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　カナダにおける資源エネルギー開発において、先住民との良好な関係構築は重要な課題である。カナ
ダはその植民地国家としての歴史を通じて先住民の権利を制限してきたが、1982年の憲法改正により
先住民の権利が明文化された。カナダ最高裁判所もこれまでの判決で憲法上の先住民の権利として「先
住民とのコンサルテーション義務（duty to consult and accommodate）」を定めている。カナダの資源エ
ネルギー業界の2大課題は「環境対策」と「先住民対策」であり、一部の先住民と環境団体が時折同盟関係
を結ぶことから、時としてこの2大課題は表裏一体である。直近の例をあげると、カナダ連邦控訴裁判
所に「『先住民とのコンサルテーション義務』が不十分」と判断されたためにパイプライン建設に必要な許
認可が取り消されたKinder Morgan社のトランスマウンテン・パイプライン拡張工事（Trans Mountain 
Pipeline Expansion Project）の例や、先住民の投票により選出された選挙制酋長とパイプラインの建設
について合意していたものの世襲制酋長とその一派が道路封鎖などの抗議活動に出たCoastal GasLink
社（TC Energy社の子会社）のコースタル・ガスリンク・パイプライン敷設工事（Coastal GasLink 
Pipeline Project）の例が記憶に新しい。これらの一連の事象はカナダにおける先住民対応の重要性を裏
付けると同時に、潜在する歴史的な先住民問題が資源エネルギー分野で顕在化しやすいことを物語って
いる。
　カナダの先住民問題は、カナダ人ですら理解が難しい領域といわれている。これはヨーロッパ系入植
者を中核として発展を遂げてきたカナダという近代国家において先住民の権利という概念が近年見直さ
れており、さらに先住民を取り巻く法律が未整備故にカナダ最高裁判所の判例等で刻々と変化を遂げて
いるという理由がある。カナダの先住民問題の根幹にある課題は、先に北米大陸に居住していたが故に
その慣習・文化から権利を有する先住民と、ヨーロッパ系入植者が建国した近代国家カナダの国家主権
とのせめぎ合いであり、これをいかに調整するかという根の深い課題である。これは一朝一夕に解決で
きない問題であり、カナダ最高裁判所もこのために「先住民とのコンサルテーション義務」を定めている。
　しかし、資源エネルギー業界がカナダで活動するにあたり、「先住民とのコンサルテーション義務」と
は具体的に何を示すのか、そして何を行えばこの義務は果たされたと法廷は見なすのかについては、引
き続きカナダ国内でも混乱があるように見受けられる。加えて、カナダ国内ではこれまでの「先住民との
コンサルテーション義務」を超える義務を求める動きが活発化している。例えば、現在のトルドー首相の
率いる連邦政府は「先住民の権利に関する国際連合宣言（United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples, UNDRIP）」を国内法に反映することを公約として掲げており、これに呼応する形で
近年さまざまな法案が連邦議会や各州の州議会で提案されている。ただ、UNDRIPには「自由意志による、
事前の、十分な情報に基づく同意（free, prior and informed consent：FPIC）」という概念があり、先住民
との合意を必要としないために実際上先住民側に拒否権がない「先住民とのコンサルテーション義務」と
どのように整合性を確立させるのかという課題もある。豊富な資源エネルギーを有するカナダは、先住
民に対する過去の国内植民地政策の非を認め、先住民との新たな関係構築を模索しているが、同時に先
住民との和解をめぐり理想と現実の狭間に立たされている。
　本稿の目的は、今後も資源エネルギー業界に影響を与え続けるカナダの先住民の権利と最近の動向を
紹介することである。なお、筆者はカナダ人共著者2人とカナダの先住民の権利について「カナダ先住
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1. 現代カナダにおける先住民とその権利

　現在のカナダ社会は、有史以前から新大陸に住居して
いた先住民の子孫に加え、カナダを開拓したヨーロッパ
系入植者の子孫や、近年世界各地からカナダに渡ってき
た移民から構成されている。カナダの都市部で生活する
限り、先住民系カナダ人と触れ合える機会は少ないが、
カナダの公式な場では先住民の長老が挨拶する機会や、
先住民が伝統舞踊を披露する機会が設けられている。
　カナダでは先住民のアイデンティティーは「民族

（ethnicity）」として長らく政府により定義されてきたが、
ある先住民の長老は、昨今の先住民のアイデンティ
ティーは「政府による一方的な定義ではなく、先住民の
自己定義（self-determination）に変化しつつある」とコメ
ントしている＊1。混血が進む現代のカナダでは、先住民
というアイデンティティーには外面的な特徴等から定義
される「民族（ethnicity）」という側面と、自身のなかに先
住民としてのアイデンティティーを再発見することで芽
生える内面的な「政治的所属（political affiliation）」という
側面があるといえよう。

（1）カナダの先住民

　カナダの先住民はファースト・ネーション、メティス、
イヌイットという3つの民族に分けられる。文化的、民
族学的、言語学的にはこの3つの民族は更に細分されるが、
カナダの1982年憲法ではこれら3民族がカナダの先住民
として定義されている＊2。

①ファースト・ネーション
　ファースト・ネーションと呼ばれる人々は、米国では

「インディアン」と呼ばれる人々であり、カナダ全土に広
く分布している。歴史的にはカナダでもファースト・ネー
ションの人々をインディアンと呼んでいたが、これは歴
史的な蔑称として現代のカナダ社会では通常は使われて
いない。唯一の例外として、カナダ連邦法インディアン

法（Indian Act。後述）の対象となる先住民が「インディ
アン（Indians）」と定義づけられていることから、法曹界
や政府関係者はこの法令に定義される先住民のことをや
むなくインディアンと呼ぶ。なお、ファースト・ネーショ
ンを含む広義の先住民のことをカナダの法曹界では「ア
ボリジナル（Aboriginal）」とも呼ぶが、オーストラリア
の先住民であるアボリジニと混同されるので、ファース
ト・ネーション、メティス、イヌイットの3民族の総称
として「もともとカナダに先住していた人々」との意味で

「インディジナス・ピープル（indigenous people）」との呼
称が広まっている。
　法的にはファースト・ネーションの人々は2種類に分け
られる。まず、「先住民居留地（reserve）」に暮らし、イ
ンディアン法に定めるインディアン登録簿に登録するこ
とで連邦政府から一定の福利厚生や生活保護、免税措置
を受けられる「ステータス・インディアン（Status Indian）」
と呼ばれる人々がいる。次に、歴史の流れのなかで混血
によりこの権利を喪失した「ノン・ステータス・インディ
アン（non-status Indian）」と呼ばれる人々が存在する。
いったんノン・ステータス・インディアンになると政府
のインディアン登録簿から除名されるが、近年、先住民
であることに対する社会的スティグマ（ネガティブな
レッテル）が減り、先住民としての自己認識が高まるな
か、ステータスを喪失した人々がファースト・ネーショ
ンとしてアイデンティティーを再形成し始めている。近
年の統計では、政府に対してファースト・ネーションと
名乗る人々の約25%をノン・ステータス・インディア
ンが占めるようになっている＊3。
　カナダの先住民のなかでも圧倒的多数であるファース
ト・ネーションの多くは、ステータス・インディアンと
してカナダ各地にある先住民居留地に暮らしている＊4。
ファースト・ネーションの分布には地域性があり、特に
カナダ西部に半数以上が集中している＊5。ファースト・

民の法的地位と権利：カナダ最高裁判決を踏まえた最近の動向」（『石油・天然ガスレビュー』2018年
7月号）で概要を紹介しているので、そちらの方も併せてお読みいただけるとより理解が深まると考え
ている。先の記事の続編との位置付けである本稿では、カナダの先住民の権利の要点を先ずは第1章で
紹介し、続く第2章では「先住民とのコンサルテーション義務」の課題を浮き彫りにした最近のカナダの
判例を解説する。そして第3章では、これらの動向を踏まえた先住民対策での課題と、今後の資源エネ
ルギー業界に与え得る影響について検討する。
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ネーションが暮らす地域は人口順にオンタリオ州（1位、
約24万人）、ブリティッシュ・コロンビア州（2位、約
17万人）、アルバータ州（3位、約14万人）、マニトバ州（4
位、約13万人）、サスカチュワン州（5位、約11万人）、
そしてケベック州（6位、約9万人）となっている＊6。なお、
ケベック州以下には「マリタイムズ（The Maritimes）」と
呼ばれるカナダ東部の小州が続くが、歴史上もっとも早
い時期にヨーロッパ系入植者と接触したこの地域では、
混血による同化やヨーロッパ系入植者が持ち込んだ疫病
による人口減が激しく、先住民の絶対数は低くなっている。

②メティス
　メティスと呼ばれる人々は、その名がフランス語の「混
血」から来ているとおり、初期のヨーロッパ系入植者と
先住民の双方を先祖に持つ人々を指す＊7。歴史的には多
くの初期のヨーロッパ系入植者はカナダの大地で毛皮を
求めた狩人であり、ほぼすべてが男性であった。これら
のヨーロッパ系男性の多くは、先住民から良い狩猟場や
狩の手法を学ぶなかで、先住民の女性と結婚し、その子
孫はヨーロッパ系入植者とも先住民とも異なる独自の文
化を形成した。歴史的には多くのメティスは母系が
ファースト・ネーションであるため、現在でもファース
ト・ネーションとメティスの境界は曖昧なところがあり、
国勢調査でもファースト・ネーションを名乗る人々の約
2.5%は同時にメティスとしてのアイデンティティーを
持っていることが明らかになっている＊8。
　メティスはヨーロッパ系入植者が行く先々で誕生し、
西部開拓のフロンティア地域でコミュニティを形成し
た＊9。このため、メティスの全人口の84.9%は歴史的に
西部開拓の拠点となったオンタリオ州およびカナダ西部
の各州に現在も住んでいる＊10。メティスは、アルバー
タ州（全メティス人口の21.4%）、続いてオンタリオ州（同
19.0%）、マニトバ州（同17.4%）、ブリティッシュ・コロ
ンビア州（同15.4%）、サスカチュワン州（同11.6%）の順
に多い＊11。メティスの多くは外見的にヨーロッパ系入
植者と区別がつかないため、社会的地位の向上を求めて
都市部に進出し、ヨーロッパ系入植者として生活した。
このため、現在でも遠隔地にある先住民居留地に集中す
るファースト・ネーションや北極圏に集中するイヌイッ
トに比べ、メティスは都市部に集中している。最もメティ
スの人口が多いのはマニトバ州の州都ウィニペグ（約4.6
万人）であり、続いてアルバータ州の州都エドモントン

