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論　　　説

本稿の目的

　多文化主義は、マイノリティ集団の文化・コミュニティを尊重・支援
しつつ、全体社会への公平な条件における統合をはかる政治ビジョンで
ある。多文化主義には多様な議論があるが、筆者はそれらが主題化する
マイノリティの困難・ニーズ・社会問題のタイプに注目して、三つの類
型にまとめて考えている（辻 2013）。「文化アプローチ」はマイノリティ
が固有の文化を実践できることを目標にする。「支配・抑圧アプローチ」
はマイノリティ集団と主流派集団の間の支配・抑圧の関係を是正するこ
とをめざす。「コミュニティ再建アプローチ」は、マイノリティ集団内
の社会病理の克服に焦点をあてる。これらのアプローチの提唱する政策
には、かなりの重なりがみられ、政策実践の場では、これらを相互補完
的に用いることも可能である。他方、これらの間には、政策上の緊張が
生じることもあり、さらにそれらが多文化主義を正当化する論理には、
少なからぬ違いが存在する。このためマイノリティ集団をとりまく制度
的・政治的環境に応じて、三つのアプローチの有効性には違いが生まれ
る。したがって、これらの区別を明確化することには、理論的・実践的
意義が認められるのである。本稿では、これらのうち、「コミュニティ
再建アプローチ」が想定する政策課題と政策実践を概観することを目的
とする1。
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１．後期近代におけるアイデンティティ形成の困難1

　「コミュニティ再建アプローチ」は社会病理を克服する目的のために、
マイノリティの文化とコミュニティの復興を行うものである。マイノリ
ティのコミュニティにかぎらず、「後期近代」と形容される社会状況に
おいては、格差の拡大が進行し、とりわけ社会の周縁部におかれた地域
や集団に深刻な社会病理が生じやすい。すなわち、失業、貧困、犯罪、
薬物・アルコール中毒、家庭内暴力、若年妊娠、教育の崩壊、精神病な
どが、負の循環を形成する。このような困難に対処するためには、困難
を抱える個人への助力のみでは不十分であり、コミュニティの再建のた
めに以下のような政策が必要になる。すなわち、住民のあいだの信頼を
醸成すること。行政とコミュニティが協力して犯罪を防止し、子供をみ
まもり、非行を防ぎ、学業を支援すること。雇用機会を創出するために、
政府・民間・コミュニティの協働による事業をおこすこと。社会科学の
諸分野における「ソーシャル・キャピタル論」の隆盛は、このような政
策上のニーズを一因としている（辻　2004-2005）。
　フランスの社会学者アラン・トゥレーヌは、後期近代において、安定
したアイデンティティ形成が困難になる事情を、以下のように整理して
いる（Touraine 2000）。西洋近代の社会は、一方における経済システムと、
他方における文化・生活世界の緊張をはらんでいるが、20世紀の中葉に
は、両者の間が政治システムによって媒介されていた。すなわち政治シ
ステムは、一方で、経済システムに統制を加え、福祉国家を実現した。
他方で、それは教育や文化に対しても干渉を行い、工業社会が必要とす
る生活スタイル、家族構成、人生設計を奨励した。政治システムは、理
性的な市民による民主的決定の仕組みとして正統性を与えられた。個人
は教育・雇用を通じて、全体社会に統合され、「市民」、「労働者」、「父親」
などの役割を与えられたのである。
　ところが20世紀末になると、このような媒介の形式が揺らぐようにな
る。第一に、産業構造の転換や経済のグローバル化などを背景に、経済
システムが自律性を強め、政治システムによる規制を逃れてゆく。この

1 本稿の作業を前提とした規範理論的分析は、稿を改めておこないたい。
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結果、雇用の不安定化、労働条件の悪化、雇用からの排除が広がる。ま
たマネーゲームに象徴されるように、グローバル化された経済活動は戦
略的行為の性格を強め、勤勉や連帯などの美徳と切り離されてゆく。こ
うして「労働者」としてのアイデンティティによって、人生の安定した
意味づけを獲得することが困難になってゆくのである。
　第二に、文化・生活世界の側からも攻撃が起こる。工業社会の文化規
範は、経済システムの要請を汲みつつ個人の生活に干渉するものであっ
たが、フーコーやハーバーマスの議論にみられるように、これが批判の
対象になる。従来の文化規範を「理性」や「進歩」の観念で正当化するこ
とが困難になり、多様なアイデンティティの主張が起こってくるのであ
る。標準的な家族生活への公的コミットメントも弱まり、この領域でも
アイデンティティの安定性が失われる。さらに政治システムを通じた経
済の統制が困難になり、福祉国家の普遍的な行政サービスが揺らぐなか
で、「市民」のアイデンティティも揺らぐことになる。
　これらの変化にともなって、個人が自らのアイデンティティや文化を
創造する活動が強まる。もともと、近代社会は、個人と社会の両方のレ
ベルにおいて、自己反省・自己変革が活発に行われる点に特徴があるが、
工業社会の文化規範が衰退することで、こうした傾向がいっそう強まる。
文化の内実が、個人の創造性によって再解釈され、文化に対するコミッ
トメントが、いっそう個人の選択に依存するようになる。いまや社会は、
人生の統一的なモデルを提示して、これを個人に受け入れさせることが
できないので、個々の人間が、経済システムとローカルなコミュニティ・
文化のなかに同時に帰属しながら、自らの生き方を定義してゆくしかない。
　このようにトゥレーヌによれば、経済システムと文化の領域がつなが
りを失い、両者を統合する生き方が難しくなることが、アイデンティティ
形成の困難の原因である。すなわち一方で、市場の論理が展開し、戦略
的行為と消費文化の強度が増大するが、これらは人生の意味づけを十分
に与えることができない。他方で、ローカルな文化は、全体社会の政治・
経済システムとのつながりを失い、自閉的なコミュニティを生み出す傾
向がある。したがって、一方で市場の圧力、他方でローカルな文化への
自閉の脅威から個人を保護し、個人が創造性を発揮できる環境を整える
ことが必要である。トゥレーヌはこのために、基本的諸権利の保障の必
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要性を強調するのである。
　ジョック・ヤングは、以上のような時代診断を共有しつつも、そこに
生じつつある排除と社会病理に焦点をすえる（Young 1999. Young 
2007）。後期近代の経済システムは、経済格差を拡大させ、国民のすべ
てを中産階級のライフスタイルに包摂することを困難にする。他方で、
後期近代には、消費文化の影響力が強まる。人々は企業家、ビジネスマ
ン、消費者などのモデルを内面化し、多くの収入を得て消費することで
尊敬を獲得する。収入に応じて、人々に序列がつけられるため、あらゆ
る社会階層の人々が、より多くの富への欲求をもつようになる。この結
果、人々の欲求不満や挫折感が強まるのである。
　J. ヤングによれば格差の拡大と消費文化の浸透は、社会病理を生み出
す主要な原因である。社会の周縁部、たとえばアメリカ大都市の貧困地
区のコミュニティでは、人生を意味づける文化的資源が乏しく、人々は
消費文化の強い影響を受けることになる。著名人にまつわる報道や、ド
ラマやＣＭなどを通して、成功したライフスタイルのイメージが絶えず
流され、成功の尺度が提示されている。このため貧困地区の子供は幼い
頃から、ブランド物のスニーカー、車、服、宝石などへの強い願望をも
つようになる。他方において、かれらは豊かな消費生活を実現する方途
を奪われている。このギャップの故に、強い挫折感、無力感、怒りが生
み出される。彼らは、自己の承認をもとめて、タフな肉体と暴力によっ
て自己を誇示し、さらには、薬物の非合法取引の市場に参入し、個人事
業者として富の階梯をのぼろうとすることもある。このようにして、非
行や犯罪と結びついた貧困のサブカルチャーが生まれるのである。
　J. ヤングは、このような状況に対処するために、市場の運動を制御し、
格差を抑制する必要を強調する。これとあわせて、コミュニティの人間
関係の再興や、相互協力をつうじた、社会病理のコントロールの意義を
認める（Young 1999., ch.5）。もっともヤングは、ローカルな「文化」の
再興をめざす、多文化主義の政策には懐疑的である（ibid., ch.4）。彼に
よれば、後期近代の社会では、すでにほとんどの集団が、消費主義を中
心とした共通の文化のなかにとりこまれ、そのなかで序列づけがなされ
ている。排除された集団のイメージは、「本質化」され、スティグマを
押しつけられる。こうした状況で、文化的差異を強調することは、スティ
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グマを強化し、排除を悪化させる可能性がある。このような考慮のもと
で、ヤングはコミュニティの再建を支持しつつも、文化の再興を支持せ
ず、むしろ脱構築の政策を支持するのである2。
　これに対して、ミッシェル・ヴィヴィオルカは、ローカルな文化の役
割をより重視する（Wieviorka 2001, ch.7）。個人が自己のアイデンティ
ティを定義してゆくうえで、経済システムに加えて、ローカルなコミュ
ニティのコンテクストが重要とされる。たしかに、今日の社会において、
消費文化の浸透は著しく、その願望をすべて拒否することはできない。
他方で、経済システムは人生の意味をすべて支えることはできないから、
ローカルな文化への帰属も重要なのである。
　ローカルなコミュニティが安定し、しかもそれが差別・抑圧を受けて
いない状態であれば、越境を行うことは容易である。すなわち個人は自
らのコミュニティに帰属しつつも、ときにその境界をこえて移動し、多
様な文化に触れることで、自らの生き方を創造してゆくことができる。
これが、個人の自発性を尊重した、もっとも望ましい文化帰属のあり方

