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アウトライン

¤  １）ファースト・ネーションをめぐる最近のニュース 

¤  ２）ファースト・ネーションの法的権利 

¤  ３）「先住⺠に関する国際連合宣⾔(UNDRIP)」のカナダへの影響 

¤  ４）考察

2 



ファースト・ネーション関連ニュース

¤  LNGカナダに天然ガスを供給するコースタル・ガスリンク・パイプライン敷設に対する
Wet’suwet’en族の歴史的酋⻑とその⽀持者による抗議活動。 

¤  建設現場付近にバリケード設置 

¤  Wet’suwet’en族の⻲裂：選挙制酋⻑vs歴史的酋⻑ 

¤  根底にあるカナダの植⺠地政策と選挙制酋⻑のレジティマシー問題 

¤  ２０２０年２⽉６⽇：カナダ連邦警察RCMPによるWet’suwet’en族のバリケードの強制撤去と
抗議活動参加者の逮捕。 

¤  カナダ全⼟でWet’suwet’en族の歴史的酋⻑⽀持派に同調する抗議活動が活発化。 
¤  カナダ全⼟で鉄道路線上にバリケード設置。 

¤  カナダ東部のMohawk族との協⼒。(Oka Crisis) 

¤  現代カナダの課題 
¤  ファースト・ネーションとの和解を⽬指すとされるトルドー政権と現実の乖離。 
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カナダのキーワード

¤  カナダにおける資源エネルギー業界のキーワードは何か？ 

¤  現代カナダにおけるキーワード: 

¤  （１）先住⺠（ファースト・ネーション） 

¤  ファースト・ネーションの諸権利 

¤  （２）環境対策 

¤  環境影響評価法の改正 

¤  ENGO（環境NGO）の台頭 

¤  環境影響評価のプロセスに関するレジティマシー問題 

¤  （３）連邦制 

¤  連邦政府と州政府の管轄争い 

¤  州政府同⼠の対⽴：アルバータ州対ブリティッシュ・コロンビア州 

¤  地⽅⾃治体の台頭：バンクーバー市、バーナビー市 

¤  これらの３テーマは関連している 

¤  本⽇のプレゼンの切り⼝は「ファーストネーション」 
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ファースト・ネーションをめぐる法制度

¤  「先住⺠法(Aboriginal Law)」の難しさ 
¤  ⽐較的新しい法分野 (１９８２年憲法第３５条） 

¤  限られた判例 
¤  新しい法原理 
¤  専⾨家の不⾜ 

¤  法原理の適⽤の問題（例：国家エネルギー委員会NEBなど） 
¤  イングランド法が基盤となっているカナダ法制度の限界 

¤  Establishment of Crown Sovereignty vs Pre-existence of First Nations 
¤  イングランド法では全ての権利（特に⼟地）は王室に帰属する 

¤  問題：封建制度では捉えられないファースト・ネーションの先住⺠と
しての存在。 

¤  ファースト・ネーション側の⾔い分：「ファースト・ネーションの視点」
の⽋如？ 
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ファースト・ネーションをめぐる法制度

¤  変化するファースト・ネーションのアイデンティティー 
¤  カナダ政府による「⺠族」としての定義からファースト・ネーション⾃らによる「⾃⼰定義」 

¤  Ethnicity => Self-Identification  

¤  歴史的には政府による⼀⽅的な定義（Blood Quantum) 

¤  例：Indian Act 

¤  Status Indian vs Non-Status Indian 

¤  政治的帰属としての側⾯？ 

¤  カナダ最⾼裁判例：Non-Status Indianにも先住⺠としての権利あり 

¤  広がる「ファースト・ネーション」の定義 

¤  ファースト・ネーションは⼀枚岩ではない 

¤  部族間の⻲裂 

¤  部族内部の⻲裂 

¤  部族の評議会のレジティマシー問題（国内植⺠地政策の負の遺産）
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ファースト・ネーション（定義）

¤  カナダの先住⺠は３⺠族（１９８２年憲法第３５条） 
¤  憲法上はそれぞれの⺠族の定義がないので判例により定義 

¤  （１）イヌイット：北極圏の先住⺠ 

¤  （２）メティス：ファースト・ネーションと⽩⼈の混⾎、独⾃の
⽂化 

¤  （３）ファースト・ネーション：⽶国では「インディアン」 

¤  Indian Act（連邦法） 

¤  Status vs Non-Status Indian 
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カナダ社会におけるファースト・ネーション

