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前言

1960年代以降に大きく動きだした世界各地の先住民族の権利回復

運動は、 70年代に入ると第二次批界大戦以降の国際社会における脱

植民地主義や人種差別撤廃の動きと連動しつつ、国際的な議論の場に

おいても取り上げられるようになった。この動きの中でそれまでロン

ドンやパリ、ベルリン、ニューヨーク、ワシントンなど世界の主要な

都市に位置する世界的な博物館施設に展示・保管されてきた先住民族

の文化遺産について、先住民族側が返還を求める動きが生じた。この

ような先住民族による文化遣産の返還運動は、先住民族自身のアイデ

ンテイティ形成に大きな役割を果たしてきているという指摘がなされ

ている (Ffordeet al. 2002など）。

先住民族による文化遺産の返還間題を取り上げた論考は、すでに

幾つも刊行されている (Ffordeet al. 2002、Gabrieland Dahl 2008な

ど）。そこで論じられてきた具体的な課題は、 1)文化遺産は誰のも

のか：文化遺産の法的位置づけ、 2)文化遺産問題とは何か：文化遺

産返還の政治学、 3)研究倫理的課題：救済の儀式としての返還、 4)

保存または再利用：博物館による返還の試み、などであった (Gabriel

and Dahl 2008: 8)。

本小論は、先住民族の文化遺産の返還の世界的な動向について、各

国における事例を参照しながら、具体的な取り組みの過程において確

認された先住民族文化遺産をめぐる各国の法制度との関係性、返還過

程において明らかとなった課題点を整理することを目指したものであ

る。数世紀にわたり収集されてきた先住民族の文化遺産には、日用品

から儀礼用具、そして先住民族の遣骨までが含まれている。本小論で

は、その中でも、とりわけ先住民族の祖先の遣骨や、それに関わる副

葬品の返還を巡る取り組みと課題に焦点を当てた。その理由としては、

21 i!!: 紀に入り日本においても先住民族アイヌ自身による祖先の遺骨

返還を求める動きが改めて訴訟も含めて顕在化してきていることがあ

る。また過去の日本の大学研究機関によって研究目的で収集され、保



管されてきたアイヌ民族の祖先の遺骨の今後の取り扱いについても早

急に検討する必要が生じているためである。そしてなによりも、発掘

調査において墓や遺骨の発掘に関わる考古学者や、出士人骨の分析に

関わる生物考古学者（自然人類学者）にとって、国際的な動向を理解

し、問題の所在と研究者の果たすべき責任を明確に自覚し、これから

の日本における取り組みを真摯に検討することが急務と考えるためで

ある。
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第 1章先住民族の遺骨返還問題の背景

1 -1. 収蔵・管理されている先住民族文化遺産の来歴

返還問題の対象となっている先住民族文化遺産の多くは、かつて研

究資料として収集されたものであり、今も主要な先進国の博物館施設

や大学研究機関に収蔵・保管されている。それらの先住民族文化遺産

が収蔵保管されるに至った経緯には、大きく二つの流れを指摘できる。

すなわち一つの流れは15世紀以降の大航海時代と植民地主義の影響下

において収集された所謂「珍品としての収集品」であり、もう一つの

流れは、 18世紀以降の人種主義や植民地主義の下で人骨研究のために

収集された人類学コレクションと、異文化研究のために収集された民

族学コレクションである。

15世紀以降に始まるヨーロッパ諸国の植民地主義にもとづく海外

進出は、非ヨーロッパ社会の「発見」と未知の文化をヨーロッパへ

紹介することとなった。探検家や宣教師たちがヨーロッパヘ持ち

帰った異文化の品々は、ヨーロッパ諸国の王侯貴族のコレクション

として収集され、その一部は「珍品の陳列室」：ウンダーカンマー

(Wunderkammer)、クンストカンマー (Kunstkammer)、ないしはクン

ストカーメラ (K)'HcTKaMepa) と呼ばれた博物陳列室に収蔵されるよ

うになる (Jacobsen,Anderson and Adamsen 2007ほか）。これらの「珍

品の陳列室」は、やがて18世紀以降になるとヨーロッパ各地で設立さ

れる主要な博物館の礎となった。これらの博物館は、やがて到来する

「民族誌の時代」の中でさらに数多くの世界各地から組織的に収集さ

れる民族資料を収蔵してきたのである。

18世紀の博物学の発達は自然史の時代を到来させ、あらゆる生物の

収集と分類法が発達していった。自然界のあらゆる存在を体系的に分

類し、記述していく中で人類自体についても分類や体系化への関心が

向けられて行く。学史的には人種理論の嘴矢は、ヨハン・プルーメン

バッハ (J.F. Blumenbach 1752-1840) とされる。彼による頭蓋骨の

形態の比較研究に基づく「ヒトの自然的変種」は、世界の人類集団を



5集団に分類するものであり、各集団間に進化と退化の視点を取り入

れ比較研究を図るものであった。さらに人類集団の区分に皮膚の色に

よる分類を導入するなど恣意的な分類手法に基づいている。その後こ

のような人種主義にもとづく研究は、骨相学、比較解剖学、後に形質

解剖学の研究の枠組みの中で世界各地において展開された。植民地化

の動きに巻き込まれた世界各地の先住民族は、格好の研究対象となっ

ていく。 19世紀のダーウイニズムの到来は、人種主義を新たに人類起

源との文脈で論じる可能性を提供した。社会ダーウィニズムの動きの

中で、差別的な進化論の一環として先住民族の遺体が研究資料とし

て収集され、ヨーロッパ各地の大学研究機関に収蔵保管されてきた。

フォードによれば研究資料としてヨーロッパにもたらされた最も古い

先住民族の遺骨資料は、 1793年にバンク卿が人種概念の創設者として

プルーメンバッハに寄贈したオーストラリア・ アボリジニの頭蓋骨で

あるとされている (Fforde2002)。この頭蓋骨は、ヨーロッパからの

オーストラリアヘの入植者によって殺害されたアボリジニの少年のも

のであり、先住民族の人骨収集の背景に潜む悲惨な植民地史の存在を

示唆している。

本論では、先住民族の文化遣産の中でも、とりわけ研究資料として

収集された祖先の遺骨 1)の返還状況について概観していく。その理

由の一つは、上記の過去の植民地主義や人種主義の下で展開された人

類学研究によって収集された先住民族の遺体のコレクションの膨大さ

にある。現時点において世界各地の研究機関に収蔵されている先住民

族の遺体の総数についての詳細なデータを持ち得ないが、例えばイギ

リスの自然史博物館には、 2006年時点で約19,500体の遺体標本が存在

するとされ、約9,500体がイギリス以外から収集された標本であると

いう。その中には9印体のオーストラリア・アボリジニのものと、 24

体のタスマニア先住民の遺体が含まれている (Sayer2010)。またイ

ングランドのみに限っても、オーストラリアから持ち込まれたアボリ

ジニの遺体は、少なく見積もっても10奴n体であるという指摘もなさ

れている。一方、アメリカ合衆国でも数多くのアメリカ先住民の遺

体が18世紀以降に研究目的で収集されてきた (Bieder2000)。アメリ
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カ国内の研究機関や博物館に収蔵されているアメリカ先住民の遺体数

は、 200.000体 (McKeown2002) とも、 600駁沿体とも推定されてい

る (Thornton2002)。

1-2. 先住民族の権利回復運動と祖先の遺体の源澤渾動

先住民族2)による祖先の遺体の返還運動は、 1980年代以降に活発

化する。オーストラリアでは、 1970年代から既にオーストラリア・

アポリジニによって祖先の遺体の返還を求める声があげられてい

た。この動きは1976年の最後のタスマニア先住民とされるツルガニ

二 (Truganini)の遺体の返還運動に端を発する (Fforde2002)。一

方ニュージーランドでは、 1958年の国内でのマオリによる遺骨返還運

動に端を発し、 1990年以降には世界各地の博物館からの遺骨返還運動

の取り組みが始まった叫 1990年以降に先住民族による祖先の遺体の

返還運動が盛り上がりを見せた背景には、同年にアメリカ合衆国に

おいて連邦法として制定された「アメリア先住民墓地保存・返還法」

(Native American Graves Protection and Repatriation Act : 以下で

はNAGPRAと表記する）が与えた影響を想定できる。この返還法の

制定がアメリカ合衆国内部にとどまらず他の諸国の先住民族の返還運

動に影響を与えたことは、これまでも多くの論考において指摘されて

きた。しかし、 NAGPRA制定以降に先住民族の遺体返還を法制度と

して定めた国は見られない。むしろ法による管理（強制）ではなく、

関係する博物館や大学研究機関が組織単位で、独自に返還方針や制度

を整えて、広く研究倫理や道義的判断に従い返還を進めている事例が

多い。

先住民族による祖先の遺体返還請求は、個人や団体、部族政府な

どから遺体を収蔵・保管するする博物館や研究機関に対して申請さ

れることが多い。返還の合意がなされた後の流れとしては、返還

(repatriation) と再埋葬 (reburial)が二段階で実施される。ここで

注意すべきは、返還と再埋葬が必ずしも一つの流れをなしていないこ

とである。制度的に返還までの交渉や手続きは、博物館や研究機関と

先住民族個人や団体や部族政府との間で合意し、実施される。返還さ
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れた遺体をどこで保管・管理するのか、また再埋葬するのか否かにつ

いては、さまざまな選択肢が想定される。当然、かつて収蔵・保管さ

れてきた博物館や研究機関から先住民族側へ返還される際には、返還

後の処置についても議論の俎上にのることもあり、返還を強制する法

制度がない場合には、返還後の遺骨の取り扱いが返還合意にいたらな

い主な理由となることもある。

本論において返還 (repatriation)は、先住民族の遺骨などが研究

機関や博物館から先住民族へ返還される過程を示す意味において用

いる。返還という用語の背景には、世界人権宣言 (1948年）に含ま

れる「返還の権利」 (rightof return) との関連が指摘されることが

ある (Vrdoljak2008)。その中の第13条第 2項には、「すべて人は、

自国その他いずれの国を立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。」

（訳は外務省仮訳より引用： http:/ /www.mofa.go.jp/mofaj/ gaiko/ 

udhr/lb_OOl.htmll と明記されている。また先住民族の権利について

は、国際人権規約の「自由権規約」および「社会権規約」によって保

証されたと理解されている（スチュアート 2009)。現在でも、先住民

族が祖先の遺骨返還を請求する法的権利を認めた国際法はない。しか

し、 2007年に第61期の国連総会において採択された「先住民族の権利

に関する国際連合宜言」では、その第13条で先住民族が祖先の遺骨返

還を求める権利を有することが明記されている 4)。返還に際しては、

研究機関から返還を請求する先住民族側への遺骨などの保管・管理権

限を移管する必要がある。この際に博物館側では、自らの博物館の保

管・管理権限を放棄する必要が生じる。したがって返還とは、すなわ

ち博物館などの研究機関から先住民族側への法的権限の移管を指すこ

とになる。

一方で再埋葬 (reburial) とは、不法に掘り出され、持ち去られた

遺骨などを先住民族の手により再度埋葬地において埋めもどす行為で

ある。再埋葬のためのに、かつて収集された遺骨の本来の発掘地点の

調査や再埋葬地の確定などを指して「再埋葬の問題」として個別に議

論することもある (Hubert1992)。現在、各地の研究機関や博物館な

どに研究資料として保管されている先住民族の遺骨や遺体には、採集
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地や出士地が不明のものが多い。そのために再埋葬を目的として行わ

れた返還後が、再埋葬ができずに先住民族の管理の下で先住民族が主

体的に関わる博物館などに仮保管される事例も多く見られる。ここで

指摘しておきたいのは、返還が成功裏に行われても、それが再埋葬に

直結しない事例があるという点である。そのため返還と再埋葬を一つ

のセットで取り扱うと、再埋葬地が確定しない場合には返還自体が成

立しない事例が生じるという点である。

返還を受け入れる博物館などの研究機関は、遺骨の返還を請求する

個人や地域社会をその遺骨との文化的関係性を有する個人や団体とし

て認め、返還に合意する。返還請求者と保管される遺骨との間に関係

性が認定されない場合、またそれを証明する記録が不在の場合には返

還自体が成立しないこともある。返還を受け入れる個人や組織は、幅

広い対象を想定するべきであり、また本来の遺骨の収集地は未確定の

場合、再埋葬地が確定しない場合であっても、先住民族側の地域社会

が返還を求める場合には、最大限返還が可能となる方策を検討する必

要がある。そのためにも、先住民族の返還問題においては、返還と再

埋葬が一つの連続した過程であることを理解しつつ、交渉過程におい

ては、それぞれを分けて論じる必要がある。

返還交渉の過程におけるもう一つの課題として、この返還・再埋葬

に対する研究者側の姿勢、見解の表明がある。返還の交渉が行われる

際に、研究者側から先住民族の下への遺体の返還には合意しつつも、

再埋葬について反対する見解が表明されることが少なくない。その理

由は、遺体のもつ普遍的価値（学術的価値）が失われることへの危惧

が主張される。当然このような研究者側からの主張に対しては、先住

民族側から先住民族やその祖先が「科学的研究」のために存在するの

ではないという、「科学的研究」への強い批判と不信が向けられている。

先住民族の遺体や遺骨の返還過程を政治的行為による学術的損失と

してネガティブに捉えるのか、それともこの問題に関わる当事者間の

新たな関係構築の貴重の機会と捉えるのか、議論の先に開ける道は別

の方向性を示している。各国間における1990年以降に進められた返還

プログラムでは、すでにその方向性の違いが生じ始めている (Curtis
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2010, Wilcox 2010)。

以下においては、先住民族の遺骨の返還事例について幾つかの地域

的事例を取り上げ、それぞれの抱える課題について検討していくこと

とする。
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第2章 北欧諸国における先住民族の遺骨返還の状況

スカンデイナヴィア三国を構成するスウェーデン、ノルウェー、フィ

ンランドの北部には、国境をまたいで北欧の先住民族であるサーミの

生活領域が広がっている。北欧諸国においては、 18世紀以降に人種主

義の影響下で骨学研究 (Humanosteology)が展開され、 19世紀から

20世紀初頭にかけて先住民族サーミを含む北欧諸国の民族集団の遺骨

が研究目的で収集された。それぞれの国で展開された骨学研究の伝統

は一様ではなく、また現在進められている返還事業への取り組みにも

違いが見られる。ここでは北欧諸国における骨学研究の経緯と現在直

面している課題を概観する。

2-1. 北欧諸国における骨学研究の略史

スウェーデンにおける骨学（生物考古学または形質人類学）研究

は、ニルセン (SvenNilsen: 1787-1883)の研究に遡ることができる

(Ahlstrom et al. 2011)。ニルセンは、考古学の文脈での人骨研究を

展開した。彼の代表的な業績である「スカンデイナヴィア北部の原住

民」 (Nilsson1838-43)では、考古学的文化と古代スカンデイナヴィ

アの居住者の対比を行っている。ニルセンの研究は、後にレツィウス

(Anders Retzuis : 1796-1860) やレツィウス (GustafRetzuis 1842-

1919)、ファースト (CarlFiirst 1854-1935) らに継承された。彼らの

研究は、頭蓋指数のような骨格形態から人種特定を行うことを目的と

していた。ファーストは中石器と新石器の人骨の研究をおこなう一方

で、スウェーデンの聖ビルギッタ、マグナス王、カール12世など歴史

的な人物についても骨学的な研究を行なっている。このような人骨

研究は、 1960年代以降になってもジェイヴァル (Nils-GustafGejvall : 