（約3万人）、ブリティッシュ・コロンビア州の最大都市バ
ンクーバー（約1.8万人）、アルバータ州の最大都市カルガ
リー（約1.7万人）となっている＊12。

　西部開拓が本格的に始まる1860年代には現在のマニ
トバ州の州都ウィニペグ一帯は西部開拓の拠点の一つで
あり、既にメティスの実質的な支配下にあった＊13。開拓
民としての一面を持つメティスはファースト・ネーショ
ン内部での紛争にも巻き込まれたため、独自の軍事的な
文化と政治形態を発展させ、ウィニペグ周辺に「レッド・
リバー・セトルメント（Red River Settlement）」を形成し
た＊14。当時、オンタリオ州以西のカナダ西部は「ルパー
ト・ランド（Rupert’s Land）」と呼ばれる「ハドソン湾会
社（Hudson’s Bay Company, HBC）」の私領であり、多
くのメティスはハドソン湾会社のガイドや猟師を務めて
いたが＊15、西部開拓を進める新生カナダ連邦にルパー
ト・ランドが編入されることが決まった時、独立を脅か
されたメティスはルイ・リエル（Louis Riel）の下に集結
し武装蜂起した＊16。この1869年から1870年に勃発し
た「レッド・リバー蜂起（Red River Rebellion）」の後、カ
ナダ連邦はルイ・リエルの要求を認め、メティスの自治権
を尊重する形でマニトバ州を設立するなどの懐柔政策を
取った＊17。しかし、続々とヨーロッパ系入植者が流入
するなかで経済的優位性を失ったメティスは、再度ルイ・
リエルの下に集まり、1885年の「ノースウエストの反乱

（Northwest Rebellion）」ではカナダ連邦の正規軍と交戦
した＊18。メティスはゲリラ戦を展開するが、2カ月足ら
ずで鎮圧され、ルイ・リエルは反逆者として処刑された。
その後メティスの一部は当時のカナダ連邦の支配が及ば
ないカナダ北西部（現在のアルバータ州北部、サスカチェ
ワン州北部、ユーコン準州や北西準州）に移住した。

③イヌイット
　イヌイットは、カナダの北極圏に住む人々である。以
前は「エスキモー」と呼ばれていたが、これは蔑称にあた
るとして、現在はイヌイットとの呼び方が定着している。
イヌイットはカナダにおける自らの「伝統的領域

（traditional territory）」を「イヌイット・ヌナンガット
（Inuit Nunangat）」と呼び、これはイヌイット語で「我ら
の土地」を意味する＊19。イヌイットの土地所有概念は
ヨーロッパ系入植者と異なり、土地のみでなく、水域や
氷海をも含んでいる＊20。なお、先住民法における伝統
的領域とは、そこに居住する先住民の精神のよりどころ
となる空間を指し、近代的な土地所有権とは異なる概念
である。
　カナダの北部の沿岸地帯すべてをカバーするイヌイッ
トの伝統的領域は、現在のヌナブット準州のすべて、ユー
コン準州北部、北西準州北部、ケベック州北部および
ニューファンドランド・ラブラドール州の北部を指すが、
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現在は4つの自治政府や自治区に分かれている＊21。こ
の4つの自治政府・自治区の中で最も強力なのは、1994
年に北西準州から「ヌナブット土地請求協定（Nunavut 
Land Claims Agreement）」により分離したヌナブット準
州である＊22。ヌナブット準州はカナダの約25％の陸面
積を有し、イヌイットが住民の大多数を占めるため独自
の自治政府をもつ。一方、ケベック州北部の約3割の面
積を占めるヌナビック（Nunavik）は州内の自治区との扱
いであり、同様にニューファンドランド・ラブラドール
州北部のヌナツィアブット（Nunatsiavut）も州内の自治区
である＊23。なお、北西準州北部とユーコン準州北部にま
たがる一体は、準州の境界線を超えたイヌビアルイット

（Inuvialuit）という自治区となっている＊24。

（2）現代カナダの先住民の状況

　カナダ政府の公式な統計によると、2016年時点で先
住民系カナダ人は全人口の4.9%を占めており、1996年
の2.8%や2006年の3.8%に比べ飛躍的に人口が増加し
ている＊25。2006年から2016年の10年間に先住民の人
口は実に42.5%も増えており、これはカナダの非先住民
系国民の4倍以上の値である＊26。カナダ政府は先住民
の人口は今後も伸び続け、次の20年間で250万人を超
えると予測している＊27。
　このカナダ国勢調査における先住民の人口増加の理由
としては、まず先住民の出生率が高いことが挙げられ、
次に先住民の血が流れるカナダ人が自らのアイデンティ
ティーを先住民として再形成したことが挙げられる＊28。
出生率には社会的な要因（例えば伝統や所得に関連する
要因）があるが、このアイデンティティーの再形成とい
うのは先住民であることが現代カナダにおいて社会的ス
ティグマではなくなりつつあることを示していると考え
られる。

①社会的地位と課題
　人口増加率は高いものの、先住民の社会的地位は総じ
て高くはない。カナダ国勢調査では先住民は他のカナダ
国民に比べ貧困の割合が高く、居住環境も貧しいことが
示されている＊29。一般的なカナダ人が狭い住居に住ん
でいる割合が4%と低いのに対し、カナダ北部に住むイ
ヌイットでは30%、先住民居留地に住むファースト・ネー
ションでは28%と高い。ただ、先住民の中にも格差が存
在し、先住民居留地以外に住むファースト・ネーション
では7%、メティスはわずか3%と低くなっている＊30。メ
ティスの経済面での統計の数値が比較的良い理由は、メ
ティスの人口の62.6%が都市部に集中しており＊31、外

見からもヨーロッパ系入植者と見分けがつきにくく、他
の先住民にない社会的機会を手にしているためと思われ
る。同様に、カナダの遠隔地にある先住民居留地とそれ
以外に住むファースト・ネーション内部の格差も経済的、
社会的地位向上の機会の有無により説明がつく。

②政治構造
　先住民の権利の概要紹介の前に、先住民を代表する団
体がどのような政治構造になっているかを解説する。カ
ナダ先住民の政治構造はファースト・ネーション、メティ
ス、イヌイットによって異なり、誰が先住民を代弁する
かが大きく異なる。
　まず、ファースト・ネーションの多くの部族は国内植
民地政策の一環として1876年に制定された連邦法イン
ディアン法により現在も規制されている＊32。なお、イ
ンディアン法はメティスやイヌイットには適用されな
い。インディアン法により連邦政府に登録されたファー
スト・ネーションはステータス・インディアンと呼ばれ、
カナダ連邦政府から配給などの手当てが受け取れる。歴
史的にはステータス・インディアンの女性がステータス・
インディアン以外の男性と結婚した場合、その女性とそ
の子孫はノン・ステータス・インディアンとなり上述の
手当て等の権利を失ったが、現在でも混血が進むとス
テータスと付帯する権利が失われることがある＊33。こ
れらステータスを喪失したノン・ステータス・インディ
アンは厳密にはインディアン法では先住民として認めら
れないが、近年ノン・ステータス・インディアンも先住
民として認める動きが広まっている。現に、カナダ最高
裁判所はノン・ステータス・インディアンでも、（1）先
住民としての自己認識、（2）歴史的な先住民部族との関
わり、そして（3）現代の先住民部族からのメンバーとし
ての認知という3条件を充足すれば法的に先住民と定義
されるとしている＊34 。
　メティスは歴史的にはヨーロッパ系入植者からは
ファースト・ネーションと見なされている一方、その性
質上から双方の文化圏の一部として活動している。この
ため、先住民対策を行うことを1867年憲法で定められ
ながらも先住民対策による金銭的な負担を苦と感じる連
邦政府は度々メティスに対する責任を州政府に転嫁する
などしたため、メティスは長らく「連邦政府と州政府の
間の空白地帯」に置かれていた＊35。カナダ最高裁判所の
2016 年の判決 Daniels v Canada （Indian Affairs and 
Northern Development）により連邦政府がメティスを所
管すると定められるまで、メティスは長らく国家に黙殺
されてきた＊36。現在、メティスはインディアン法の適
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用対象外であるために連邦政府のインディアン登録簿に
は登録されておらず、各州の州政府により州単位でのメ
ティスの登録が行われている。なお、多くの州ではメティ
スの漁猟などの慣習的権利を認めているが、土地所有を
メティスの権利として認めているのはアルバータ州だけ
であり、同州はメティスの歴史的コミュニティに対して
自治権と集団的土地所有権を認め、占有できる土地を与
えている＊37。
　メティスの政治構造は3つの先住民族のなかでも最も
複雑であり、国家・州・自治体レベルの政治構造に加え、
アルバータ州独自の政治構造が並列している＊38。例え
ば、国家・州・自治体レベルの政治構造では、「メティ
ス全国評議会（Metis National Council）」がカナダ北西部
全域のメティスを代表している実質的な国家レベルの団
体であり、傘下にサスカチュワン、アルバータ、マニト
バ、オンタリオ、ブリティッシュ・コロンビア各州の「ネー
ション（nation）」と呼ばれる自治体がある＊39。その下に
は、市町村単位で一定の数のメティスが居住すれば「ロー
カル（local）」と呼ばれる自治体を形成している＊40。
　また、これとは別にアルバータ州は州政府が土地をメ
ティスのコミュニティに与え、州政府から委嘱する形で
それぞれのコミュニティの自治権を「メティス居住地評
議会（Metis Settlement Council）」に対して認めている。
さらに、それぞれのコミュニティか
ら選出された代表が州レベルでの

