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はじめに

本稿では、コスタリカの裁判における先住民

族関連の「文化鑑定 (Peritaje Cultural)」を取り

上げて、その現状と課題について論じる。

コスタリカでは、2008 年にノベ先住民居留

地で発生した殺人事件1をきっかけに、被告人

となった先住民族の権利を保障するための新た

なシステムの構築や司法制度の改革が進展する

こととなった。現在、その取り組みの 1つとし

て、先住民族の「文化」2、とりわけ先住民共同

体の規範3を尊重するための鑑定制度である「文

化鑑定」4を取り入れた裁判が運営されている。

1 2008 年 1 月にプンタレナス県のノベ先住民居留地に
おいて発生した殺人事件に関して、第一審及び第二審で有
罪判決を受けた先住民女性が、2 年半以上の獄中生活の後、
2010 年 12 月に、政府の恩赦措置を受けて釈放された。再
審請求時、その女性は、殺害動機として邪術に対する自己
防衛（正当防衛）だったと主張して、無実を主張し続けて
いた。

2本稿では、文化鑑定の鑑定対象という意味で「文化」と
いう言葉を用いる。

3共同体の構成員に一定の行為を行うように要求するも
のであり、ここでは慣習法、特に共同体内での「合法」「非
合法」の観念、と同等の意味で用いる。

4独立国における先住民族及び種族民に関する条約 (以下、

これまで、文化鑑定は「司法の多元性」5に依

拠した、先住民族の自治をめぐる議論の延長線

上で論じられてきた (e.g. Ochoa García 2002;

Mayén 2010; Us Alvarez 2010)。そのため先行

研究において自治推進派は、文化鑑定を否定的

に (e.g. Ochoa García 2002)捉え、反対に自治慎

重派は肯定的に (e.g. Mayén 2010; Us Alvarez

2010)捉える傾向が強かった。

ILO169号条約)第 8条の批准が契機となり導入されるよう
になった鑑定制度のことである (Ochoa García 2002: 77)。
裁判所がより公平な裁判を執り行うことができるよう、「文
化鑑定士 (Perito Cultural)」と呼ばれる専門家によって、当
該の先住民族の社会規範が鑑定される (Ochoa García 2002:
77-79; Us Alvarez 2010: 58-59)。コスタリカは ILO169 号
条約を 1993 年に批准すると、2009 年 2 月に「先住民族
の司法へのアクセスを容易にするための運用規定」(Corte
Suprema de Justicia 2009) を、また 2011 年 11 月に検察庁
第 13 号通達 (Fiscalía General de la República 2011) をそ
れぞれ制定し、国内における文化鑑定とその運用に関する
規定を定めた。これらの規定によると、コスタリカにおけ
る文化鑑定とは、先住民共同体の変化する側面と継続して
いる側面との両方を考慮し、共同体の規範と事件事実とが
関連しているのか否かを明らかにする制度であり、量刑に
も影響を及ぼす制度であることがわかる。

5「司法の多元性」については、厳密にはさまざまな解
釈が可能であるが、ここではその用語を、一国家内に 2 つ
以上の司法体系が併存している状態、という意味で用いる
(Donovan 2008: 186)。
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しかし、それらの先行する議論はいずれも、