¤  ファースト・ネーション 
¤  ⾔語的、⽂化的な多様性 

¤  植⺠地政策による分断（⼈⼯的な「部族」） 

¤  社会的問題（貧困、薬物依存、世代間トラウマ） 

¤  ⼊植者の「ファースト・ネーション化」？ 

¤  例：カナダ東部の「⾃称先住⺠」、カナダ⻄部の「⾃称メティス」 

¤  メティスとなるためには「先祖がメティスであり、現在のメティスコミュ
ニティーからメンバーとして認められていること」が必要。 

¤  ⽐較的にメティスとして認定されやすい。 

¤  このため、先住⺠の諸権利（漁撈や狩猟に関する特例的許認可）を得たい
カナダ⼈が虚偽の申請をする例が増加し、社会問題となっている。 

¤  例：特にカナダ東部の漁業権
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ファースト・ネーションの権利の発展

¤  ファースト・ネーションの権利の発展は、カナダの植⺠地政
策と密接に関係している。 

¤  １）⼊植者の⽴場が弱かった初期（１８世紀） 

¤  Peace & Friendship Treaties 

¤  貿易条項 

¤  ２）⼊植の加速と⻄部開拓（１９世紀〜２０世紀初頭） 

¤  Numbered Treaties 

¤  ⼟地割譲条項 
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ファースト・ネーションの権利の発展

¤  ３）国内植⺠地政策（２０世紀） 
¤  BC州と北部カナダ 

¤  条約が未締結な地域（特にBC州） 

¤  ４）和解の模索と負の遺産（現代） 
¤  レジデンシャル・スクール 

¤  真実と和解委員会(Truth and Reconciliation Commission） 

¤  ２００８年ハーパー政権の公式謝罪 

¤  トルドー政権の選挙公約(nation-to-nation relationship)
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法的権利の発展
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１８６７年憲法第９１条２４項

¤  第９１条２４項 連邦議会はインディアンとインディアンの⼟地
に関する事項を所管する。 

¤  なぜ連邦議会（連邦政府）がファースト・ネーションを所管する
のか？ 
¤  歴史的背景：⼊植者の政府である州政府に対するファースト・ネー

ションとイギリス王室の不信感。 
¤  距離的に遠いイギリス王室の⽅が客観的な対応ができる 
¤  州政府のファースト・ネーション対策に対する懸念 

¤  例：境界線争い（州政府は⼊植者の影響を受けて好戦的な政策
をファースト・ネーションに対して取りやすい） 

¤  例：⽶国独⽴戦争（イギリス王室の⼊植者⾃治に対する懸念）
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１９８２年憲法第３５条

¤  第３５条第１項 現存するカナダの先住⺠の「先住⺠としての権
利(Aboriginal Rights)」と「条約上の権利(Treaty Rights)」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「カナダの先住⺠」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、また今後取得される権利を含む。 

¤  第４項 この法律の他の規定にかかわらず、第１項における「先
住⺠としての権利」および「条約上の権利」は男⼥に対して平等
に保障される。 
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先住⺠の諸権利

¤  保有者：ファースト・ネーション、メティス、イヌイット 

¤  権利概要： 

¤  「先住⺠としての権利(Aboriginal Rights）」 

¤  ⼊植者の到来以前から⾏ってきた先住⺠の活動を保証する権利 

¤  イングランド法でいう慣習法 

¤  具体的な活動は、裁判所がケースバイケースで定める 

¤  例：漁撈、狩猟 

¤  「先住⺠⼟地利⽤権(Aboriginal Title)」：特殊形態。⼟地に付帯する幅広い活動を許す。ただし裁判
所で先住⺠側が勝訴するには⾼いハードルあり。 

¤  「条約上の権利(Treaty Rights)」 

¤  ファースト・ネーションとイギリス王室（現在はカナダ政府）の条約による権利。 

¤  国際条約に類似する？ 

¤  通説：カナダ最⾼裁判所は「ファースト・ネーションが主権国家でない以上、国際法では解釈さ
れず、あくまでもカナダ国内法で解釈される。」という⾒解。 
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「先住⺠としての権利(Aboriginal Rights)」

¤  カナダ最⾼裁判決R v Van der Peetより。 

¤  （１）不可⽋かつ明確な活動(Integral and Distinct) 

¤  （２）⼊植以前に確⽴している活動(Pre-European Contact) 

¤  （３）活動が現在まで継続していること(Continuity) 

¤  全ての要件を充⾜する必要あり。 

¤  ケースバイケースの裁判所による判断。通常１０年近くかかる。 

¤  例：商業的なサケ漁は「先住⺠としての権利」か？ 

¤  ケースバイケースの判断の難しさ 

¤  運⽤上の課題 
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「先住⺠⼟地権（Aboriginal Title)」