2 J. ヤングによれば、20世紀中葉までの工業社会において、逸脱者は主流社会
の規範に同化させるべき存在であった。すなわち主流社会の中産階級のライフ
スタイルに統合することが社会政策の基本であり、したがって強い同化圧力が
働いたのである。これに対して、排除型社会においてはこのような同化圧力が
なくなり、差異は排除と結びつくようになるというのである。しかしながらこ
のようなヤングの認識には、マイノリティ研究の知見に照らせば、不適切な点
がある。かつての包摂型の社会においても、社会経済的統合のための諸施策の
恩恵が、マイノリティに対しては拒絶されることが多く、マイノリティは社会
分業のヒエラルキーの底辺に組み込まれていた（Schwartz 2009, pp40-41）。す
なわち、同化主義の時代にも、スティグマ化された差異を理由にした支配・従
属は厳然として存在していたのである。また、今日、社会経済的格差の増大に
伴って、スティグマが強調される局面が増加するが、文化の差異の除去をめざ
せば、社会経済的平等性が促進されるとは考えられない。大切なのは、文化的
な差異の尊重と、社会経済的な排除にもとづく負の表象の強要を区別すること
である。前者が後者に必然的に連動するわけではなく、むしろ文化的差異を適
切に尊重することが、社会経済的排除の緩和につながることがありうる。この
点は、ナンシー・フレイザーの提起する「再配分と承認のジレンマ」の問題と
重なるものであるが、フレイザーの議論の問題点については、辻（2016）を参照。
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である。しかしながら、マイノリティの文化・コミュニティのなかには、
主流社会による差別・抑圧を受けているものが多い。このような場合、
一方で、同化の圧力によって、文化実践が衰退し、人生を意味づける文
化資源が失われる危険がある。他方で、このように文化が衰退しても、
社会から押しつけられるスティグマによって、そのメンバーはその集団
のなかに閉じ込められ、主流派社会への完全な参入をゆるされない。こ
のようにして、一方で全体社会の中の経済的成功を否定され、他方で、
劣化した文化のなかに閉じ込められることで、マイノリティ集団は社会
病理に陥ることになる（ibid., ch7）。
　これを脱するためには、一方で経済的な成功の機会を確保するととも
に、他方ではコミュニティ・文化の再建が必要である（ibid., ch7）。す
なわち、文化実践の衰退を防いで文化的資源を維持するとともに、スティ
グマ化されたイメージを肯定的なものに転換する必要がある。このよう
にヴィヴィオルカは、後期近代における多文化主義政策の意義を提示す
るのである。
　本稿があつかう「コミュニティ再建アプローチ」は、以上のような議
論の展開を念頭におきつつ、「社会病理」の問題の解決のための文化・
コミュニティの再建を主張するものである。以下では、北米の移民集団
と、先住民の事例にそくして、このような実践と理論の展開を見てゆき
たい。

２．移民集団の社会統合

　はじめに取り上げるのは、社会学の領域で展開される移民統合をめぐ
る議論である。アメリカにおいて、1990年代から、移民集団の若者世代
の社会病理に対処するため、コミュニティの文化の保全の必要が活発に
議論されている。かつて、移民研究においては同化主義の傾向が強く、
移民がその独自の文化を徐々に放棄することで、主流社会に統合される
ことが想定されてきた（Zhou 1997, p.976）。すなわち移民集団は、数世
代をかけて文化的に同化し、これにともなって主流社会の提供する成功
の機会や資源に対して、より十分なアクセスを獲得すると考えられた。
しかしながら、このような想定の妥当性が、今日では疑われるようになっ
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た。今日の移民集団のうちには、数世代をかけて中産階級まで上昇する
ものもあれば、短い期間に急上昇をとげるものもある。他方において、
数世代を経ても社会の底辺にとどまる集団が存在し、その中には深刻な
社会病理に苦しむものもある。このように移民集団が主流社会に統合さ
れる場合、それが組み込まれる社会階層は、集団ごとに大きく異なる。
アレハドロ・ポルテスらはこの現象を、「分節化された同化（segmented 
assimilation）」と 名 づ け、 分 岐 を ひ き お こ す 諸 要 因 を 探 求 す る