1911-1991)やユートハー (Carl-HermanHjortsj6: 1914-78) を中心に

継続された。現在でもスウェーデン国内のストックホルム大学、ルン

ド大学、ウプサラ大学ゴットランドカレッジの 3つの大学において研

究が継続されている。この状況は、大学においてカリキュラムとして

7
 



骨学研究を実施していないノルウェーやフィンランドとは対照的な状

況である (Ahlstromet al. 2011)。

ノルウェーにおける骨学研究の歴史は、スウェーデンにやや遅れ19

泄紀後半から古代記念物保存協会による発掘調査の中で進められた

(Sellevold 2011)。現在のノルウェーにおける骨学コレクションの形

成は、 1851年から開始された組織的な発掘と関係している。最初に収

集された骨学資料は、オスロの中世の修道院から出土した 2体の頭蓋

骨であった。これらの頭蓋骨は、最初の考古学調査によって得られた

人骨資料として、当時、新たな設置されたオスロ大学の最初の骨学コ

レクションとなった。 20世紀に入ると1908年から1945年の間に、当時、

オスロ大学解剖学部の主任教授であったシュレイナー (KristianEmil 

Schreiner: 1829-1957)がノルウェーの先史時代から先住民族である

サーミの骨学的研究に関心を研究のために骨学資料を収集した。シュ

レイナーの主要な業績としては、 1927年から1946年にまとめられたバ

ィキング人骨の比較研究や、ノルウェーの先史時代と中世の頭蓋骨に

関する比較研究のほか、サーミの人骨資料を取り上げた 3本の研究書

がある (Schreiner1931, 1935, 1945)。シュレイナーの収集した人骨は、

彼の死後にシュレイナー・コレクションと名付けられ、今もオスロ大

学に保管されている。

フィンランドにおける骨学研究は、スウェーデンやノルウェーと比

べるとその開始は遅い。 20世紀以前の研究は、主として内科医によっ

て行われた (Nunezetal. 2011)。主な研究の関心は、フィン人の骨学

的特徴の特定に向けられており、国内の集団の地域的変異が調査され

た。研究手法としては、人種研究を基礎としており、身長や頭蓋形態、

身体プロポーションそして皮膚の色素が研究項目とされていた。 20世

紀の入ると組織的な骨学研究が、当時ヘルシンキ大学の解剖学教授で

あったカヤヴァ (Yrj6Kajava: 1884-1929)によって進められ、フィ

ン人の身体的特徴がまとめられている (Kajanova1971)。この研究の

過程においてラップランド地域において墓地が発掘され、サーミの頭

蓋骨の収集も行われたのである。

このように北欧諸国における骨学研究は、研究の背景に自民族も含
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めた国内民族集団の系譜とその形成過程に対する研究上の関心があっ

た。これらスカンデイナヴィア三国の北部に居住していた先住民族

サーミに対しては、各国の民族主義の台頭の中で比較研究の対象とし

ての関心が向けられ、研究資料として遣骨収集がなされたのである。

また骨学研究が展開された歴史的背景の違いは、その後の人骨資料の

取り扱いや、法制度の整備をめぐる北欧各国の取り組みの違いとして

現れてきている。次に各国の出土人骨をめぐる人骨の取扱い手続きと

法制度の違いを概観する。

2-2. スカンディナヴィア諸国における出土人骨の取扱いと法制度

スカンデイナヴィア諸国における出土人骨の取扱いには、国ごとの

対応の違いが見られる。スカンデイナヴィア諸国は、共通して先住民

族サーミの権利回復を含めた先住民族政策に取り組んでいるという共

通点をもつ。しかし先住民族の遺骨の取扱いにおいては、各国の対応

は同ーではなく、国ごとに違いがある。

スウェーデンでは、出土人骨に関して特別な法制度を整備していな

い (Ahlstromet al.2011)。そのため出土人骨は、古代遺跡の保存と

管理を定めた遺産保護法 (theHeritage Conservation Act)と環境規

約 (theenviromnental code)の枠組みの中で取り扱われる。遺跡発

掘に伴い出土した人骨は、考古学調査を担当する地域の博物館や国立

遣産委員会の考古学発掘部門の担当者により、考古学の対象となる人

骨か、犯罪調査部に連絡する必要がある案件かどうかの判断が下され

る。北欧諸国での埋葬人骨の取扱いに違いが生じるのは、教会やその

敷地に埋葬された人骨である。スウェーデンでは先史時代の墓と墓域、

歴史時代の廃棄された墓地遺跡（コレラとペストの墓地を含む）と廃

棄された教会、修道院または中世の町と村落と関係する教会敷地が国

立遺産地図に遺跡として登載されている (Ahlstromet al. 2011)。一

方で教会敷地にある古い墓でも、その敷地がまだ墓地として利用され

ていれば古代遺跡としては扱われない。したがって埋葬された遺体の

うち中世のものであっても、現在利用されている教会敷地にあるもの

は、これらの墓が破損される際に文化遺産法ではなく、刑法に従って

，
 



10 

手続きが取られることになる (Ahlstromet al. 2011)。

出士人骨の取扱いについては、法制度が整備されてこなかったため

に長らく懸案となっていたが、 1983年に国立古代博物館と古物中央委

員会によって考古遺跡から出士する人骨管理のガイドラインがまとめ

られた (Ahlstromet al. 2011)。このガイドラインに沿って科学的に

重要と判断される資料は保管され、可能なかぎり研究に利用すること

が可能とされた。再埋葬する必要は求められていない。しかしなが

ら、沈没船から引き上げられた遺体と国内の先住民族であるサーミの

遺体、国外の先住民族の遺体については、このガイドラインの対象外

とされている。

フィンランドにおいても出土人骨に関する法制度は整備されていな

い (N血 ezetal. 2011)。フィンランドでは、周知の遺跡や過去に墓地

として認識されていない場所から遺骨が発見された場合、また古代

の遺骨であることを明確に示す資料が伴わない場合には、警察への

届け出が義務づけられている。警察では、出土人骨が警察の案件か、

国立古代委員会の責任に帰する案件かを判断する。フィンランドに

おいて遺跡と出土資料は、古代記念物法 (AncientMonuments Law: 

295/63)によって保護されている。なお出土遺骨が教会の敷地から見

つかった場合には、その取り扱いの判断は教区の判断に帰する。この

ような条件で発見された遺骨は、通常、発掘後にすみやかに再埋葬さ

れる。かつてはこのような教会の敷地から出土した遺骨について人類

学的な調査研究の対象になることはなかった。しかし近年では、形質

人類学の訓練を受けた考古学者が増えて状況が変化してきている。調

査時に要請があった場合には、多くの教区は数ヶ月間の間、骨学的分

析のために骨を借り出すことを許可しており、調査研究が終了した後

に出土人骨を再埋葬する事例が増えている (N血ezetal. 2011)。

上記のようなスウェーデンやフィンランドに比べると、ノルウェー

では法制度が比較的よく整えられている (Sellevold2011)。ノルウェー

では、遺体と墓、墓地を保護する法的基盤について原則として文化

遺産法 (theCultural Heritage At 1978) と墓地法 (theBurial Act 

1996)で管理している (Sellevold2009)。またノルウェー憲法第105



条によって個人所有の単葬墓、墓地を含む遺跡が法的に保護されてい

る。このうち文化遺産法は、 1978年6月9日第50号法とも呼ばれ、考古

学な調査によって出土する遺体に関しての最も重要な法である。この

法律によって1537年以前の記念物と遺跡、 100年を遡るサーミの記念

物や遺跡、船舶と関連する遺物、あらゆる種類の墓と埋葬地（単葬墓

ないし集団墓、墳丘墓、積石墓、墓室、火葬墓、骨壷、棺、教会敷地）

が保護されている。一方で墓地法は、1996年6月7日第32号法とも呼ばれ、

教会境内、火葬、墓の取り扱いを定めたものである。ノルウェーの教

会敷地に由来する遺骨はこの法制度によって自動的に保護され、多く

の廃棄された教会の敷地から出土する人骨についてもこの法の枠内に

おいて取扱いが定められている。

ノルウェーではオスロ、トーンスベルク、ベルゲン、 トロンハイム

など中世に成立年代が遡る都市では、建設工事の際に発見された出土

人骨をしばしば再埋葬してきた (Sellevold2011)。1970年代以降にこ

の処置について議論が起こり、出土した人骨についてはオスロ、ベル

ゲン、 トロンハイム、トロムソ、スタヴァンガーの 5つの考古学博物

館で保管することになった。ノルウェーにおいても出土人骨の取り扱

いを定めた法制度は、 2000年代に入るまでは整備されなかった。 1980

年代以降も考古学調査によって出土した人骨については、考古学者が

その責任を負うことになっていた。

1986年に考古学暫定委員会は、ノルウェーの骨学研究の現状につい

ての報告を提出した (Sellevold2011)。この報告において形質人類学

的な作業を担う部門を設立する必要性が指摘され、 1990年に形質人類

学の作業部門が設置されることとなった。当初この作業部門は、オス

ロ大学の古代博物館内に設置されたが、 1994年にノルウェー文化遺産

研究所 (theNorweigian Institute for Cultural Heritage Research: 略

称NIKU)が設立されると、その内部に置かれた骨考古学研究室にそ

の機能が移管されることになった (Sellevold2011)。
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2-3. 北欧諸国における先住民族の遺骨の返還

(1) : フィンランドとスウェーデン

国内に先住民族であるサーミを抱える北欧諸国では、過去の骨学研

究において研究資料として収集された人骨の返還を求める動きが広

がっている。しかし各国の対応は一様ではなく、違いが見られる。

フィンランドでは、 1990年代にヘルシンキ大学において19世紀から

20世紀に収集された膨大な数のサーミの人骨の解剖学的なコレクショ

ンが確認されて議論を巻き起こした。 1995年にヘルシンキ大学の解剖

学部は、 20世紀前半にラップランドのイナリの墓地から発掘したサー

ミの頭蓋骨57体分をサーミに対して返還した (N血ezetal. 2011)。こ

のイナリから発掘されたサーミの遺骨の返還の後に、ヘルシンキ大学

では学内に考古学、形質人類学、医学、博物館学の専門家で構成され

る大学が保管するサーミの遺骨の管理を検討する「人骨委員会」を設

置した。返還されたサーミの遺骨は、2001年にイナリにあるシーダサー

ミ博物館に安置された。現在これらのサーミの遺骨は、合意文書にも

とづいてサーミ議会とシーダサーミ博物館の共同管理下におかれてい

る (Harlin2008a: 196)。
スウェーデンにおいては、 1984年にサーミ組織やサーミ議会が中心

となって南サーミ・プロジェクトが立ち上げられ、ヨーロッパ各地の

博物館に所蔵されているサーミの文化遺物や人骨の返還活動に取り組

んできた。サーミの文化遺産については、 17世紀から18世紀に収集さ

れたシャーマンが儀式用に用いる太鼓を各地の博物館から取り戻す取

り組みが知られていた。これらの儀式用の太鼓は、サーミに対するキ

リスト教の布教の過程で非キリスト教的な儀式用具をサーミの手から

収奪するキャンペーンの中でキリスト教の聖職者によって収集された

ものであった。これらのサーミの儀式用の太鼓は、ョックモックにア

イテ博物館（スウェーデン山岳・サーミ博物館）が開設された際に

ストックホルムの国立民族誌博物館から返還されている (Carl-Gosta 

2009)。しかしながら多くの博物館施設に保管されるサーミの遺骨に

ついては、近年まで議論にのぼることはなかった。

サーミの遺骨の返還と再埋葬の事例として知られているのは、ヴェ



ルステルボッテン地方の「ソエヴェンゲルレの墓」と呼ばれる墳墓か

ら発掘されたサーミの遺骨の返還を巡る議論である。この墓は、サー

ミの聖地であるアトキレンテン山に位置し、 1950年にストックホルム

のノルデイク博物館に務めるサーミ研究者であり民族学者であったマ

ンカー (ErnstManker 1893-1972)によって発掘されたものであった。

発掘された遺体は、1973年までノルデイク博物館に保管されていたが、

その後ストックホルム国立歴史博物館に移管された。 1999年にサーミ

協会は、国立歴史博物館に対して遺骨の返還と再埋葬を請求した。国

立歴史博物館は返還と再埋葬に同意し、ヴェルステルボッテン地方政

府も埋葬地となる墓の考古学的な再調査を条件に再埋葬を許可した。

2001年にヴェルステルボッテン地方博物館による発掘調査と石棺墓

が復元され、 2002年10月に「ソエヴェンゲルレの墓」から発掘された

サーミの遺骨は、サーミによる儀式とともに再埋葬された (Ahlstrom

et al 2011)。なお発掘に先立ち博物館に保管されていた遺骨の一部が

年代測定され、 15世紀という年代測定値が提示されている。この年代

は地元で19世紀に語られていたこの墓の由来を約500年前とする伝承

の正しさを証明する結果となった (Carl-Glista2009)。

ルンド大学では、展示されていたサーミの人骨の返還が行われてい

る。この遺骨はサーミの女性の頭蓋骨であり、 1879年に収集され、ル

ンド大学の解剖学研究所に長年にわたり保管されていたものである。

後にこの頭蓋骨は、ユダヤ人男性の頭蓋骨やローマ男性頭蓋骨を共に

ルンド大学の文化史博物館で展示されていた。この展示は、スウェー

デンの 3つの町の歴史を解説するためのもので、展示の趣旨は、カー

ル・リンネから現在にいたるまでの先入観や人種主義、人種の解説を

目的としたものであった。この遺骨に対する返還請求は、マルモのユ

ダヤ教会が展示されているユダヤ人男性の頭蓋骨の再埋葬の要望を出

したことが発端となった。 2005年にルンド大学学長は、最終的に展示

されているサーミの頭蓋骨の再埋葬を決定した。

スウェーデンのサーミ議会は、 2002年の返還に引き続き、国立歴史

博物館に対して収蔵コレクションの中に含まれるサーミの遺骨の返還

を請求した。 2005年3月にスウェーデン政府は、すべての国立博物館

13 



14 

と大学に対してi!I:界中の先住民族を含むあらゆる人骨コレクションの

完全な収蔵目録の作成を指示した。 2006年10月には収蔵目録の作成が

終えられたが、サーミ議会は、ストックホルムの国立歴史博物館の作

成した収蔵目録に博物館が所蔵するサーミの遺体がすべて記載されて

いないと批判した。博物館側は収蔵されているサーミの遺体は、ノル

ウェーとロシアに由来するものでスウェーデン国内に由来するものは

ないと回答した。これらの人骨コレクションは、当初ウプサラ大学に

収蔵され、 1997年に国立歴史博物館に移管されたものであった。現在

までに作成された収蔵目録からサーミの遺体がストックホルムの国立

歴史博物館、ストックホルム大学骨学研究所、ルンド大学歴史博物館

に加えて、数力所のスウェーデン北部の地方博物館にも所蔵されてい

ることが明らかになっている (Carl—⑰sta 2009)。

2007年に再度サーミ議会より政府に対して返還と再埋葬の請求が提

示され、スウェーデン文化大臣は、テレビインタビューにおいてサー

ミ側の主張に理解を示し、遺骨のサーミヘの返還に助力することを表

明した。ストックホルムの国立歴史博物館の館長は、サーミ議会の代

表と2007年と2008年に会合を持つ一方で、研究者にサーミ人骨の博物

館内での取扱いと学術的価値について諮問を行なった。博物館は、人

骨資料の所有権が国に帰属すること、再埋葬の許可は資料を保管する

国立歴史博物館長に帰属することが再度確認された。最終的に資料調

査の結果、返還および再埋葬が可能と判断された遺骨は、ヴェルステ

ルボッテン地方のリクセーレで収集された明らかにサーミの遺骨であ

ることを証明する文書が残されていた 1体のみであった。この他にも

1915年にフィンランド国境近くのノールボッテン地方ロウナラの古い

教会の敷地から発掘された 9体の遺骨が返還をめぐる議論と対象と

なった。

2009年5月にサーミ議会は正式に、ストックホルムの国立歴史博物

館に対してリクセーレとロウナラから出土した人骨資料の帰属をサー

ミ議会に移管するように要求した。同時にヨックモックのアイテ博物

館に保管されているロウナラ出土の人骨についても管理権の移管を求

めた。サーミ議会の主張は、これらの人骨資料の帰属の判定は、国際



法や先住民族の国連宣言を履行するためにも重要な意味をもっという

ものであった。2009年6月に国立歴史博物館が文化省へ提出したレポー

トでは、リクセーレ出士の遺骨について科学的価値が限定的であるこ

とを理由に、その帰属をサーミ議会に移管することに同意するが表明

された5)。その一方でロウナラ出土の遺骨については、その年代が中

世にさかのぽる可能性を重視し、所有権が国に帰属すること、将来的

な科学研究の価値を有すると主張した。また国立博物館は、人骨の保

管場所についてヨックモックのアイテ博物館に移管することについて

同意した (Carl-Giista2009)。

2009年7月、スウェーデン政府は、正式にリクセーレ出土の遺骨に

ついて1867年からウプサラ大学に保管され、 1997年にストックホルム

の国立歴史博物館に移管されたサーミの遺骨であることを認め、再埋

葬を決定した。しかしロウナラ出土の遺骨については、判断を明示し

なかったために、議論は現在も継続中である (Carl-Gosta 2009)。

スウェーデン国内の博物館では、サーミの遺骨以外にも海外の先住

民族の人骨資料が収蔵されている。これらについても2000年代に入る

と返還への取組みが進められている。 2004年にストックホルムの民族

誌博物館は、オーストラリア・アボリジニの遺骨を20体、 2007年に

1体オーストラリアヘ返還し、再埋葬した (Greenfield2007)。これ

らのアボリジニの遺骨は、 20世紀初頭に人類学者のミョーバリ (Eric

Mjoberg 1882-1938)が収集したものである。また2008年にはルンド

大学が19世紀にロンドンで購入し保管していた 2体のオーストラリ

ア・アボリジニの遺骨をオーストラリア政府に返還した。さらにストッ

クホルムの国立歴史博物館は、ハワイから集められたハワイ先住民の

5つの頭蓋骨を HuiMalama I Na Kuouna O Hawaii Neiに返還する

ことを検討し、政府と協議をおこっている。これらハワイの先住民に

由来する遺骨返還については、政府による最終的な返還を決める決定

が待たれている。
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(2) : ノルウェー

ノルウェーでは、 1970年代からのサーミの先住民族としての法的な

位置と倫理的側面からの権利の理解が得られ、サーミと国家との関係

が変化してきた。 1987年の憲法改正や1989年のサーミ議員の選出など

のいくつもの政治的変革が生じた。また1973年以来、サーミ文化を

所有する博物館の数が増加し、 1989年にはサーミ博物館協会 (SML)

