
         

アメリカ人類学会報告
報告：石原 真衣（北海道大学・文学研究科 専門研究員） 

今年 11 ⽉に開催された、アメリカ⼈類学会に参加した。バンクー

バーにある巨⼤なコンベンションセンターで、数千⼈規模が介した。

この時期のカナダにしては珍しく、⻘空に迎えられる。カナダ屈指の

多⽂化主義的な都市であるバンクーバーに、世界中から⼈類学者が押

し寄せた。 

このような規模の国際学会で、アイヌ⺠族に関するセッションが、

３つ開かれたのは、およそはじめてのことではなかろうか。私が発表

したのは、九州⼤学の太⽥好信さんがオーガナイザーを務めた「他者

の声を聴く」と題された、セッションだった。カナダやアメリカ、ニ

ュージーランド、オーストラリア、台湾などの先住⺠を内包する移⺠
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国家と⽐して、⽇本の地政学は独特である。国勢調査に国⺠以外のカ

テゴリーがないのは、その１つの証左だろう。

これまでサイレントアイヌをテーマに研究し、会津藩⼠の出⾃を持

つ「⽇本⼈」であり、アイヌの出⾃も持ち、⼈類学者である私にとっ

ては、「他者」とは誰を⽰すのかは、安易に解答してはならない⾔葉

だった。⽇本におけるあるいは北海道のポストコロニアル状況におけ

る、他者性の複雑さを、「他者を研究する学問」である⼈類学の国際

学会で発表できたことは、とても光栄なことだった。 

学術的営為が、⾃国の⾔葉で完結する⽇本は、国際的にみても、特

殊な環境にあると⾔えるだろう。多くの国では、リンガフランカであ

る英語を介せずに、理論を学んだり、研究成果を発表することは困難

である。先住⺠研究は、とくに、国際的なネットワークを要する学術

領域である。国際社会において、⽇本およびアイヌに関する学術的関

⼼はとても⾼い。今後、北⽶のみならず、ヨーロッパや、アジアなど

の国際的な場で、研究発表を続けていきたい。 

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

「Voice of Silent Ainu」発表をする⽯原さん 

AAA Banana Leaf Party 

Harkening voices of the 
other :Ethics and Struggles 
for Repatriation of Human 
Remains on the Margins of 
Japan 
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国際南島会議（台湾）参加報告
概要報告：北海道大学博士課程 劉  秉玟（Liou, Bing Wun） 

劉さん（左から⼆⼈⽬）と加藤博⽂先⽣（右から⼆⼈⽬） 
開催日：2019 年 10 月 31 日から 11 月 1 日まで 

主催機関：国立台湾史前文化博物館  

開催場所： 台湾 台東市 

テーマ：工芸技術と社会実践

2019 年国際南島セミナー・⼯芸技術と社会実踐 

(2019 International Austronesian Conference－technology and 

social practice)に参加し、⾃⾝の研究を発表する機会を得た。また、

会議後他国の研究者の研究内容や意⾒を聞き、貴重な経験になった。 

本会議は⾃⾝の出⾝地である台湾の国⽴台湾史前⽂化博物館

(National Museum of Prehistory)で開催され、テーマは物質⽂化に

関する技術研究であった。⼆⽇間の会議では東南アジアからシベリア

に跨り、旧⽯器時代から⾦属時代に渡る、多様な研究が報告された。

研究テーマも幅広く、近年新たに発⾒された旧⽯器時代のホモデニソ

ワ⼈やインドネシアの⼩型のヒト属ホモ・フロレシエンシス、ホモ・

エレクトスに関する最新の研究は⼈類⼤移動の図像を広げるものであ

った。フィリピンにおける研究は、新⽯器時代甕棺墓や⽯棺墓に関す

る⼟器分析と社会の宇宙観(ideological symbol systems)と実踐であ

った。フィリピンボホール（Bohol）島で⼟器について⺠族調査を⾏

会場の様⼦ 

０
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った、調査資料の基礎の上で先史時代の⼈々の⼟器に対する技術選択