「メティス居住地代表評議会（Metis 
Settlements General Council）」を形
成し、州政府に対してメティスの総
意としての調整を行うことになって
いる＊41。
　イヌイットは北米大陸北部、グ
リーンランド（デンマークの自治領）、
ロシア北東部チュクチ自治管区に居
住しており、「イヌイット環北極圏評
議会（Inuit Circumpolar Council）」と
して国境を越えて活動している＊42。
一方、カナダ国内ではカナダ全国の
イヌイットの代表である「イヌイット・
タピリート・カナタミ（Inuit Tapiriit 
Kanatami）」が州境・準州境を越え
て全国的にカナダのイヌイットの代
弁者として政治的に活動し、自治権
の拡大や具体化を連邦政府や関係す
る州・準州政府と調整している＊43。
準州であるヌナブットは連邦政府よ

り、また他の3地域（前述のケベック州ヌナビック自治区、
ニューファンドランド・ラブラドール州ヌナツィアブッ
ト自治区、そして北西準州とユーコン準州をまたぐイヌ
ビアルイット自治区）はそれぞれの州・準州から権限を
委嘱され独自の自治政府を通じての活動が可能となって
いる＊44。
　このように、国家、州、準州等をまたぐ先住民は、そ
の置かれた状況のなかで政治構造を形成している。

（3）先住民の権利

　カナダの先住民政策はこれまでヨーロッパ系入植者の
到着以来、共存、支配、和解と変貌を遂げており、この
なかで先住民の権利も変化してきた。ここでは現在のカ
ナダにおける先住民の権利の要点をまとめる。

①カナダの先住民との関係の変遷
　歴史的には、カナダの先住民との関係構築は大まかに
4つの時期に分類される。まず、先住民とカナダ東部の
少数のフランス系とイギリス系の入植者が「平和と友好
条約（peace and friendship treaties）」と称される比較的
平等な「条約（treaty）」を締結した初期。次に、入植者が
増えて西部開拓を行う過程で先住民から土地の割譲を
迫った「番号付き条約（numbered treaties）」を締結した

出所：Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada の資料を元に JOGMEC 作成

歴史的条約の範囲図1

ダグラス
条約

(1850-
1854締結）

番号付き
条約

（1871-
1921締結）

ロビンソン
条約

（1850締結）

ウィリアムズウィリアムズ
条約条約

（1923締結）（1923締結）

 アッパー・
カナダ

土地割譲
（1781-
1862締結）

平和と
友好条約*
(1701-

1760締結）

マリタイムズ
地域の平和と

友好条約
(1725-

1779締結）

条約を締結

*備考： 「平和と友好条約」には対象地域
が明記されていないため、地図
上では示せない。
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中期。さらに、太平洋沿岸までの入植が進んだ結果とし
て新国家カナダ（当時は英領アメリカ）が先住民を国内植
民地政策を通じて支配した後期。そして、先住民との新
たな関係構築を模索する現代は、第4期にあたる和解の
時代である。なお、ここで言う条約は、主権国家を前提
とする国際法上の条約とは若干異なるものであり、カナ
ダの最高裁判所は先住民との条約はカナダ国内法では独
自の解釈がされるとの判決を下している。
　カナダでの先住民との和解を象徴する出来事は、「レ
ジデンシャル・スクール（Indian residential school）」と呼
ばれる先住民の児童が強制的に参加を義務付けられた寄
宿制の教育システムが、児童の精神的、肉体的、性的な虐
待、文化的な差別、家族の崩壊に繋がったとしたハーパー
前政権（保守党）による2008年の公式謝罪である＊45。な
お、その後に選挙で勝利し現在に至るトルドー政権（自
由党）においては、その選挙公約で、「カナダ政府と先住
民 と の 新 し い 対 等 な 関 係（a new nation-to-nation 
relationship）」を掲げていた。
　しかし、このように和解を模索する姿勢はカナダの歴
史のなかでは比較的最近の動きである。長らくカナダの
法曹界は、カナダは「無主の地（terra nullius）」にヨーロッ
パ系入植者がイングランド法を持ち込んだ植民地国家で
あるとの認識であり、先住民は法律を持たない民との扱
いを受けていた。例えば、カナダ最高裁判所は初期の先
住 民 の 権 利 に 関 す る 1887 年 の 判 例 St. Catherine’s 
Milling and Lumber Co v The Queenにおいて、「イギ
リス王室の善意によりインディアンは土地を利用するこ
とができる」との見解を示し、カナダの土地権利は最終的
にはイギリス王室に帰属すると判断した＊46。イングラン
ド法では、占領した敵国の土地では、その土地の代表が
占領後に適用される法律を定めるまでは敵国の法律が継
続して適用されるのが一般的であるが（例えば旧仏領の
ケベック）＊47、カナダの法曹界は歴史的に先住民を「法
を持たない民」と見なしたため、このように伝統的な法
の適用が認められることはなかった。
　しかし、第二次世界大戦中の先住民兵士の活躍、女性
の権利の向上、そして隣国米国での黒人差別をめぐる議
論等に影響され、1960年代に入りカナダの先住民に対
する国内植民地政策は揺らぎ始めた。その結果、1982
年の憲法改正では先住民の権利を憲法で保証する第35
条が盛り込まれ、ファースト・ネーション、メティス、イ
ヌイットの3民族の権利は憲法という最高法規により確
約された。同時にカナダは過去の先住民に対する国内植
民地政策と向き合い、カナダ政府により設立された「真
実と和解委員会（Truth and Reconciliation Commission）」

は2008年から2015年にかけて先住民に対する国家レ
ベルで行われたレジデンシャル・スクールという形の人
権侵害を調査しその結果を公開した。

②先住民の権利の種類
　1982年憲法第35条で先住民の権利が確保されたこと
により、先住民の法的立場は飛躍的に向上した。その原
文を邦訳すると、次の様になる。
　　 第35条第1項　現存するカナダの先住民の「先住民

としての権利」と「条約上の権利」は、ここに承認さ
れ、かつ確認される。

　　 第2項　この法律における「カナダの先住民」とは、
カナダのインディアン、イヌイットおよびメティス
を含む。

　　 第3項　なお、第1項における「条約上の権利」は、
土地請求協定により現在存在し、または今後取得さ
れる権利を含む。

　　 第4項　この法律のほかの規定に関わらず、第1項
における「先住民としての権利」および「条約上の権
利」は男女に対して平等に保障される。

　この条文では、1982年の段階で存在した慣習的な先
住 民 の 活 動 か ら 発 生 す る「 先 住 民 と し て の 権 利

（Aboriginal rights）」と、先住民との条約により発生す
る「条約上の権利（Treaty rights）」が保障されることを
明確にし、同時にカナダの先住民が3つの民族に大別さ
れることを定義している。なお、「先住民としての権利」
の一種として「先住民土地権（Aboriginal title）」が存在す
る。

先住民としての権利（Aboriginal rights）
　憲法に定める「先住民としての権利」とは、ヨーロッパ
系入植者の到来前から先住民が行ってきた漁労、狩猟等
の諸活動を行う権利を指す。具体的にどの様な活動がそ
の権利となるかはそれぞれの先住民の歴史、文化、慣習
を踏まえて裁判所に定められる。「先住民としての権利」
は北米大陸にカナダが国家として存在する以前から先住
することで発生する。これはイングランド法のコモン
ローにより承認される慣習法とは異なるものであるが、
慣習に則った権利であるという点では似ている。
　「先住民としての権利」の有無は、カナダ最高裁判所の
判決R v Van der Peet＊48により法的要件が定められて
いる。まず、第1の要件は、その権利の対象となる活動
がその特定の先住民部族にとって「不可欠かつ明確な活
動（integral and distinct）」であることである＊49。言い換
えれば、その活動は「先住民としての権利」を主張する先
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出所：筆者作成

先住民の権利の概要図2

出所：筆者作成

「先住民としての権利」の法的要件図3
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住民部族にとってその文化を定義する程の重要性が必要
となる。例えば、R v Van der Peet では、ブリティッシュ・
コロンビア州の太平洋沿岸に住む先住民部族がサケ漁を
行い、サケの神を信仰し、食生活の中心的存在としてサ
ケがある場合、その部族にとってはサケを対象とする漁
労はこの法的要件を満たすとの判決が下された。この「不
可欠かつ明確な活動」は先住民一般のものである必要は
なく、あくまでもその該当部族にとって重要な活動であ
ることを示せば良い。
　次に、第2の要件は、権利を主張する先住民部族の居
住する地域にヨーロッパ系入植者が到達する以前に権利
対象となる活動が確立されていることである＊50。これ
はその部族が考古学的、民族学的な証拠を提出すること
で裁判所により判断される。なお、その活動にはヨーロッ
パ系入植者との接触による一定の変化や近代化に伴う進
歩は認められている。
　最後に、第3の要件は、この特定の活動が現在まで継
続して行われていることである＊51。Van der Peet判決
ではブリテイッシュ・コロンビア州の先住民が州法に違
反してサケ漁を行い、サケを売買したことが問題になっ
たが、カナダ最高裁判所はこの3つの法的要件を満たし
たとして、サケ漁はこの先住民が属する部族にとって「先