が設立された。 2007年には博物館の代表とサーミ議会、サーミ博物館

協会にサーミの文化遺産の返還を検討する作業グループが組織され、

2012年6月12日に作業グループの返還に関する答申がなされた。現在、

ノルウェーではサーミの文化遺産の返還とサーミの遺骨返還事業がそ

れぞれ独立して取り組まれている。

サーミの文化遺産の返還プロジェクトとしては、ボステダ

("Baastede" : 南サーミ語で「返還」の意味）プロジェクトがある。

これは2007年にノルウェー民俗博物館とオスロ大学のノルウェー文化

史博物館が所蔵する2000点のサーミコレクションをノルウェー中部と

北部に所在する 6つのサーミ博物館に返還することを目指して開始さ

れたプロジェクトである。 2012年に両博物館はサーミ議会と合意文書

を結び、プロジェクトが開始された。プロジュエクトは、 2017年年末

には終了する予定である。しかしこのプロジェクトにはサーミの遺骨

の返還は含まれていない。

ノルウェーでのサーミの頭蓋骨研究を目的とした遺骨収集は、 1850

年から1940年までの間にサーミの墓の保護を求める地域社会の声に反

して、フィンマルクの埋葬地や教会の敷地から発掘収集されたもの

である。収集された遺骨はオスロヘ運ばれ、先にみたオスロ大学の

シュレイナー・コレクションに納められた。現在でも1000体以上の

サーミの遺体がシュレイナー・コレクションに含まれているとされる

(Schanche 2002, Sellevold 2011)。

ノルウェーにおけるサーミの遺骨の返還運動として広く知られてい

るのは、 1980年代におきた返還運動である。 19世紀にノルウェー政府

に対して蜂起したサーミのリーダーであるソンビ (MonsSomby) と

ハッタ (AslakHぉtta)は、死刑判決を受けて1854年に斬首となった。



彼らの遺体は、カーフロードの教会の敷地に埋葬されたが、頭蓋骨は

オスロに送られてシュレイナー・コレクションに納められた。

その後長い時を経て1985年に、親族からの返還請求が起こされた。

当初、オスロ大学の解剖学講座は返還を拒否し、法的問題に発展した。

1997年にサーミ議会とオスロ大学本部、教会・教育・研究省は、改め

てオスロ大学解剖学講座に対して返還を要請し、最終的に解剖学講座

は、二人の頭蓋骨の返還と再埋葬に同意した。

ノルウェーにおいて一箇所の墓地から発掘されたサーミの遺骨が一

括して返還された事例としては、ノルウェー北部のフィンマルク地方

ナイデンの事例が知られている。 1915年に医師であり歯科医でもあっ

たヨハン・ブルン (JohanBrun) によってナイデンの墓地からサー

ミの遺骨94体が発掘され、オスロ大学へ遥ばれた。 2006年に地元のナ

イデンサーミは、サーミ議会の助言を受けてオスロ大学に対して返還

と再埋葬の請求した。オスロ大学は、大学、サーミ議会、ノルウェー

教会、ノルウェー正教会そしてナイデンサーミの代表で組織する委員

会を立ち上げ返還と再埋葬を検討した。 2007年の年末に委員会は報告

を取りまとめている (Svestad2013)。委員会での議論を通じて返還

の決定にいたるまでは、大学に保管される人骨資料の研究上の価値を

主張し、返還後の再埋葬に反対する研究者側と返還と再埋葬を求める

地元サーミ側との間に激しいやりとりが交わされた。しかしオスロ大

学は、研究の重要性よりも返還と再埋葬の倫理的意義を重視し、返還

と再埋葬を受け入れる判断を下している。その背景には発掘時の適切

さを欠いた発掘手法、発掘時に地域住民側が研究者の発掘行為に強く

反対を述べることができなかった当時の社会状況も考慮されている。

最終的に2011年9月に発掘されたサーミの遺骨はナイデンの墓地に再

埋葬された (Svestad2013) 

しかしシュレイナー・コレクションに保管されているその他のサー

ミの遺骨を返還すべきか否かは、現在も未解決のままである。現時点

でサーミの遺骨は、ノルウェー政府とサーミ議会、オスロ大学が共同

で策定した規約とガイドラインによって保護され、研究利用は強く規

制されている (Sellevold2011)。現状でサーミの遺骨を含むあらゆる
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取扱いと研究は、ノルウェーのサーミ議会の許可、さらにオスロ大学

の許可、最終的には遺骨委員会の許可が必要となっている。

ノルウェーでは、このような遺骨返還の動きに対処するために新た

な組織の設立の必要性が認識されるようになった。とりわけオスロ大

学のシュレイナー・コレクション内のサーミの遺骨の保管、研究につ

いて検討することを目的に、独立した国立の委員会組織の設立の必要

性が求められた。関係者間の議論と調整を経て、2007年に「社会科学・

人文学研究倫理国立委員会」 (TheNational Committee for Research 

Ethics in the Social Science and the Humanities)の下部組織として

「国立遺骨委員会」 (TheSkeletal Remains Committee)が設立された。

この国立遺骨委員会は諮問機関として位置づけられ、その権限は、博

物館や研究機関に収蔵されている遺骨や、同様に将来生じる考古学調

査によって出土する遺体を含む、あらゆる出土遺骨の研究倫理を査定

することにある。委員会の権限は、土中に埋葬されていない棺、石棺、

また教会の地下室（納骨堂）に保管されている遺体にも及ぶ。委員会

における検証の根拠は、文化遺産法、墓地法そのほかのノルウェーの

法制度と同様に、ヴァレッタ・マルタ条約や ICOM国際博物館会議

の倫理コードのような国際的な条約や協定の研究のためのガイドライ

ンに沿って判断されている。

2-4. 北欧諸国における遺骨返還状況の差異の背景

ここまで概観してきたように北欧諸国では、国内に同じ先住民族で

あるサーミを抱えながらも、各国間で遺骨問題への対応に違いが認め

られる。各国ともそれぞれ研究がスタートした時期に違いがあるが、

人種主義に基づいた骨学研究のために骨資料が収集されてきた点では

共通した歴史的背景を有している。しかしながらフィンランドとノル

ウェーでは、現在では骨学（生物考古学や形質人類学）研究は、大学

での教育プログラムとしては位置づけられておらず、これを学ぼうと

する学生は、国外の教育研究機関に留学している。国内に数多くの教

会や墓地をもち、人骨の発掘や発掘後の保管管理問題を抱えているノ

ルウェーでは、骨学教育については、オスロ大学、ベルゲン大学、ト



ロンハイム大学、トロムソ大学でゲストレクチャーを招へいし学生用

の骨学講義を提供している。また学位論文のテーマとして骨学を選ん

だ学生は、事前に NIKUにおいて研究倫理のガイダンスを受ける必

要がある。また古病理学に関心をもつ学生は、同様にガイダンスを受

けることが義務づけられている叫

スウェーデンでは、国内の主要な 3大学の考古学部の中に学部から

大学院およぶ骨学教育のプログラムが設置されている。これらの大学

では、大学に骨学の教育過程が設置されていないフィンランドやノル

ウェーから学生が留学する状況もみられる。

このように北欧3国における大学教育における骨学の位置づけは、

上述してきた返還問題への国ごと、また大学機関に所属する研究者の

対応の違いにも反映されている。フィンランドにおいては、先史時代

も含めて人骨資料の遺存状態は悪く、遺跡出土の人骨資料に対する研

究者の関心は押し並べて低い。一方でスウェーデンにおいてはサーミ

議会からの返還要求に対して大学研究者が研究資料としての価値を主

張し、返還や再埋葬に強く反対する意見表明される状況も見られる。

博物館もサーミ民族からの返還請求に対しては、理解を示しつつも慎

重に対処している。このような各国の過去に収集された先住民族に遺

骨に対する対処の相違は、大学教育における骨学研究の位置づけにも

大きく影響しているとみて間違いない。しかし共通していえる点は、

既にいずれの国においても、かつての頭蓋指数にもとづき民族集団を

分類するような手法は、その有効性が否定されているという点である。

ここで改めて注目されるのは、ノルウェーにおける人骨資料の取り

扱いである。ノルウェーでは倫理審査制度を整備し、国立の倫理委員

会の中に遺骨問題を専門に討議検討する特別委員会が設置されてい

る。この動きは他の北欧諸国には見られない取り組みである。先駆的

取り組みとして評価されよう。このような制度整備に加えて、遺骨の

研究利用に際して遣骨委員会とオスロ大学の許可、更にサーミ議会の

許可を得ることが明記されている。フィンランドとスウェーデンにお

いては、この種の取組みは見られない。しかしサーミに由来する博物

館施設などに収蔵保管される人骨資料の返還に消極的なスウェーデン
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においても、海外の先住民族の遺骨の返還については、請求に応じて

継続的に進められている。

一方で、スカンデイナヴィア 3カ国をまたがる返還へ向けた取組み

も開始されている。 1944-45年のラップランド戦争においては、ノル

ウェー北部とフィンランド北部において数多くのサーミ物質文化が破

壊された。現在、サーミの文化遺産の大半は、サーミの伝統的な居

住地域の外にある公文書館や博物館に所蔵されている。サーミはそ

れらへ資料のアクセス権をもとめている。 2006年4月にノルウェー、

フィンランド、スウェーデンのサーミ博物館が連携した共同プロジェ

ェクト "RecallingAncestral Voices" (http:/ /www.samimuseum.fi/ 

heritage/english/repatriaatio.htmi)が開始された。このプロジェク

トにはフィンランドからシーダ・サーミ博物館が、スウェーデンから

アルテ博物館が、ノルウェーからバーランガー・サーミ博物館が参加

した。プロジェクトは EUからの研究助成を受けたほか、ラップラン

ド州政府、ノースキャロット協議会、スウェーデン国立文化協議会、

スウェーデンサーミ議会文化協議会、ノルウェー芸術協議会、ノル

ウェーサーミ議会、ノルウェー公文書館・図書館・博物館庁からも支

援を受けた。

プロジェクトは、 2006年4月にスタートし、実際の作業は、フィン

ランドのイナリのシーダ・サーミ博物館において同年6月から開始さ

れた。プロジェクトのチームメンバーはフィンランド、スウェーデン、

ノルウェーに配置された。最初に取り組まれたのは、博物館やほかの

施設に所蔵されるサーミ資料、コレクションの台帳作りである。この

作業はノルウェーとフィンランドにおいて行われたが、スウェーデン

では既に2005年にアルテ博物館において類似の作業が行われていた。

11月にはスカンデイナヴィア諸国に保管される資料や写真などのデー

タベースを作成する作業が始まった。 2007年の秋には返還に関する国

際セミナーがシーダ・サーミ博物館で開催され、プロジェクトのデー

タベースと報告書が出版されている。



第3章 イギリスにおける先住民族の遺体返還

かつて多くの海外植民地を保有し、人種研究を含む人類学研究の中

心であったイギリスには、研究資料として収集された先住民族の遺体

を収蔵する博物館が多い。イギリスの大学や博物館施設は、今日の先

住民族の遺骨返還を求める世界的な動きの中で多くの返還請求を受け

ている研究機関でもある。

イギリスでは、アメリカにおける「アメリカ先住民墓地保存・返還

法 (NAGPRA)」のような先住民族の遺骨や祭祀具の返還を定めた法

制度は存在しない。一方でイギリスは連合王国であるため、イング

ランドとスコットランドではそれぞれに独自の法制度を有している

(Curtis 2010)。そのため先住民族の遺体返還についての要求に対し

ては、イングランドもスコットランドもそれぞれに出土遺体の扱いを

巡る議論や法制度の整備と関わりながら、海外からの返還要求にどの

ように大学研究機関や博物館が対応すべきなのかが議論されてきた。

過去の植民地主義の負の遺産であるこの種の問題の解決方法、博物館

の社会的使命と機能の見直し、遺体に限定しない文化遺産の所有権と

返還問題との関わりなど、イギリスにおける返還問題は、その対象と

なる資料に世界中の先住民族の遺骨や文化遺産を含むために、単に一

国内の問題に止まらずに国際的な課題となっている。

3-1. 返還への取り組み：大学・博物館とイギリス下院委員会

イングランドとスコットランドの大学や博物館に対する旧植民地か

ら持ち出された先住民族の遺骨の返還請求は、 1990年代から行われて

いる。この動きの背景には、NAGPRAの影響が指摘されている (Curtis

2010)。
1990年にマンチェスター博物館がマオリの遺体を、同年にオックス

フォード大学ピットリバース博物館がオーストラリア・アボリジニと

タスマニア・アボリジニの遺体をそれぞれ返還している。先住民族の

遺骨返還として著名な事例は、 1960年代半ばにリバプール博物館に
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よってリバプール市内の共同墓地に埋葬された西オーストラリアの先

住民族の戦士ヤーガンの頭蓋骨の再調査と返還事例である (Fforde

2002)。このオーストラリア戦士の遺骨は、そもそも1833年にオース

トラリアで射殺され、打ち首にされた後にイギリスヘ移送され、長ら

く保管されていたものである。その後1960年代に一度埋葬されたが、

リバプール博物館は1997年にこれを再発掘し、オーストラリアヘ返還

した (Fforde2002)。同年には、ロング・ウォルフというネイテイヴ・

アメリカンの族長の遺骨が、ロンドン市内の共同墓地から再発掘され

て後継社会であるネイテイヴ・アメリカンの部族へと返還されている

(Fforde and Parker 2001) これ以外にも1997年から1998年にホワイ

トビー博物館がマオリの遺骨を返還している。 2000年代に入ると博物

館の人類学コレクションに所蔵されていた先住民族の遺骨を先住民族

社会へ返還する事例が増えていく。 2002年1月にイギリス王立外科カ

レッジは、オーストラリア、ニュージーランド、北アメリカ由来の先

住民族の遺骨コレクションについて新たな対応策を発表した (Sayer

2010)。これは先住民からの強い返還請求の要望に答える形で発表さ

れたものであった。次いでマンチェスター博物館やホーニマン博物館

（ロンドン）においても2003年にオーストラリアヘ遺体が返還されて

いる。これらの研究機関による先住民族の遺体返還の判断甚準は、イ

ギリス王立外科カレッジにおける返還方針のように個人特定が可能か

どうかであり、特定された遺骨のみが返還対象とされた事例が多い。

これは返還先が確実に遣体についての権限を持つのかどうかが判断基

準となっていたことによる。対照的に法的枠組みがないこと、また博

物館における公共性や科学的意義を主張し、返還に消極的な事例も多

く見られた。事実、大英博物館は、大英博物館法 (BritishMuseum 

Act 1963)を根拠に長年にわたり返還を拒んできた叫

この問題に英国政府が大きく関わるようになったのは、 1999年のイ

ギリス下院の文化遺産返還と不法貿易に関わる諸問題を検討するため

の「文化・メデイア・スポーツ特別委員会」 (theHouse of Commons 

Select Committee on Culture Media and Sport)の設置以降である。

2000年にこの委員会はヒアリングを重ね、最終的に人間の遺体と文



化遺産とを別個に扱うべきであるという勧告を提示した (Seventh

Reports of the House of Commons Select Committee on Culture, 

Media and Sport, Cultural Property: Return and fllicit Trade, 18 J uiy 

2000) S)。勧告には以下の項目が含まれている。

● 遣体の管理と安全な保管、返還請求に関連した原則方針および指

針の策定

● 遺体の保管状況に関する情報整備と改善

● 管理者が遺体を移管することが可能となる法的助言

この動きは、博物館など研究機関側にも少なからぬ影響を与えた。

ロンドン自然史博物館やケンブリッジ大学では、先住民グループがコ

レクションにアクセスするための情報を整備するなどの動きへとつな

がっていった。この後イギリス国内では、大学や博物館に所蔵される

旧植民地に由来する先住民族の遺骨の返還の動きが加速する。この動

きが加速した背景には、 2000年7月にロンドンにおいてイギリス首相

プレア（当時）とオーストラリア首相ハワード（当時）の間で交わさ

れた合意宣言が大きく影響している (DCMSWorking Group Report 

2003)。この合意に含まれる主要な項目は以下の通りである。

● オーストラリアとイギリス両英府は、オーストラリア先住民コ

ミュニティヘの遺骨返還により一層取り組むことに同意する。両

政府は先住民が、今を生きる後継者にとってとりわけ祖先遺体と

の間に特別の関係を有することを理解する。

● 返還にむけて両政府は先住民コミュニティと研究機関を含めた長

期的な返還への取り組みが必要である。

● イギリスの博物館コレクション中の先住民の遺骨の同定には更な

る調査が必要である。

● 両政府はイギリスとオーストラリアの研究機関や先住民との間に

情報の共有のために規約が必要であることに同意する。

● 両政府は公的および個人コレクションの双方から可能な限り適切
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に先住民の遺体が返還されることに同意する (DCMSWorking 

