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Preface 
 

The International Conference on Policy towards Indigenous Peoples: Lessons to be 

Learned and corresponding Indigenous Workshop/Art Exhibition will be held in Sapporo, 

Ainumosir (Ainu land) November 30th – December 4th. We have been preparing for the 

international academic conference and corresponding art event for a couple of years with 

a view toward stimulating a debate on future policy for indigenous peoples, including the 

Ainu, by assessing Indigenous policies of States in light of the UN Declaration on the Rights 

of Indigenous Peoples (UNDRIP). I am pleased to have had an opportunity to participate 

in the preparation for this event from the beginning. 

 

2007 marked the twentieth anniversary of the Ainu Culture Promotion Act and the tenth 

anniversary of the UNDRIP that was adopted by an overwhelming majority at the UN 

general assembly. Japan voted in favor of it. Today, the current Ainu policies of the 

Japanese and Hokkaido Prefectural governments, however, do not recognize any 

indigenous rights of the Ainu. Double discrimination against us Ainu women—that is, 

discrimination against us as Ainu and as women—has deprived us of an education, 

hampered our economic activities, and trampled on our dignity as human beings. No 

positive measures to remedy the situation have been taken so far by the authorities 

concerned. We, Ainu women, have realized the meaning of double discrimination and how 

it has affected our lives as Indigenous people through participating in seminars and the 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Additionally, the Sami 

women’s movement for the restoration of their rights inspired us to establish the Ainu 

Women’s Association in April 2017.      

 

This academic and art event provides us, Ainu women, with a perfect opportunity to 

empower ourselves, and learn from international researchers, Indigenous artists, and 

other participants. Above all, I am most grateful to all who have devoted themselves to 

making this event happen. Finally, I would like to welcome all of the participants from 

North America, Scandinavia, Greenland, Hawai‘i, and other countries/regions to 

Ainumosir. Hopefully, this event will make a difference in the lives of the Ainu as well as 

other Indigenous peoples. 

 

1 November 2017 

      

On behalf of the organizing committee  

 

Ryoko Tahara, Chief Director of the Ainu Women’s Association 

translated by Hiroshi Maruyama, Principal organizer 
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FAAMOE – MOSMOS – Decolonization: 

Collaboration between artists/artisans and 
researchers/activists 

 
 
The Organizing Committee of the International Conference on Policy towards Indigenous 
Peoples is pleased to announce the 1st International Academic Conference on Indigenous 
Policy and corresponding Workshop/Art Exhibition November 30th – December 4th in 
Sapporo, Japan. Approximately one hundred researchers, artists, and Indigenous activists 
from Sweden, Finland, Norway, US, Canada, Australia, New Zealand, Greenland, Brazil, 
India and Japan will take part. 
 
The Academic Conference on Indigenous Policy or International Conference on Policy 
towards Indigenous Peoples: Lessons to be learned aims to assess the existing policies 
towards Indigenous peoples at local, regional, and global levels based on scientific findings 
with a view towards decolonizing those policies. The Indigenous Workshop/Art 
Exhibition/Performance is organized by Indigenous artists, including Tomas Colbengtson, 
around themes of decolonization. Performance artists, painters, embroiderers, sculptors 
and craftspeople will showcase their art. The scientific research presented will instill 
attendees with a comprehensive understanding of the issues at hand, while the art will 
instinctively move people to bear Indigenous issues in mind. Together, artists/artisans 
and scientists/activists will collaborate with the aim of promoting the rights of Indigenous 
peoples, ensuring their security and livelihood. 
 
This event is organized to mark the tenth anniversary of the United Nations Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples by the Centre for Environmental and Minority Policy 
Studies, an independent research centre in Sapporo Japan, and the Ainu Women’s 
Association in Japan, in cooperation with the Hugo Valentin Centre at Uppsala University 
in Sweden and the Northern Institute of Environmental and Minority Law, Arctic Centre at 
the University of Lapland in Rovaniemi, Finland. To be specific, it is organized by the 
organizing committee and managed by the steering committee with financial support from 
donors as described below.  
 
 

Organizing Committee: 
 
 

Hiroshi Maruyama, Director, Centre for Environmental and Minority Policy Studies, 
Sapporo, Honorary Doctor and Guest Professor, The Hugo Valentin Centre, Uppsala 
University, Sweden, Professor Emeritus, Muroran Institute of Technology, Japan 
 
Ryoko Tahara, Chief director, Ainu Women’s Association, Sapporo, Japan  
 
Tomas Colbengtson, Artist, Lecturer, University College of Arts, Crafts and Design 
(Konstfack), Stockholm, Sweden, Art Director of the Corresponding Workshop/Art 
Exhibition 
 
Leena Huss, Professor Emerita, Uppsala University, Sweden 
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Satu Gröndahl, Associate Professor, The Hugo Valentin Centre, Uppsala University, 
Sweden 
 
Kamrul Hossain, Director, The Northern Institute of Environmental and Minority Law, 
Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland 

 
Maile Taualii, PhD, MPH, Assistant Professor, Native Hawaiian & Indigenous Health Office 
of Public Health Studies, Myron P Thompson School of Social Work Hawaiinuiakea, School 
of Hawaiian Knowledge, University of Hawai'i, Manoa, USA 
 
Kunihiko Yoshida, Professor, Faculty of Law, Hokkaido University, Sapporo, Japan 
 
Anna Petrétei, PhD candidate, The Northern Institute of Environmental and Minority 
Law, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland 
 