住民としての権利」であるとの判断を下した。
　なお、先住民部族によりどの活動が「先住民としての
権利」として認められるかは異なり、各部族は権利を確
立するためにつど裁判を起こす必要がある。この様に、

「先住民としての権利」は裁判所により部族ごとにケー
ス・バイ・ケースで判断される。

先住民土地権（Aboriginal title）
　憲法の条文には明記されていないが、この漁労や狩猟
に関する先住民の活動を対象とする「先住民としての権
利」が特定の土地の所有権と結びついた際、これは「先住
民土地権」と呼ばれる権利に変貌する。仮に裁判所によ
り先住民側の主張が認められた場合、前述の「先住民と
しての権利」が特定の活動を行う権利を確約することに
対して、「先住民土地権」はその土地の利用に関するさま
ざまな権利を広く確約する＊52。よって、もし「先住民土
地権」の請求が裁判所で認められた場合、その先住民は
細かい諸活動の権利をいちいち係争する必要はなく、一
括してその土地の伝統的利用の権利を包括的に得ること
ができる。
　この強い権利を得るためには、カナダ最高裁判所は
2014年の判決Tsilhqot’in Nation v British Columbiaに

出所：筆者作成

「先住民土地権」の法的要件図4
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おいて、（1）十分な占有（sufficient occupation）、（2）継
続性（continuity）、（3）排他性（exclusivity）のすべてを充
足する必要があると定めた＊53。なお、特にカナダ西部
の先住民は遊牧生活を営んでいたため、土地の十分な占
有は実際には定義が難しく、多くの裁判で論点となる。
継続性については、一貫してその居住地を占有していた
必要はなく、他部族との抗争やヨーロッパ系入植者によ
る追放等による一定期間の不在は継続性に影響しないと
認められている。また、排他性については、歴史的に他
部族やヨーロッパ系入植者に対して所有権を主張してい
た証拠が必要になり、排他的な土地の占有を行う能力と
意図の両方を歴史的に示し続けていたことが必要となる。
なお、他部族との協定による土地の共有は法的要件であ
る排他性を必ずしも損ねるものではないとされている。

条約上の権利（Treaty rights）
　「先住民としての権利」やその特殊形態である「先住民
土地権」の権源が慣習にあるのに対して、「条約上の権利」
は先住民と北米におけるイギリス王室（現在ではカナダ
連邦政府と州政府に継承されており、1867年憲法によ
り連邦政府の所管事項とされる）の間の条約により発生
する権利である。前述のとおり、カナダには比較的平等
な 初 期 の「 平 和 と 友 好 条 約（peace and friendship 
treaties）」から、ヨーロッパ系入植者に圧倒的に有利な
土 地 割 譲 条 約 を 含 む「 番 号 付 き 条 約（numbered 
treaties）」という歴史的条約に加え、第二次世界大戦後
から現代までカナダ政府と先住民の間で締結されている

「近代の条約（modern treaties）」が存在する。いずれも
先住民が有する権利を明文化したものであるが、条約が
いつ締結されたかで解釈が異なる。
　例えば、「平和と友好条約」や「番号付き条約」という歴
史的条約については、先住民が文字を持たない民族で
あったこと、口頭での先住民への約束が必ずしも明文化
されていないこと、ヨーロッパ系入植者により先住民が
半ば強制的に条約に調印させられたこと、そしてイング
ランド法の知識が乏しい先住民に十分に情報を与えない
まま交渉したこと等を勘案し、条約に曖昧さがある場合
は可能な限り先住民に有利な解釈をすることが定められ
ている＊54。また、すべての先住民との条約は、「厳粛な
約束の交換（solemn exchange of promise）」と解釈し、
条約を締結した北米におけるイギリス王室（前述参照）は
王室の名誉にかけて条約を遵守する（the Honour of the 
Crown is at stake）という前提に立って裁判所は解釈す
るとカナダ最高裁判所は定めている＊55。

③先住民とのコンサルテーション義務
　カナダの先住民にはこのようにさまざまな憲法上で確
約された権利が発生するが、この権利を消滅させること
ができるのか、また制限することができるのかというこ
とについてもカナダ最高裁判所はこれまで条件を定めて
いる。
　まず、先住民の諸権利をカナダ連邦政府あるいは州政
府は消滅させることができるのか。先住民の権利を確約
する1982年憲法が制定されるまでであれば、イギリス
王室（前述参照。この場合は連邦政府を指す）は一方的に
法令により先住民の権利を消滅させることができた。た
だ、仮に先住民の諸権利が条約により「条約上の権利」と
なっている場合は、イギリス王室が一方的に破棄して権
利を消滅させることができるのかという疑問は残り、筆
者の知り得る限りではカナダ最高裁判所の判決でこの条
約上の権利の一方的な剥奪を適法ととらえるか否かにつ
いて決定したものは存在しない。いずれにせよ、1982
年以降イギリス王室の後継者として先住民対応を所管す
るカナダ連邦政府には、先住民の諸権利を一方的に消滅
させることは認められていない。
　なお、連邦政府と州政府の権限を定めた1867年憲法
第91条24項にて「インディアンとインディアンの土地
に関する所管（Indians, and the Lands reserved for the 
Indians）」が連邦政府に与えられていることから、州政
府が先住民の諸権利を一方的に消滅させることはできな
い。
　次に、政府による諸権利の消滅や剥奪まではいかなく
ても、政府が諸権利を一方的に制限することができるの
か。この点については、（1）まず先住民の諸権利の侵害
が発生しているか、そして発生している場合は（2）その
侵害を正当化し、先住民の権利を制限できるかという法
的テストが必要になる。この法的要件を定めたカナダ最
高裁判所の判決R v Sparrowでは、先住民の諸権利の侵
害とは（1）先住民の有する権利の非合理的な制限

（unreasonable limitation）、（2）先住民に対して過度の困
苦を発生させること（undue hardship）、（3）権利を有す
る先住民が志向する手段での権利行使を阻むこと

（denial of preferred means of exercise）を指すとしてい
る＊56。仮にこれらに該当する場合は、政府による権利
侵害の可能性があるとみなされる。
　ただ、政府による権利侵害の可能性がある場合でも、
政府はその権利侵害に正当性があると主張することで合
法的に先住民の諸権利を制限することができる。政府に
よる侵害の正当性を問う法的テストは、（1）政府が侵害
を正当化し先住民の権利を制限し得る妥当な目的を有し
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ているか（valid legislative objective）、（2）その制限によ
り先住民が被る不利益と政府が得る利益に釣り合いが取
れるか（proportionality）という2点である＊57。なお、こ
の釣り合いについては、先住民の保護者として歴史のな
かで信任義務を請け負った政府の責任を前提とした上
で、必要最低限の制限であるか、妥当な補償が行われて
いるか、先住民に対して十分なコンサルテーションが行
われているか等の事項が勘案される＊58。
　特に、政府による先住民の権利の制限が行われる場
合、その妥当性を判断する上で裁判所は先住民に対する
コンサルテーションが十分であったかを問うことが多
く、2004年のカナダ最高裁判所判決Haida Nation v 
British Columbia （Minister of Forests）において、「先住
民とのコンサルテーション義務」は憲法上の権利として
認められた＊59。この「先住民とのコンサルテーション義
務」はカナダ最高裁判所によると、次の特徴をもつ。
　1.　 「先住民とのコンサルテーション義務」の目的は、

カナダの国家主権と、先住するカナダの先住民の
権利を調整することである。

　2.　 「先住民とのコンサルテーション義務」は、イギリ
ス王室（前述参照。この場合は、現在のカナダ連
邦政府あるいは州政府の双方）が、「先住民として

の権利」あるいは「先住民土地権」が存在し得る可
能性について実際の知識を有する、あるいは知識
を有するべきであると認められる場合に、イギリ
ス王室（前述参照）が先住民の当該権利を損ねる可
能性がある行動をとる際に発動する。

　3.　 「先住民とのコンサルテーション義務」の度合い
は、先住民が主張する権利の強さと、その権利の
制限により先住民が被る悪影響の深刻さにより決
定される。仮に先住民の主張する権利が脆弱なも
のである場合、または先住民への悪影響が限定的
な場合は、イギリス王室（前述参照）による通告で

「先住民とのコンサルテーション義務」は十分に果
たされる。逆に、先住民が主張する権利が存在す
る場合、または先住民への悪影響が取り返しのつ
かないものである場合は、イギリス王室（前述参
照）は先住民との十分な協議と懸念を踏まえた対
応策を取ることが不可欠となる。この場合の「先
住民とのコンサルテーション義務」はコンサル
テーションに留まらず、先住民の要望を的確に反
映した対策を取ることも必要となる。