Group Report 2003:4)。

このイギリスとオーストラリア両政府におる合意を受けて2001年

にイギリス政府は、詳細な委員会が作成した報告書を公刊し、また

その勧告に従い「遺体に関する作業グループ」 (WorkingGroup on 

Human Remains)を文化省（当時）に設置した。作業グループのメ

ンバーは、イギリス博物館協会や大英博物館、ロンドン自然史博物館

や主要な大学博物館の教員や学芸員で構成された。委員会において検

討されるべき課題として提示された諸点は以下の通りである。

● 国内における公的支援をうける博物館および美術館のコレクショ

ンにおける遺体の現状の法的な位置付けの検討、

● コレクション内の遺体の返還、あるいは占有の解除に際して、博

物館や美術館の行使できる法的権限に関する検討、およびこの領

域での法規改正が望まれる点、と具体的に想定される改善手法に

関する検討、

● 遺体に関して提言される法規改正の想定範囲に、遺体ではないが

これに関連する物品が、適格な形で含まれているかどうかの検討、

● 関連する立場にある者から必要な助言、

● 遺体の管理と安全な形での保管、返還要求への対応に関する原則

方針（そしてガイドライン）について含まれるべき事項の検討、

また必要に応じて、このような原則方針（そしてガイドライン）

に含まれる事項の検討、

● 芸術大臣への報告書の作成、また運用を前提とした根幹となる提

言の勧告である (DCMSWorking Group Report 2003:1-2)。

委員会が調査項目として設定し、イングランドとウェールズの各施

設に調査を指示したのは以下の項目である。

● 遺体の保存に関する情報

● 望ましい返還や再配置についての主張や条件

● イギリスの研究機関の現在の遺体に対する処置



● 強制的な物理的再配置についての代替え案

● 収蔵量：コレクションのサイズと範囲、容量、素材内容について

(DCMS Working Group Report 2003:7) 

この作業グループは、最終的に2003年に391ページにおよぶ報告書

を作成し、提出した (TheReport of the Working Group on Human 

Remains: http:/ /www.museumsbund.de/fileadmin/ geschaefts/ 

dokumente/Leitfaeden_und_anderes/DCMS_ W orking_Group_ 

Report_2003.pdf.) 

作業グループによる調査の結果、イギリス国内に132の遺体コレク

ションの存在が確認され、総数として最低でも61妖n体の遺体や遺

骨が所蔵されていることが明らかとなった (DCMSWorking Group 

Report 2003:13) 9)。これらの遺体や遺骨が収集された地域は、アフリ

カ、ヨーロッパ、アジア、北アメリカ、太平洋地域、オセアニア、中

東、グリーンランドが含まれている。多くの人骨資料が中世以降に海

外植民地から集められており、その年代は1500年から1947年にまでお

よぶ。オーストラリアやタスマニアから集められたアボリジニの遺体

は国内18機関に保管され、その総数は382体と推定された。ニュージ一

ランドのマオリの遺体は21機関に保管され、総数は187体を数え、北

アメリカのネイテイヴ・アメリカンの遺体は25機関が保管し、 1074体
を数えた10)。

イギリスにおける遺体をめぐるもう一つの動きは、 2004年の「人

体組織法」 (theHuman Tissue Act)の制定である。この法案の制定

によって研究機関における人体組織の摘出、保管、活用と他の目的

での利用が規制されることとなった。特に植民地政策の下で収集さ

れた100年前から 200年前の先住民族の遺体は保管に適さないという

見解が明示されたことは、その後の管理保管に大きな影響を及ぽし

た。また先住民族の遺体や遺骨と血縁関係を有する後継者や文化集

団、先住民族の管理者や学術組織にはこれらの遺体の請求権があるこ

とも認めている (http://www.culture.Gov.uk/what_ we_do/ cultural_ 

property /3289.aspx)。また法的正当性を有する人体組織を研究のた

めに保管し、公共空間で展示する研究機関に対してライセンスを付与
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することとなり、これを監督する官庁として新たに人体組織局 (the

Human Tissue Authority)が2005年に設置された。次いで2005年には、

文化・メデイア・スポーツ省は、「博物館における遺体の返還に際し

ての指針」 (Guidanceof Human Remains in Museums) を刊行した

(http:/ /webarchive.nationalarchives.gov.uk/ + /http://www.culture. 

gov.uk/images/publications/GuidanceHumanRemainsllOctpdf)。加

えて文化・メデイア・スポーツ省は、遺体の保管、適正な管理について、

「国際博物館協会の倫理綱領」 (ICOMCode of Ethics)や「博物館協

会の倫理綱領」 (MuseumsAssociation's Code of Ethic)、「泄界考

古学会議」のバーミリオン協定 (theVermillion Accord on Human 

Remains)などを遵守することを明記している。

イギリスでは、このような政府も含めた取組みの中で返還が進めら

れており、 2011年にもロンドン自然史博物館が138体のトレス諸島民

の遺体をオーストラリアに返還した。これらの人骨資料には収集の来

歴が特定できた19体と、特定は不可能であるがニューギニア南部か

らオーストラリア北部のトレス諸島のいずれかの島から収集された

ことが明らかな119体が含まれていた (http://www.nhm.ac.uk/about-

us/news/2011/march/museum-returns-remains-to-torres-strait-

islands95251.htmi)。

3-2. スコットランドにおける先住民族の遺体返還の取り組み

スコットランドでは、 1989年に聖トーマス病院が3体のアボリジニ

の頭壷骨と 1体分の四肢骨をオーストラリアに返還している (Sayer

2010)。また1990年には、エデインバラ大学がタスマニアのアポリジ

二の遺骨の返還を行った実績が知られている (Fforde2009)。しかし

スコットランドでの遺体に関連する法制度は複雑で、通常遺体には遺

産としての権利は存在しないと理解されている (Garratt-Frost1992, 

Sayer 2010)。遺体の取り扱いに関する法制度としては「スコットラ

ンド人体解剖法」 (theHuman Tissue (Scotland) Act 2006)があるが、

この法制度の適用範囲は、主に国内の教会敷地であり、博物館などの

収蔵資料への適用には限界があるとされる (Curtis2010)。そのため



スコットランドでは、返還請求者が裁判所を通じて法的請求をせねば

ならず、複雑かつ高額な手続きとなっている。この結果として法的処

置ではなく、倫理的判断において博物館から先住民族への資料の受け

渡しがおこなわれる傾向がある (McLaughlin2008)。博物館側もこ

のような返還請求の動きをやっかいな問題として捉えるのはなく、新

たな博物館の役割として前向きに理解しようという動きも出てきてい

る (O'Neil2006)。以下にスコットランドにおける先住民族の遺体返

還の事例としてアバデイーン大学での取り組みを概観したい。

1985年にアバデイーン大学の博物館では、新たな展示 "Only

Connect About Human Being Being Human"が開催された。その中

で1体の "toimoto" (入れ墨施したマオリの頭部）が権威とプレステー

ジが刺青によって象徴される事例として展示資料に加えられた。その

後この展示についてニュージーランドの高等弁務官事務所と何人かの

来場者から "toi moto"の展示が先住民族の尊厳を欠くものであると

いう指摘がなされた。大学の博物館・美術館委員会の勧告に従い "toi

moto"の展示は1988年に外され、写真展示と展示を変更し説明書が

おかれた。

やがてテ・パパ・トンガレワ博物館 (TePapa Tongarew : ニュー

ジーランド国立博物館）から "toimoto"について返還請求がなされ、

大学では専門委員会を組織して対応策を協議した。専門委員会では、

"toi moto"を希少な DNAサンプルが得られる研究資料としての有

用性も含めて、科学的潜在価値、歴史的・人類学的研究の価値が先住

民族へ返還するよりもより大きな意義を持つという見解も表明され

た。またスコットランドにおける最も古い博物館資料であるという歴

史的重要性も指摘された。しかし最終的にはテ・パパ・トンガレワ博

物館との協議を進める中で、今後の研究における活用、写真撮影、イ

メージ展示での利用、出版物としての利用も含めて、もはや博物館資

料としては活用できないことを博物館側が理解するに至った (Curtis

2008)。

次なる議論の主な論点は、ニュージーランド政府からの委任とあわ

せて、テ・パパ・トンガレワ博物館をニューランドの先住民族マオリ
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の代表としてを認めることが適切であるかどうかを判断することで

あった。専門委員会は、 (1)テ・パパ・トンガレワ博物館が先住民

族コミュニティと部族の長老によって創設された返還諮問委員会によ

る返還作業のサポートを得ていること、 (2)今後、マオリ社会の取

り組みを広く支援する体制をもつ組織であることを認めて、返還先と

しての妥当性を最終的に承認した (Curtis2008)。

この決定のプロセスには2002年にアバディーン大学の運営主体であ

る大学理事会 (theUniversity Court)が法的根拠、または他の決定

権限を有する主体に対する博物館コレクションを返還するための請

求対応手続きを認可したことが大きく作用した (CollectionPolicies 

& Museum Regulations , as approved by the university Court' 

Appendix I)。スコットランドには、 NAGPRAのような法的制度が

存在しないため、この決定は個人または組織のいずれかの法的主体者

への決定権の行使の根拠となるものであった (Curtis2010)。

返還対応手統きは、スコットランドの法の下にある博物館コレク

ションに対して大学がもつ法権限を基礎として行われた。返還請求手

続きは可能なかぎり、公正かつ平等を目的として行われた。

返還条件は、基本的に1998年にグラスゴー博物館が作成したもの

(Falconer 1998)を下敷きとしたが、いくつか新たな項目が追加され

ている (http://www.abdn.ac.uk/museum/ documents/ Appendix%20 

I%20-%20Repatriation.pdf)。ここで検討される項目は以下の通りであ

る。

1)品目の同定

2)購入履歴または品目の所有権

3)品目と請求者の間の関係性

4)請求者と大学にとっての品目がもつ重要性

5)請求者への返還または大学が保管する波及効果

このアバデイーン大学が具体的に関わったニュージーランドのマオ

リの遺体事例は、 2005年から2009年にかけてテ・パパ・トンガレワ

博物館が実施した組織的プロジェクとの一環であった11)。この返還事

業は、 2001年にニュージーランド政府の助成をうけてスタートした



返還プログラム (RepatriationProgramme of Koiwi Tangata Maoria 

dn Moriori <Maori and Moriori ancestral remains>)であり、 2003

年に正式にニュージーランド政府の委託を受けた返還プログラム

(Karanga Aotearoa Repatriation Programme) となり多くの遺体が

このプログラムを通じてスコットランドの研究機関からニュージーラ

ンドヘと返還されている12¥

3-3. イギリスにおける返還の取組みの特徴

イギリスにおける先住民族の遺体返還問題は、過去の植民地政策

と深く結びついており、ポストコロニアル政策の一環として位置づ

けられている点にその特徴がある。 2001年にイギリス政府が文化省

（当時）に「遺体に関する作業グループ」 (WorkingGroup on Human 

Remains)を設置した背景には、オーストラリアのハワード首相（当時）

とイギリスのプレア首相（当時）の首脳間の合意があり、また作業グ

ループの報告書においても検討プロセスにおいてニュージーランド文

化・遺産省などとの会合が重ねられている (DCMSWorking Group 

Report 2003:5)。
これとは別にイギリス国内での遺骨や遺体の取り扱いに関する学会

を巻き込んだ議論と、法制度の整備の取組みを確認しておく必要があ

る。イギリスでは、長らく遺体についてコモン・ローにおける理解で

処理されてきた。イギリスのコモン・ローの原則は、遺体には法的権

利 (legalauthority)が存在しないという理解である。墓と遺体は、

長年このコモン・ローと教会法 (EcclesiasticalLaw)の管理下に置

かれてきた。

1832年に制定された解剖法は、引き取り手のない救貧院の貧民の死

体を解剖用の資料として取り扱うためにロンドンの医学校の要望で

制定されたものであった。「死体は資産ではない」という理解は、一

方で遺体や身体の一部、骨格、ミイラの売買も法的に許容すること

となり、遺体の取得も不法とはならなかった。この法的理解の下で

遺体は、 2007年までの150年間にわたり、英国議会条例 (theBritish 

Parliamentary Acts)、1857年の墓地法 (BurialAct of 1857)、1884年
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の廃棄墓地敷地法 (DisusedBurial Grounds Act of 1884)によって

管理されてきたのである。

またスコットランドにおいては、独自の法制度との関係で判断され

ており、イギリス内での取り組みが同一の法制度の下で進められてい

る訳ではない点も理解しておく必要がある。そのためインターネット

を通じて売買が生じるため、「生物人類学と骨考古学に関する英国協

会 (BABAO)」は、売買者に売買時のモラルについての勧告をおこっ

ている。しかし、英国の郵便手続き上、遺体を郵送することは法的に

問題がない状態にある。

研究者組織においても人骨を取扱う研究者間での議論や取り決めに

ついて議論する場がなかったこともこの問題をより複雑化させてきた

要因の一つであった。 20世紀後半に至るまで英国には生物人類学者

や自然人類学者、生物考古学者による専門家組織はなかった。 1998

年にボーンマスで開催された会議を契機に、「生物人類学と骨考古学

に関する英国協会 (BABAO)」が設立され、学会が主導する形で保

管される人骨の管理と分析のガイドラインが作成された。このよう

な取り組みは、合衆国と比べてもかなり遅い取り組みであったとい

える。 BABAOでは人骨に関する倫理綱領 (Codeof Ethics for those 

working with human remains) も制定している (BABAO2008)。

BABAOに所属する生物人類学者や生物考古学者の中には、近年

の先住民族の遺骨返還に対して研究資料の損失と捉え、否定的な見解

を表明するメンバーも少なくない。しかし、着実に実際の返還運動に

関わったイギリスの博物館関係者の中からは、この返還の動きを博物

館の負の遺産と関係するやっかいな問題として捉えるのはなく、新た

な博物館の役割として前向きに理解しようという動きが出てきている

(O'Neil 2006)。アバディーン大学では、返還に関わる作業の過程で

作られた北米先住民との関係をその後も大学博物館と北米先住民との

交流として発展させている。また返還事業自体も大学での重要な返還

事例として "GoingHome: Museums and Repatriation"という展示を

通じて一般に向けて紹介している (http://www.abdn.ac.uk;-wox004/ 

archive/2003/pr 1258.hti)。返還作業が新たな博物館施設の機能を生



み出し、また大学と先住民族との新たな関係を構築する重要な機会と

なることを示した良い例である。
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第4章遺骨返還と法制度：アメリカにおける遺骨返還