¤  憲法には明記されていない特殊な権利 
¤  「先住⺠としての権利」に該当する活動と、特定の⼟地が結びついた権利。 

¤  広い活動が保証される。個別の活動を争う必要がない。 

¤  カナダ最⾼裁判例Tsilhqot’in Nation v British Columbiaより。 

¤  （１）⼗分な⼟地の占有(Sufficient Occupation) 

¤  （２）継続性 (Continuity) 

¤  （３）排他性 (Exclusivity) 

¤  全ての要件を充⾜する必要がある。
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「条約上の権利（Treaty Rights)」

¤  イギリス王室とファースト・ネーションの間の条約。締結時期により解釈が異なる。 

¤  「歴史的条約(Historical Treaties)」:⽂字を持たずイングランド法の理解が乏しかったファースト・ネーションに有利
に解釈。 

¤  カナダ東部：「平和と友好条約」 

¤  カナダ⻄部：「番号付き条約」 

¤  「近代条約(Modern Treaties)」：対等な契約として解釈 

¤  解釈の原則   

¤  「イギリス王室はその名誉にかけて条約を遵守する(Honour of the Crown)」 

¤  国際法上の条約 

¤  国際法上の条約は「主権国家同⼠の約束」。 

¤  先住⺠であるファースト・ネーションとの条約は国際条約？ 

¤  カナダ最⾼裁判所の理解 

¤  「ファースト・ネーションは主権国家ではないので、国際法上の条約に類似するものであるが、独特(sui generis)に解
釈される」 
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「先住⺠とのコンサルテーション義務」

¤  現在、資源エネルギー業界にとって最も重要な概念 
¤  ファースト・ネーションが有する憲法上の権利 

¤  カナダ最⾼裁判例：Haida Nation v BC 

¤  Duty to Consult and Accommodate（「先住⺠とのコンサルテーション義務」） 
¤  憲法上の権利 

¤  Consultation? 

¤  Accommodation? 

¤  政府による公共事業と先住⺠の諸権利の調整メカニズム 

¤  先住⺠の諸権利の侵害の正当化 

¤  本来は１９８２年憲法で具体的な権利が記載されるはずであったが政治的な解決ができず、裁
判所に委ねられた権利。 
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「先住⺠とのコンサルテーション義務」

¤  １９８２年以降、政府は⼀⽅的に先住⺠の諸権利を消滅させることはできない。 

¤  連邦政府のみ、１９８２年までであれば、⽴法により明確な意思を⽰すことで先住⺠の諸
権利を⼀⽅的に消滅させることができた。 

¤  ただし、州政府は１９８２年以前でも先住⺠の諸権利を消滅させることは不可能。これは
連邦政府がイギリス王室の代理⼈として先住⺠との関係を所管するため。 

¤  １９８２年時点で消滅しておらず、その時点で存在していた先住⺠の諸権利は、憲法によ
り保証される。 

¤  では、現在、カナダ政府（連邦・州）に先住⺠の諸権利の侵害は可能か？ 

¤  カナダ最⾼裁判例： 

¤  R v Sparrow （先住⺠としての権利） 

¤  R v Badger（条約上の権利） 

¤  ⼀定の条件を満たせば侵害は正当化される。

19 



「先住⺠とのコンサルテーション義務」

¤  （１）ファースト・ネーションに権利があり、それが政府により侵害されているか？ 
¤  侵害の定義 

¤  「⾮合理な制限」 

¤  「過度な困苦の発⽣」 

¤  「指向する権利⾏使⼿段の阻害」 

¤  （２）政府の⾏動には正当性があるか？ 

¤  政府が侵害を正当化する⽬的を有しているか 

¤  例：環境保護、経済発展など 

¤  ファースト・ネーションの被る不利益とカナダ社会の利益の釣り合い 

¤  仮に（１）が存在しても（２）により政府の先住⺠の諸権利の制限は正当化される。 
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「先住⺠とのコンサルテーション義務」

¤  具体的に何が求められるか？ 
¤  カナダ国家主権と先住⺠であるファースト・ネーションの利害調整 

¤  発動要件 

¤  カナダ政府（連邦、州）が先住⺠の諸権利を侵害する可能性があると認識
している、あるいは認識すべき状態にあること。 

¤  低い発動要件 

¤  コンサルテーションの度合い 

¤  悪影響の度合い 

¤  ファースト・ネーションが主張する権利の強さ 

¤  合意する義務ではない 

¤  アコモデーション 

¤  重度のコンサルテーションが必要と認められる場合に発動
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残された課題

¤  問題１：「千の切り傷による死(death by thousand cuts)」 
¤  合意する義務がない以上、どこかで「コンサルテーションは⼗分」と裁判所により判断さ