　4.　 「先住民とのコンサルテーション義務」は先住民と
合意する義務ではなく、あくまでも合意形成を目

出所：筆者作成

先住民の権利の制限図5
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　現在のカナダの先住民対応に関する法である「先住民
とのコンサルテーション義務」は先住民に拒否権を与え
るものではなく、仮に権利侵害が係争されても前述の一
定の条件を満たしたと裁判所が判断すれば先住民の権利
を正当に制限することが可能となるものである。
　しかしながら、特に資源エネルギー業界にとって、こ
の「先住民とのコンサルテーション義務」には幾つかの課
題がある。まず、先住民が土地を割譲する旨を「番号付
き条約」等で調印しているカナダの西部各州では、土地
割譲を行っており土地の所有権が政府や非先住民系カナ
ダ人に移っている以上、「先住民土地権」にはなり得ない。
先住民が割譲してしまった土地で行使することができる
のは漁労や狩猟等の「先住民としての権利」のみである。
しかしながら、鉱業や石油産業が活発で、太平洋へのパ
イプライン敷設が急がれるブリティッシュ・コロンビア
州ではその大部分で「番号付き条約」が結ばれておらず、
土地の権利が曖昧なため、各地で土地の所有をめぐる問
題の火種が燻り続けている。
　このことからも、特にブリティッシュ・コロンビア州
では「先住民土地権」の有無、またカナダ各地では先住民
の諸権利の侵害の有無がよく問題となり、「先住民との
コンサルテーション義務」が十分に果たされたかという
点は資源エネルギー業界のプロジェクトの行く末を大き
く左右することになる。

（1）先住民の権利に関する判例

　先住民とのコンサルテーション義務が憲法上に定める
カナダの先住民の権利と最高裁判所判例Haida Nation v 
British Columbia （Minister of Forests）で定められてか
ら15年以上が経とうとしている。その15年間の間に、
例 え ば 前 述 32 ～ 33 ペ ー ジ の Tsilhqot’in Nation v 
British Columbiaにより、土地をめぐる権利が不明確な
ブリティッシュ・コロンビア州で問題になる「先住民土
地権」をどのように定めるかなど、法的な要件に進歩が

あった。
　しかし、近年カナダでは、先住民を代表する団体、資源
エネルギー業界、そしてメディアから「先住民とのコンサ
ルテーション義務」は不十分であるとの見解が示される
ことが多くなっている。例えば一部の先住民はさらなる
権利の拡大、特に連邦政府や州政府と同等の権利を求め
ており、また自らが伝統的に行ってきた狩猟・漁労等の
権利を裁判所に証明することが制度的に先住民を不利な
立場に追いやっていると発言している＊60。さらに、先
住民にとって、現在の「先住民とのコンサルテーション
義務」は先住民との合意を必要とするものではないため、
実際上先住民側に拒否権がないとの不満がある＊61。ま
た、仮に複数のプロジェクトが特定の先住民部族が居住
するエリアで提案された場合、拒否権がない以上先住民
側は一定の妥協をせねばならず、複数のプロジェクトの
累計的な影響によりその先住民部族が有する権利が実質
上消滅するという「千の切り傷による死（death by a 
thousand cuts）」という現象が起こり得る＊62。
　同時に、資源エネルギー業界からも、現在の「先住民
とのコンサルテーション義務」には不明確な箇所が多い
との指摘がある。例えば、カナダのエネルギー輸送業界
11社からなるカナダ・エネルギー・パイプライン連盟

（Canadian Energy Pipeline Association：CEPA）は、そ
の政策提言のなかで、「『先住民とのコンサルテーション
義務』はイギリス王室（筆者注：運用上は前述の通りカナ
ダ連邦政府）のものであるが、実体上、政府は業界が先
住民対応を適切に行うことを期待している」＊63と指摘し
た上で、「連邦政府、業界、先住民団体、監督官庁の間で、
役割と責任の分担をより明確にする必要がある」と提言
している＊64。
　このようななか、「先住民とのコンサルテーション義
務」が法律として確立されてから15年以上が経った今も、
実際にその運用をめぐる混乱があることを示す判決が下
されている。

2. 先住民の権利に関する最近の判例と動向

指す義務である。先住民は拒否権を持たない。
　現在、カナダの「先住民とのコンサルテーション義務」
が定められてから15年以上が経とうとしている。次の
第2章では、「先住民とのコンサルテーション義務」が最

近のカナダの判例でどのように扱われているか、そして
その取り扱いをめぐる議論や先住民との合意形成を目指
す新たな取り組み等について解説する。
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①�カ ナ ダ 最 高 裁 判 所 判 決 Clyde River （Hamlet） v 
Petroleum Geo-Services Inc （PGS）,�2017�SCC�40

　この2017年に下されたカナダ最高裁判所の判決は、
「先住民とのコンサルテーション義務」を果たす際、実際
に先住民に対する窓口となる監督官庁の運用により、プ
ロジェクトの許認可が左右されてしまうことを示す判決
である。
　事実背景としては、カナダ北部のヌナブット準州の沖
合でサービス会社が海洋探査活動を実施しようとしたと
ころ、クライド・リバーという集落に住むイヌイットか
ら、海洋探査活動がイヌイットの貴重な食料である海洋
哺乳類に影響を与え、この点に関するコンサルテーショ
ン義務が十分に果たされていないと提訴されたものであ
る。
　法的背景としては、ヌナブット準州は先住民イヌイッ
トの土地請求権により「近代の条約」であるヌナブット土
地請求協定の締結により誕生した準州であり、この土地
についての所有を含む管割権行使の権利を定める「近代
の条約」のなかにはイヌイットの海洋哺乳類を狩猟する
権利が「条約上の権利」として定められている。このため、
この判決は未確定な先住民の権利ではなく、「近代の条
約」、それも1999年に締結された比較的最近の「条約上
の権利」の侵害の可否をめぐるものである。
　この裁判では、実際に「先住民とのコンサルテーショ
ン義務」をカナダ連邦政府に代わり請け負った国家エネ
ルギー委員会（National Energy Board, NEB）にそもそも
コンサルテーション義務を果たす能力があるのか、そし
てある場合はそれが十分に果たされたのかが問題となっ
た。カナダ最高裁判所は、その判決文においてカナダ連
邦政府は専門性を兼ね備えた国家エネルギー委員会にコ
ンサルテーション義務の実施を委嘱することは可能であ
るとした上で、仮に国家エネルギー委員会の義務履行の
能力が不十分である場合は適切な手段を講じないといけ
ないとした。さらに、カナダ最高裁判所は、国家エネル
ギー委員会がカナダ連邦政府の代理としてコンサルテー
ション義務を履行することは可能であるが、その実際の
運用には次の不備があったと認めた。
•　 ヌナブット準州では「近代の条約」によりイヌイット

が海洋哺乳類を狩猟する権利が「条約上の権利」とし
て認められているものの、国家エネルギー委員会が
作成した環境影響評価報告書にこの旨が明記されて
おらず、国家エネルギー委員会はこの点の認識が不
充分であった。

•　 カナダ連邦政府が国家エネルギー委員会にコンサル
テーション義務の代理履行を依頼していることがイ

ヌイットに事前に周知されていなかった。
•　 前述の「条約上の権利」があるため、政府側に十分な

コンサルテーションを行う義務が発生しているにも
関わらず、国家エネルギー委員会がこれを怠った。
特に、海洋探査の実施を許可する文書にイヌイット
の権利侵害を正当化する理由が書かれなかった。さ
らに国家エネルギー委員会は、イヌイットが陳述書
を提出する機会や許認可の可否をめぐるヒアリング
にイヌイットが参加する機会を設けず、ヒアリング
にイヌイットが遠隔地から参加できるように費用負
担軽減措置を取らなかった。

•　 イヌイットへの環境影響説明会において、サービス
会社や国家エネルギー委員会の担当者がイヌイット
からの簡単かつ基本的な質問にも十分に答えられな
かったため、「意義のある双方向の対話」が存在しな
かった。

•　 ヌナブット準州のインフラ整備事情でインターネッ
ト速度が遅いにも関わらず、国家エネルギー委員会
は膨大なデータ量の環境影響評価報告書をインター
ネットに掲載したのみで、英語をあまり理解しない
イヌイットに配慮したイヌイット語での報告書を作
成しなかった。

　以上の不備は深刻であるとして、カナダ最高裁判所は
その判決文において、カナダ連邦政府は「先住民とのコ
ンサルテーション義務」の履行が不十分であると結論づ
けた。

②�カナダ最高裁判所判決Chippewas of the Thames 
First Nation v Enbridge Pipelins Inc,�2017�SCC�41

　この2017年の判決は上述のClyde River （Hamlet） v 
Petroleum Geo-Services （PGS） Incと同時期に下され、
現場の対応次第で裁判所によるコンサルテーションの妥
当性の判断が変わり得るということを示す判決である。
　事実背景としては、カナダの大手パイプライン会社
Enbridge社がオンタリオ州にあるLine 9パイプライン
の拡張工事を行おうと国家エネルギー委員会に申請を出
し、これに対して先住民部族Chippewas of the Thames 
First Nationが「コンサルテーション義務が十分に履行
されていない」として提訴したものである。なお、法的背
景としては、前述のClyde River （Hamlet） v Petroleum 
Geo-Servies （PGS） Incと同様に、カナダ連邦政府は国
家エネルギー委員会を正式なコンサルテーション義務の
代理履行者として指名していた。
　カナダ最高裁判所は、その判決文で、カナダ政府は専
門的な知見を有する国家エネルギー委員会に対して「先
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住民とのコンサルテーション義務」の代理履行を求める
ことは可能であるとした上で、Clyde River （Hamlet） v 
Petroleum Geo-Servies （PGS） Incと同様に、影響を受
ける先住民に対してこの代理履行について十分に周知す
る必要があるとした。
　ただ、今回の場合、国家エネルギー委員会は先住民側
に対して前もって通告を行い、次の運用の点から十分な
義務履行を行ったとの判決を下した。
•　 国家エネルギー委員会は先住民側に対して十分な事前

通知を行い、国家エネルギー委員会がカナダ連邦政
府の代理として義務履行をすることを周知徹底した。

•　 国家エネルギー委員会は先住民側から出た要望を
Enbridge社への許認可の条件に適切に反映し、さら
に環境影響評価の結果、先住民への悪影響は限定的
であると適切に判断した。

