
             

サイモンフレーザー大学・ワークショップ開催報告 
報告：近藤祉秋 （北海道大学 アイヌ先住民研究センター 助教） 

 

 

IRIS プロジェクトでは、2019 年 3 ⽉ 9 ⽇（⼟）、ワークショップ「⽇本

と北⽶における先住⺠遺産の保護に関する課題と潜在的解決策を探る」を開

催した。本ワークショップは、カナダ・ブリティッシュコロンビア州バーナ

ビーに位置するサイモン・フレイザー⼤学にておこなわれた。州内の研究者

を中⼼にカナダ側からは 13 名の参加、⽇本側からは３名が参加した。 

 本ワークショップの組織者ニコラス・ジョージ教授は、2008 年から 2016

年にかけて「⽂化遺産における知的財産権問題」（IPinCH）プロジェクトを

主宰した。本ワークショップでは、IPinCH プロジェクトでの研究内容・成

果を踏まえ、アイヌ⼯芸の振興と知的財産権、⽇本考古学の歴史と先住⺠考

古学の（⾮）受容、アラスカ先住⺠社会の⾃然資源管理、北⽶における先住

⺠⽂化遺産の管理・返還といったテーマが議論された。 
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 議論の中では、「先住⺠がいかにみずからの『遺産』の管理に主体的に関

与することができるか」という点が複数のテーマにわたって論じられた。例

えば、キャサリン・カールソン⽒とショーン・カナウトン⽒の発表では、カ

ナダ先住⺠が運営する Inlailawatash 社において、地元先住⺠コミュニティ

の希望者に考古学の基礎的なトレーニングを提供していることが紹介され

た。考古学の基礎を⾝につけた「守り⼿」たちは、定期的にコミュニティの

周辺を巡回して、遺跡や⽂化遺産の記録・保全活動に当たっている。また、

ホリー・キューザック＝マクヴェイ⽒の発表では、⽶国のあるアマチュア考

古学者が収集した⼤量の遺⾻や⽂化遺産が⾒つかった事件において、理解あ

る連邦捜査官との協働のもとにいかに返還作業を進めていったかが報告され

た。 

 これらの報告は、北⽶におけるパブリック考古学の射程が「発掘成果の地

元還元」にとどまらない多様なものであることを改めて⽰すとともに、「遺

産」の管理・返還をめぐるさまざまな問題が先住⺠コミュニティなど複数の

組織との連携関係なくしては解決しないことが明らかにされたと⾔える。 

 本ワークショップでは、⼤学院⽣・学部⽣による発表もあり、北⽶におけ

るアイヌ研究に対する関⼼の⾼さが伺われた。北⽶と⽇本における先住⺠学

の交流の機会として、来年度以降もワークショップを開催していきたい。 
 

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

 

オーストラリア先住民ワークショップ開催報告 

概要報告：岡田真弓  （北海道大学 創成研究機構 特任助教） 

 

Photo by C. Timothy McKeown 
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開催日：2018 年９月 10 日から 14 日まで 

