
             

礼文国際フィールドスクール報告 
報告：小林 光 （東京大学大学院 理学系研究科      

生物科学専攻 修士課程） 

 

 

2019 年 8 ⽉ 6 ⽇から 24 ⽇まで、礼⽂島北部にある浜中 2 遺跡で礼⽂国

際フィールドスクール（以下 RIFS）が開講された。浜中 2 遺跡では縄⽂⽂

化晩期から近世アイヌ⽂化期までの⻑期にわたる遺物が発掘されるが、当地

の⼟質が砂であるため、動物⾻や⼈⾻、遺物が極めて良好な状態で保存され

ていることが特徴である。RIFS は今年で 9 年⽬の開催となるが、今年度よ

りラボを発掘現場すぐ隣の⼩学校に移転させ、より効率よく作業できる体制

となった。 

今回も⽇本のみならず、中国、台湾、アメリカ、イタリア、ロシアなどの

⼤学から多数の学⽣、研究者が参加した。各参加メンバーの専⾨分野も考古

学や⽂化⼈類学、⾃然⼈類学というように多岐にわたり、様々なバックグラ
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ウンド、異なった視点を持つメンバーと意⾒交換しながら発掘作業を進める

ことができた。あいにく天候の悪い⽇が多かったため、発掘作業に従事でき

た⽇は少なかったが、悪天候時には専⾨研究者によるレクチャーを受けるこ

とができた。今年度、私の専⾨分野に関連した⼈⾻は残念ながら出⼟しなか

ったが、⾮常に興味深い出⼟品として寛永通宝の⼀種「⽂銭」がアイヌ⽂化

層(アワビ⾙層)から発⾒された。「⽂銭」は鋳造された年代が限られている

ため、そのアワビ⾙層の年代がそれ以降のものということが確定されたので

ある。正徳年間に海外への⾦銀流出に頭を悩ませていた江⼾幕府が、当地に

アワビを仕⼊れに来たときに使ったのだろうか、と思い巡らせ、考古学の醍

醐味を味わった。 

なお、RIFS 期間中には「礼⽂島国

際⽂化交流会」も開催され、地域住

⺠とも交流を深めることができた。

さらに今年度は⼀般⼈向けの「縄⽂

遺跡」体験ツアーも催⾏された。⼀

般の⽅々も発掘調査の楽しさにふ

れ、考古学に興味を持っていただく

⼀助となればと願っている。            出⼟した「⽂銭」 
  

 

******************************************************************** 

   

 

晴れた⽇の礼⽂島 

荒れる礼⽂の海 
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ウプサラ大学・ワークショップ報告 

概要報告：北海道大学博士課程 アマンダ・ゴメス 

 

 

開催日：2019 年 5 月 21 日から 22 日まで 

主催機関：ウプサラ大学  

開催場所： ウプサラ市・ヴィスビュー市、スウェーデン王国 
テーマ：Colonialism, Community Archaeology, and Indigenous Rights in 

Japan and Sweden 

 
The workshop was held over a series of several days and was 
spread out between the main campus and the Gotland campus 
of Uppsala University, affording participants from Japan the 
opportunity to meet with a diverse group of professors, 
researchers, and students. It began with an open seminar 
consisting of 5 presentations held in the department of 
archaeology and ancient history.  The room was full with 
participants and connected to another group at the Gotland 
campus via video conferencing technology. Uppsala University 
Professor Carl-Gösta Ojala began the seminar with a 
presentation on Colonialism, Archaeology, and Indigenous 
Rights of in Sápmi, a cultural region traditionally  inhabited by 
the Sami People. Next, Professor Kato presented on indigenous 
repatriation in Japan, situating it within a global context before 
considering the pitfalls of recent policies and protocols and what 
work needed to be done in the future. Up next, the author 
examined heritage production and its local reception on Rebun 
Island as a means of understanding the disinherited nature Ainu 
indigenous heritage. Afterwards, John Hennessey, postdoctoral  Visby Excavation 

 
 

 ウプサラ⼤学 
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fellow at the Hugo Valentin Centre, Uppsala University, 
presented on phd research on the nature of Japanese 
Colonialism as seen in Hokkaido, Taiwan, and at Colonial expos 
during the first half of his presentation and then introduced his 
postdoctoral research on Western scientific racism concerning 
the Ainu. Finally, Professor Maruyama of the Muroran Institute 
of Technology in Hokkaido and undergraduate Leni 
Charbonneau presented critical and multivocal view utilizing 
dissident voices towards Ainu policies and repatriation. They 
ended their presentation with an important prompt- we must 
ask ourselves how we can be a good ally. The presentations 
were followed by a brief question and answer session, which 
demonstrated a keen interest in Japan. The workshop continued 
with further discussion in the afternoon concerning repatriation 
and indigenous issues. 

The next day the workshop was carried over to the Gotland 
Campus in the historic town of Visby, Sweden. Helene Martinson-
Wallin and Paul Wallin shared their research interests in 
communities, indigeneity, and tourism development in both 
Gotland and the south Pacific. Additionally, we were able to 
network with doctoral and overseas researchers at Gotland with 
similar backgrounds. Afterwards, Helene graciously organized an 
excursion beyond of the ancient walls of Visby. We visited an 
archaeological site in middle of the island at which students were 
conducting excavations  a tour 
of the nearby prehistoric and 
historic landscape, and trip to a 
recreation of a Viking period 
dwelling. Unfortunately, I had 
to leave before Professor Kato 

Visby Standing Stones 
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gave a series of lectures to student at the Gotland campus. The 
workshop proved to be an excellent opportunity to exchange 
information and ideas with members of the core to core network. 
For someone who hasn't been to Sweden, participating in this 
international workshop afforded me the opportunity to learn 
about topics relevant to my own research in other areas of world 
as well as experience new forms of heritage and archaeological 
practices.  