ここまで見てきたように先住民族の遺骨返還問題に直面した国々に

おいては、従来の法制度との関わりの中で返還の可能性を試行錯誤し

てきた。より確実に返還作業を進めるためには、法制度を整備するこ

とも、重要な取り組みであることは疑いない。しかしながら法制度の

整備によってすべての課題が解決する訳でもない。次に遣骨返還のた

めの法制度を整備した事例を検討してみたい。

先住民族の遺骨返還のための法整備として広く知られているにはア

メリカにおける二つの法制度である。その一つは、連邦法として制定

された1989年の「国立アメリカインデイアン博物館法」 (theNational 

Museum of the American Indian Act 1989: Public Law 101-185、以

下では NMAIAと表記する）であり、もう一つは1990年に制定され

た「アメリカン先住民墓地保存・返還法」 (NativeAmerican Grave 

Protection and Repatriation Act : Public Law 101-601、 以下 では

NAGPRAと表記する）がある。 NMAIAは、スミソニアン機構の様々

な博物館が保有するコレクションからアメリカインデイアン部族また

はアメリカインデイアン部族全体の帰属関係が同定可能な遺体や墓に

ともなう遺物、祭祀品、文化世襲財産を抽出し、失われた部族へこれ

らの品々を返還することを規定したものである。一方NAGPRAは、

連邦政府の公的助成を受けるすべての組織や博物館にスミソニアンと

同様の作業を求めたものである (Watkins2003)13l。これら二つの法

制度の整備によって、先住民族の遺骨返還をめぐる問題は、どのよう

に改善されたのであろう。法制度の整備は、はたして遺骨返還におい

て最良の選択肢なのであろうか。

4-1. NMAIAとNAGPRAによる距塁作業

1989年に制定された NMAIAに従ってスミソニアン機構は、国立

アメリカインディアン博物館を創設し、文化資源センター (CRC) を

設けてその内部に返還事務局を設置し、返還作業を支援している。連



邦議会からの助成を受けて目録作成を行ったスミソニアン機構への助

成金額は、年間100万ドルであり、 6年間継続された。この期間に約

6000体の遺体の同定が進められた。

文化資源センターでは、返還にむけた具体的な手続きを以下の 6つ

の段階を設定して進めている。返還請求をおこなう先住民側は、博物

館側の助言と支援を受けつつ返還にむけての作業を進めていくことに

なる。この流れは以下のような流れとなる。

第一段階：請求の告知

第二段階：センターヘの訪問とコレクション・レビューの正式請

求

第三段階：コンサルティングを受けるためのセンター訪問とコレ

クション・レヴユー

第四段階：正規の返還請求

第五段階：返還のための調査と情報提供

第六段階：資料の放棄と返還

これらの作業の詳細は、文化資源センター内のホームページに掲載

されており、インターネットで確認することができる14)0 

他方で NAGPRAに基づく返還事業では、連邦組織と博物館で所有・

管理しているアメリカ先住民の遺骨について1990年の法制度制定時に

連邦議会予算局が約200,000体のアメリカ先住民の遺体数が存在する

と試算している (CongressionalBudget Office 1990)。NAGPRAでは、

まず連邦機関や連邦から連邦政府の財政支援を受ける博物館施設に対

して収蔵されている対象資料の台帳 (noticeof inventory completion: 

NIC)の提出を求めた。 1993年11月16日までに概要の提出が指定され

ていたが、この期日までに提出された台帳は1058通のみであった。こ

のようにすべての連邦組織と博物館が期日までに台帳を提出できたわ

けではなく、第二回目の期日である1995年11月までに目録一覧を提出

した連邦組織と博物館についても820カ所であり、引き続き58の機関

が期限の延長を申し出ている。
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現在、 NAGPRAが制定されてから10年以上が経過したが、 2014

年3月段階において NationalNAGPRAによれば15)、文化的系譜が明

示されたアメリカ先住民の文化遺産は569カ所の連邦組織や博物館

施設に収蔵されており、それには58,092体のアメリア先住民の遺体

と1.263,004点の副葬品が報告されている。また文化的な帰属関係が

特定できないアメリカ先住民の遺体は128,lll体、関連する副葬品は

1,049,90点が754の博物館と連邦組織に保管されている16)。

4-2. 返還作業における課題

このように先住民族の遺骨の返還と関わる二つの連邦法のうち

NMAIAのもとでは、スミソニアン機構の保管する遺骨や聖具につ

いて文化資源センターが設立され、返還プログラムが制定されるこ

とにより方向性が示され、返還プログラムが具体的に動き出してい

る。一方のより多くの大学研究機関が対象となる NAGPRAでは、ど

のように返還作業が進んでいるのであろうか。ここでは代表的な事例

を取り上げてその具体的な成果と指摘される課題について検討してみ

たい。事例として取り上げるのはハーバード大学ピーボディ博物館

(PMAE)である。

PMAEは、アメリカ先住民の遺体や副葬品などを最も数多く保管

している博物館の一つである。 PMAEには、アメリカ全士45州から

収集された約12000体の遺体とこれに伴う副葬品が収蔵されている

(Isaac 2002)。2000年以降、 PMAEは、ハーバード大学からの助成を

受けて上記の情報を確定するために、 1)骨学的な最小個体数の検証

と査定、 2) コレクション・マネージメントとしての保管棚のチェッ

クと予備目録の作成、 3)返還にむけた文化的関係性の検証と査定、

を継続してきた17)。やや古いデータであるが、 2002年時点で文化的帰

属が確認できた遺体は3006体、文化的帰属が確認された副葬品は1297

点となっている。一方で文化的な帰属が同定できない遺体が542&1本、

おなじく未同定の副葬品は8293体とされている (Isaac2002)。

PMAEもまた NAGPRAによる指定された1995年の期日までに目

録一覧を提出することができなかった博物館の一つである。その原因



としては、コレクションの膨大さに加えて、以下の点が指摘されてい

る (Isaac2002)。

1. 副葬品は、遺体と別に考古学資料として収蔵されている。

2. 約800万点の考古学資料の中から副葬品を抽出する作業を行っ

ており、同定作業は継続中である。

3. 関連する情報を記録した書類は、 PMAE内にとどまらずハー

バード大学文書館にも収蔵されている。

これに加えて PMAEでは、返還過程において生じている課題とし

て、 1)祭祀品をいかに定義するか、 2)返還対象者／組織の同定、

3)帰属の同定できない遺体とそれに伴う副葬品の扱い、という：：：：：：

つのこの作業に含まれる課題が指摘されている (Isaac2002)。

このように具体的な NAGPRAの下で進められる返還作業において

は、いくつもの課題が顕在化してきている。この課題は多くの連邦機

関や博物館施設に共通するもので、返還対象となる文化遺産の多くが

文化的帰属の特定が困難な資料であるという点にある。その総数は、

NAGPRAの施行後に整理作業によって減少するのではなく、むしろ

増加傾向にある。そのため作業の長期化を想定する指摘もされている

(McKeown 2002)。

さらに大きな課題としては、返還作業に伴い各機関が作成しなけれ

ばならない返還対象となるアメリカ先住民の文化遺産の NICとよば

れる目録の作成費用の問題が大きい。この目録作成のために支給され

た連邦政府からの助成金は、 1994年までに限ってもインデイアン部族

とハワイ先住民組織に対する178件分の助成金分で総額980万ドルが、

さらに収蔵元である博物館へは114件分の助成金の総額として560万ド

ルが支給されている (McKeown2002)。

PMAEの場合では、アメリカ全土の45州から収集された約12000体

の遺体とこれに伴う副葬品が対象となった (Isaac2002)。PMAEで

の返還作業において最も大きな課題となったのは目録作成作業で、具

体的にはこの作業に従事するスタッフの確保と経費の捻出であった。

NAGPRAでは、返還作業に関わるアメリカ先住民の部族と資料を収

蔵する博物館施設に対して必要経費の補助を定めており、連邦議会が
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国立公園局に博物館と部族へ助成するために計上した基金は年間250

万ドルとされる。 PMAEは、当初ニューイングランドから収集され

た未同定のアメリカ先住民の遺体657体と中部大西洋沿岸の州から収

集された遺体393体、ニューメキシコ州ペコス渓谷から収集された遺

体1909体に関する 3つの助成計画をアメリカ内務省国立公園局へ計

上した。しかしながらこの事例について、全額の補助は受けられず、

国立公薗局からの助成は PMAEが必要としている総額の一部のみで

あった。追加で助成が必要な遺体は、身元確定作業の必要な遺体は

2958体におよぶことが判明している。さらに4291本の遺体はハワイ州

およびその他の地域の22部族から収集された遺体であることが確認さ

れている。 PMAEの試算では、これらの収蔵されている遺体と副葬

品の目録作成に限っても700万ドルが必要とされた (Isaac2002)。同

様の問題が全米各地の博物館において生じている。

アメリカにおいて先住民の文化遺産の保護とその管理保管ヘアメ

リカ先住民自身の意向を反映させるための取り組みは、 NMAIAと

NAGPRAの制定以前にも段階的に進められてきた。 1966年に制定さ

れた国立歴史遺産保存法 (theNational Historic Preservation Act) 

では、部族の土地に所在するアメリカ先住民の文化遺産についてアメ

リカ先住民の権限を認めている。次いで1979年に制定された考古資源

保存法 (theArchaeological Resources Protection Act: Public law 96-

95、以下では ARPAと表記）では、アメリカ先住民に対して、部族の

土地での発掘を管理する権利と部族の土地から収集された考古学資料

の返還を求める権利を連邦議会レベルで認定している。アメリカ先住

民の自らの文化遺産の保護管理への参画の権利は、段階的に拡大され

てきたといえる。 NAGPRAの制定では上記に見たように、さらに組

織的にアメリカ先住民の先祖の遺体や宗教儀式に関連する資料の返還

が法制度により保証され、墓地の発掘に規制がかけられた。アメリカ

先住民部族の大半が墓の発掘を望んでおらず、発掘された遺体に対し

ては再埋葬を希望している現状においては、 NAGPRAによってアメ

リカ先住民は、彼らの祖先の遺体を管理する権利を回復したと見るこ

とができる。



しかしながら、これらの法制度に対して先住民側からも研究者側

からも法の施行以前から数多くの批判や制度への不満が示されて

いる (Stutz2008、Wilcox2010など）。アメリカ先住民側からは、

NAGPRAが特定の部族への帰属を同定するために、遺体の科学的研

究を特定の条件の下で許容しており、また私有地に所在する墓からの

遺体や文化的に特定できない遺体については法の適用対象外とされて

いる点を法的弱点として指摘する (Watkins2003)。その一方で研究

者側からは、これらの法制度を利用して急進的なアメリカ先住民がす

べての発掘行為の管理を主張するのではないかという懸念が提示され

ている。自然人類学者も返還作業によって膨大かつ貴重な研究データ

が失われると主張しており、民族学者や博物館学芸員からは膨大な博

物館の文化遺産コレクションの損失であるという主張もなされている

. (Watkins 2003)。

ここで確認すべきは、先住民族の祖先の遺体の返還事業に反対する

研究者の主張が先住民にとって重要な世界観の一部である死の観念や

死者への扱いと大きく反する点にある。返還事業に反対する多くの研

究者は、博物館などに収蔵される遺体のもつ科学的価値を重視する立

場にある。博物館に展示され、収蔵保管されている遺体や副葬品は、

すべてのアメリカ市民そして世界中の人々の共通の遺産であると、そ

の資料的価値の普逼性を主張する。またこれらの遺体のもつ科学的価

値が社会一般にたいして以上にアメリカ先住民自身の歴史復元のため

に重要なのだとも主張する。それゆえに返還された後の遺体の取り扱

いが不明なアメリカ先住民社会への返還よりも、博物館などの公的研

究機関での保管が必要であるという。そしていつの日かアメリカ先住

民がこの知識と情報を求める日が訪れると主張するのである (Clark

1996)。このように総じて研究者側の主張は研究や教育という側面に

重きをおいてこの法制度の問題点を指摘しているといえよう。

一方でアメリカ先住民側が問題としている点は、祖先の遺体が研究

対象として扱われることによって死者の諄厳が傷つけられるという点

にある。祖先の遺体を研究されることは、アメリカ先住民にとって深

い苦しみとして理解されている (Thornton2002)。いかに科学的重
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要性が想定されたとしても、先住民側が研究により大きな心理的ダ

メージを受けるのであれば、そのような研究は制限されるべきであろ

う。またアメリカにおいて、歴史的に白人の死者への扱いとアメリカ

先住民の死者への扱いに不当な差別があった点を軽視することはでき

ない。アメリカ合衆国の領土拡張の過程で生じた合衆国軍隊とアメ

リカ先住民との戦いにおける死者の取り扱いを比較する指摘もある

(Thornton 2002)。アメリカ社会では、第二次世界大戦や朝鮮戦争、

ベトナム戦争で死んだ兵士の返還に強い関心をもち、返還に努力して

いる。この状況を引いてアメリカ先住民は、博物館などに収蔵される

アメリカ先住民の遣体は、合衆国軍隊から自らの土地を守るために死

んだ者たちの遺体であり、その返還の重要性を主張するのである。ア

メリカ先住民は、アメリカ社会に対して次のように問いかける。仮に

国外で亡くなった兵士の遺体に科学的価値があり、研究のために母国

への返還を拒まれたならば、アメリカ社会はそれに対してどのように

対応するのかと (Thornton2002)。



第5章 国内と国際返還を見据えた法制度の整備：

オーストラリアの取り組み

スウェーデンやイギリスにおける先住民族の遺骨返還においては、

オーストラリアやニュージーランドヘの遺骨返還の取り組み事例を見

てきた。遺骨が返還され受け入れる側となる国においては、どのよう

に返還された遺骨の取り扱いを定め、また制度整備を行っているので

あろうか。ここではオーストラリアにおける事例を検討したい。

オーストラリアにおいて博物館などに収蔵されてきたアボリジニや

トレス海峡諸島民の祖先の遺体の返還と再埋葬を求める運動は、 1960

年代まで遡る。この動きは、 1962年のアホリジニの市民権の獲得の動

きと歩調を合わせている。さらに1976年には、アボリジニの土地所有

権がノーザンテリトリーにおいて最初に認定された。これを受けてア

ボリジニを取り巻く権利回復の動きは、 1990年代にさらに活発化し、

1992年の連邦最高裁での「マボ判決」へとつながっていく。「マボ判

決」では、アボリジニとトレス海峡諸島民に先住権原が認められ、翌

1993年には補償プログラムをともなう先住権原法 (NativeTitle Act 

1993)が制定されている。

5-1. オーストラリアにおける法制度の整備

オーストラリアでオースラリア先住民の遺骨返還問題をめぐる議論

がスタートするのは、 1970年代にさかのぼる。最後のタスマニア島民

と呼ばれたトウルガニニ (Truganini1812?-1876)の遺体の再埋葬を

契機に議論がスタートした。1876年に死亡したトウルガニニの遺体は、

1878年に玉立タスマニア協会によって発掘され展示された。 1974年に

オーストラリア国立アボリジニ研究所（現オーストリア国立アボリジ

ニ・トレス海峡諸島民研究所）の先史学・人間生物学諮問委員会は、トゥ

ルガニニの遺体を研究に用いるべきではなく、再埋葬することを勧告

した。 1976年に彼女の遺骨はタスマニア、ホバートに所在するタスマ

ニア博物館・美術館によって火葬に処された。これがオーストラリア
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における遺骨返還・再埋葬の最初の事例とされる。