主催機関：オーストラリア国立大学 国立先住民族研究センター 

開催場所：ノートルダム大学ブルーム校、フィッツロイ・クロッシング 

テーマ：Introduction to Repatriation: Principle, Practice and Policies  

（返還入門：その原則、実践、方針） 

   本ワークショップは、オーストラリア国⽴⼤学の国⽴先住⺠族研究センタ

ーが提供する授業の⼀環として開催され、オーストラリア国⽴⼤学の C.フォ

ード准教授が率いる研究プロジェクト「Return, Reconcile, Renew」の共

同研究者およびキンバリーアボリジニ法律・⽂化センターのスタッフが講師

陣として登壇した。ワークショップは、ヤウルのカントリーであるブルーム

での２⽇間の座学とブヌバ、グーニヤンディなどの⼈々が居住するフィッツ

ロイ・クロッシングの３⽇間のフィールドワークから構成される。座学で

は、先住⺠族の⼈⾻が収集された歴史的背景や収奪された⼈⾻を含む先住⺠

族の⽂化遺産の返還運動の歴史を振り返るとともに、博物館や研究期間が先

住⺠族の⽂化遺産コレクションを返還する際に必要な実務的な準備や⼼構え

に関して、オーストラリア、アメリカ、ニュージーランドの先住⺠族や関係

する研究者による講義が⾏われた。フィールドワークでは、実際に先祖の遺

⾻返還を受けたヤウルとブヌバの⼈々から先祖の遺⾻返還、再埋葬、そして

⼀連をめぐるコミュニティ内の葛藤や協⼒に関するストーリーテリングを聞

くことができた。またブヌバの⼈々が返還された遺⾻を再埋葬した岩陰を訪

れ、執り⾏われたスモークセレモニーに参加する機会を得た。返還に携わる

先住⺠族が講師陣あるいはストリーテラーとして参加したことで、先住⺠族

の⽂化遺産の返還が、単なる⼿続きに終始するものではなく、博物館や研究

機関、そして先住⺠族が過去に向き合い、悲しみ、怒り、わだかまりを癒す

機会であることを多⾓的に⽰すワークショップとなった。 

ブルームの海岸にて 
岡田さん 

 

  

 

 

アボリジニのガイドから  
アボリジニの神話や死⽣観
の説明を聞いているところ 
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開催されたセミナー 

 
① 開催⽇︓2018 年 10 ⽉ 10 ⽇〜12 ⽇ 

開催機関︓モスクワ⼤学 

開催場所︓モスクワ市、ロシア連邦 

テーマ︓学術交流「⼤学交流デー」 
 
 

② 開催⽇︓2019 年 3 ⽉ 9 ⽇  

   開催機関︓サイモン・フレーザー⼤学  

   開催場所︓バーナビーおよびバンクーバー、カナダ 

   テーマ︓「⽇本と北⽶における先住⺠遺産の保護に関する課題と 

潜在的解決策を探る」 

            
 
③ 開催⽇︓2019 年 3 ⽉ 21 ⽇〜22 ⽇  

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︓考古学と⼈類学からの視座」   

 

 

④ 開催⽇︓2019 年 5 ⽉ 6 ⽇〜9 ⽇ 

     開催機関︓極東連邦⼤学 

     開催場所︓ウラジオストク、ロシア連邦 

テーマ︓Pacific Archaeology: Technologies, migrations, adaptations 

and material culture in the ancient time 
 
 

⑤ 開催⽇︓2019 年 5 ⽉ 23 ⽇〜24 ⽇ 

     開催機関︓ウプサラ⼤学 

     開催場所︓ウプサラ、スウェーデン 

   テーマ︓ Colonialism, Community Archaeology, and Indigenous 
Rights in Japan and Sweden 

 

モスクワ⼤学 
 
  
 
 

ウラジオストク市 
 
 
 

オックスフォード⼤学 
  
 
 

サイモンフレーザー⼤学 
 

  

 

 

ウプサラ⼤学 
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開催予定のセミナー 
① 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 

 

② 開催⽇︓2019 年 10 ⽉ 

     開催機関︓ モスクワ⼤学 

     開催場所︓ モスクワ、ロシア連邦 

     テーマ︓ 「北⽅圏における移住と適応」 

 

③ 開催⽇︓2019 年 11 ⽉ 

     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 
北海道大学—モスクワ大学 大学交流デー参加記 
田本 はる菜(北海道大学 アイヌ先住民研究センター 博士研究員)  

  
開催日：2018 年 10 月 10 日から 12 日 

開催場所：モスクワ大学（モスクワ市、ロシア連邦） 

参加者：近藤祉秋、平澤悠、田本はる菜 
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北海道⼤学とモスクワ⼤学の学術交流の⼀環として、上記⽇程で「⼤学交