と、社会・⽂化的背景の関連性が考えられる。 

フィリピンの事例は最も興味深い内容であった。ボホール島では、

現在も六つの村が⼟器の⽣産を続けている。政府が新技術の導⼊を推

奨するにもかかわらず、島の職⼈は伝統知識に基づく製作⽅法に固執

している。⼀⽅で、ボホール島に新たに移り住んだ住⺠は、各々の故

郷で習得した技術を⽤いて⼟器を製作している。このような⺠族事例

から考古学的データを考えると、先史時代における異⽂化集団間に交

流、模倣が存在した可能性も考えられる。 

フィリピンの研究者から台湾を含むオーストロネシア地域の様々な

ケーススタディーや学術知識を聞き、知⾒の拡⼤につなげることがで

きた。また、⾃⾝の研究に関連して、北海道における先史時代の⼈々

の技術と社会実踐の関連性と可能性を考える上で、南の地域を視野に

⼊れた研究構想も勉強になった。

会議後、⼆⽇間にわたって

⼟器作りのワークショップに

参加し、ボホール島の製作技

術に倣って⼟器を作る機会を

得たことは、良い経験であっ

た。 

ボホール島の⼟器製作技術の説明を受けている様⼦ 

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

若手研究者インタビュー 

ロンドン大学 考古学研究所・報告

概要報告：北海道大学博士課程 アマンダ・ゴメス 

UC IOA̶University College London, Institute of Archaeology 

TAG- Theoretical Archaeology Group 2019 

Conference : Power, Knowledge and the past 

⼟器を作製する劉さん 
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The Institute of Archaeology(IOA) at the University College 

London(UCL) hosted the 2019 Theoretical Archaeology Group(TAG) 

conference titled “Power, Knowledge, and the Past” last December. The 

theme was selected to encourage dialog and debate on understanding 

of the past, its role in current political narratives with a focus on issues 

pertaining to identity and decolonization. Over the course of three days, 

participants had the difficult task of selecting from about 10 panels per 

session, while also making time for a selection of additional activities, 

like hands-on workshops and walking tours. The organizers took 

advantage of the conferenceʼs setting, providing special access to the 

British Museum and UCLʼs Petrie Museum of Egyptian Archaeology. 

Participants could even relax in the game room by gathering around an 

archeology-inspired board game or playing a video game set in ancient 

Rome.  

The first day featured a plenary session 

sponsored by Antiquity, “What is the past 

good for in the world of 2020” which set an 

introspective tone for the remainder of the 

conference and highlighted pressing issues in 

archaeology. Panelists Airke Oke, Live Nilsson 

Stutz, Dominic Perring, and Alfredo González-

Ruibal discussed topics ranging from climate 

change, neoliberalism, and science journalism. While it was not nearly 

as well-attended or provocative, my presentation was also on the first 

day. It looked at popular forms of media and representations of 

archaeology as a means of creating meaningful relationships with the 

past and subverting dominant discourse in Japan. For some people in 

attendance, this was their first time to learn about archaeological 

knowledge and practice in Japan.  

While it was impossible to cover each session, there are some highlights 

from the conference worth mentioning. I was able to attended panels 

on communities with knowledge of their past, the decolonization of 

archaeology and archaeological collections within museums, engaging 

with conflict legacies, and bringing marginalized people into 

archaeology. While the focus was on archaeology, museums, and 
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heritage in the United Kingdom, the diversity of participants, panelists, 

and areas of research created the opportunity for greater inclusivity 

and dialog. As with all conferences, there was also time for socializing 

and networking. I met up with two previous participants in the Rebun 

International Field School and learned about their careers since then. 

Moreover, I encountered several professionals interested in IRIS and 

archaeology in Japan, which may lead to future opportunities.  

アマンダさん（左⼿前）とティム・シャドラホール先生（右⼿前） 

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

開催予定のセミナー

① 開催⽇︓2020 年 3 ⽉ 8 ⽇〜9 ⽇ (延期)

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︓「⽂化遺産と知的財産権問題」

② 開催⽇︓2020 年 3 ⽉ 21 ⽇〜22 ⽇（延期）

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」
上記セミナーは、新型コロナウイルス感染拡⼤に伴い、次年度に延期

が決定しました。開催⽇程につきましては、決定次第ご案内します。 

国際先住民研究拠点事務局 
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