これに続く遺骨返還の動きは、 1980年代初頭に見られた。 1983年8

月に南オーストラリア博物館において、箱に納められたアボリジニの

遺体(2体の成人に幼児と乳児を含む）が確認された。これらの遺体は、

検死官による調査の後に系統関係を有するアボリジニ・コミュニティ

に返却された。二人の成人は、オールデアの地に1985年8月に埋葬さ

れた。子供と新生児の遺体は、ラウカンの地に埋葬されている (AAP

News Report 3. August.1985)。

オーストラリア政府が法的制度の整備にむけて動き出すのは、 1980

年代である。 1984年に制定された「アボリジニ・トレス海峡諸島民

遺産保存法」 (theAboriginal and Torres Strait Islander Heritage 

Protection Act 1984)では、「アボリジニの伝統と一致するアボリジ

ニにとって特に重要なオーストリアの地域と対象、さらにオーストラ

リアの海域と対象を侵害と冒涜から保存し保護する」ことを定めてい

る18)。この法制度の制定は、博物館などに収集されてきたアボリジニ

の人骨資料の取り扱いに大きな影響を与えた。1984年以降、多くのオー

ストラリアの博物館に保管されてきた遺骨のコレクションは博物館か

ら先住民コミュニティヘ返還され、再埋葬されている。また博物館に

保管されている遺骨のコレクションヘの研究目的での利用は、先住民

族の許可を得ることが必要となった (Donlonand Littleton 2011)。

次いでオーストラリア国立アボリジニ研究所 (1964年に制定された

オーストラリア国立アボリジ研究所法によって設立。人類学、考古学、

芸術学、保険学、教育学、言語学、民族音楽学の領域を研究）では、

アボリジニの遺品をアボリジニの文化遺産として重要な意味をもつと

指摘し、これらの遺品についてのアボリジニの所有権を認めている。

しかしこの段階では、遺体の取り扱いについて文化遺産とは別のアプ

ローチを選択すべきであるとされた。

オーストラリアは、連邦制度を採用しているため、州政府レベ

ルでも独自に法制度を整えている。ヴィクトリア州政府は、 1972

年に「ヴィクトリア州考古学・アボリジニ遺産保存法」 (Victorian



Archaeological and Aboriginal Relics Preservation Act 1972) を制

定している19)。この州法によってアボリジニに関する遺物は先住民コ

ミュニティに返還されることとなった。タスマニア州政府も同様に遺

骨については火葬すべきという見解を示している。

2003年にクイーンズランド州政府は、「アボリジニ文化遺産法」

(Aboriginal Cultural Heritage Act 2003)およびトレス海峡諸島民文

化遺産法 (TorresStrait Islander Cultural Heritage Act 2003)を制

定し、先住民が基本的に自らの文化遺産の保護者であり、管理者であ

り、知識の保持者であることを認めた20)。また遺体、秘匿すべき聖具、

儀礼具についてのアボリジニの所有権を認めるとともに、文化遺産の

彼らの土地への返還も認めている。ニューサウスウェールズ州政府は、

2005年に「1977年ニューサウスウェルズ国立公園・野生生物保護公園

法」を改正して、公園内の新たな 7カ所の遺跡の保存とアボリジニの

遺体の再埋葬を宣言した。

オーストラリア連邦政府が主導する具体的なアボリジニやトレス海

峡諸島民の祖先の遺骨返還政策は、 1990年代から組織的に動き出して

いる。連邦政府の環境省は、「先住民文化遺産返還プログラム」(Return

of Indigenous Cultural Property Program: RICP)21lを整備し、第一

期 (1993年ー1997年）には連邦政府から130万オーストラリアドルの

予算が処置された。このプログラムはさらに第二期 (1999年-2005年）

として延長され、連邦政府から追加で150万オーストラリアドル、ま

た州政府から150万オーストラリアドルの予算が処置された22)0 

このプログラムの目的とされたのは、以下の 4項目である (Truscott

2006)。
1)博物館に保管されているすべての先住民の祖先の遺体、秘匿

すべき祭祀具の本来の所在地の特定

2)博物館に保管されている先住民の祖先の遺体、秘匿すべき祭

祀具と（文化的に）関係するすべてのコミュニティヘの通知

3) (文化的に）関係するコミュニティの要求に沿った博物館で

の祖先の遺体、秘匿すべき祭祀具の適切な保管

4)要求された土地に要求された時期に返還すること
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この政府の動きと同時に、 2000年にアボリジニ・トレス海峡諸島民

委員会と文化省協議会によってオーストラリア国立博物館内に特別返

還部門が創設され、このプログラムによって2003年に約300体のアボ

リジニの遺骨が複数の地域コミュニティヘと返還されている。

2011年8月にオーストラリア政府は、「オーストラリア政府先住民

返還政策」 (AustralianGovernment Indigenous Repatriation Policy 

August 2011) を策定した23)。この政策において政府は、先住民の祖

先の遺骨や秘匿すべき祭具の本来の先住民コミュニティヘの返還と、

アボリジニおよびトレス海峡諸島民への聞き取り調査と和解の機会の

創出が必要であることを認めている。またこの返還作業には、総合的

な取り組みが求められており、先住民のコミュニティ、政府機関、博

物館、州政府、地方自治体、研究機関、外国政府や海外の研究機関を

含めたステークホルダー（利害関係者）の協業の必要性についても指

摘している。序文においては、オーストラリア政府が先住民文化を

ユネスコ条約および先住民族の権利に関する国連宜言に沿って支援

していくと表明されている。さらに返還作業がオーストラリア社会

における治癒と償いのための手段でもあると述べている (Australian

Government Indigenous Repatriation Policy August 2011:5)。この政

策方針に従い返還のための基金が整備され、その使途としては、以下

の項目が示された。

1) 目録および所在地調査

2)博物館スタッフによるオーストラリア内の先住民コミュニ

ティの訪問

3)返還準備のためのコミュニティヘの支援

4)祖先の遺骨および秘匿すべき祭具を確認するためのコミュニ

ティの後継者による博物館の訪間

5)祖先の遺体および秘匿すべき祭具の返還のためのコミュニ

ティの後継者に対する旅費（オーストラリア国内旅費）

6)祖先の遺体および秘匿すべき祭具の返還のためのコミュニ

ティの後継者に対する海外旅費

7)返還のための祖先の遺体および秘匿すべき祭具の準備、移送



およぴ貨物経費

さらにこの作業の実施に際しては、オーストラリア国内および海外

のコレクションの先住民への返還作業に関係する政策およびプログラ

ムを策定するために芸術大臣への助言を行う「先住民に対する返還諮

問委員会」 (AdvisoryCommittee for Indigenous Repatriation: ACIR) 

が2012年に設置された。 ACIRのメンバーは彼らの知識、経験、理解、

送還の問題に基づいて任命され、メンバーは先住民のコミュニティや

州ないし由来する地域、居住地を代表するものではない。 ACIRの役

割は、直接的に先住民に対する送還に影響を与えるあらゆる諸問題に

関連してオーストラリア政府に戦略的アドバイスを提供することにあ

る。これには、以下の諸点を含むが、委員会の担う役割はこれらに限

定されるものではない。

・先住民のための送還プログラムの返還政策課題との戦略的方向性

・送還実施に伴い現出する全般的な諸課題のフィードバックとアド

バイス

・直接助成経費に対するアボリジニとトレス海峡諸島民組織からの

申請書の評価

・文化的プロトコルに関する諸課題

・来歴が不完全または限定された情報のため由来するコミュニティ

が特定不能な先祖の遺骨と秘匿すべき聖具の保管と長期的管理の

取り扱い

・大臣からの要求に応じたその他のアドバイス

委員会のメンバーは、 5名のアポリジニのメンバーと 1名のトレス

海峡諸島民のメンバーで構成されている。各メンバーは 3年の任期で

ある。メンバーは、アボリジニおよび／またはトレス海峡諸島民の後

継者であることと、次の資格のうち少なくともいずれか 1つが必要と

されている。

・アポリジニやトレス海峡諸島民の文化と伝統への理解

・先住民のための返還に参画しているかその経験を保有するまた

は、
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・博物館および文化遺産の仕事の経験を持っており、

・アポリジニとトレス海峡諸島民に関する諸問題について重要な位

置を占めるか、地域社会で重要な役割を果たしていること

5-2. オーストラリアにおける返還の動向

オーストラリア政府による先住民返還政策に従って、オーストラリ

ア国内では、以下の 8つの博物館が財政支援を受けながら返還事業に

参画している24)。これ以外にも学会の支援を受けた返還プログラムも

進められてきている。

メルボルン大学にはマーレイ・ブラック・コレクションと呼ばれる

アボリジニの人骨コレクションが知られていた。このコレクションは、

個人収集家が1929年から1950年にかけてオーストラリア各地から集め

た人骨コレクションで、約18(旧体におよびアボリジニの遺骨で構成さ

れていた。後にこれらのコレクションは、オーストラリア国立解剖学

研究所とメルボルン大学解剖学部に寄贈された。メルボルン大学に寄

贈されていたアボリジニの遺骨コレクションについては、 1980年代に

入り、オーストラリア考古学協会の支援を受けて、その全容の把握と

返還にむけた取り組みが開始された (Webb1987)。この返還プログ

ラムの目的は、アボリジニのコミュニティとの協議を重ねながら互い

の意思疎通の道を開き、最終的にメルボルン大学に保管されていたア

ボリジニの遺骨コレクションを本来の地へ返還することを目的として

いた。

このプロジェクトが開始された時点でメルボルン大学に保管されて

いた先住民の遺骨は、少なく見積もっても800体に及ぶと推定された。

担当者は、この問題に関してアボリジニのコミュニティと協議を行い、

また遺体の研究を共有しよう考える研究者があまりに少なかったこと

を指摘している。このような研究者側の対応は、アボリジニのコミュ

ニティ側に、研究者がアボリジニの遺骨を研究対象としては関心を寄

せるが、今を生きるアボリジニ社会には関心を払わないというイメー

ジを抱かせ、アボリジニ側に研究者の姿勢に対する疑念を抱かせたと

指摘している (Webb1987:294)。一方でアボリジニ側は提示された



コレクションの全容から、その収集されていた遺骨数のあまりの多さ

と、コレクションの存在が長期間に秘匿されてきたことにショックを

受けたと報告している (Webb1987)。

最終的に、マーレイ・ブラック・コレクションのアボリジニ・コミュ

ニティヘの返還は1990年までかかり、長い時間を費やした。このプロ

グラムに関わった研究者は、返還プログラムを通じて、多くのアボリ

ジニが考古学的研究の重要性を認め、将来的な見込まれる遺骨の取り

扱いについての議論にも前向きになることができたと述べている。ま

た基本的にアボリジニの人々が遺骨の管理を希望しており、可能性を

有する研究者との対話を希望していること、さらに将来的な研究への

参加を希望していることも理解することができた (Webb1987: 295)。

結論としてこの返還と再埋葬の問題は、研究者と先住民（アボリジニ）

との間の継続的かつ誠意をもった議論によってのみ乗り越えられる課

題であると結論づけている。

一方、オーストラリア国立博物館には、 1984年に1Bオーストラリア

国立解剖学研究所から移管されたアボリジニとトレス海峡諸島民の遺

骨コレクションが保管されていた。それまでもオーストラリア国立博

物館では、 1980年までに独自に遣体の返還作業を行ってきた。この

取り組みの過程で1000体の遺体と360点の秘匿すべき祭具が先住民コ

ミュニティヘと返還された。

1990年代に入ると RICPの一環として博物館における返還作業が実

施されていく。 RICPの第一期にあたる1993年から1997年にかけては、

主に収蔵されている遺体の同定作業が行われた。この結果は、国立博

物館の年報に報告された。第二期の1999年から2005年の期間には、ま

ず2000年から2001年にかけて70以上のアボリジニとトレス海峡諸島民

のコミュニティが計画に参加し、 5体のアボリジニの遺骨がコミュニ

ティに返還されている。

2002年から2003年には405体の遣骨がノーザンテリトリー、サウス

オーストラリア、ニューサウスウェルズ、ヴィクトリアの各州のコ

ミュニティに返還された。 2003年から2004年の期間には、 132体の遺

骨がノーザンテリトリー、サウスオーストラリア、ニューサウスウェ
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ルズ、ヴィクトリアの各州のコミュニティに返還され、加えて308点

の秘匿すべき祭具がウェストオーストラリアのビルバラとキンバリー

のコミュニティに返還された。

なおオーストラリア国立博物館では、このような返還作業を進める

ため方針として、「アボリジニ・トレス海峡諸島民の遺骨取り扱い要項」

を整備した25)。

このような動きを受けて、学会組織にも動きが生じ、1993年にはオー

ストラリア考古学協会がその会員規定において、考古学者にアボリジ

二の過去についてアボリジニの視点を重視すること、アボリジニの過

去と関連する考古学調査にはアボリジニを参画させることを求めた。

2004年には考古学協会として倫理綱領が制定され (http://www.aust 

ralianarchaeologicalassociation.com.au/ethics)、特にアボリジニと関

係する研究領域である先住民考古学においては、オーストラリア国立

アボリジニ・トレス海峡諸島民研究所か2010年に制定した「オースト

ラリア先住民研究における研究倫理のガイドライン」 (Guidelinesfor 

Ethical Research in Australian Indigenous Studies)を参照するよう

に指示している"'¥

5-3. 海外の研究機関に保管される遺骨返還事業の取組み

オーストラリアが抱える先住民の遺骨返還に関するもう一つの課題

は、海外の博物館や研究機関に保管されるオーストラリアアボリジニ

の遺骨である。 19世紀から1940年代に至るまでオーストラリア各地の

墓やさらに病院や監獄からオーストラリアの先住民の遺骨が収集さ

れ、フランス、オランダ、スコットランド、イングランド、スウェー

デン、アイルランド、オーストリア、チェコ、イタリアそしてアメリ

力などの海外の研究機関にも送られ、保管されてきた。これら海外の

研究機関に保管されてきたアボリジニやトレス海峡諸島民の祖先の遣

骨は、 1990年までにおいても随時返還されてきた。その総数は1150体

を数える。しかし今もなお約1000体のオーストラリア先住民の遺体が

まだ海外の研究機関に保管されているとされる町）。

2000年以降の海外の研究機関からのアボリジニやトレス海峡諸島民



の祖先の遺骨の主な返還事例は以下のようになっている。

〈2004年〉：スウェーデンのストックホルム民族誌博物館から20体返還

〈2006年〉：イギリスの自然史博物館から18体返還

〈2007年〉：スウェーデンのストックホルム民族誌博物館から 1体返還

：イギリスの自然史博物館から 1体返還

：イギリスのグラスゴー博物館から返還

〈2008年〉：スウェーデンのルンド大学から返還

：スコトッランドのエデインバラ大学から 1体返還

：アメリカのスミソニアンアメリカ自然史博物館から33体返

還

：ドイツのベルリンチャールズ医学史博物館から18体返還

：イギリスのオックスフォード大学から 3体返還

〈2009年〉：イギリスのブライトンプース自然史博物館から 2体返還

：イギリスのロンドン大学カレッジから 3体返還

〈2010年〉：アメリカのスミソニアンアメリカ自然史博物館が返還を表

明返還

〈2010年〉：イギリスの自然史博物館が130体のトレス海峡諸島民の遺

体を返還すると表明し、内9体を返還

：オーストリアのウィーンの科学アカデミー病理学・解剖学

博物館から30体を返還し、ニューサウスウェルズとクイー

ンズランド、ノーザンテリトリーに再埋葬

〈2012年〉：アメリカのワシントン DCより 19世紀にニューサウスウェ

ルズから運ばれ研究機関に保管されてきた古老の遺骨を返

還

：チェコ、プルーノのモラヴィザ博物館よりアーネムランド

の6カ所のコミュニティから持ち出された 8体の遺骨を返

還

〈2013年〉：ドイツ、ベルリンのシャリテ大学病院よりサウスオースト

ラリア、クイーンズランド、ニューサウスウェルズ、ウェ

ストオーストラリアから持ち出された33体の先住民の遺体

を返還
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5-4. 先住民の遺骨の由来調査の困難さと国立保管空間計画