流デー」が開催された。北海道⼤学からは総勢 25 名がモスクワ⼊りし、1

⽇⽬、2 ⽇⽬の研究セッション、3 ⽇⽬の留学フェアに参加した。研究セッ

ションは 7 つのテーマ、すなわち「社会における規範⽂法の役割再考」、

「中央ユーラシアにおけるイスラーム」、「北ユーラシアと北極圏における

⼈間⽂化」、「原⽣動物の分⼦系統進化学」、「海洋環境の気候変動影響評

価のためのツールとしての軟体動物」、「環境モニタリングの地理空間技

法」、「ロシア⽂学と世界の⽂化」に分かれて⾏われた。近藤、平澤、⽥本

の 3 ⼈は、ウラジスラフ・ズィチェネフ教授（モスクワ⼤学・歴史学部）が

チェアを務める「北ユーラシアと北極圏における⼈間⽂化」セッションで、

考古学と⽂化⼈類学の⽴場から研究発表を⾏った。またこのセッションで

は、ロシア側からも、シベリアのトナカイ遊牧、ツングースの儀礼具、旧⽯

器時代南ウラルの聖域と移住、⽯刃の遺跡発掘成果、先史・歴史時代の復顔

技術を主題とする 5 つの研究発表があった。またセッションの後には、考古

学科の研究室にて教員や学⽣たちとの交流の時間が設けられた。 

研究発表とその後の懇親会という⼀連の流れは、基本的にこれまで国内外

で参加してきた学会や研究会と共通するものだった。しかし、今回初めてロ

シアの研究者や国⽴⼤学の雰囲気に触れ、とても新鮮に感じた部分もあっ

た。以下ではこの点について書き留めておきたい。 

 その⼀つは、ロシアで重視されている⺠族学（⼈類学）のスタイルと、⾃

⾝が⾝近に感じてきた⽇本や欧⽶のスタイルとの違いである。⽇本の⼤学院

で学ぶ場合、理論や概念はおおかた欧⽶由来であり、欧⽶の⼈類学のジャー

ナルや新刊の動向は⽇本の学問潮流にも⼤きな影響をもたらす。とりわけ⼈

類学と実社会の関係に関⼼が集まった 1980 年代以降、そのフィールドは旧

植⺠地から先進国の⾒慣れた光景へ、さらに国境を超えた組織や事象へと移

⾏しつつある。⼀⽅、ロシアの研究者による発表からは、そうした動向とは

また別の⾓度から研究が⾏われていることが窺えた。ロシア国内で⻑期に渡

って⾏われてきた、少数⺠族グループの⽣業や物質⽂化に関する緻密で厚み

のある調査研究の成果から

は、まさに「ロシア⺠族学」

というべき、ドメスティック

なフィールドと⾔語によって

積み重ねられてきた⺠族学の

異なる歴史が感じられ、⾮常

に興味深かった。 

⽯器の説明を聞く⽥本さん
（右から⼀⼈⽬）  
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ただしもう⼀つ新鮮だったのは、そうした内に向かう姿勢と対照的にも思

えるような、学科研究室の開放的な雰囲気である。今回訪れた考古学科の研

究室は、⽇当たりのいい⼤きな窓があり、中央には⼤⼈数が集える⽊のテー

ブル、そのまわりに重厚感のある本棚が配置された、とても居⼼地のよい空

間であった。セッション終了後には、教員から学部学⽣まで、中央のテーブ

ルに⾃由に場所をとって、「いつものように」という感じでティータイムが

始まった。教員によれば、普段からこのように、関係者が⾃由に出⼊りしな

がら和気藹々とした雰囲気で教育が⾏われているという。知識豊富で勉強熱

⼼な⼀⽅で、どこかのんびりとした空気感を持った学⽣たちがこうした環境

で育まれているのだと、すんなりと納得できた。 

 初めて訪れたロシアの教育研究機関は、このように私にとって親しさと新

鮮さを併せ持った場所であった。今回の派遣の機会に感謝するとともに、今

後も国際的な学術交流の場に積極的に参加し、⾃⾝の視野を広げていくこと

ができればと感じた 3 ⽇間だった。 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
⾚の広場にて、モスクワ⼤学の学⽣たちと 

 

国際先住民研究拠点事務局 
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発行人 加藤 啓子 

 

後⽅に聖ワシリー寺院、 
右側にクレムリンの公⽤⾨ 
スパスカヤ塔 


