぜられる。

　この若者の運動がサーミを取り巻く状況やサーミ社会自体にいかなる影響をもたらすのだろうか。

この点が、どちらかというとシステムレベルで進められてきたサーミの復権と再生の動きに、より

強固な基盤と推進力が提供されるかどうかを左右するように思われる。

注

１）1971年のトナカイ飼育法改正により、「サーミの定義は、トナカイ所有者のサーミだけが『サー

ミ人』と分類され、他の職業のサーミは『スウェーデン人』とされた」（櫻井 2004: 203）。

２）アイヌ民族についても、かつては「差別と偏見の中で、アイヌであることを自ら肯定できず、

血を薄くし同化を志向していた」（小内 2012: 196）状況が見られる。ただし、その傾向には 近

変化が生じ、現在の若いアイヌの人々は、アイヌ性を肯定的に受け止める様子も見られる（小内

編 2012）。

３）B氏は、大人になってからトナカイを所有したと述べている。しかし、聞き取り時に記入を求

めた調査票では、子ども時代もトナカイを飼っていたと答えている。だが、前項で紹介したよう

に、「親がトナカイを持っていたわけではない」と答えている。詳細を確認するのを失念したが、
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生家にはトナカイは一応いたけれども、トナカイ業をなすほどではなかった、ということかと思

われる。

４）2011年８月に行ったサーミ議会事務局員B氏への聞き取りより。

５）キルナには、鉄鉱石を産出するキルナ鉱山がある。このキルナ鉱山の採掘によって、キルナの

町の地下が掘り進められ、地盤が弱くなっているため、キルナの町自体を移動させる計画が進ん

でいる。キルナ鉱山が閉山した後は、さらに北の地域での鉱山開発の動きが進んでおり、トナカ

イの放牧地がさらに狭まる可能性が指摘されている（E氏への聞き取りより）。

６）D氏への聞き取りより。

７）堅信式とは、カトリック教会などで、洗礼を受けた者が、さらに信仰を強め、神の恵みを得る

ために行う儀式である。サーミヌオラでは、この堅信式にあわせ、堅信式を行ったサーミの若者

と、リーダーとが山小屋でのキャンプを行い、教会に出かけたり、ハイキングを行ったりしてい

る。2011年度は、堅信式を行った若者38人、リーダー５人が、３週間にわたってキャンプを行っ

た（Sáminuorra 2012a）。

８）この点については、中澤（2005: 35）で指摘される「ちょっとした便益・機会」としての“small 

opportunity”に示唆を得た。
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