•　 その上で、国家エネルギー委員会は先住民から出た
要望を踏まえて、適切な措置をとるようにEnbridge
社に指導した。

　以上を踏まえ、カナダ最高裁判所は国家エネルギー委
員会が十分にコンサルテーション義務を履行したとの判
決を下し、先住民側の訴えを退けた。
　この判決の事実背景から明らかになったことは、前述
のイヌイットに関する判決で裁判所からも対応が杜撰と
指摘されている国家エネルギー委員会が、こちらの
ファースト・ネーションに関する判決では極めて適切な
対応を行っていたということである。これら2つの判例
は、いかに監督官庁の対応にばらつきがあるかを浮き彫
りにするとともに、「適切な履行義務の基準」がケース・
バイ・ケースであることを示唆している。さらには、カ
ナダ連邦政府に義務履行を委嘱された監督官庁が適切な
義務履行を行うことにプロジェクトの実現を懸けている
民間企業にとって、監督官庁の義務履行も事業リスクに
密接に関係していることを示している。

③�カナダ連邦控訴裁判所判決Tsleil-Waututh Nation v 
Canada （Attorney General）,�2018�FCA�153

　最後の判例は、まだ記憶に新しいトランスマウンテン・
パイプライン拡張工事の許認可をめぐるカナダ連邦控訴
裁判所の判決である。事実背景としては、カナダ連邦政
府がKinder Morgan社に与えた拡張工事への許認可が
不適切であるとして、複数の先住民部族、環境団体、そ
してブリティッシュ・コロンビア州のバンクーバー市と
バーナビー市がカナダ連邦政府を相手取り訴訟を起こし
たものである。
　法的背景としては、訴訟の時点でKinder Morgan社

は拡張工事の着工に必要な国家エネルギー委員会から連
邦内閣への最終報告書と、この最終報告書を踏まえた連
邦内閣からの許認可を受けていた。ただ、カナダでは裁
判所が行政判断の正当性・妥当性を問う「司法審査

（judicial review）」が認められており、裁判所は行政判断
を覆し許認可を取り消すことができる。訴訟人である先
住民側は、まず国家エネルギー委員会の最終報告書には
致命的な欠陥があり、このため適切な判断を連邦内閣が
下せないという点、そして「先住民とのコンサルテーショ
ン義務」も十分にカナダ連邦政府により果たされなかっ
た点の2点の司法審査を連邦控訴裁判所に求め、カナダ
連邦政府と法廷で争った。なお、先住民側は更に国家エ
ネルギー委員会が連邦内閣に提出した最終報告書の内容
に関する司法審査も求めたが、連邦控訴裁判所はあくま
でもこの報告書に基づく連邦内閣の決定（order-in-
council）のみを司法審査の対象とした。
　その判決文で連邦控訴裁判所は、国家エネルギー委員
会はプロジェクト評価の範囲を不適切に限定し、パイプ
ライン拡張によりブリティッシュ・コロンビア州沿岸地
帯でタンカー交通が増え、その結果、海洋哺乳類に著し
い影響を与えかねないことを考慮し損ねたと先住民側の
主張を認めた。さらにコンサルテーション義務の履行に
ついて連邦控訴裁判所は、カナダ連邦政府が先住民との
コンサルテーションに関するプランを作成したものの、
その最終段階であるフェーズIIIにおいてカナダ連邦政
府はこれまでのカナダ最高裁判所判例により定められた
コンサルテーションの基準から逸脱する不十分な対応を
取ったとの判決を下した。
　先住民対応についての裁判所の見解は、カナダ連邦政
府は交渉に当たった担当者の職権をあくまでも先住民側
の懸念を聞き取りメモを作成することのみに留め、聴取
した内容は政府高官に伝えられたものの現場での実際の
やり取りは限定的であり、「意義のある双方向の対話

（meaningful two-way dialogue）」が先住民部族と行われ
なかったというものである。
　更に判決文によると、カナダ連邦政府は先住民からの
意見聴取内容をプロジェクト評価や許認可をKinder 
Morgan社に与える際の条件に反映することを怠った。
この原因としては、まず連邦政府が国家エネルギー委員
会の最終報告書の内容から乖離したくないがために先住
民の懸念に対して耳を傾けて追加措置を取ろうとしな
かったこと、さらにカナダ連邦政府が追加の条件を
Kinder Morgan社に対して課せないと自らの権限を誤解
していたことであるとした。
　これらの不備を踏まえて、連邦控訴裁判所はカナダ連
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邦政府にフェーズIIIコンサルテーションのやり直しを
命令し、現状ではコンサルテーション義務の履行は不十
分であると決定した。
　このトランスマウンテン・パイプライン拡張工事をめ
ぐる判決では、「意義のある双方向の対話」の有無が先住
民とのコンサルテーション義務の十分な履行を考える上
で重要なポイントとなったが、実は連邦控訴裁判所はこ
の点をこの判決の2年前に問題となった別のパイプライ
ン、Enbridge社のノーザン・ゲートウェイ・パイプラ
イン敷設工事（Northern Gateway Pipeline Project）に関
する2016年の判決Gitxaala Nation v Canadaで既に指
摘している＊65。このため、先住民部族の顧問弁護士と
しての経歴を持つエネルギー法の専門家David Wright
教授は「カナダ連邦政府は、ノーザン・ゲートウェイ・
パイプライン工事をめぐる連邦控訴裁判所判決Gitxaala 
Nation v Canada＊66での経験を生かすべきであった」と
コメントしている＊67。ただ、具体的にどのような先住
民対応が裁判所が要求する基準を満たすかについては引
き続き議論の余地があり、David Wright教授は「裁判所
が提案する是正策の実施は不可能ではないが、裁判所が
思っているほど運用が安易なものではない」と指摘して
いる＊68。

④浮き彫りになる課題
　以上の判例を踏まえると、法的には発展を遂げた「先
住民とのコンサルテーション義務」という概念は、実務
上は何をもって十分とするかという課題が残ることが浮
き彫りになる。国家的な複数州をまたぐプロジェクトで
あれば連邦政府、州内のプロジェクトであれば州政府が

「先住民とのコンサルテーション義務」の履行の最終的な
責任を取ることになるが、以上の判例に見られるように
実際は政府は監督官庁に委嘱し、国家エネルギー委員会
ほどの経験を持つ監督官庁ですら時折不十分なコンサル
テーションを行うことがあるので、これら行政機関によ
る適切な義務履行にプロジェクト生命が懸かっている民
間企業は政府が義務履行を委嘱する先のコンサルテー
ション・プロセスに一方的に頼るのではなく、その義務
履行を注視する必要が出てくる。
　実際、これは非常に難しく、「先住民とのコンサルテー
ション義務」自体の曖昧さ、それを履行する行政機関の
義務履行の適切さ、さらには訴訟を起こされた時に裁判
所の見解が判決まで見えない、という複数に重なり合う
不確実性と向き合うことになる。このため、後段に記す
とおり、これをどの様に是正しより透明性を確保するか
ということが現在のカナダの「先住民とのコンサルテー

ション義務」に関する喫緊の課題である。

（2）先住民の権利に関する最近の動向

　以上が現在のカナダにおける「先住民とのコンサル
テーション義務」とその課題であるが、これを超える義
務をカナダ連邦・州政府に課すことを求める動きもある。
現在の「先住民とのコンサルテーション義務」では、政府
の許認可を得た民間企業が先住民の権利に抵触する可能
性がある行動を取る場合は、政府が「先住民とのコンサ
ルテーション義務」を負い、これを果たすこととなって
いるが、仮にこの義務が十分に果たされたと裁判所が認
める場合は先住民の権利は政府により合法的に制限させ
られることになる。言い換えれば、先住民との合意形成
が望ましいものの、先住民との合意は現在のカナダでは
必須ではない。
　しかし近年、先住民の合意を求める動きがカナダ国内で
あり、資源エネルギー業界の一部から反発を招いている。
ここに理想と現実の狭間に揺らぐ現代カナダがある。

①�「先住民に関する国際連合宣言（UNDRIP）」の国内法
反映をめぐる論争

　「 先 住 民 に 関 す る 国 際 連 合 宣 言（United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 
UNDRIP）」は、2007年に国連総会で採択された決議で
あり、世界各地の先住民の権利を定めた包括的な文章で
ある＊69。ただ、2007年当時、植民地国家としての過去
を持ち、自国内に先住民問題を抱えるオーストラリア、
カナダ、ニュージーランド、米国は国連総会での決議の
際に反対票を投じた＊70。植民地国家であるカナダは他
の旧英領植民地（米国、オーストラリア、ニュージーラ
ンド）と同様に先住民の土地請求権の問題を抱えており、
先住民の権利を安易に認めてしまうことに対する危機感
がある。特にUNDRIPには「自由意志による、事前の、
十分な情報に基づく同意（free, prior and informed 
consent：FPIC）」という概念が存在し、もし先住民の権
利に抵触する行動を政府が取る場合、仮にUNDRIPが
国内法に反映されると、先住民が実質的な拒否権を有す
ることになるという懸念がある。
　その後、カナダにおいては長らくUNDRIPを認めな
い政策がとられた。国内で政治力を持ち始めた先住民団
体や国際社会からの批判を受け、ハーパー前首相は国内
での先住民との和解政策の一環としてカナダ連邦政府が
先住民に対して過去に取った政策の非を2008年に認め
る一方、UNDRIPには引き続き反対し続けた＊71。
　国際的な非難を受けたカナダはその後の2010年、つ
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いにUNDRIPを支持する公式見解を表明したものの、
同 じ 声 明 の な か で UNDRIPを「 理 想 的 な 文 章