オーストラリアにおいて長らく取りくまれてきた返還作業におい

て、遺骨が具体的にどこから収集されたのかを確定することは、アボ

リジニのコミュニティヘ返還する上で不可欠な作業である。 1995年か

ら1997年に政府の遺骨履歴調査プロジェクト (theNational Skeletal 

Provenancing Project)に参画したハンチャント (D.Hanchant)は、

南オーストラリア博物館での取り組み事例の詳細と課題を報告して

いる (Hanchant2002)。収集地が特定できないアボリジニの遺体は、

2002年段階で1000体以上とされる。このプロジェクトでは、周知の資

料と未確定の資料との解剖学的・人類学的比較研究も含めて、記録調

査が実施された。その結果、由来の不明であった遺体のうち、 1的体

の本来の出土収集地の特定に成功している。また20体の出土収集地が

推定可能となった。主な手法は、記録調査で博物館書簡、警察および

解剖医報告、収集者の日誌などに基づいた調査である。このような記

録データの照合が重要であることは、今世紀初頭に入手され、バルカ

ンジ（ニューサウスウェルズ州）の集団に由来するとされた頭蓋骨が

ヨーロッパ人のものであることが判明したり、サウスオーストラリア

博物館、オーストラリア博物館、シェルシャー博物館の収蔵資料で出

土地が確定済みとされた人骨が未確定に変更されたり、サウスオース

トラリア博物館のヌクヌ由来と登録されていた遺骨がノーザンテリ

トリー由来に、ノーザンテリトリー出土の遺骨が出上地不明資料に変

更された事例が続出したことからも明らかである (Hanchant2002)。

遣体の由来地調査には、科学的な調査が不可欠である。自らがアボリ

ジニ出身であるハンチャントは、この種の由来特定調査に反対するも

のではないと述べる (Hanchant2002)。しかしながら、一方で必ず

しも未同定の遺骨の調査が関係するコミュニティからの同意を得ずに

進められていることに懸念を示している。特に海外から返還される多

くのアボリジニの遺骨は、本来の出土地の特定作業が必要とされてお

り、アボリジニの返還に参画する機会の確保に課題が残されていると

指摘する (Hanchant2002)。

遺骨履歴調査プロジェクトヘの参加経験に基づいてハンチャント



は、出土地未確定または州レベルまでしか出土地が判明しない遺骨、

つまり具体的に返還対象となるコミュニティが特定できない遺骨の最

終的な保管場所として国立保管空間 (NationalKeeping Place)の設

立の必要性を主張する (Hanchant2002)。すでにこの種の施設の必

要性は、 1991年にスコットランドのエデインバラ博物館からアボリジ

二の遺骨が返還された際に指摘されていた。当初、返還に携わったグ

ループでは、出土地不明の遺骨を土地の長老の許可を得てウルル（エ

アース・ロック）に再埋葬することを想定していた。 しかしメンバー

の一人でキンバリー出身の長老は、遺骨の由来が明らかになるまで

は、ウルルヘの再埋葬に反対を表明した。またウルルの長老も出土

地不明の遺体をウルルヘ再埋葬することに反対する意見を表明した

(Hanchant 2002)。国立保管空間については、キャンベラのオースト

ラリア戦争祈念館が候補となったこともある。しかし、その際に問題

となったのは、管理権限が誰に帰属するのか、そして先住民の関わり

方であった。特定の土地にこの種の施設を設置することには、さまざ

まな地域の先住民コミュニティの同意が必要であり、合意形成のため

には、アボリジニアのコミュニティの代表を参画させた長期的な議論

が必要とされている。

2012年に設立された先住民に対する返還諮問委員会 (ACIR)は、

国立保管空間の設立に関心をもつ利害関係者との協議を進め、 2013年

6月から2013年8月にかけてオーストラリア各地の19カ所のコミュニ

ティにおいてコンサルティングを行った。これまでの検討項目のまと

めは検討報告 (DiscussionPaper) として以下に提示されている（註

28)。現在、 2014年春段階において委員会では最終的なオーストラリ

ア政府への報告書を準備している。
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第6章法制度に拠らない遺骨返還の取り組み：

カナダとデンマークの事例

ここまで北欧、イギリス、アメリカ、オーストラリアと異なる歴史

的背景、そして先住民族の遺骨の問題を抱える事例を見てきた。今日

先住民族の遺骨を抱える国々の状況は経緯を含めて多様であり、問題

の深刻さを示している。法制度を整えることで対処することも解決方

法として一つの有効な選択肢ではあるが、そこにはまた多くの問題も

存在することが上記の事例から見て取ることができる。ここでは、法

制度による解決ではなく、関係するステークホルダー間の対話と協業

が極めて有効であることを示す事例を提示してみたい。取り上げる事

例はカナダとデンマークである。

6-1. カナダファースト・ネイション会議とカナダ博物館協会の協業

カナダには、隣国であるアメリカの NAGPRAのように先住民29)の

遺骨や文化遺産の返還を規定した連邦法はない。しかしながら、先住

民の祖先の遺体の返還を倫理的に定め、道徳的返還を博物館にもとめ

る政府文書が存在する30)。カナダにおける先住民族の祖先の遺骨の返

還の取り組みを特徴付けているものは、多くの博物館が主体的にボラ

ンティアで返還活動を実施している点にある。

先住民の遺骨の返還方針を各博物館が策定した背景には、ファース

ト・ネイション会議とカナダ博物館協会との間で設立された「博物館

と先住民族との関係を見直す専門委員会」の果たした役割が大きい。

この専門委員会では、 1992年に次の 3つの課題が提起された (Hill& 

Nicks 1992)。

1)文化的研究機関による原住民の文化や歴史の解釈に原住民自身

の参加できる機会を増やす

2)博物館コレクションヘ原住民がアクセスできる機会を拡大する

3)人工品や遺体の返還を行うこと

この報告 (Turningthe Page: Forging New Relationships between 



Aboriginal Peoples and Museums)については、遺体の返還を明確

に規定した点が評価されている (Rowleyand Hausler 2008)。この報

告は現在でも大半の博物館とファースト・ネイションとの関係構築の

際の重要なフレームワークとして機能している。興味深いのは、専門

委員会のメンバーが課題解決の方法として、隣接する合衆国において

1990年に連邦法として制定された NAGPRAのような勧告型の法令を

選択しなかったところにある。カナダでは、返還にむけて倫理的、道

徳的視点をとることを博物館に求めた。このような選択を委員会が

とった背景には、報告作成に関わったメンバーの中でNAGPRAにつ

いて博物館とファースト・ネイションとの間の関係を育成する効果を

果たす面が少なく、むしろ法的に強制力によって問題解決する側面を

持っていると否定的に評価する意見が多かったためと推定されている

(Hill and Nicks 1992、Rowleyand Hausler 2008)。

1992年に作成されたファースト・ネイション会議とカナダ博物館協

会の共同作業は、具体的な博物館からの先住民の祖先の遺体返還にど

のように反映されたのであろうか。カナダ文明博物館の事例を見てみ

たい。

カナダ文明博物館では、 1990年に制定された博物館法にもとづき、

博物館独自に先住民の遺体返還の方針として「遺体取り扱い方針」

(Human remains policy 1991)を1991年に策定している。さらに1992

年の合意を受けて新たに2001年に先住民の遺体や遺物の返還の枠組

みを定めた「カナダ文明博物館返還方針」 (theCanadian Museum of 

Civilization Repatriation Policy 2001) を制定した（註31)。この「カ

ナダ文明博物館返還方針」では、返還の手続きを以下のように示して

いる。

5. 返還請求

5. 1 返還の個々の請求は、害面にて行う必要があり、この方

針の枠組み内において検討される。

5. 2 返還請求は以下の形態が想定される。

i: 原住民個人からの単独請求

ii: 原住民政府からの請求
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iii: カナダと原住民との間での包括的な要求の交渉の過程にお

いて、また

iv: カナダと原住民との間での自治的交渉において

5. 3 返還への個別の請求は以下の判断基準にしたがって行わ

れる。

i: 検討される遺体と遺物の請求者の歴史的関係性

ii: 博物館が入手した請求された資料の状態

iii: 資料に対する競合的請求の可能性

iv: 遺物の特性

5. 4 競合的請求が想定される資料に対する返還要請は、原住

民政府からの重複申請を解決したという書面による確認

をカナダ文明博物館協会が受理するまで検討を行わな

い。

5. 5 原住民個人や条約締結外組織や自治政府の交渉による返

還請求は、カナダ文明博物館やカナダ戦争博物館、カナ

ダ文明博物館協会の収容新着物品予備委員会によって受

理される。これらは、カナダ文明博物館協会評議委員会

のよる受理をへて収蔵資料委員会によって受理される。

5. 6 ファースト・ネイションの自治政府との条約ないし合意

のもので放棄される請求資料のリストは、連邦議員への

報告のために条約草案や自治政府との合意の提示以前

に、評議委員会に提示される。

6. 返還条件

6. 1 正式な請求が受理されるか、受理されたもの、また他の

グループからの重複や競合請求が解決した場合、カナダ

文明博物館協会は、以下のように返還を行う：

：請求をおこなった原住民政府または個人と明らかに関連す

る遺骨

ii: 請求をおこなった原住民政府または個人と明らかに関連す

る墓にともなった物品。

iii: または原住民社会に明らかに由来し、伝統的な治療に用い



られるか、または伝統的に現在も宗教的行為にも確実に関

連する物品

6. 2 遺骨と墓に伴う物品は、原住民政府または原住民政府に

より返還目的として文書により指定した組織にのみ返還

される。

6. 3 物品は、次のような状況が発生した場合を除いて原住民

政府にのみ返還される。

：請求者が、物品との明らかな歴史的関係を有する個人ない

し個人のグル—プである場合、または物品が、当時不法状

態で入手された場合。または、

ii: 原住民政府が、資料に対する問合せに責任をもてる文化セ

ンターのような正当に設置された組織に書面をもって組織

に正当に書面をもって指定した場合。

同様の返還方針は、王立オンタリオ博物館においても制定されてい

る32¥

6-2. ブリテッシュ・コロンピア大学における "TheJourney 

Home"ブロジェクト

プリテッシュ・コロンビア大学には世界的にも知られる先住民族の

文化遺産を収蔵する人類学博物館があり、数多くの先住民族の文化遺

産を抱える考古学研究所も付設されている。プリティシュ・コロンビ

ア大学人類学博物館では、 1992年のファースト・ネイション会議とカ

ナダ博物館協会との合意文書を受けて、大学独自に返還のための方針

とガイドラインを作成した3.'l)。さらにブリテュシュ・コロンビア大学

では、博物館と先住民との間の過去の不適切な関係を検証し、見直す

ことで新たな関係を創りだすことを目指して "TheJourney Home" 

プロジェクトを2005年にスタートさせた (Rowleyand Hausler 

2008)。プロジェクトの目的は、以下の通りである。

1)考古学研究のために保管された遺体の由来調査、

2)すべての返還を希望するファースト・ネイションコミュニティ

との議論、

53 



54 

3)議論を通じての課題の調整、

4)返還を想定した実施要項と方針を作成、

5)博物館内での遺体の管理と取り扱いの検討、

6)返還過程の準備とこれらを通じてアーカイヴを作成すること。

主な対象は、ブリテッシュ・コロンビア州内で収集された先住民の

祖先の遺体返還であったが、とりわけ重要視された点は、ブリティ

シュ・コロンビア大学自体が返還対象となるマスキアム・インデイア

ン・バンドの伝統的な居住領域内に位置しているということにあった。

これは先住民の伝統的な居住地内に返還対象となる先住民の遺体と副

葬品が長く保管されてきたという深刻な課題を内包していた。

カナダ国内においても博物館や大学に数千体のファースト・ネイ

ションの遺体が保管されているとされる。多くのコミュニティがこれ

ら祖先の遺体との関係性を失っており、自らそれを研究する能力も遺

体の所在地を見つけることもできないでいる。多くのコミュニティに

とっての課題は、返還請求の方法が明示されていないことであり、こ

れとは対照的に大学と博物館は自らの返還作業にむけた行動の適切な

方針を見出せないでいた。大学や博物館は、遺体を返還することで科

学的情報を喪失し、ダメージを受けることを危惧しており、返還作業

に危機感すら感じられていた。研究者側も先住民側も課題を抱え、問

題の解決策を求めていたのである。

返還プロジェクトに伴う研究は、遺体の返還のために必要な証拠を

提供する目的で実施された。先住民の文化遺産の調査は、研究機関が

先住民のコミュニティとの関係を再構築するための重要な機会であ

り、オーソリティや自己表現を取り戻す場としての博物館を位置づけ

る新たな博物館にとっての実践活動をサポートする重要な資料とみな

された。プロジェクトの開始後、数多くの組織がこの返還プロジェク

トに関心を示した。主なステークホルダーは4つのグループに分ける

ことができる。 1)文化遺産や遺体の後継者社会、 2)博物館、 3)

研究者、 4)一般社会である。

ブリティシュ・コロンビア大学では、一般社会が遺骨の返還プロジェ

クトにどのような評価を与えるかについて関心を寄せた。四年間にわ



たり返還活動がどのように評価されるのかについて冊子などを通じて

問いかけを行った。その結果は、文化遺産や祖先の遺体のファースト・

ネイションヘの返還について回答者の85%が好意的に受け止めている

という結果であった (Rowleyand Hausler 2008)。

その一方で検証調査の結果、考古学研究所に保管されている遺骨の

90%以上がプリティシュ・コロンビアで収集されたものであることが

明らかとなった。ブリティシュ・コロンビア州には30以上の原住民言

語と 197の認定されたファースト・ネイション・バンドが存在する。

取り組みの実施に際して検討された課題は、どのように後継者社会に

祖先の遺骨を返還するのか、誰が返還作業の権限をもつのか。返還過

程で生じる可能性あるミスは何か、であった (Rowleyand Hausler 

2008)。

従来、カナダにおいて長期保管された遺体などの先住民族のコレク

ションの返還作業は、その多くが常に先住民側が博物館に対して返還

を求めてアプローチするという一方向的なものであった。多くのコ

ミュニティには、この作業を行う上で必要な情報源や知識、能力が不

足していた。 TheJourney Homeプロジェクトでは、積極的に返還対

象を見つけ出す努力を大学側が担った。先住民コミュニティに参加を

依頼し、祖先の遺体の問題を議論し、彼ら自身のペースで返還にむけ

た動きを継続することが提案された (Rowleyand Hausler 2008)。

すべての先住民コミュニティが祖先の遺体の返還の受入を準備する

余裕がなく、考古学研究所に存在するコレクション管理の実施要項を

補完するための適したケアや処理要項を検証するプロジェクトを構築

する必要も生じた。しかし、返還しない資料についても、先住民自身

が資料にアクセスするための手順の開発と彼らが遺産の返還が必要と

感じた段階での必要な情報へのアクセスをサポートすることが求めら

れた。

このプロジェクトの最初の仕事は、考古学研究所の記録にしたがっ

て遺体の本来の収集地を特定することであった。最も深刻な問題は、

遺体に記録が伴っていないことであった。考古学研究所は僅か50年の

歴史しか有さないが、発見された遺体は箱詰めにされて博物館に送付
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されたものが多く、必要な基本的情報を欠くものが多かった。考古学

研究所に保管されている遺体の多くは、考古学調査や王立山岳警察、

建設作業員、牧童、砂とり作業、子供たちから郵便で送られたもので

あり、返信用住所すらもたないものも含まれていた。資料の最も受け

入れが多かった時期は、 1950年代から1970年代である。このような状

況のため、先住民の遺体総数の確認と、収集地情報の不足部分を解決

することから作業はスタートした (Rowleyand Hausler 2008)。収集

地情報をもつ遺体から遺跡を特定し、地図上において先住民の伝統的

な領域内の地点を特定した。またウェプを通じてオンライン上でその

結果を閲覧可能にした。この作業を基礎に125のブリティシュ・コロ

ンビア州のファースト・ネイションに対してメールを送付し、プロジェ

クトヘの参加の希望を打診した。 2005年11月末に送付された文書に対

して、 2007年3月には、 75以上のファースト・ネイションを代表する

28のグループから返信がなされた。最終的に11のファースト・ネイショ

ンに 4体の遺体が返還され、その後もこの返還作業は継続されている

(Rowley and Hausler 2008)。

7-3. デンマークとグリーンランド間における遺骨返還： Utimut 

カナダにおける事例からは、先住民族の遺骨返還に直接関わるス

テークホルダー間の対話と協業がこの事業を進めるにあたって重要で

あることを示唆している。ここではもう一つの協業の事例としてデン

マークとグリーンランド間で行われ、最終的に35000点の先住民の遺

体を含む文化遺産の返還が行われた返還事業 (Utimut)を検討する。

グリーンランドは、デンマーク領であるが自治政府をもってい

る34)。グリーンランド自治法 (GreenlandHome Rule Act)では、博

物館方針や文化遺産、遺跡の保存保護など幅広い法的制度に言及し

ている35)。自治法制定の過程においてグリーンランド博物館は、 1996

年にグリーンランド国立博物館・公文書館となり、グリーランド関

連コレクションのデンマーク国立博物館からの移管手続きに入った

(Thorleifsen 2008)。
デンマークにおいて人骨の発掘は、デンマーク博物館法 (Denmark



Museum Act) に従い、デンマーク遺産省 (HeritageAgency of 
Denmark)がすべての考古学発掘の責任を負っている。デンマーク

では、発掘された人骨の法的所有権が地方博物館ないしは考古学研究
機関に帰属する。一方で人類学者は遺跡においていかなる場合も考古

学調査を実施し、人骨を発掘する資格を持っていない。資料の法的権
利は、現状では44カ所のデンマーク国内の博物館が原則保有している。

よってグリーンランドヘの返還手続きは、両博物館の合意の下で進

められる必要があった。最初の文化遺産の移管は、 1982年に行われた
19世紀に描かれたグリーンランドの生活誌と神話的世界を描いた水彩

画のコレクションであった。 1983年10月にグリーンランド国立博物館

とデンマーク国立博物館との間で協定が交わされ、返還に関する委員

会が設立された。委員会メンバーは、 6名で構成され、内3名がグリー

ンランドの自治政府の代表で、残り 3名がデンマーク文化省の代表で
組織された。委員長はグリーンランド国立博物館・公文書館長かつと

めた。

具体的な検討作業としては、デンマーク国立博物館が保有するコレ

クションを区分するために、委員会の基本合意項目として以下の 9つ

の項目が設定された (Thorieifsen2009)。

1)グリーンランドを代表するコレクションとしてそのすべての先

史時代と領域のすべての要素を含む、

2)両コレクションは住民にとって研究と教育に適した十分な資料

で構成される、

3)本質的に帰属を共にするコレクションまたはグループ資料は、

共に残すべき。これが難しい場合には、貸借または一時借用す

ることを双方の博物館で調整する、

4)特殊な遺物や文化的なアイデンテイティと宗教的行為と関係す

る資料として重要なものは、グリーンランドに返還する、

5)すべての資料清報は、任意のコレクションの潜在的に最も重要

な要素を移管、

6)十分な量を有する資料は、可能な限り継続的な研究とデンマー

ク国立博物館の展示を通じてグリーンランド振興を図るために
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デンマークに残す、