先住民族である「彼ら」と、非先住民族である

「我々」との間に明確な境界線が存在することを

暗黙の前提として文化鑑定を論じている。「彼

ら」と「我々」の境界が地理的条件では必ずしも

はっきりと区別できない今日においては、自治

か文化鑑定か、という二者択一の「べき論」は

有効ではない。それにとらわれるのではなく、

個々の具体的事例においてどのように文化鑑定

がなされたかという実態の検討を通じて、文化

鑑定の意義を明らかにする必要がある。

そうした問題意識から本稿では、コスタリカ

の文化鑑定の実態を 4事例の検証より明らかに

する。この検証を通し、慣習法による裁判運営

がすでに実現して久しい国々の事例に基づいた

議論では捉えられないコスタリカ特有の問題を

浮き彫りにし、文化鑑定の意義、とりわけ量刑

に影響する重要な視点として「文化」を静態的

だけではなく動態的なものとして捉える必要性

を主張したい。

1.ラテンアメリカにおける先住民族の権利保障

への趨勢と取り組み

現代世界では先住民族が裁判において、その

国の非先住民族と同程度に権利を享有できず、

共同体の規範や慣習を保持する権利がしばしば

むしばまれているという状況が存在する。それ

は解決が急がれるべき課題として、先住民運動

が本格化する 1970年代以降より世界各地で議

論の対象になってきた (トメイ;スウェプストン

2002: 25-27)。

とりわけラテンアメリカ諸国では、1989年の

ILO169号条約6の採択以降、裁判における先住

民族の権利を保障するための取り組みが検討、

6 1989 年 6 月に国際労働総会 (ILC) によって採択され
た、先住民族に関する人権基準である。

実施されている。これらの取り組みとしては、

先住民共同体に独自の司法権を付与し、従前の

裁判制度に代わる制度として慣習法に基づく紛

争解決法を取り入れること7や、従前の裁判制度

の中で先住民族の権利を保障する制度を構築す

ることなどを挙げることができる。

これに対して先住民族の人口が総人口の

3%8に満たないコスタリカにおいては、先住民

族の自治権獲得運動は比較的穏やかに展開され

てきた。そのため慣習法に基づく新たな裁判制

度の導入や制度改革へとつながる大きな流れに

発展することはなかった。

しかし、前述の殺人事件 (2008年)と恩赦措

置 (2010年)が国内外メディア9の大きな注目を

集めたことから、近年、コスタリカでも裁判に

おける先住民族の権利に対する対応の遅れが指

摘されるようになった。そして、問題改善に向

けたシステム構築が具体的に検討され始めた。

2.文化鑑定に関する先行研究

コスタリカを含むラテンアメリカ諸国におい

ては、2013 年現在、文化鑑定は既存の裁判制

度の中で運用されている。このため、先住民族

に対して独自の司法権が付与されるならば文化

7ボリビア、コロンビア、エクアドル、ニカラグア、パ
ラグアイ、ペルーにおいては、1980 年代以降、法の支配が
弱くそもそも先住民族の裁判へのアクセスが困難であるこ
と、その結果、周縁地域での治安が悪化していることが、当
時、高まりを見せていた先住民運動に拍車をかけ、これと
関連しあう形で慣習法の成文化をすすめる動きへと発展し
た (Van Cott 2000: 208)。グアテマラにおいても同様の理
由より、1990年代以降、従前の裁判制度のオルタナティブ
となる先住民共同体独自の紛争解決手段が広まりつつある
(Handy 2004: 533-534、560-561)。

8 2011 年国勢調査によると、コスタリカ国内の先住民族
の人口は計 10 万 4143 人であり、総人口の約 2.4%にあた
る。

9国内ではラ・ナシオン紙 (La Nación)、プレンサ・リブレ
紙 (Prensa Libre)、アル・ディア紙 (Al Día)、エル・パイス紙
(El País) など、国外ではメキシコのテラ. コム (Terra.com)
などが同事件について伝えており、いずれも各公式ウェブ
サイト上で関連情報を確認することができる。
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鑑定そのものが必要ではなくなる、という考え

方も支配的である。例えば、グアテマラの人類

学者オチョア＝ガルシアは、文化鑑定の導入を

否定はしないものの、先住民族自身が裁判官と

なり、慣習法に基づく裁判を執り行うことがよ

り重要だとして、それを文化鑑定よりも上位に

位置づけて評価している (Ochoa García 2002:

78)。

他方、法律実務家や一部の人類学者からは文

化鑑定への期待が寄せられている。彼らは文化

鑑定を重視する理由として、先住民共同体に独

自の司法権が容認される場合でも、共同体内で社

会的立場の弱い者が基本的人権10を脅かされる

危険性は依然残っており、また慣習法に基づいて

下される判決と国家の法律との間には衝突が生

じる場合が多いからだと指摘している (Mayén

2010: 44; Us Alvarez 2010: 66)。

筆者が現地調査した限り、文化鑑定について

学術的に論じられてこなかったコスタリカにお

いても、文化鑑定に関するそれらの二律背反す

る意見を、法律実務家や先住民居留地の住民ら

の発言の中で確認することができた。それらの

見解を単純化して捉えると、自治推進派は、文

化鑑定よりも先住民族が独自の裁判運営を行う

ことが彼ら自身の権利を保障するための近道で

あると考えており、反対に慎重派は、自治に付

随しうる課題を想定した上で、自治ではなく文

化鑑定によって先住民族の権利を保障すること

ができると主張していた。

3.文化鑑定実施事例の検証

法人類学者ドノヴァンは、「司法の多元性」の

モデルを図式化し (図 1)、一国家内にある司法

体系と、それとはまた異なる司法体系とが共に

10本稿では、国際人権規約によって保障されている権利、
という狭義の意味で用いる。

図 1「司法の多元性」のモデル

出所ドノヴァン (Donovan 2008:188)より筆者が一部抜粋

存在できうるとしても (図 1–A 参照)、現実に

はこれら 2つ以上の司法体系が互いにオーバー

ラップする部分がある (図 1–Bおよび C参照)

と指摘している (Donovan 2008: 188)。

ここではこのモデルを基に、それに準じた司

法体系と、それとは異なる司法体系とを、それ

ぞれコスタリカにおける国家の法律と先住民共

同体の慣習法とに置き換えて考察してみたい。

前提としてまず、国家の法律と慣習法とが完

全には排他的ではないと仮定し、また後者が「純

粋に伝統的」なものとして受け継がれている訳

ではなく、近代化や外部からの影響などを受け

ながら、さまざまな相互作用によって生成され

てゆくものであると仮定する。そのように仮定

すれば、国家の法律と、先住民共同体の規範とが

互いに重なり合っていることが明らかとなろう。

つまり、かかる状況において個々の事例を仔細

に検討することこそが、先住民族の裁判におけ

る権利を保障し、公平な裁判の実現を追求して

いくための不可欠な要素となるのだといえる。

そこで次では、このような視点に立って、文

化鑑定の実施事例を分析したい。すなわち、文

化鑑定が初めて実施された 2011年 3月の事例

から同年 9月の事例に至る計 4件の事例 (表 1

参照)を対象として、その内容や意味を検証す

る。そして、各事例において、先住民共同体の

規範と、事件事実との関連性の有無がどう結論
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表 1 文化鑑定実施事例

事例 文化鑑定書
の提出月日

罪名 事件内容 関係する
文化

先住民共同
体の規範と
の関連性の
有無

鑑定理由

1 2011年 3月 殺人罪 (Homi-
cidio)

居留地内で行
われていた誕
生日会で知人
を殺害

ブリブリ （直接的に
は）無

殺人は、ブリブリ族の規範にお
いて許容される行為ではない。

2 2011年 9月 野生動植物に
関する法違反
(Infracción a la
Ley de Vida
Silvestre)

自然保護区内
での釣り

マレク 有 自然保護区が設定される以前
(19世紀半ば頃)より、マレクの
人びとは同地域内で釣りを行っ
てきたという慣習がある。

3 2011年 9月 殺人罪 (Homi-
cidio)

α共同体出身
の被告人が、お
じの住むβ共
同体を訪問中、
おじの主催し
たチチャーダ
にてβ共同体
の住民を殺害

カベカル （直接的に
は）無

殺人は、カベカル族の規範にお
いて許容される行為ではない。

4 2011年 9月 強姦未遂罪、
凶器を伴う暴
行罪 (Tentativa
de Violaciń y
Agresiń con
Arma)

居留地外での
未成年への強
姦未遂

ノベ 無 ノベ族の規範では、男女の関係
には両親の許可が必要であり、
暴力によって女性に性的関係を
強いることは許容されない。被
告人は、居留地外での出稼ぎ年
数が長く、タトゥーや飲酒、マ
リファナ摂取の習慣がある。

（注）文化鑑定書とは文化鑑定士が作成して F.A.I に提出した書面を指す。表では事例 1 から事例 4 までを各鑑定書の提
　出日の順に並べてある。

（出所）文化鑑定書のデータに基づき筆者作成

づけられているのか、その根拠はいかなるもの

であったのか、といった諸点について考察を加

える11。

(i)ブリブリ族被告人による殺人事件 (事例 1)