（Portes&Rumbaut 2001, p.45）。彼らの研究によれば、親世代の収入や
学歴などの要因に加えて、移民コミュニティの紐帯や文化が、移民第二
世代の経済的成功のために大きな役割をはたすのである。
　ポルテスらによれば、後期近代の社会経済状況は、移民集団の経済的
成功を難しくしており、これが社会病理の増加の背景である。（ibid., 
p.56）。かつては、非熟練労働から、半熟練労働、熟練労働、管理職、
にいたる階梯が存在し、移民集団はほどほどの技能と、重労働を積み重
ねることで、数世代をかけてこれを登ってゆくことができた（ibid, p.58）。
しかしながら脱工業化による労働市場の二極化のもとでは、このような
手段では、社会的上昇を達成できなくなった。いまや上昇のために不可
欠なのは、高等教育へのアクセスであるが、貧しい移民の子弟にとって、
その機会を得ることは容易ではないのである。
　他方において、移民の子弟はアメリカの消費文化を身につけ、親世代
のような低賃金労働に就くことに満足を感じない。豊かな生活への渇望
が高まる一方、それを実現することが困難であるため、彼らはしばしば
挫折感と、社会への怒りを抱えるようになる（Portes&Rumbaut 2001, 
pp.55-56）。このため彼らは、貧困地区の逸脱的ライフスタイル（deviant 
lifestyle）や、敵対的文化（oppositional culture）にひきつけられてしま
う（ibid, pp. 59-60）。敵対的文化の視点からは、マイノリティの抱える
困難は、主流社会の敵意によって引き起こされたものと解釈される。学
校やその職員は人種的抑圧の装置であり、マイノリティの経済状況は、
教育を受けても改善しない、とされる（ibid, p.60）。学業に成功するこ
とは、仲間のあいだでは、「裏切り」「白人かぶれ」とみなされる。これ
らは、彼らが挫折感から身を守る心理的な防衛の手段でもある。こうし
て彼らは中産階級的な価値観や権威を拒否し、学業の努力を放棄してし
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まうのである（Zhou 1997, pp.85-87）。マイノリティの集住する貧困地区
の学校や近隣では、多くの若者がピア・プレッシャーによって、このよ
うな文化に同調してしまう。合衆国の移民の親たちのなかには、この危
険 を 避 け る た め に、 子 弟 を 出 身 国 に 送 り 返 す 例 も 珍 し く な い

（Portes&Rumbaut 2001, pp.61-62）。
　親たちがアメリカに移住した主要な目的は、子弟に望ましい生活を与
えることであり、親たちは子供が学業で成功することを望んでいる。子
弟も親が彼らのために払った犠牲を理解しており、アメリカ生まれの学
生に比して、勉学意欲が高いことが多い（ibid, pp344-345）。ところが、
アメリカでの滞在期間が長くなると、徐々にこのような意欲が薄れ、逸
脱的文化・敵対的文化の影響をうけるようになる。ここで親が子弟を逸
脱的文化・敵対的文化から守り、努力を継続させることが必要であるが、
それがうまくゆかない理由は、移民の家族において、親の子供に対する
権威が容易に失われてしまうことにある。
　移民の親子関係は、新しい社会への適応の過程で大きく変化するが、
ポルテスらは、親と子供が新しい文化を身につける速さに着目して、３
つの類型を区別している（ibid, pp.53-54）。第一は、「不協和型文化変容

（dissonant acculturation）」であり、子供が親より早くホスト社会の文
化を身につけ、出身社会の文化を喪失する場合である。この場合、日常
的に親が子供の助力を受ける機会が増え、これによって親子の役割が逆
転し、親の権威が失われることが多い。その結果、親が子供を危険から
遠ざけておくことが難しくなる。第二は、「協和型文化変容（consonant 
acculturation）」であり、親と子供がほぼ同じ速さで、新しい文化に移
行する場合である。この場合には、親が子供をみまもり、子供が直面す
る困難に一緒に対処することができるが、このような文化変容は、親が
十分な資源を持たない場合には難しい。
　第三は「選択型文化変容（selective acculturation）」である。この類型
においては、子供がホスト文化を習得しつつも、出身言語や文化規範の
一部を保持する。このタイプの文化変容は、移民コミュニティが十分な
規模を持ち、共有の制度を発達させ、出身文化を保全している場合にお
こる。子供たちは流ちょうなバイリンガルになり、コミュニティ内に多
くの友人をつくる。親世代と子供の間の絆もしっかりと保たれる。
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　ポルテスらが最も望ましいと考えるのが、この第三の類型である。親
子関係がコミュニティの人間関係に埋めこまれることによって、親の子
供に対する権威が維持される。拡大家族やコミュニティが、子供をみま
もり、ときに指導・叱責する（Portes&Rumbaut 2001, pp.99）。このよ
うに親は親族やコミュニティの支援をえて、子供の学業を励まし、子供
が貧困地区の逸脱的・敵対的文化に同調するのを防ぐことができるので
ある。
　この観点から研究者たちが注目するのは、アジア系移民のコミュニ
ティである。アジア系移民の子弟のなかには、言語や文化の違いや、家
庭の貧しさなどのハンディキャップをのりこえて、主流派集団の生徒を
うわまわる成績をあげる者も多い。その原因と考えられるのが、コミュ
ニティに存在する緊密な社会的紐帯である。これらのコミュニティは、
親や年長者への尊敬、勤勉や倹約の美徳、家族への責任感などの価値観
を維持しており（Zhou 1997, pp.994-996）、若者にこれを奨励することで、
彼らを逸脱的文化から守るのである。このように移民のコミュニティが
豊かなソーシャル・キャピタルと、健全な価値志向を維持している場合
には、若者の安定したアイデンティティ形成を助け、社会病理を防ぐこ
とができるのである3。
　ところで、このビジョンが機能するためには、コミュニティが伝統文
化を墨守するばかりではなく、その内容を再定義し、主流社会との関係
を調整してゆく必要がある。実際のところ、移民集団はホスト国におけ
る自らの評価を高めることを望むから、本国から持ち込んだ文化の諸要
素のうち、主流社会において肯定的に評価されるものを強調する反面、
これと矛盾する要素を抑制する動機を持っている（Zhou 1997, pp.993-
994）。例えばアジア系アメリカ人は、「勤勉」、「安定した家族」、「倹約」

3 アジア系のコミュニティの多くでは、その規模の小ささのゆえに、言語を維
持することは難しいが、人間関係や固有の文化的価値志向が維持されている。
なお、アジア系の移民の成功を儒教倫理に求める通念があるが、ポルテスらに
よれば、これは必ずしも妥当ではない。ポルテスらが調査対象とした移民集
団は、儒教以外にも、大乗仏教、小乗仏教、カトリックなど多様な宗教を実
践しているが、儒教文化の有無による影響はほとんどみられなかったという

（Portes&Rumbaut 2001, pp. 258-261）。
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などの価値を主張する一方で、「受動性」や「家族的義務による拘束」な
どの主張を控える傾向にある。すなわちコミュニティは外部と交渉しつ
つ、当初の文化を穏健化させ、新しい規範をメンバーに対して提示する
のである（Zhou 1997, pp.997） 。これがうまく機能すれば、その構成員は、
個人単位で主流社会と交渉する苦労を免除され、二つの文化の対立に巻
き込まれる困難を回避できるのである。
　このような知見にもとづき、ポルテスらは、移民コミュニティの人間
関係や文化を維持し「選択型文化変容」をうながす政策を主張する。と
くに重視されるのが、二言語教育の導入である（Portes&Rumbaut 2001, 
ch.6）。二言語教育は、近年ではその認知能力の向上や、職業能力とし
ての効用が注目されているが、ポルテスらが強調するのは、それが移民
集団内の世代間のコミュニケーションを促進する効果である。ポルテス
らの調査によると、私立学校の二言語プログラムで教育を受けた子供は、