れる。 

¤  ファースト・ネーションはどこかで折れざる得ない。 

¤  ファースト・ネーションの伝統的領域で複数プロジェクトが同時進⾏する場合の課題。 

¤  最近のプロジェクト影響評価ではファースト・ネーションへの影響が重みを増している。 

¤  問題２：運⽤の混乱 

¤  例：Clyde River v PGS, 2017 SCC40 

¤  例：Chippewas of the Thames First Nation v Enbridge, 2017 SCC 41 

¤  同じ時期に国家エネルギー委員会(National Energy Board）が扱った許認可の事例。 

¤  運⽤が全く異なり、Clyde Riverでは対応が不⼗分としてPGS社の許認可が取り消され
た。 

¤  対して、Chippewasでは対応が⼗分としてEnbridge社の許認可は有効とされた。 
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「先住⺠に関する国際連合宣⾔(UNDRIP)」

¤  カナダは連邦、州のレベルで「先住⺠に関する国際連合宣⾔(UNDRIP)」の法制度への反
映を実施中。 

¤  UNDRIP 

¤  ２００７年国連総会で採択された決議 

¤  拘束⼒のある国際条約ではない。 

¤  国際法上は拘束⼒はない？ 

¤  Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) 

¤  カナダとUNDRIP 

¤  ２００７年当初：カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、⽶国は反対票を投じる。 

¤  ２０１０年：カナダはUNDRIPを「拘束⼒のない理想的な⽂章」として認める。 

¤  ２０１６年：トルドー政権下での「全⾯的⽀持」発⾔。 
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なぜUNDRIPが論争を起こすか？

¤  第２９条２項 政府は先住⺠の伝統的領域(Land and Traditional 
Territories)に危険物(hazardous materials)を貯蔵または保存することが、
先住⺠の⾃由意思による、事前の、⼗分な情報に基づく同意(free, prior 
and informed consent)なくして⾏われないように適切な措置をとる。 

¤  この条項は何が問題か？ 
¤  先住⺠の⼟地？ 

¤  BC州の未確定地はどうなる？ 

¤  危険物？ 

¤  Oil sand？ 

¤  FPIC? 

¤  合意？ 
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FPIC

¤  FPICは新しい概念ではない 

¤  ILO 69 （カナダは調印せず） 

¤  ⽶州⼈権裁判所の判例 

¤  すでに⽶州⼈権裁判所ではFPICは認められている。 

¤  先住⺠の権利と⼈権 

¤  UNDRIPはカナダに対して拘束⼒を有すか？ 

¤  国際条約として国内法に反映されるか？ 

¤  カナダ：政府は国際条約を署名したのちに、連邦議会に諮ることが求められる。 

¤  国内法の整備が必要。 

¤  ただUNDRIPは国際条約ではない。 

¤  慣習法として⾃動的に国内法に反映されるか？ 

¤  国際⼈権法として慣習法と認められると、⾃動的にカナダ国内法に反映されるという議論がある。 

¤  Honour of the Crownとして国際法に反映されるか？ 

¤  カナダ政府が度々先住⺠に対してUNDRIPを国内法に反映すると約束してることにより、約束を遵守する義務が
政府に⽣じるという議論がある。 
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FPIC

¤  AB州： 

¤  ２０１５年にUNDRIP⽀持を表明。その後進展なし。 

¤  ケニー新政権では進展の気配はない？ 

¤  BC州： 

¤  ２０１８年の環境影響評価法改正の本⽂でUNDRIPの概念が明⽂化されている。 

¤  ２０１９年のUNDRIPの州法への反映。 

¤  運⽤はどうなるか？ 

¤  連邦： 

¤  Bill C-69：条⽂では具体的な記載なし。 

¤  Bill C-262：連邦レベルでのUNDRIPの国内法反映は頓挫。 

¤  鉱業vs⽯油（業界の分裂） 

¤  鉱業界はUNDRIPをサポート。⽯油業界は猛烈に反対。 

¤  ただし、⽯油業界ではオイルサンド業界のみ、先住⺠問題については鉱業界に近く、UNDRIPをサポート。 
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考察