11ここで扱うデータは、2012 年 8 月 1 日から 9 月 23
日までの約 2 カ月間、筆者がコスタリカ検察庁先住民問題
担当局 (正式名称は Fiscalía de Asuntos Indígenas。以下、
F.A.I) のインターンとして聞き取り調査および参与観察を
行った際に収集した資料に基づき、まとめたものである。
F.A.I は、2009 年 8 月に開局された部局であり、国内全土
の先住民族が関わる刑事事件を専門とする。

ブリブリ族の男性が知人男性を殺害したとい

う事例 1の鑑定結果においては、殺人という被

告人の行為はブリブリ族の規範において決して

正当化されるものではない、と 2011年 3月の

文化鑑定では報告されている。

その報告では同時に、現在の共同体の社会的

変化に関する言及もあった。例えば、10年ほど

前に実施された土地分配が、西洋的な「私的所

有権」の考え方に基づいて実施されたために、

ブリブリ族の社会に世帯間紛争の火種をもたら
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した。つまり彼らは土地に対して、物理的な空

間という意味にとどまらない、宗教的・精神的

意味を見出してきたが、そうした世界観が破壊

されたというのである。

殺人事件が発生したのは、共同体の規範にお

いて殺人という行為を禁じているブリブリ族の

居留地内であり、事件関係者もその規範を共有

している人物であった。しかし、文化鑑定によ

れば、共同体外からもたらされたさまざまな影

響を受けて、共同体やその構成員の状況が変化

し、共同体内に混乱が生じた可能性がある。こ

のような状況が、刑を科す際に考慮されなけれ

ばならない点として指摘されている。

(ii)マレク族被告人による違法漁事件 (事例 2)

事例 2は、国家の法律によって釣りが禁じら

れている自然保護区内で釣りを行った被告人を

対象としており、文化鑑定によって、共同体の

規範と被告人の行為とに関連性が認められる、

との鑑定結果が出された。

そうした関連性が認められる根拠として指摘

された点は、政府が事件発生地域を自然保護区

に設定するよりもはるか以前から今日まで、マ

レク族には同地域内で釣りを行う慣習が継承さ

れてきたという事実である。

したがって鑑定では、マレク族の被告人の行

為は、共同体の規範においては「合法」である、

と判断することが可能であり、公訴事実と共同

体の規範との間に関連性があることが明確に示

された。

(iii)カベカル族被告人による殺人事件 (事例 3)

事例 3は、α共同体のカベカル族の男性が、

兄弟と共にβ共同体のおじを訪れた際に、おじ

の知人であるβ共同体の男性を殺害したという

事件である。そして、被告人の行為は、共同体

内での共生と生存権を脅かす「非合法」の行為

と見なされている、との鑑定結果が出された。

しかし同時に、鑑定では、考慮すべき社会的

背景として、事件発生時に現地で行われていた

とされるチチャーダ (chichada)の慣習とその性

質の変容についても指摘されていた。

チチャーダは、農作業や住宅の建設などの共

同作業を行った後に、人びとが互いの労をねぎ

らうために執り行うブリブリ族やカベカル族の

重要な儀礼の 1 つである (Rojas Conejo 2009:

29-30)。この意味において、チチャーダは、共

同体内の親密かつ友好的な関係を形成する祝い

の場であり、それと同時に、潜在的な対立関係

や社会的な緊張関係を払しょくするための場と

して機能してきた (Rojas Conejo 2009: 29)。

チチャーダに欠かせないチチャは、トウモロ

コシや砂糖などを水と混ぜて発酵させてつくる

自家製飲料であり、神聖な飲み物として認識さ

れている12。しかし今日では、アルコール成分

を高くして伝統的な製法とは成分が異なる商業

目的の「チチャ」が共同体内で急速に普及して

いる。

鑑定によれば、被告人の男性は、このような

「チチャ」をおじ（カベカル族の親族体系におい

て尊敬の対象と見なされている）から勧められ

たことで、意識が朦朧となって公訴事実の行為

に及んでしまった可能性がある。

(iv)ノベ族被告人による強姦未遂事件 (事例 4)