「選択型文化変容」のモデルに沿ってコミュニティとのつながりを維持
し、学業への高い意欲を示す傾向がある。今日、公立学校での二言語教
育は、英語に慣れるまでの過渡的な措置として行われているにすぎず、
その意義が理解されていない。移民の若者をバイリンガルにするための
本格的な教育が導入されるべきなのである（ibid., pp.274-276）。近年、
移民にたいする排外主義的な意識が強まり、英語による生活を強要する
風潮が強まっているが、この政策は「不協和型文化変容」を引き起こす
危険が大きい。
　政府がマイノリティ集団を敵視して、違法行為の取り締まりのために
強圧的な手法をとることも望ましくない。それは人々を委縮させて社交
活動を妨げ、コミュニティの人間関係の構築を妨げるからである。政府
はむしろ、移民コミュニティのきずなを強化する努力を支援するべきな
のである（ibid., p.280）。この点に関して、ポルテスらが注目するのは、
アメリカ政府が移民集団ごとに異なる態度をとってきたことである。
キューバの社会主義革命の直後に、キューバからアメリカに亡命した
人々は、社会主義に敵対するアメリカの同盟者として歓迎された。彼ら
は政府からの手厚い支援をうけ、経済的に安定したエスニック・コミュ
ニティをマイアミに築くことができた（ibid., p.262）。ベトナム系の難民
も、同様な支援を受けた。これに対して、メキシコ、ハイチ、ニカラグ
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アからの移民は、しばしば、不法移民のイメージと結びつけられて排外
主義の標的となり、政府による敵意ある取り締まりの対象となってきた。
これが一因で、これらの移民は、今日にいたるまで安定したコミュニティ
を作ることができていない。彼らは「不協和型文化変容」を体験し、子
弟はスペイン語を速やかに忘れ、親との意思疎通に困難をきたし、社会
病理に陥ることも多い。ポルテスらは、これらの移民集団の「選択型文
化変容」をうながすために、スペイン語の維持のためのプログラムや、
コミュニティ建設の支援などの必要を訴えるのである（ibid., pp.276-
280）。このように、移民コミュニティが社会病理とたたかううえで、固
有文化とソーシャル・キャピタルの涵養は、有力な政策手段とみなされ
ているのである。

３．先住民の社会病理との戦い

　北米の先住民は、近代以降、主流社会による不当な圧迫をうけてきた。
植民者は土地や資源を奪い、先住民を社会・経済的に周縁化してきた。
また強制的な同化政策は、コミュニティの人間関係や固有の文化を破壊
した。この結果、今日、多くの先住民のコミュニティが、深刻な社会病
理に苦しんでいる。貧困、失業、少年非行、犯罪、薬物・アルコール中
毒、自殺、学業放棄、家庭内暴力などの社会病理は、先住民コミュニティ
や政策担当者はもちろん、マスメディアによっても、重要な政治問題と
して認識され、これに対処するための取り組みが行われてきた。
　この問題には、心理学者や精神医学者が積極的に取り組んできたが、
近年、その手法が大きく変わりつつある。かつて心理学や精神医学では、
個人への対応を中心に考えたが、今日ではこれをコミュニティの問題と
して扱うにいたっている。先住民の社会病理にとりくむカナダの心理学
者、キルメイヤーは、「コミュニティ・レジリエンス」の観念を核とし
たソーシャル・ワークを提唱している（Kirmayer et al.2009a）。「レジ
リエンス」の概念は元来、心理学や精神医学の臨床研究において、ネグ
レクトや暴力など、幼少期の困難な経験にもかかわらず順調に成長する
個人の例を認識するための概念として作られたものである（ibid., p.67）。
困難に直面しても病的状況に陥らず、機能を回復する能力、困難な状況
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に適応しながら生きかたを変更してゆく能力を想定している。困難から
生じる影響を減じレジリエンスを高める「保護因子（protective factor）」
には、様々なレベルのものが存在する。性格や認知的・心理的能力など
の個人的属性のほかに、家族やコミュニティ内のきずなも、個人にとっ
ての重要な保護因子となる。
　レジリエンスの概念は、家族や地域コミュニティなどの集団に対して
も適用されるようになる（ibid., pp.70-72）。すなわち、集団がストレス
に適応し、新たなやり方で機能するにいたるプロセスを考える。たとえ
ば家族が困難な状況に適応し、家族のメンバーの成長や幸福を促し、ま
たメンバー間の調和を維持できるかどうかが、この概念のもとで分析さ
れる。災害に直面したコミュニティの復興にも、この観念が適用される。
分析においては個人、小集団（家族・近隣・学校）、広範囲の社会・経済・
政治システムが相互に影響を与えつつ、バランスを回復する過程が、サ
イバネティックやシステム理論を参照しつつ研究される。
　この視点のなかでは、個人は複雑な関係の網の中に埋め込まれ、個人
の精神的な健康は、家族やコミュニティの良好な機能と結びついている

（ibid., p.72）。レジリエンスを持つコミュニティは、個人に対して、困
難に立ち向かうための資源を提供する。メンバー間のきずなや豊かな文
化は重要な資源である。豊かなソーシャル・キャピタルが困難がもたら
す衝撃を和らげ、心身の健康によい影響を与えることは、多くの研究に
よって示されている（ibid., p.77）。豊かな文化は、起こった変化を解釈
し対処するための指針をあたえ、個人やコミュニティの持続性と柔軟性
を向上させる（ibid., p.71）。
　先住民において特徴的なことは、人間・社会・環境についての世界観
が、「コミュニティ・レジリエンス」の基礎にあるエコロジカルな想定
と一致していることである（Kirmayer et.al.2009a）、この類似性のゆえ
に、先住民の文化が、レジリエンスの重要な源泉になると、考えられる
のである（ibid., p.78）。
　先住民の伝統文化は集団ごとに多様であるが、それらには共通の特徴
が存在する。その世界観によれば、すべての存在は結びつき、相互作用
のシステムを形作っている。人間は家族、コミュニティ、動物、植物、
自然の諸力との結びつきの中におかれている。また、祖先の霊や、動物
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などの諸霊と交流するスピリチュアルな次元をもっている（ibid., p.79）。
人間には、これらすべてと良好な関係を保つ実践的・道徳的義務が存在
する。人間の幸福は、このような関係のなかで人間の多様な側面におけ
るバランスを保つこととして表現される。すなわち、身体的、文化的、
感情的、スピリチュアルなバランスが取れた状態である（ibid., p.78）。
このように先住民の世界観は、全体論的な観点から人間とコミュニティ
の調和をめざすものである（ibid.,p.78-79）。研究者たちは、このような
文化が、社会病理の克服の助けになると考えるのである。
　キルメイヤーらは、このような観点から、先住民文化の以下のような
要素を重視する。第一は、家族の重要性である。家族・親族は先住民社
会における基礎的構成単位であり、その絆は人生の支えとなる（ibid., 
p.80）。子供は祖父母によって家族の歴史を教えられ、これによって生
じる自尊心は、メンタル・ヘルス上の保護因子となる。また、親族内に
メンターが存在することで、青年期に精神的不調が防がれる。これらの
事実が改めて強調されるべきなのは、現在も、親元を離されて施設や養
父母によって養育される子供が多いためである。これらの子供のアイデ
ンティティ形成を助けるため、コミュニティや文化との接触を維持させ
る施策が提唱されている（ibid., p.80）。
　「ストーリーテリング」もレジリエンスの重要な源泉である。その機
能は文化の伝承にとどまらない。ストーリーを語り、それを一緒に聞く
ことは、共通の帰属感と連帯感を生み出す（ibid., p.81）。またストーリー
の多くは祖先の苦難・苦闘、生き残り、不屈の精神などのテーマをポジ
ティブなトーンで語り、肯定的な帰結に注目するものである。人々は自
らの困難を、祖先の苦闘と重ねることで、自らの状況を語る手段を得る。
また語りにはユーモアが加えられることが多く、これによって遊び心や
創造性をもって、困難な現実と向き合えるようになるのである（ibid., 
p.81）。
　「土地」との結びつきも重要である。近年では、先住民以外でも、個
人や集団のアイデンティティと、場所との結びつきの重要性が認識され
ている（「環境研究」「地理学」）。また医学研究においても、特定の場所
や自然景観との結びつきが、心身の健康に影響することが注目されてい
る（ibid., p.81）。先住民の世界観にとって、特定の場所とのつながりは
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きわめて重要であり、川や山などは親族の一部のように感じられる。自
然の事物に語りかけ、自然と交流することで、現在の困難がやわらげら
れ、心身のバランスが回復される。先住民は、狩猟・採取・漁撈の生業
や、宗教儀礼、原野や森林の活動によって自然と結びつく。それは自然
や動物との霊的交流をふくみ、自然から食物を得ることは、健康・幸福
の感覚、自信、自尊心をもたらす（ibid., p.82）。またこれらの活動を家
族単位で行うことで、その連帯感を強化することができる。
　こうした知見に基づき、先住民の社会病理の克服のために、伝統文化
の再興とコミュニティの再建の取り組みが行われている。先住民コミュ
ニティの形態や環境は千差万別であり、社会病理に対処する実践も多様
であるから、一般的な記述はむずかしい。以下では、政策類型ごとに特
徴的な実践例を列挙し、コミュニティ再建の政策の概要を明らかにしたい。