 ******************************************* 

開催されたセミナー 
① 開催⽇︓2019 年 7 ⽉ 26 ⽇〜27 ⽇ 

開催機関︓デンマーク国⽴博物館 

開催場所︓コペンハーゲン、デンマーク 

テーマ︓「IRIS 国際運営委員会」 

② 開催⽇︓2019 年 8 ⽉５⽇〜２５⽇ 

開催機関︓北海道⼤学 

開催場所︓礼⽂島、北海道 
テーマ︓礼⽂国際フィールドスクール 

③ 開催⽇︓2019 年 9 ⽉ 2 ⽇〜6 ⽇ 

     開催機関︓オーストラリア国⽴⼤学 

     開催場所︓マレーブリッジ、南オーストラリア 

   テーマ︓ 「返還問題に関する概論︓原理・政策・実践」 

④ 開催⽇︓2019 年 10 ⽉ 31 ⽇〜11 ⽉ 1 ⽇ 

     開催機関︓国⽴台湾史前⽂化博物館 

     開催場所︓台東、台湾 

     テーマ︓ 「国際南島検討会」 

開催予定のセミナー 
① 開催⽇︓2020 年 3 ⽉ 

     開催機関︓ オックスフォード⼤学 

     開催場所︓オックスフォード、イギリス 

     テーマ︓「先住性をめぐる⼈類学・考古学的議論」 

② 開催⽇︓2020 年 3 ⽉（予定） 

開催機関︓サイモンフレーザー⼤学 

開催場所︓バーナビー、カナダ 

テーマ︓「未定」 

礼⽂島 
  
 
rebunnt
ou 

オックスフォード⼤学 
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③ 開催⽇︓2020 年（開催⽉調整中） 

開催機関︓ ウプサラ⼤学 

開催場所︓コロール、パラオ共和国 

テーマ︓「先住⺠⽂化遺産と地域コミュニティ」 

************************************************** 

若手研究者インタビュー 

 オックスフォード大学・ワークショップ報告 
概要報告︓劉  秉玟（Liou, Bing Wun） 

開催⽇︓2019 年 3 ⽉ 21 ⽇から 22 ⽇まで 

主催機関︓オックスフォード⼤学 

開催場所︓オックスフォード、イギリス 

テーマ︓ 「先住性︓考古学と⼈類学からの視座」 

 

 今回は私の初めてのイギリス渡航である。これは私にとって、１２時間か

けてアジア⼤陸を横断するに値する、貴重な経験となった。オックスフォー

ド⼤学のワークショップを機に⾃分の研究を発表することがてき、また他の

研究者の研究経験や意⾒を聞き、⾊々と勉強になった。 

今回の⼆⽇間のワークショップは⼈類学と考古学領域に跨り、多様な研究

の⽅向性、研究⽅法が⾒られた。考古学に関する研究は本州、北海道、イギ

リス、アメリカのアラスカ、台湾東部などの研究区域である。研究テーマ 

も幅広く、例えば縄⽂時代の闘争や暴⼒⾏動、オホーツク⽂化期の⾃然環境

と⼈々の季節的な活動、イギリス・ストーンヘンジのランドスケープ、アラ 

スカの旧⽯器時代の⽯材資源収集と⼈類遷徙ルート、台湾東部の⼟器製作技

術から⾒た⽂化集団分野の再考など。研究⽅法も⾙類の同位体、GIS 分析、

胎⼟分析など多様であった。 

1958 年にオックスフォード⼤学の考古・芸術史研究所（Research 

Laboratory for Archaeology and the History of Art）で Archaeometry

というの学術誌が刊⾏されて

以来、理化学的⼿法を取り⼊

れた考古学は発展を遂げる。

⼀⽅、台湾では少し遅れて

1990 年に中央研究院歷史語

⾔研究所が科技考古実験室を

設⽴した後、理化学的⼿法が

⼤英博物館（⽇本の漫画展） 
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重視されていく。その理由は⼈類の具体的な活動の解明、推定の精度を格段

に向上させたためであった。 

ワークショップ以外にも Pitt-Rivers 博物館や Ashmolean 博物館を⾒学し

た、公共性の観点から⼊場無料である。Ashmolean 博物館は 1683 年から

⼀般⼈に公開され、それはイギリスで初めて博物館の公共性を体現したもの

であった。19 世紀後期から 20 世紀初期には、海外で収集した学術標本は

Pitt-Rivers 博物館に陳列された。台湾の院⽣時に読んだ論⽂でしか触れたこ

とのなかった南⽶やアフリカの⼟器も実⾒することができ、感慨深かった。

この中にはジェームズ・クックのコレクションもある。クックは太平洋に 3

回の航海を⾏い、ハワイ諸島を発⾒し、1779 年ハワイ島で先住⺠との争い

によって落命した。この事件に基づき、⼈類学者 Marshall Sahlins は⻄洋的

思考様式を批判し、現地の⽂化は⻄欧のそれとは区別されるものとし、

“How “Natives” Think: About Captain Cook, for Example (1995)”を出

版した。ここには研究者による内省と歴史感を読み取ることができる。 

今回のワークショップでは、⾊々な研究や⽂化、⽂化財管理を⾒学し、国

際交流をすることができ、⾃分⾃⾝を⾼めることができたように思う。 

******************************************************* 

国際先住民研究拠点事務局 

〒０６０−０８０８ 

北海道札幌市北区北８条西６丁目 

北海道大学アイヌ・先住民研究センター 加藤研究室内 

TEL: 011-706-4050 

http:// iris.cais.hokudai.ac.jp 

email: north@let.hokudai.ac.jp 

発行人 加藤 啓子 

 