少女への強姦未遂事件に関する事例 4におい

ては、ノベ族の規範と被告人の行為には関連性

は認められない、との鑑定結果が報告された。

ノベ族の共同体では初潮を迎えた者は成人

女性と見なされ、性行為や婚姻関係の対象とし

12チチャは「神の飲み物 (bebida de los dioses)」とも呼ば
れる。
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て許容される慣習が存在する (Camacho Nassar

1996: 33-34)。この規範に従えば、未成年と性

的関係を持とうとした被告人の行為は「合法」

となりうる。

しかし、鑑定結果の根拠として、2つの事実

が指摘された。すなわち第 1に、ノベ族には、

男女の関係には両親の許可を要するという別の

慣習がある。ノベ族の規範では、性行為や婚姻

関係を結ぶ相手が自身の親族か否かという点が

重要視されるため、男女間での関係が始まる際

には、通常当事者両方の親の合意が得られなけ

ればならない (Cortés Campos 2001: 46)。第 2

に、被告人にはタトゥーや飲酒、マリファナ摂

取の習慣がある上、居留地外での生活年数が長

かった。

この結果、男女の関係にはその両親の許可を

要する、というノベ族の伝統的な規範が今日も

継続していることが明らかであるため、被告人

の行為と先住民共同体の規範との関連性をはっ

きりと否定することが可能となったのである。

4.考察

これまで検証してきた 4件の裁判にかかわる

事例分析により、コスタリカの文化鑑定の現状

を以下のように整理することができる。

まず、被告人の行為が、伝統的に維持されて

いることが自明である共同体の規範と関係して

いる場合、文化鑑定によって提示されるのは、共

同体の規範と事件事実の関連性の有無となる。

反対に、被告人の行為が、さまざまな社会的

影響下において変容している共同体の規範と関

係している場合、文化鑑定によって提示が試み

られているのは、両者の関連性の有無ではなく、

その変容の様である。言い換えれば、そうした

変容の様を捉えることを通じて、国家の法律で

も共同体の規範でも「非合法」と見なされる行

為（例えば殺人）を公平に裁くために、文化鑑

定というシステムは有効であり、減刑や情状酌

量のあり方を左右しつつ、量刑の判断を適切な

方向に導く性質を内包している。

現在のコスタリカでは、そのような文化鑑定

の性質を踏まえながら、先住民族の現状に沿っ

て文化鑑定を行うことにより、裁判の公平性を

保つことが目指されているのだが、しかし現実

には、その重要性が十分に認識されているとは

言い難い。認識不足の現状は、次の諸点からも

裏付けられる。

第 1に、文化鑑定士の不足が深刻である。現

在、鑑定士として任命を受けた専門家は、非先

住民族の学者 1名のみである。この人物は、少

なくとも 25年間、コスタリカの先住民族に関

する研究を続けている著名な人類学者だが、た

とえその能力が優れていても、制度としての人

員不足は否めない。すなわち、コスタリカには

8つの先住民族が居住し、24の先住民居留地が

存在しており13、民族ごと、居留地ごと、共同

体ごとに独自かつ多様な特徴を有している。わ

ずか 1名の文化鑑定士で、各共同体の個別の現

状を仔細に把握し、すべての案件について網羅

的に鑑定することは不可能である。

第 2に、鑑定作業に伴う調査方法の制限を挙

げることができる。変容しつつある先住民族と

共同体の規範について論じるためには、実際に

現地へ足を運ぶことが不可欠となる。事実、唯

一の文化鑑定士である前述の人類学者は、鑑定

対象となる案件 1件 1件につきフィールド調査

を行い、参与観察や聞き取り調査を実施するこ

とが理想的であると述べている14。しかし、案

件ごとに現地へ向かうことは、実際には極めて

13 IWGIA (2012: 102)、INEC (2011: 96) を参照。
14筆者は、2012年 9月 19日にこの文化鑑定士と面会し、
約 1 時間半のインタビューを実施した。
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難しい。現地へのアクセスの難しさが要因の 1