（１）自殺防止と文化復興
　先住民コミュニティのなかには高い自殺率に苦しむものが多く、自殺
防止は、優先度の高い政策課題の一つである。一般に、自殺の生じる原
因は複雑であり、個々人のライフヒストリーや各種の能力、性別など、
個人的条件が大きく作用する。したがってその防止にあたっても、医療
者は従来、個人の事情への対処を中心にすえてきた（Wexler &Gone 
2012）。しかしながら近年では、自殺を社会的困難の反映とみなし、コミュ
ニティの機能不全の観点から解明する研究が有力である。またその対処
にあたっても、コミュニティの人間関係や文化の再建が重視されるよう
になっている。
　この点はとりわけ、先住民の自殺を理解するうえで重要である（ibid.）。
先住民の世界観においては、「自己」はコミュニティと不可分である。
このためコミュニティに生じた受難や抑圧は、個人の幸福感に大きな影
響をあたえる。しかも、主流社会による差別が、先住民に劣等感を植え
つけている場合には、先住民コミュニティの困難が、個人や集団の欠陥
と解釈され、自尊心を減じ、未来への希望を失わせ、自殺を生み出すの
である（ibid.）。西洋流の世界観においては、自殺は個人の選択と見な
されがちであるが、先住民の社会においては、コミュニティが破壊され
る場合に、個人には自殺以外の選択肢がないように感じられる。したがっ
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て、多発する自殺を抑止するために、コミュニティの再建が不可欠と考
えられるのである。
　こうした動向を示す研究のひとつが、先住民コミュニティの再建と、
自殺率の関係を分析した、心理学者 M.J. チャンドラーと C. ラロンドの
研究である（Chandler & Lalonde 2009）4。カナダのブリティッシュ・コ
ロンビア州において、先住民の若者の自殺率は非先住民に比べて著しく
高い。ただし、これとあわせて注意すべき点は、先住民コミュニティ相
互間に大きな違いがみられることである。一般に、先住民のコミュニティ
は、経済的な貧困に苦しみ、また、都市部から離れて立地していること
が多く、これらの要因が学業や就業の機会を制約することで、自殺のリ
スクを増加させると考えられる。しかも、これら「貧困」や「遠隔性」の
問題は、解決が容易ではない。しかしながら、「貧困」や「遠隔性」の問
題を共通に抱えるコミュニティの間にも自殺率の大きな違いがみられ
る。そこでこれらのコミュニティを比較することで、自殺防止の有効な
手段が見いだせる可能性があり、実践的意義が大きいのである。このよ
うな実践的関心から、チャンドラーとラロンドは、州内の先住民コミュ
ニティ（バンド）およそ200について、14年間のデータを用いて統計的な
比較をおこなった。彼らの立てた仮説は、〈文化を持続させる制度や実
践が存在しているコミュニティでは、個人のアイデンティティが安定し
やすく、自殺が防がれる〉というものであるが、研究の結果はこれを支
持するものになった（ibid.,p.228）。
　彼らの調査によれば、先住民コミュニティ相互間を比較した場合、自
殺率の差異は、「貧困」や「遠隔性」の程度ではなく、「当該のコミュニティ
がみずからの政治的・文化的生活をコントロールしている程度」と強く
相関する（ibid.,p.238）。彼らはこれを「文化の持続性（cultural continuity）」
と名づけ、この程度を測定するために、つぎのような要素からなる指標

4 この研究はブリティッシュ・コロンビアに存在する197のバンドをとりあげ、
そのそれぞれを単位とした分析、および、それらを数個ずつまとめた29のトラ
イブを単位とした分析、を行った。調査の対象となったのは、1987年から2000
年までのデータである。この時期、先住民の若者の自殺率は、一般人口の５倍
におよぶ期間もあった。
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を構成する。（１）コミュニティが、連邦政府との交渉により、伝統的
居住地への先住権を獲得する努力をしていること。（２）自治権の一定
部分を、政府機関の手からとり戻していること。（３）コミュニティが
教育、警察、消防、医療などの公共サービスを、一定程度コントロール
していること。（４）公的な文化施設が、彼らの文化的生活を振興して
いること。（５）女性が統治に参画していること5。（６）コミュニティが、
育児や家族支援の公共サービスをコントロールしていること（ibid., 
pp.238-240）。調査の結果、これらの指標はいずれも、自殺率との負の
相関関係を持ち、自殺を防止する保護因子であることが明らかになった。
しかもこれらの因子には累積効果があり、これらをすべて備えたコミュ
ニティにおいては、ほとんど自殺がみられなかった。
　こうした研究の政策上の含意は明らかである。頻発する自殺の防止の
ためには、個人への治療のみではなく、文化振興や自治の拡充を通じた、
コミュニティの再建が必要である（Wexler &Gone 2012）。また、自殺
防止にたずさわる医療者の役割も見直される必要がある。すなわち、医
療者は、個人を治療するだけでなく、当該個人をとりまく人間関係を理
解し、それに働きかける必要がある。またコミュニティ再建の活動を支
援するとともに、対外的にはコミュニティの代弁者として、社会構造の
改善について発言する役割を期待されるのである（ibid.）。

（２）飲酒・暴力に対処するコミュニティ再建
　カナダの人類学者、A. タナーは、イースト・クリー族のコミュニティ
が、伝統の再興によって社会病理の克服をめざす様を明らかにしている

（Tanner 2009）。ケベック州北部のジェイムズ湾東部に住むイースト・
クリー族は、伝統的に狩猟・漁撈・採取を生業とし、生活のほとんどを
狩猟キャンプで送っていた。17世紀以来、西洋の商人と交易をおこない
つつも、そのコミュニティは高い自律性を維持してきた。生活の単位は、
中核になる家族に、血縁を持つ人々が集まって形成された。その集団内
では相互性の原則が支配し、相互に食物を提供した。儀礼における饗宴