7) グリーンランドにおけるデンマークの歴史を示す資料はデン

マークの歴史の一部としてデンマークに残す、

8)二つの博物館の研究者は、困難な状況を除いて他の博物館から

の貸借資料を可能にする、

9) グリーンランドにおけるすべての先史時代遺跡の電子データ

ベースを構築する。

最終的にコレクションは地理的領域として西グリーンランドと東グ

リーンランドの文化遺産に分けられ、博物館に保管されていた人骨資

料もグリーンランド起源とヨーロッハ起源のものとに分けられた。こ

の返還プロセスにおいて指摘された重要な点を二点指摘できる。一つ

は資料の民族的起源についての配慮である。グリーンランドにはカ

ラーリット（イヌイット）のみではなく、中世期にはノースと呼ばれ

るスカンデイナヴィア起源の居住者も存在し、彼らの文化遺産もま

たグリーンランドの文化遺産とみなされたことである。二つ目の点

は、人骨資料である。検討委員会では、遺体は、デリケートな資料で

あり、コレクションとして区分すべきではなく、全体を一括して返還

すべきと判断した。このような遣体には、グリーンランドに由来する

971体のイヌィットと、 359体のヨーロッパ人、 316体の帰属不明の遺

体が含まれていた。このような委員会の判断の背景には、デンマーク

からカナダやアラスカヘの遺体の返還事例があったとされる (Gabriel

2009)。

最終的に35000点の資料がデンマーク国立博物館からグリーンラン

ド国立博物館・公文書館へと移管された。一方で遺骨とミイラについ

は、現段階でグリーンランドに保管に適した施設が整っていないこと、

地元が再埋葬を求めていないことを理由に一時的にデンマーク国立博

物館において保管管理されている (Thorieifsen2009)。しかし、これ

らの人骨資料についての管理権限はグリーンランド国立博物館が保有

している。



おわりにかえて 返還問題を乗り越えるために

本小論ではいくつかの国における先住民族の遺骨返還の現状と課題

について概観してきた。その中で先住民族の遺骨がヨーロッパや北米

を中心とした世界的に知られた研究機関や博物館に保管されてきたこ

と、先住民族の遺骨返還をめぐる課題が過去の植民地主義政策や植民

地主義下における考古学研究や人類学研究に深く根ざす問題であるこ

とを再確認することができた。

これまでの各国における遺骨返還への取組みから、先住民族の遺骨

返還問題の解決のためには、いくつかの重要で不可欠な要素を指摘で

きる。第一に研究者や研究機関による遺骨返還問題への真摯な対応の

必要性である。大学や博物館の収蔵庫深くに保管された人骨資料を網

羅的に確認し、その全容を把握することは、組織外部からは不可能で

ある。ブリティシュ・コロンビア大学による "TheJourney Home" 

プロジェクトのように大学研究機関側からの積極的返還運動への取り

組みは高く評価されているといえる。

第二に返還作業において生じる様々な負担の軽減である。数多く指

摘されるのは、返還作業において保管する研究機関側も、受け入れる

先住民コミュニティ側にも多くの人的経費や受入れに際しての儀式用

の経費など負担が大きいことが指摘されている (Rowleyand Hausler 

2008)。アメリカでは NAGPRAの下で25億ドル以上の経費が遺骨台

帳の整備と先住民族と返還対象の遺骨や文化遺産と対応関係の確認の

ために費やされている。さらに重要な点は、実質的な経済的な負担の

みではなく、プリテッシュ・コロンビア大学が先住民コミュニティ側

に返還対象となる遺体や副葬品の存在を通知し、返還希望を問う文書

において周知したように、返還作業が多くの精神的、感情的、経済的

コストをコミュニティに負担させることである。

このように考えると第三のポイントとして経費負担の問題も含めて

政府の関与の重要性を指摘できる。先住民族の遺骨返還の問題は、各

国政府にとって過去の民族政策への反省と謝罪、国民間の和解の機会
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を作り出す上で必要不可欠な重要な課題である。さらに過去の植民地

主義やその下で行われた人種研究の負の遺産の解決は国と国との国際

問題でもある。この問題の解決への政府の関与は不可欠である。しか

しながら、先住民族の祖先の遺骨返還を法制度化し、取り組んでいる

アメリカやオーストラリアの事例が必ずしも最良の方法ともいえな

い。一方で法制度を整備しなくとも長期的に保管されてきた遺骨を返

還している事例が各国に見いだすことができる。確かに複雑な遺骨返

還を実施するためには、法制度までいたらずとも政府組織を巻き込ん

だ指針やガイドラインの整備は不可欠である。さらに国の経済的な支

援は返還運動を滞りなく進めるためには、不可欠な支援である。

これらの諸点にも増して重要な第四のポイントは、この問題に関わ

るすべての当事者の協力であろう。これまでの事例を見ても、未だに

保管される遺骨の科学的価値を主張する研究機関や研究者と祖先の遺

骨の返還を求める先住民族との間には深い溝と相互不信がある。もっ

ともその根幹には、自らの研究関心を重視し、その研究行為がそこに

関係する他者に不利な影響や不快感を与えることにあまりに無関心な

研究者側の身勝手さと、研究倫理の欠如がある泌）。研究者側の意識改

革をはかり再教育に務めることは学術界の責務である。

植民地経験をもつ地域とかつての植民地権力側である国家との間の

返還作業には、対立点が多い。しかし過去の返還事業が示しているよ

うにこの取り組みが研究機関と先住民コミュニティ相互にもたらす最

大の効果は、謝罪から始まる相互理解と新たな信頼関係の構築である。

スコットランドやオーストラリアで見られたように、先住民族の文化

遺産を収蔵資料として保管する博物館組織や先住民族の伝統的な生活

領域に存在する博物館組織においては、返還作業を通じた先住民族と

の協業が新たな博物館の社会的使命として認識されつつある (Rowley

and Hausler 2008)。グリーンランドとデンマークとの間の Utimutプ

ロジェクトも双方にとって生産的で良好なパートナーシップを生み出

す契機となった (Thorieifen2009, Gabriel 2009)。

UN認coの文化局次長であったプーシェナキ (M.Bouchenaki)は、

Utimutの成功を「国家とかつて植民地化されていた地域との間で行



われた見事な相互協力の好例である」と評価している (Bouchenaki

2004: 10)。先住民族の遺骨返還の本質は、対立する当事者の相互協力

を通じた新たな関係の構築作業であるといえる。そして我々もこの問

題を遠い海外の事例ではなく、我々の足下にある未解決課題であるこ

とを強く認識すべきである。
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註

1. なお本論で用いる遺体とは、 hum皿 rem曲lを指す。用法の基準は、イギリス政府

文化・メデイア・スポーツ省の「人の遺体に関する作業グループ報告書」に従った。

この場合の「遺体」には臓器や毛髪などの軟部組織および骨格を含んでいる。一

方で、主として骨学的な資料については遺骨と表現している。

2. 「先住民」と「先住民族」のそれぞれの用法であるが、本論では基本的に、各国で

の標記に従う。なおスチュアートは、特定の集団（民族）については「先住民族」

と標記し、世界の諸集団全般については「先住民」と標記する用例を提示してい

る（スチュアート 2009)。

3. http:/ /www.tepapagovtnz/ AboutUs/Repatriation/Pages/Overview.aspx (2014 

年1月17日閲覧）

4. http:/ /www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html 

5. 返還と再埋葬に同意する際の判断根拠が将来的な科学的研究に遺骨が質するか否

かという研究者側の価値判断によって説明されている点に注視すべきである。そ

の判断は必ずしも倫理的判断や先住民族の所有権を重視したものではないのであ

る。

6. 現在、スウェーデンにおいては、博物館の領域やスウェーデン国内で発見された

ものでない限り骨学資料を博物館で展示などに利用することはできない。また人

骨資料は1997年以降に博物館に移管されたものは研究や展示には使用されていな

い。

7. 近年では、大英博物館やロンドン自然史樽物館においても先住民族の遺骨の返還

への対応が進められている。 http://www.britishmuseum.org/pdf/00%2002%20

Claim%20from%20Torres%20Strait%20Islanders_.pdf (201婢 2月16日閲覧）

8 . http://www.museumsbund.de/fileanmin /炉•rhaefts/dokumente/Leitfaeden_und_ 

anderes/DCMS_ Working_Group_Report_2003.pdf (201碑 2月16日閲覧）

9. コレクションを保管する大学・博物館施設の内、保管する遺体が印体以下の機関

がほぼ半数の糾機関、 1併本以下の遺体を保管する機関が況機関、 500体以上の遺体

を保管する機関が25機関とされる (DCMSWorking Group Report 2003: 13)。

10. 自然史博物館は、独自に同館が保管する先住民族の遺骨450i本についてのカタログ

をまとめている。

11. http://www.tepapa.govt.nz/SiteCollectionDocuments/ AboutTePapa/ 

Repatriation/32Draft KoiwiTangataPolicylOctober2010.pdf(2014年2月16日閲覧）。

12. http://www.vastarvet.se/upload/vastarv/Dokument/2009%20Nov%20Te%20 

Papa%20Summ紅 y%20Background%20Repatriation.pdf(2014年2月16日閲覧）。



13. NAGPRAにおいて指定されるアメリカ先住民の後継者社会とは、アメリカイン

デイアン部族としては、 758部族が登録され、これには48州の319のインディアン

部族、 227のアラスカ先住民村、 199のアラスカ先住民村落会社、 13のアラスカ先

住民地域会社を含む。ハワイの先住民組織としては、 HuiMalama I Na Kupuna 0 

Hawai'I Neiとハワイ人問題事務局 Officeof Hawaiian A伽irがある (McKeown

2002)。

14. http://nmai.si.edu/explore/ collections/repatriation/ (2014年3月2日閲覧）

15. http:/ /ameriraninrlian•i erlu/subpage.cfm?subpage-collections&second-collection 

s&third-repatriation (2014年3月2日閲覧）

16. アメリカ内務省国立公園局NationalNAGPRAのDateBaseによる http://www.

crnps.gov/nagpra/ONLINEDB/index.htm (2014年4月3日閲覧）。

17. http://www.peabody.harvard.edu/community?q-node/310 (2011年1月30日閲覧）

18. http:/ /www.comlaw.gov,au/Series/C2004A02943 (201雑三6月10日閲覧）

19. http:/ /www.austlii.edu.au/au/legis/vic/repealed_act/aaarpal972421/ (201坪 6月

lOB閲覧）

20. http://wwwlegislation.qld,gov.ac/LEGISLTN/ACTS /2003/03AC079.pdf 

21. http:/ /arts,gov,au/sites/default/files/pdfs/ricp_principles.pdf 

22, さらにこの RICPは、 2007年まで延長されている (Truscott2006)。

23. http:/ /www.arts.gov.au/sites/default/ files/ indigenous/repatriation/repatriation-

policy.pd£ 

24, このプログラムに参画している博物館は、オーストラリア博物館、ノーザンテリ

トリー博物館・美術館、ヴィクトリア博物館、オーストラリア国立博物館、クイー

ンズランド博物館、サウスオーストラリア樽物館、タスマニア博物館・美術館、ウェ

スタンオーストラリア博物館の8つの博物館である。

25. http://www.runa.gov,au/ _data/assets/pdf_file/0008/1412/POL-<凶）ll_Aboriginal_ 

and_Torres_Strait_lslander_h11man_remains-22_public.pdf 

26. http://www、aiatsis.gov.au/research/docs /GERAISjune2011.pdf 

町， http://www.creativespirits.info/abori加1alculture/people/abori邸叫remains.html

28. http://arts.gov.au/sites/default/files/indigenous/repatriation/National%20 

Keeping%20Place%20Discussion%20Guide.pdf 

29, カナダにおける先住民 (aboriginalpeoples in Canada)は、ファースト・ネイショ

ン（カナダインディアン）、イヌィット、メティスで構成される。先住民の人口は、

約117万人で全人口の4%を占めている。その内訳は、ファースト・ネイションが

約60%(人口は、約700,000人でカナダ総人口の3.8%)、メティスが33%、イヌイツ
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トが4%とされる。ファースト・ネイションは、現在630のファースト・ネイショ

ン政府とバンドに分かれている。

30. 1991年にインディアン問題・北方開発局 (Departmentof Indian affair and 

Northern Development)の下に「原住民に関する王立委員会」が組織された。そ

の方針は、1996年に「原住民に関する王立委員会1996年報告」として示されている。

この報告の中で返還についての道徳的義務として以下の宜言が含まれている。

「歴史遺跡や聖地の保護、固有の墓の遺体の発見、個人の権利または、特定の家族

やコミュニティの宗教的相院財産である人工品の返還、これらはネイションやコ

ミュニティの精神的健康に欠くことのできないものである。」 (Canada1996: vol. 3 

Chapter 6.1) 

31. http://www.civilization.ca/wp-content/uploads/2011/09/REPA TRIA TION-

POLICY.pd!) 

32. http://www.rom.on.ca/about/pdf/boardpolicies/hrrepatriation.pdf 

33. MOA 1995/2000 : http:/ /www.moaubc.ca/pdf/Repatriation-Guidelines.pdf 

34. グリーンランドの先住民族としては、カラーリット（グリーンランド・イヌイット）

か暮らしている。グリーンランドの総人口は約56000人で、そのうちカラーリット

の人口比は80-90%となる。 1721年から1953年までデンマークの植民地であった。

1953年にデンマークの国内他県と同様の行政権を獲得し、 1979年に自治政府が発

足し、自治領となっている。

35. http:/ /www.stm.dk/ _p_l2712.html 

36. これまでの研究行為への反省の一環として、多くの国の学会や国際学会での研究

倫理綱領において先住民族との関係や遺骨の取り扱いについて言及するように

なってきている。
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後記

本小論は、 2014年に文部科学省からの依頼を受けて書き下ろしたレ

ポートを墓にしている。その後、幾度か出版の機会があったが、最終

的に活字化に至らずそのままとなっていた。

先住民族の祖先の遺骨問題については、 2016年以降に新たな動きが

我が国でも出始め、海外の研究者からの間い合わせも増えてきている。

現在、海外の研究チームからの依頼を受けて、日本についての論考を

準備中である。この機会に以前取りまとめた本レポートについて、一

旦活字化しておくことも、今後何かの役に立つであろうと思い、今同

本小冊子として刊行することにした。

最後になるが本研究は、 JSPS科研費「先住民族考古遺産の管理・

保管・所有権に関する国際比較研究」 (17H04530)の研究成果の一部

である。本研究プロジェクトの共同研究者である石田肇教授（琉球大

学大学院医学研究科）と佐藤宏之教授（東京大学大学院人文社会系研

究家）には日頃より有益な教示をいただいている。感謝申し上げる。
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