¤  カナダ政府、州政府、⾏政機関の先住⺠法の運⽤の課題。 

¤  法原理は確⽴されたが実際の運⽤には課題が残る。 

¤  例：Gitxaala Nation v Canada, 2016 FCA 187 

¤  ノーザン・ゲートウェイ・パイプライン 

¤  コンサルテーション義務が不適切との連邦控訴裁判所の指摘。許認可取り消し。 

¤  例：Tsleil-Waututh Nation v Canada (AG), 2018 FCA 153 

¤  トランスマウンテン・パイプライン 

¤  Gitxaalaの経験を政府は活かしたはずであるが、対応不⼗分により許認可取り消し。 

¤  ケースバイケースの難しさ。 

¤  予想できない展開。 

¤  次第に厳しくなる「先住⺠とのコンサルテーション義務」の内容。 

¤  政府が対応義務を負うが、実際に損失を被るのは企業。 

¤  政府のアカウンタビリティーの問題
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考察

¤  訴訟リスク、司法リスク、そして政治リスク。 

¤  憲法で保護された権利というファースト・ネーションの切り札。 

¤  憲法上の権利という強いファースト・ネーションの⽴場 

¤  訴訟による事業遅延。 

¤  判決まで約１０年。⼤抵はカナダ最⾼裁まで争う。その間は事業は停滞。 

¤  政治的判断による許認可取り消し。 

¤  ファースト・ネーションの政治⼒ 

¤  コンサルテーション義務が政府にある以上、⺠間企業はどう対応するべきか？ 

¤  政府との密接なコミュニケーション 

¤  ファースト・ネーションとの良好なコミュニケーション 

¤  Impacts and Benefits Agreement (IBA):事業による影響と利益配分などを定める契約 

¤  ノン・オブジェクション条項 

¤  コンサルテーション義務条項 

¤  恩恵条項（⾦銭、雇⽤） 

¤  環境配慮条項 
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考察

¤  IBAを締結してもファースト・ネーションの内部ガバナンスの問題が残る。 
¤  IBAの交渉相⼿である酋⻑が内部の反発にあう場合、IBAの拘束⼒が弱まる。 

¤  例：コースタル・ガスリンク・パイプラインに対する抗議 

¤  TC Energy⼦会社のコースタル・ガスリンク社はすでにIBAを締結していたが、締結相⼿は選挙制酋⻑。 

¤  当初から歴史的酋⻑の反対と部族内の抗争は知られていたが、歴史的酋⻑はIBA締結を拒否した。 

¤  具体的な対策（ファースト・ネーションからのアドバイス） 

¤  「合意形成」という努⼒でなく「合意」を取り付ける。 

¤  すでに関係のあるファースト・ネーションに同席を依頼する。 

¤  根底にある問題 

¤  国内植⺠政策の負の遺産 

¤  ファースト・ネーションの⾃治問題
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考察

¤  最近の法制度で注⽬するべき点 

¤  UNDRIPは「先住⺠のコンサルテーション義務」とは異なる法原理 

¤  カナダの法律は「先住⺠とのコンサルテーション義務」 

¤  合意形成の努⼒は義務であるが、合意は義務ではない。 

¤  カナダ国内法は依然、「先住⺠とのコンサルテーション義務」 

¤  しかしながら、実際はより「合意」に近くなっている？ 

¤  ⺠間企業の対応（IBAなどの契約による安定性確保） 

¤  影響評価におけるコンサルテーション・プロセスの具体化 

¤  昨今のカナダでの法制度改⾰のポイント 

¤  明⽂化された具体的なコンサルテーション・プロセス。 

¤  具体的に何をコンサルテーションとして⾏うかが明記されている。 

¤  ⽴法による対応。 

¤  法改正をどう理解するか？ 

¤  ファースト・ネーション側：政府や企業からより良い条件を引き出せる。 

¤  政府・企業側：仮に訴訟になった際のコンサルテーションを⾏なったというペーパー・トレール。訴訟の
際にコンサルテーションを⼗分に⾏ったと⽰せるので有利。
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終わりに

¤  課題１：法原理の実務レベルでの担保をどうするか？ 

¤  課題２：ファースト・ネーションの権利を保障しつつ、国全体で公共性
をいかに確保するか？ 

¤  政治的レトリックと現実の乖離 
¤  「ポリティカル」な先住⺠問題 
¤  内紛するファースト・ネーションの諸部族 

¤  部族間 
¤  部族内 

¤  法原理と実際の企業対応の乖離 
¤  カナダ企業は現実的？ 
¤  従来の法的要件である「合意形成」からリスク回避のための「合意」へと変

化？ 
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ご静聴ありがとうございました
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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 

¤  ⽔⾕健亮「カナダにおける資源エネルギー開発事情：『先住⺠とのコンサルテー
ション義務』の現状と今後の課題」、『⽯油・天然ガスレビュー２０１９年１⽉号 

¤  桑⼭広司、武市知⼦、⽔⾕健亮「加BC州における環境影響評価法の改正について」、
『JOGMEC⾦属資源情報』２０１９年１２⽉２６⽇号 
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