5 女性の統治への参加は、この地域の先住民集団の伝統の重要な要素であり、
そのため「文化の持続性」の指標となる。
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において、こうした規範が確認された。老若男女はすべて、集団のなか
で役割を割り当てられていた。成人男性は、狩猟にたずさわり、女性は
他人の世話をすることで、それぞれ尊敬を与えられていた。多くのメン
バーが共同して、子供たちの世話をした。エルダー（長老）はその経験
と知恵のゆえに尊敬され、集団が日々の決定を行うに際して、その中心
になった（ibid.,p.257）。
　このような生活は、重要な文化的価値観と結びついていた。すなわち、
環境に対する深い理解と交渉、手作業の熟練、自立、寛大さ、身体の健
康などがこれにあたる（ibid., p.254）。宗教は、日常生活をささえる知識
の本質的な要素であった（ibid., p.257）。その伝統的世界観においては、
狩猟が成功するかどうかは、猟師が動物や諸霊と適切な関係を結べるか
否かによって決まるからである。動物は霊的な人格であり、猟師が彼ら
を敬意をもってあつかう場合に、みずからの体を差し出すと考えられた
のである。
　このような社会構造は、1950年代以降、カナダ政府の定住化・同化の
政策によって劇的な変化を被る。政府の意図は、イースト・クリー族に
行政サービスを届け、またその生業の転換を促すことであり、住居・学
校・職業を約束することで、多くのイースト・クリーにこれを受け入れ
させた。しかしながら、定住生活において、彼らは深刻な困難に直面す
る。人々は伝統的な役割を失う一方で、新しい生き方の指針を見出せな
かった。男性たちの就業機会は著しく限定され、家族を養う役割を失っ
た（ibid.,p.255）。女性たちは新しい環境で家事を適切にこなすことが困
難であった。主流社会との接触によって、多様な物資への需要が生まれ、
この結果、彼らは政府の経済援助に依存するようになった。新しい居住
地は、従来の小集団をこえた大人数が居住し、自治の単位としては機能
しなかった（ibid., p.256）。このようにイースト・クリー族は、個人のレ
ベルにおいても、コミュニティ全体としても、生活をコントロールする
能力を失い、政府の指示に従うしかなくなってしまう。政府の指導に加
えて、毛皮価格の下落は、多くの人々に狩猟生活を放棄させたが（ibid., 
p.258）、これによって伝統的な宗教は、その実践の場を失ってしまう6。

6 彼らは敬虔なキリスト教徒（アングリカン）でもあるが、かつては交易所に
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これら一連の変化は、「アノミー」と「社会の解体」を引き起こした。ア
ルコールの暴飲や対人暴力が激増し（ibid., p.252）、「自殺、殺人、事故
死などの多くの悲劇」が生じたのである（ibid., p.263）。
　イースト・クリー族のコミュニティは、伝統文化の再興と人間関係の
再建によって、このような社会病理克服しようとするが、この一連の取
り組みを、タナーは「ヒーリング運動 healing movement」と名づける。
この運動は当初、ペンテコステ派教会によって始められ、教会はその信
者たちに、飲酒をやめることをうながした。やがてコミュニティ全体が、
パン・インディアニズムのイデオロギーにもとづく宗教実践の導入を試
みるようになった。パン・インディアニズムはプレーリー・インディア
ンの文化をもとに定式化され、先住民の運営する各地の医療プログラム
において広く用いられている。これを体験したメンバーが中心になって
イースト・クリーのコミュニティに導入したものである（ibid.,pp.263-264. 
脚注14参照）。やがて外来のパン・インディアニズムにかえて、自らの
地域的な伝統にしたがったコミュニティ再建運動が展開されるようにな
る（ibid., p.261）.
　イースト・クリー族の伝統文化は狩猟と結びついているため、コミュ
ニティはそのメンバーに、家族単位で狩猟を行うことを奨励する

（ibid.,p.266）。またコミュニティが「文化キャンプ（cultural camp）」を
開催して伝統的な祝祭と宗教儀礼をおこない、年長者が若者に昔語りを
する場が設けられる。タナーによれば、「ヒーリング運動」は、定住生
活という新しい環境のなかで、伝統文化と共同体のきずなを回復しよう
とするものである。それは「本質的にコミュニティ建設であり、その目
的は地域の社会関係を強化し更新すること」なのである（ibid., p.252）。
それは、社会病理や精神的疾患に対し、個人のレベルのみではなく、コ
ミュニティ全体の再建を通じて対処する試みなのである。

（３）犯罪者更生における文化の利用
　先住民の宗教（spirituality）は、犯罪者の更生のプログラムにおいて

おいてキリスト教を、狩猟キャンプにおいては、アニミスティックな伝統宗教
を実践し、両者を使い分けていた（Tanner 2009, p.257）。
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も活用される（Waldram 1997; Nielsen 2003, 2016）。カナダの先住民に
おいて犯罪の発生は多く、その深刻さは各種の統計に示されている7。他
方、刑務所内の更生プログラムは、先住民の服役者に対して、十分な効
果をあげてこなかった。先住民の服役者の更生プログラムへの参加率は
低く、途中で脱落する比率も高い。刑務所スタッフと衝突を起こす者も
多い。このような状況のもとで、先住民の服役者の適切な更生のあり方
が模索されており、そのなかで、先住民文化・宗教の活用の意義が認識
されているのである。カナダの刑務所は、1980年代以降、先住民の服役
者や先住民コミュニティの強い要求にこたえて、先住民のスピリチュア
リティにもとづいた礼拝の機会を提供するようになった。刑務所は先住
民のエルダーや宗教指導者と契約し、宗教儀礼を実施し、服役者へのカ
ウンセリングを行い、また宗教的・文化的知識の提供を行うようになっ
た（Waldram 1997, p.140）。また先住民の被告や受刑者に対して法的支
援や更正プログラムを提供する団体も結成され、連邦政府や州政府と契
約し、先住民のニーズに対応したサービスを提供してきた（Nielsen 
2003, p.72）8。
　刑務所内の儀礼の実践は、当初、服役者の宗教的自由を保障するとい
う目的のために始められたが、心理学者 J. ワルドラムは、精神的な苦
悩をかかえる服役者への治療・セラピーの効果を強調する（Waldram 
1997, p.15）。先住民の文化は、かつて強力な「ヒーリング」のシステム
を持ち、コミュニティや個人はその困難に対処することができた。この

7 2014-15年の成人の新規受刑者のうち、先住民の比率は連邦政府の刑務所で
25％、州政府の刑務所で26％であり、これは成人人口のなかで先住民が占める
比率３％の８－９倍におよぶ . 2015年の統計では、殺人で告訴された者のうち
先住民は33％を占める。これを人口比にすると先住民10万人中10.13人にあた
り、非先住民（1.01人）の10倍である。殺人の被害者についても、先住民は被
害者全体の25％を占める。先住民10万人中8.77人が被害者となるのであり、こ
れは非先住民（1.87人）の７倍にあたる（Department of Justice 2017）。
8 カナダにおいて、そのさきがけとなった Native Counselling Service of 
Alberta (NCSA) は、1970年に設立され、当初は法廷における先住民の被告の
支援を手がけ、1972年から受刑者にたいする更正プログラムを提供してきた