つである。実際、本稿で取り上げた 4件のうち、

鑑定士本人が現地へ向かったことが確認できた

事例は、事例 1のみであった。つまり、現実の

鑑定にあたっては現地アクセスの困難という制

約があるため、鑑定士は、司法関係者が作成し

た証拠書類の内容を検証して分析を加えること

しかできていないのである。

第 3に、司法関係者と文化鑑定士が、規範に

ついて異なる解釈をしているという本質的な問

題が存在する。そしてこの点は、文化鑑定が内

包する独自の性質や課題に対して、司法関係者

が認識不足だという別の問題点に起因している。

すなわち、司法関係者は、共同体の規範を不

変的なものとみなし、共同体内での「合法」「非

合法」の観念は固定されたものであると捉える

傾向が強い15。これに対し、鑑定士は、共同体の

規範は可変的かつ流動的であり、共同体内での

「合法」「非合法」の観念は、さまざまな社会的影

響と、行為主体との間の相互作用の中で形成さ

れていくものだと捉えている (Guevara Berger

2004)。

このように、文化鑑定を行う人類学者と司法

関係者の間には、先住民共同体の規範の捉え方

に関する認識のズレが存在する。したがって、

文化鑑定にあたっては、そうした認識の相違が

鑑定のあり方を左右しかねない点を考慮すべき

であろう。いうまでもなく、文化鑑定は、裁判

における先住民族の権利保障を目的に実施され

ており、文化鑑定が本来の性質を失わず、その

目的に資するように運用されることが重要とな

15筆者の参与観察において、検事と公選弁護士の発言や
様子からこうした傾向がうかがわれた。例えば、先住民居
留地で開催された住民向けセミナーにおいて、ある検事は
住民に対して次のように述べた。「殺人や未成年者への強姦
は、非先住民族社会から学び取られ、一部の居留地で定着
した行為であって、これらは先住民族の文化ではないので
す」

る。そのためには、文化鑑定に対する司法関係

者の解釈自体が先住民共同体の現状とかけ離れ

た認識に基づくという状況が認識されるべきで

あるし、さもなければ鑑定そのものが誤った判

断につながりかねないことも留意されてしかる

べきである。

おわりに

本稿では、先住民族の自治か文化鑑定かとい

う二項対立を前提としてきた先行研究とは異な

る観点から、文化鑑定が持つ様々な意義につい

て考察した。そして、先住民族である「彼ら」

と、非先住民族である「我々」という前提その

ものが変容している現実社会の有り様を捉える

ことで、文化鑑定が、とりわけ量刑に関して先

住民族の権利を保障し、公平な裁判の実現のた

めに大いに貢献しうる制度であることを指摘し

た。しかし、その実現のためにはまだ多くの課

題が残されている。

それでもいくつかの対策はとられ始めている。

現状では文化鑑定士が 1名しか任命されていな

いという問題に対して、鑑定士と F.A.I（先住民

問題担当局）のイニシアティブにより、サンホ

セ市内の大学において後進育成のための不定期

のセミナーが開催されている。また、文化鑑定

士の話によると、2013年度からは同大学におい

て定期的な教育プログラムも開講される予定で

あるという。ただ、その鑑定士育成プログラム

において、どのような教育指針が提示されるの

か、また、鑑定士にはどのような適性が求めら

れることになるのか、などについては未知数で

ある。

本稿では、人口規模が小さいがゆえに先住民

族の権利を守るための法整備が遅れてきたコス

タリカにおける文化鑑定の現状に着目し、背景

と具体例の分析を通じてその実態を明らかにし
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てきた。この作業を通じて、すでに慣習法によ

る裁判が実現している国々での事例に基づく議

論では捉えられないコスタリカ固有の問題点と、

文化鑑定がもたらす利点、そして今後の課題に

ついて整理することができた。

コスタリカにおける文化鑑定は端緒が開かれ

たばかりである。今後とも、その適用と実態を

研究テーマとして精査し、文化鑑定が裁判や社

会にどのような影響を及ぼすのかにも注目しつ

つ、考察を深めていきたい。
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