（aspirational document）」とその法的拘束力を限定的な
ものととらえる見解を示した＊72。このため、カナダは
国際的な場でUNDRIPを支持しつつも、その法的拘束
力を限定的とし、引き続き国内法に反映する具体的な手
続きを取らなかった。
　ただ、世論の変化にともない、その後の連邦選挙で勝
利したトルドー首相は、選挙公約でUNDRIPの国内法
反映を含む先住民との新たな関係構築を掲げた。この様
な時勢もあり、2016年5月にカナダ連邦政府のCarolyn 
Bennett先住民・北方開発大臣（当時。現、政府－先住
民関係大臣）は国連総会において「カナダは今や、無条件
で UNDRIPを全面的に支持する（we are now a full 
supporter of the declaration, without qualification）」と
表明した＊73。
　このニュースはカナダ国内外から支持されたが、こ
の大臣声明を注意深く聞くと、全面的な支持は「カナダ
憲 法 に 従 い（in accordance with the Canadian 
constitution）」とあり＊74、カナダ憲法と先住民に関する
カナダ最高裁判所のこれまでの判例はUNDRIPより限
定的であるため、一部の識者の間ではトルドー現政権の
UNDRIP支持は現実的にはこれまでのハーパー前政権
の政策の延長ではないかとの声も聞かれた＊75。特に自
らも先住民である先住民法の専門家Pamela Palmater教
授は、「連邦政府は実際の行動よりも行動を取ったと自
慢する方に時間を費やしている」と辛辣に批判した＊76。
　さらに、カナダの法曹界からは、UNDRIPが国内法
に反映されると、「先住民とのコンサルテーション義務」
を超えた前述のFPICという基準が適用され、先住民と
の合意が必要になるという懸念の声があがっている。こ
の 異 な る 法 概 念 の 今 後 の 調 整 に つ い て、Frank 
Iacobucci元カナダ最高裁判所判事は、「『先住民とのコ
ンサルテーション義務』とUNDRIPに定めるFPICが法
的に異質なものであるかは、今後法令、政府の政策、裁
判所が定める。いずれにせよ、FPICと『先住民とのコン
サルテーション義務』は根本的に先住民の保護を目的と
し、歴史的な不平等を是正し、よりお互いを尊重し相互
利益をもたらす関係の礎となる」とコメントしている＊77。
　なお、連邦議会は2016年にUNDRIPをカナダ国内法
に反映する法案 Bill C-262 An Act to ensure that the 
laws of Canada are in harmony with the United Nations 
Declaration on the Right of Indigenous Peoplesを検討
し始め、先住民に拒否権を与えない「先住民とのコンサ
ルテーション義務」を超える合意形成がUNDRIPにより

必須になるという議論が行われるなか、この法案は
2018年5月末に下院を通過した＊78。しかしながら、上
院での審議が長引き、2019年夏の連邦議会の閉会と
2019年秋の連邦選挙の影響によりBill C-262は廃案と
なった。
　UNDRIPはカナダの連邦レベルでの環境影響評価や、
資源エネルギー業界等のプロジェクトの許認可に関する
手続きを改正するBill C-69, An Act to enact the Impact 
Assessment Act and the Canadian Energy Regulator 
Act, to amend the Navigation Protection Act and to 
make consequential amendments to other Actにおいて
も反映が検討された。ただ、2019年6月21日に連邦議
会を通過したこのオムニバス法案の中にある新たな環境
影響評価法（Impact Assessment Act）と、連邦レベルで
エネルギー業界を監督する国家エネルギー委員会

（National Energy Board）を改組し新たなカナダエネル
ギー監督庁（Canadian Energy Regulator）を設立するカ
ナダエネルギー監督庁法（Canadian Energy Regulator 
Act）のそれぞれの前文には「カナダ政府はUNDRIPを実
行 す る こ と に 取 り 組 む と こ ろ（where as the 
Government of Canada is committed to implementing 
the United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples）」と記載されたが、実際に法的拘束
力を持つ本文の中では触れられることはなかった＊79。
　この様にUNDRIPの国内法反映をめぐる連邦レベル
での議論と並行して、アルバータ州政府は2015年7月
にUNDRIPを州の政策に反映すると発表している。ただ、
同 州 の Richard Feehan先 住 民 関 係 大 臣（ 当 時 ） は
UNDRIPを支持する一方、「十分な情報に基づく同意とは、
自らの見解を議論の場で述べることであり、自らの主張
が必ずしも通ることではない。これは真の参加者である
ということである」と発言し、暗にUNDRIPのFPIC基準
は拒否権ではないことを示した＊80。本原稿の執筆時点で
アルバータ州がUNDRIPを支持すると表明してから5年
近くが経とうとしているが、具体的な法案は策定されて
いない。
　他方、多くの先住民が暮らし、土地割譲条項を含む先
住民条約が存在しないため州の大部分で「先住民土地権」
の有無が問題となっているブリティッシュ・コロンビア
州では、同州での環境影響評価法を刷新する際に
UNDRIPを政策に盛り込むことが発表されている＊81。
ブリティッシュ・コロンビア州の現在の環境影響評価法
Environmental Assessment Act＊82は2002年に施行され
たものであるが、2017年7月にBC州第36代首相に就
いたジョン・ホーガン首相は、これを改正すると明言し



402019.11 Vol.53 No.6

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

ている。ホーガン首相は、ブリティッシュ・コロンビア
州内閣に入閣したGeorge Heyman環境・気候変動戦略
大臣に対するマンデート・レター（指示書）に於いて、
州選挙での公約の柱がUNDRIPの法制度への反映や、
先住民対応であることを強調し、同大臣の所管事項の一
つが環境影響評価法において同州の先住民の権利を尊重
し、同時に州民に対する透明性を確保することで州の環
境影響評価法を再活性化することだとしている＊83。こ
の取り組みの中核を占めるのが、2002年以来運用され
ている従来の環境影響評価法の改正であり、法改正を行
う法案Bill 51, Environmental Assessment Actは2018
年11月に州議会で可決されている。Bill 51は現在、州
議会による施行待ちであり、2019年末に関係する政令、
省令等が整い次第、公布・施行される見通しである。
　このBill 51の中には、前文ではなく法的拘束力のあ
る本文の中にUNDRIPに関する記載があり、Bill 51, 
Environmental Assessment Act第2条において、同州の
環 境 影 響 評 価 を 所 管 す る 環 境 影 響 評 価 庁

（Environmental Assessment Office）の職責の一つに
「UNDRIPの実行により、ブリティッシュ・コロンビア
州 の 先 住 民 と の 和 解 を 補 助 す る こ と（support 
reconciliation with Indigenous peoples in British 
Columbia by （A） supporting the implementation of the 
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples）」と「対象プロジェクト評価の際に、UNDRIPに
従い先住民部族と連携することにより、ブリティッシュ・
コロンビア州の先住民との和解を補助すること（support 
reconciliation with Indigenous peoples in British 
Columbia by （C） collaborating with Indigenous nations 
in relation to reviewable projects, consistent with the 
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples）」との記載がある＊84。
　この新たな環境影響評価法が実際にどの様に運用され
るのかは、この法律の下位にあたる政令、省令等が今後
整ってから判明するが、同州の環境影響評価庁が
UNDRIPに基づきプロジェクト評価を進める過程で、「合
意形成」というプロセスに重きを置く「先住民とのコンサ
ルテーション義務」と、「合意」という結果に重きを置く
UNDRIPのFPIC基準が一致するかという懸念がある。
言い換えれば、仮にブリティッシュ・コロンビア州内部
でUNDRIPのFPIC基準を適用し先住民の合意を必要と
する場合、それはこれまでの法的基準から大幅にハード
ルを上げることにほかならない。この点については現時
点では決定的な判例や解釈は存在しないが、ブリティッ
シュ・コロンビア州政府は「FPICは拒否権ではない」と

の見解を示し、UNDRIPのFPIC基準を州内の法律に反
映しても、従来の先住民に拒否権を与えない「先住民と
のコンサルテーション義務」と同様の扱いであるとの立場
をとっている＊85。なお、連邦政府も同様に「FPICは拒否
権ではない」との立場を示している。しかしながら、これ
はあくまでの政府の見解であり、本件に関する判決が現
時点ではないため、この見解が司法府に認められるかに
ついては今後注視が必要なところである。

②資源エネルギー業界の反応
　カナダが先住民との新しい関係構築を模索するなか、
実際にプロジェクトを有するカナダの資源エネルギー業
界は「先住民とのコンサルテーション義務」による不確実
性から惹起する事業リスクへの対応を行っている。現在
のカナダでは先住民の合意は必要ではないものの、何を
もって裁判所が「コンサルテーションが十分である」と判
断するかは不明確であり、現にこれまでもカナダの最高
裁判所は「何をもってコンサルテーション義務が十分に
果たされたかの判断はケース・バイ・ケースである」と
している＊86。
　実際、カナダの最高裁判所は前述36 ～ 38ページで述
べたとおり、2017年の北部ヌナブット準州での国家エ
ネルギー委員会の先住民対応が不十分であったと認定す
る一方で＊87、東部オンタリオ州のパイプライン敷設の
際の同じ国家エネルギー委員会による先住民対応は十分
であったと判決を下している＊88。国家エネルギー委員
会が最終的に「先住民とのコンサルテーション義務」を負
うカナダ政府の一機関として同じ時期に実行したコンサ
ルテーション・プロセスが、一方では不十分であり、一
方では適切であったという裁判所の判断は、実際の運用
となると「先住民とのコンサルテーション義務」がいかに
曖昧であるかを表わしている。
　さらに、このリスクが民間企業のコントロール外にあ
るという現状がある。カナダではカナダ政府の傘下の行
政機関がコンサルテーションを実施するが、もし仮にこ
の行政機関によるコンサルテーションが不適切であった
場合、その行政機関の取り組みを信用するしかない民間
企業は裁判所で係争になった場合の司法審査によるリス
クに加え、そもそも行政機関の取り組みが妥当であるの
かという行政のリスクにプロジェクトを左右されること
になる。現状の制度では行政機関のコンサルテーション
に頼るしかすべがない民間企業は最終的に大きな損失を
被りかねないのである。これはカナダ政府の行政機関と
して国家エネルギー委員会がトランスマウンテン・パイ
プライン拡張工事においてコンサルテーション義務の履