（Nielsen 2003, p.72）。
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伝統は、同化政策のなかで破壊されたが、これを復活させることは、服
役者が精神的困難を克服する助けになると考えられるのである。
　先住民の服役者はしばしば、アイデンティティの不安定に苦しんでい
る。彼らの多くは、過酷な環境で幼少期や青年期をおくり、トラウマを
負う経験をしている（ibid.,pp. 47-56）。これにくわえて、かれらは人種
差別を経験し、先住民の血統を恥じていることも多い（ibid., pp. 47-
56）。このため彼らは、他人や社会との安定した関係を築くことが難しく、
自殺未遂や自傷行為、アルコール・薬物依存、他人への暴力、など、さ
まざまな病理に苦しむのである。
　ワルドラムの調査は、服役者が先住民の宗教を通じてこれらの苦悩を
克服する様子を明らかにしている9。服役者の多くは、刑務所に入る時点
では、先住民の宗教について乏しい知識しか持たないが、刑務所の提供
するプログラムのなかで、この知識を学習する（ibid., p.41）。彼らは、
みずからのアイデンティティをめぐる混乱を解消することを望んでお
り、先住民の文化や歴史を学ぶ強い意欲を示す（p.129）。エルダーは、
講義やカウンセリングを行い、またスウェット・ロッジ、パイプ・セレ
モニー、セイクリッド・サークルなどの儀式をとりおこなう。これらの
儀式の成功のためには、参加者の連帯と協力が必要であるが、服役者は
多様な先住民コミュニティから集まるため、その文化的背景は同一では
ない。そこでエルダーは、教育と対話をつうじて服役者と交渉しつつ、
儀礼の意味などについての共通了解を作り上げるのである（ibid., pp.79-
80）。
　刑務所には、主流（西洋流）の心理学による矯正プログラムも存在す
るが、両者を比較した場合、先住民文化にもとづくプロブラムがより効
果的なことが多い（ibid., p.111）。ワルドラムの理解によれば、主流の矯
正プロブラムの本質は、「同化主義」である。ケースワーカー、心理学者、
精神医学者、セラピスト、牧師などは、いずれも服役者を「白人中産階級」
の価値観と行動基準に順応させようとする（ibid., p.111）。服役者たちは、

9 Waldram (1997) は、1990年代に、カナダのマニトバ州およびサスカチュワン
州の数か所の刑務所で、刑務所スタッフ、先住民服役者、エルダーらに対して
行われたインタビュー調査にもとづくものである。
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これらのプログラムや専門家に対して、信頼を寄せないことが多い。多
くの服役者の見解によれば、これらのスタッフは別世界から来た人々で
あり、先住民のことを書物で学んだに過ぎない（ibid., p.142）。かれらは
服役者に心からの共感をもっておらず、職務の範囲内でサービスを提供
するにすぎない、とされる。このため、心理学者や精神医学者が、権威
を振りかざしたり、科学的語彙を使用したりすると、服役者たちの怒り
を招く（ibid., p.142）。
　これと対照的に、ほとんどの服役者は、エルダーに対して多大な尊敬
をもっている（ibid., p.140-141）。エルダーは、服役者たちと同じ文化的
背景をもつだけではなく、過去に類似の苦悩を経験し、犯罪歴を持つも
のも多い。彼らはこれらの困難を、宗教実践によって乗りこえた経験を
持つのであり、更正の途を身をもって示している。彼らは自らの経験に
もとづき、服役者たちのために献身的なサポートをおこなっている。こ
うした事情により、服役者に対する影響力がおおきいのである（ibid., 
p.142）10。
　先住民の宗教の中核的価値のなかには、「しらふであること」「他人へ
の尊敬」「人間の身体の神聖」などが含まれ、これらの価値が、「アルコー
ル・薬物の乱用」や「身体的・性的暴行」を抑制する（ibid., p.131）。服
役者のうちの相当数が、先住民文化の実践をつうじて、生き方を見直し、
自尊心を獲得して、病理を克服するのである（ibid., p.218）。
　1992年の連邦法 The Corrections and Conditional Release Act は、こ
のような政策をおし進めることを意図したものである。この法律の第81
条 は、 先 住 民 の コ ミ ュ ニ テ ィ が 連 邦 政 府（Correction Service of 
Canada）と契約をむすび、先住民犯罪者のための更生施設（‘Healing 
Lodge’）を経営することを可能にした（OCI 2012; Nielsen 2003）。この
法が十分に活用されていないことに対しての批判はあるものの（OCI 
2012; Nielsen 2016）、こうした政策の意義自体は、広く認識されている
のである。

10 ニールセンも、Stan Daniels Healing Center の調査に関して、エルダーの人
生経験の重要性を指摘している（Nielsen：2003, p.81）。
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（４）精神疾患への医療処置
　精神疾患の治療のために先住民の宗教や文化を用いる手法は、刑務所
のなかにかぎらず、広く行われている（McCormick 2000）。心理学者
P. ゴーンによれば、精神医学は長らく、先住民の治療に取組んできたが、
今日、主流の精神医学の限界が意識され、これを補う形で先住民コミュ
ニティに根差した医療が広がっている。施設の設置形態、財源、運営、
医療実践の内容は千差万別であるが、これらの施設に共通するのは、先
住民のコミュニティに立地し、専ら先住民を治療の対象とし、そのスタッ
フにも先住民を雇用することである。その治療にあたっては、西洋流の
精神医学のみならず、先住民の伝統文化を利用し、また伝統的治療者に
よるサービスを提供する11。
　心理学者 J. ゴーンは、このような動向の広がりの理由を次のように
説明する。西洋流の医学の客観的・実証的な方法論は普遍的価値を持ち、
尊重に値する。しかしながら、西洋流の精神医学の理論には、西洋文化
の特殊性が色濃く反映されており、普遍性を欠く部分も多い。たとえば、

「心身の二元論」や、水力学のイメージによるフロイト流の心のモデル
などは、いずれも特殊な世界観に由来する。心の内奥の真正なる自己が、
反省や会話をつうじて発現するという想定も、西洋の形而上学に由来す
るものである。これに対して先住民の世界観においては、病は間人格的
な原因から生じるのであり、その治療においても個人的内省よりも、集
団としての対処が必要と考えられる（Gone 2009, pp.426-427. McCormick 
2009）。文化の違いを無視して、西洋流の観念を強要すれば、先住民の
精神状態を正確に理解できず、治療に必要な信頼関係を構築することも
困難である。
　このような認識をふまえて、ゴーンは先住民に対する精神医療のあり
方を転換することを提唱する。第一に、医療者が西洋流の精神医学の知
識に加えて、先住民文化についての十分な知識を持つことが必要である。

11 アメリカでは、先住民医療サービス局（Indian Health Service）による、薬
物依存治療プログラムの大部分は、先住民のトライブ政府によって運営される
に至っている（Gone 2011）。Rowan (2014) は多様な治療プログラムを概観して
いる。
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（Gone 2009, pp.427-428）。第二に、ゴーンは西洋流の治療を否定しない
ものの、これに加えて、伝統的文化を活用した治療を提唱する12。
　さらに、ゴーンは専門家によるカウンセリングを中心にした従来の医
療の手法自体をみなおすことを提唱する（Gone 2009, pp.431-435）。先住
民のコミュニティにおいては、困難を抱える住民に比して、医療専門家
の数はごくわずかであり、カウンセリングの需要をみたすことは不可能
である。また文化の軋轢を考えれば、西洋流のカウンセリングが、十分
な効果をあげる保証もない。そこで、これからの医療はむしろ、草の根
で行われている相互扶助や治療実践を重視すべきである。すなわち伝統
的な治療者との協力、家族の内部の相互支援、若者のピア・サポート・
グループの構築をとおして、コミュニティ内の相互支援を強化すべきで
ある13。精神医療の専門家の仕事の重点は、これら草の根の実践を支え
る研究、彼らへの指導や訓練プログラムの提供におかれるべきである。