41 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

カナダにおける資源エネルギー開発事情〜「先住民とのコンサルテーション義務」の現状と今後の課題〜

行が不十分とされ、パイプライン拡張工事が一時的に中
断された事態を見ても分かる＊89。
　このようなリスクを勘案し、資源エネルギー業界は制
度上のリスクを契約締結により軽減する取り組みに出て
いる。一例としては、「事業による影響と利益分配等を
定める契約（Impacts and Benefits Agreement ：IBA）」
をプロジェクト近隣の先住民部族と締結することが挙げ
られる＊90。これには、将来プロジェクトに対して訴訟
を起こしかねない近隣の先住民部族とあらかじめIBA
という契約を結ぶことで、国家エネルギー委員会等の行
政組織によるコンサルテーション義務が不適切である場
合や、コンサルテーション義務の適正に関する判断を訴
訟により裁判所に委ねる場合の不確実性を契約により軽
減する意義がある＊91。
　IBAは当事者同士が任意に締結する契約であり、通常
はプロジェクトを推進する民間企業と影響を受ける近隣
の先住民部族の間で締結される＊92。IBAの一般的な内
容は次のとおりである＊93。
•　 ノン・オブジェクション条項：該当する資源エネル

ギー・プロジェクトに対して先住民部族とそれを構
成するメンバーが反対しないこと。

•　 コンサルテーション義務条項：プロジェクトを推進
する民間企業が当該先住民部族と協議すること。

•　 金銭的、経済的な恩恵条項：プロジェクトを推進す
る民間企業が当該先住民部族に有利な条件を与える
こと。例えば、プロジェクトに関わる雇用やトレー
ニングの提供、調達のビジネス機会の提供。

•　 環境条項：当該先住民部族が懸念する環境への影響
の低減。

　近年、カナダで成功している資源エネルギー・プロジェ
クトのほとんどが何らかのIBAを先住民部族と締結し
ているといわれており＊94、LNGカナダやそれに天然ガ
スを供給するコースタル・ガスリンク・パイプラインの
例が挙げられる＊95。主なIBAの存在は公開されており、
カナダ連邦政府や州政府のウェブサイトから確認するこ
とができる。なお、民間企業は複数の先住民部族とIBA
を締結するため、交渉を有利に進める等の戦術的観点か
らも詳細な内容は一般公開せず、締結した当該部族のメ
ンバーのみが内容を知り得ることができるよう厳しい守

秘義務を課している。
　「先住民とのコンサルテーション義務」が孕む法的不確
実性を前に一定の安定性を確保することを可能にする
IBAであるが、それにも限界がある。IBAのメリットは
契約によりプロジェクトを推進する民間企業と影響を受
ける先住民部族との間の義務や権利を定めることである
が、近年浮上している課題は先住民部族内で対立がある
場合、IBAの当事者となった先住民部族の代表が部族全
体としてのIBAの遵守を結果的に確約できないことで
ある。例えば、2019年春に起こった先住民部族Wet’
suwet’en First Nationによるコースタル・ガスリンク・
パイプライン敷設工事に対する抗議活動は、IBAが存在
しているのにも関わらず発生した＊96。IBAをパイプライ
ン会社TC Energy社の子会社であるCoastal GasLink社
と締結したのは選挙で選ばれたWet’suwet’en First 
Nationの選挙制酋長とその評議会であり、歴史的に権
力を持っていた世襲制酋長とその一派は、「選挙制酋長
の権限はカナダ政府により与えられた先住民居住地に限
られ、伝統的領域には及ばない」として締結されたIBA
の正当性を否定し、工事を阻止するべくバリケードを築
いた＊97。
　このように、IBAは契約内容の遵守を担保する職権と
実権を部族内で有する代表と締結することが不可欠であ
り、仮に先住民部族内部で政治抗争がある場合はその効
力は限定的とならざるを得ない。よって、IBAの正当性
と継続性を担保するためには、それを実現できる当事者
との交渉と締結が不可欠であると専門家は指摘する＊98。
しかし、実際は先住民部族内部の政治派閥を部外者が把
握するのは極めて難しく、仮にIBAの履行を脅かす可
能性を持つ世襲制酋長等の反対派勢力を特定しても、そ
の勢力が選挙制酋長の権限を認めない場合や、交渉に応
じない場合はどうにもならない。
　カナダの法曹界ではどうしても歴史的経緯から「先住
民問題」としての側面が前に出がちだが、世界各地で資
源エネルギー業界が直面する「ステークホルダー・エン
ゲージメント」と変わらぬ実態を考えると、「地元のス
テークホルダーは誰か」を見極めることの普遍的重要性
を再認識させる。
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　このように、先住民の対応でさまざまな課題があるカ
ナダであるが、現代カナダが抱える先住民問題は資源エ
ネルギー関連のプロジェクトで表面化することが多い。
カナダでは未だにファースト・ネーションの活動を規制
するインディアン法が存在し、この国内植民地政策の下
で制定された選挙制酋長と各部族の評議会は、一部の先
住民部族の間では「植民支配の延長」と見られている。こ
のようななか、先住民問題を長期的に解決するためには、
カナダ国内での先住民の立場を今後どのようにするのか、
またどの程度の先住民による自治を認めるのか、という
複雑な問題に関係する＊99。ただ、多数ある先住民部族
はその人数、それぞれの価値観、自治能力等が千差万別
であることに鑑みても現状のインディアン法のシステム
からの速やかな脱却は一部の強力な自治能力をもつ先住
民部族以外では難しい。
　これらの先住民をめぐる諸問題の根底にある課題は、
先住民の連邦内での位置づけである。現状では先住民は
1867年憲法により連邦政府の所管事項とされているが、
今後は政府も先住民団体も「先住民の自治権の拡大」を目
指すとしている。しかし、これには時間がかかり、連邦
政府所管事項としての枠のなかでの行政権の移行になる
のか、それともカナダ国内に連邦・州政府・先住民独自
の政府の三者が並び立つのかという検討課題も残る。た
だ、先住民が独自の政府を作ろうにも、多くの部族はガ
バナンス問題を抱えている。実際、小さい部族は人材が
限られており、社会問題（薬物、アルコール、精神病等）の
影響もある。さらには、複雑な選挙制の部族評議会の構
造や選挙制酋長と世襲制酋長の対立を抱える部族も複数
ある。
　また、資源エネルギー業界のプロジェクトは地元に膨
大な恩恵をもたらすことができることから、特に土地の
権利が曖昧になっているブリティッシュ・コロンビア州
では、先住民部族同士の「先住民土地権」をめぐる争いが
今後増えると考えられる。これまでのカナダの判例は、
ヨーロッパ系入植者あるいは政府と先住民の間での係争
であったが、これが先住民部族同士の伝統的領域をめぐ
る係争となった場合は現在のイングランド法を起源とす
るカナダの司法制度でどの様に対応するのかという実務

的な問題もある。ブリティッシュ・コロンビア州内の未
確定の「先住民土地権」を条約締結により確定することを
目的とするブリティッシュ・コロンビア州条約委員会

（British Columbia Treaty Commission）は既に同州で今
後この問題が増えることを予想し、調査・検討を進めて
いるが、1998年から2004年に委員長を務めたMiles 
Richardson元ブリティッシュ・コロンビア州条約委員
長は、先住民の伝統的領域の概念がカナダ法の土地所有
権と異なり、さらに先住民部族の間でも伝統的領域の概
念が異なることを踏まえ、「土地権の所有者の決定は、
外部の助けが必要であるものの、最終的には先住民部族
同士での解決が望ましい」とコメントしている＊100。ただ、
現時点では部族間の調整を行える先住民団体も、伝統的領
域というセンシティブなテーマを扱え、先住民からもレジ
ティマシー（正統性）を認められた行政機関も存在しない
のが現状である。
　カナダの先住民法の分野はこれからも発達してゆく分
野であり、今後、これまでのカナダの法であった「先住
民とのコンサルテーション義務」がどの様に変化してい
くかを注目する必要がある。その間にカナダの資源エネ
ルギー業界の実務レベルでの対応としては、先住民にコ
ンサルテーションを行い、その結果交渉が決裂した際に
訴訟となると膨大な費用と時間が掛かるため、先住民を
ビジネスパートナーとしてプロジェクトに関与させる、
協力的な先住民部族に他部族との交渉の際にファシリ
テーター（調整役）として同席を依頼する、IBAを締結
することで安定性を向上させる、コンサルテーションの
過程で可能な限り合意を取り付ける等、さまざまな対応
策が模索されている。
　この様ななか、本稿で述べた連邦レベルあるいは州レ
ベルでの法改正は、現状の「先住民とのコンサルテーショ
ン義務」という法的義務を遵守しつつ、法改正により明
確にコンサルテーション・プロセスを具体化させること
で「意義のある双方向の対話」を可能な限り実現させ、仮
に交渉がまとまらず係争となった場合でも裁判所にコン
サルテーション義務が十分履行されたと示すことを二重
の目的としている様に見受けられる。

3. 今後の展望と課題
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