12 Wieman (2009) は、カナダのシックス・ネイションズの運営するメンタル・
ヘルス・クリニックの調査である。施設は保留地に立地し、先住民コミュニティ
によって経営され、スタッフ10名のうち、９名が先住民である。治療の対象は、
抑うつ症状、自殺思念、不安症などが多い。西洋流の治療を提供するが、伝統
的な宗教によるヒーリングを希望する患者に対しては、その治療をあっせんし
ている。
　Gone (2011) は、アルコール・薬物依存（substance abuse）の治療を行うカ
ナダの Healing Lodge の実践を報告している。この施設は、先住民ヒーリング
基金（Aboriginal Healing Foundation）の資金によって運営され、インディア
ン寄宿学校の経験者およびその近親者を治療の対象としている。24名のスタッ
フは全員が地域の先住民コミュニティのメンバーである。薬物依存の治療のた
め、西洋の主流の医療とともに、先住民の伝統文化・宗教にもとづく治療を行っ
ている。
13 主流社会内部の精神医療においても、類似の動向が存在する。現在のアメ
リカの医療体制においては、コスト削減の圧力が強く、医療保険によって年間
に受けられる診療回数は制限され、一人あたりの診療時間もかぎられる。この
ような状況では、医師の診療のみによって、依存症などの精神疾患を治療する
ことが難しい。そこで、これに付加するかたちで、アルコーリック・アノニマ
スのようなセルフ・ヘルプ・グループの活用を奨励する専門家も増えている

（Chanin 2000）。
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また医療の専門家は、コミュニティ内の相互援助活動のための資源を外
部から調達すること、コミュニティの立場にたったアドボカシーを行う
ことも任務とすべきである（Gone 2009、Wexler &Gone 2012）。このよ
うに地域のコミュニティと文化に根差した医療システムの構築が提唱さ
れるのである。

４．伝統の再解釈と混交・融合

　以上のような、先住民の文化実践において、古来の文化的伝統は固定
的に維持されるのではなく、他の文化的源泉と混交・融合したり、現代
の生活環境にあわせて修正されたりする。本稿の諸例について、こうし
た変容の三つの要因を指摘しておきたい。第一に、今日の社会において、
伝統社会の生活と結びついていた文化実践そのものの回復は不可能であ
ることが多い。イースト・クリー族にみられるように、その文化復興は
現代生活と両立する形で、修正されたものになっている。
　第二に、先住民集団の相互間に存在する文化実践の融合が頻繁に行わ
れる。たとえば治療の場において儀礼をおこなう場合、参加者の出身文
化が多岐にわたり、それらの間に、少なからぬ相違が存在することが多
い。儀礼をおこなうエルダーも、特定のコミュニティの文化にのみ習熟
しているのが通常である。このような場合、エルダーは参加者と交渉し
つつ、儀礼についての共通の理解を作り上げる14。一部の者は、自らの
出身コミュニティの慣行との違いに戸惑い、これを拒絶する。しかし多

14 このような共通の形式のベースとして、もっともよく利用されるがパン・
インディアニズムの様式である。パン・インディアニズムは、アメリカン・イ
ンディアン運動（AIM）と結びついて広まった宗教実践の形式である（Owen 
2014, p.1039）。その世界観については、唯一の創造主を強調し、儀礼において
は、スウェット・ロッジ、パウワウ、パイプ・セレモニーを実践し、メディス
ン・ウィールのシンボルを使用する（Tanner 2009）。これらの特徴はプレーン
ズ・インディアンの文化慣行に由来するが、パン・インディアニズムは、その
名称の示唆するように、個々の集団の多様な文化の基層に、共通の本質が存在
すると観念し、これらの文化実践が北米インディアン全体に有効性を持つと主
張するものである。
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くの者は、先住民文化の間の類似性を重視し、また他の先住民コミュニ
ティの文化への敬意から、これに参加することを選ぶのである（Brass 
2009）。
　第三に、先住民の治療実践と、西洋流の医療が、しばしば融合する。
たしかに二つの文化の間には緊張があり、刑務所などでは、これが刑務
所スタッフと服役者の間の権力関係とかさなって先鋭化することもあ
る。しかし多くの治療現場においては、これらが混合して用いられる

（Gone 2011）。たとえば、治療施設内で行われている「先住民流」の医
療実践の多くは、実際にはフロイト流の精神医学や、アルコーリック・
アノニマスの手法を取り込んだものになっている（Owen 2014）。たと
えば、患者は儀礼などに際し、自らの体験を語ることを求められること
が多い。これは、過去の苦痛を現在の疾患の原因と考え、これを正視し
て語ることでカタルシスを得るという、西洋流の精神医学から取り入れ
られた手法である。他方、先住民の伝統においては、苦痛を語ることは
社会規範に反することなのである（Gone 2011）。
　アルコーリック・アノニマスは、アルコール・薬物依存に対するセル
フヘルプの治療として広く世界で行われているが、その中核は、人間の
無力さを認識したうえで、神とのつながりを回復し、自らの生き方を変
えることにある。世界観の転換、自己省察と祈りが、依存症の克服のか
ぎとなる（Rudy& Greil 1989）。アルコーリック・アノニマスは、その
スピリチュアリティの強調において、先住民の医療実践と類似性をもつ
が、両者は完全に重なるものではない。アルコーリック・アノニマスは、
個人の内面の回心と神への帰依を重視する点で、プロテスタントの宗教
観の影響が強く、他方、先住民においては、よりコミュニティに根差し
た自己の観念を強調する。そこで先住民の治療施設では、アルコーリッ
ク・アノニマスの治療のプログラムを取り入れつつも、その内容を先住
民文化に近づけてアレンジすることが多い（Owen 2014）。
　このように「コミュニティ再建アプローチ」の実践例は、現存する文化・
実践を本質化して固定するものではなく、また本質主義的に理解された
伝統への回帰でもない。そこにおいては文化の再解釈や混交・融合も頻
繁に行われる。他方、これらの文化実践の目的は、安定的なアイデンティ
ティの構築と、人間関係の強化であり、これらの脱構築ではない。現実
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の社会においては、コミュニティの規範が解体し、文化の劣化が起こり、
これらが人々の生を方向付ける力が失われている。このなかで、伝統の
なかの資源を利用しつつ、それを現代に合わせて再解釈し、今日の文化・
社会実践を改良してゆくことがめざされるのである。

　以上本稿では、多文化主義政策の内実のひとつである、コミュニティ
再建の実践を、移民コミュニティおよび先住民をめぐる政策実践にそく
して概観した。「コミュニティ再建アプローチ」の意義を考察するため
には、さらにこのような実践と自治・権力の関係について検討したうえ
で、その正当化の根拠を考察する必要がある。これらの作業は、稿を改
めて行いたい。
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