Hiroyuki Domon, Vice-president, Takushoku University Hokkaido College, Fukagawa, 
Japan 
 
Masumi Tanaka, Researcher, Centre for Environmental and Minority Policy Studies 

 
 

Steering Committee:  
 

 

Hiroshi Maruyama 
 
Ryoko Tahara 
 
Tomas Colbengtson 
 
Kenichi Matsuoka, Professor emeritus, Muroran Institute of Technology, Japan, 
Fundraising 
 
Andrew Schirmer, Researcher, Centre for Environmental and Minority Policy Studies, 
Language checking 
 
Kenichiro Hirose, Associate professor, Kagoshima Immaculate Heart University, Japan, 
Supervision of Japanese translations of abstracts 
 
Tomoko Mitsuno, Director, Ainu Women’s Association, Designing the booklet cover 
 
Yoko Sasaki, Chiyomi Fujioka, Ainu Women's Association, Designing name cards 
 
Ayaka Ishii, Ainu Women’s Association, Designing the map and name card 
 
Jeff Gayman, Associate professor, Hokkaido University, Interpreting  
 
Ritsuko Hirose, Interpreting 
 
Kazuko Backhouse, Interpreting 
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Makoto Shimizu, Interpreting, Editing  
 
Misao Matsumura, Interpreting 

 
 

Nominal support from: 
 

Embassy of Sweden in Tokyo 
 

Embassy of Norway in Tokyo 
 

Embassy of Poland in Tokyo 
 

City of Sapporo 
 

 

Donors: 

 

          Yoko Yazawa 

          Kinuko Toyomaki  

Dashi Lee 

Hideo Nishimura 

Zensaku Yoshida 

Yuito Okada 

Hironori Yashima 

Shigeki Tadokoro 

Naoki Kamada 

Tsunehisa Okuno 

Hidetoshi Yoshino 

Kosei Yoshida 

Haruki Sasaki 

Kenji Sakai 

Megumi Fujita 

Itogumi Construction Co., Ltd. 
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Toshio Nakano 

Hiroaki Tagashira 

Koken Engineering Co., Ltd. 

Ritsuo Chujo 

Dorokogyo Co., Ltd. 

Jiro Mochida 

IWATACHIZAKI Construction Co., Ltd. 

Chihiro Ito 

Kazuo Shimura 

Takahata Construction Co., Ltd.  

Naohiro Taniguchi 

Hiroshi Ikeda 

Hiroyuki Domon 

Tetsuro Sawane 

Yoshiko Sakai 

Kinuko Toyomaki  

Kazuki Maeda 

Pon Chack  

Yuichi Sakai 

Teddy 

Shin Engineering Consultant Co. Ltd. 

Shimizu Corporation 

Atelier BNK 

Kazuyo Takaoka 

Hirokazu Fukunaga 

Sayaka Mizuki 

Tsunako Hasegawa 

Hisako Otaka 
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Indigenous Workshop/Art Exhibition/Performance 

30 November – 1 December, Sapporo Pirka Kotan 
 

                                      
 
 
 
 
 

Julie Edel Hardenberg, Greenland  
 
Sculpture 
 
http://www.hardenberg.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koji Yuki, Japan 
 
Fine print, performance, animation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonie Grahamsdaughter, Canada/Sweden 
 
[WHITEWASH] - Video Installation  
 
www.antoniefrank.se  
 
 
 
 

 
 

http://www.hardenberg.dk/
http://www.antoniefrank.se/
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Louise Fountaine Navarajaq, Greenland  
 
Performance, photo  
 
https://www.louisefontain.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shizue Ukaji, Japan  
 
Shizue was born in Urakawa Town, Hokkaido. 
She moved to Tokyo at the aged of 23, where she busied herself disseminating traditional 
Ainu culture while fighting against prejudice and discrimination against the Ainu in the 
Kanto region. 
Renowned also as a producer of Ainu embroidery, traditional costumes and cloth drawing, 
she is highly regar- ded not only in Japan, but also overseas. 
While engaging herself in cultural dissemination activities as a member of the Kanto Utari 
Association, she conducts lecture and cultural dissemination activities at administrative 
and educational institutions throughout the nation as an advisor for Ainu cultural 
activities in order to communicate Ainu lifestyles and social conditions to as many people 
as possible. She is also actively engaged in cultivating successors. 
She has thus made great contribution to the dissemination, transmission and preservation 
of Ainu culture. 

 
 

Britta Marakatt Labba, Sweden 
Represented at Documenta 14 Kassel 
 
Embroidery 
 
http://brittaml.se 
 
 
 
 
 

http://www.louisefontain.com/
http://www.louisefontain.com/
http://brittaml.se/
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Katarzyna Pastuszak, Poland 
 
(Ph.D./Poland) - dancer and artistic director  
of Amareya Theatre (Gdansk, Poland);  
curator of the Gdansk Dance Festival 
 
http://www.teatramareya.pl/index.php/pl 
/spektakle/23-2012/72-nomadka 
 
Kompania -nomadka 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Matti Aikio, Finland                                                 
 
Artist   Video, sound, visual art 
 

 
 
 

 

Tomas Colbengtson, Sweden 
 
Glass sculpture 
 
www.colbengtson.com 
 
 

 

 

 

http://www.colbengtson.com/
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Marie Persson Njajta, Sweden 
 
Art and craft 

http://kvanne.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

Anni Linn Fjällström, Sweden 
 

Artisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lena Stenberg, Sweden  
 
Images and objects 
 
http://lenastenberg.se.sitebuilder.loopia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lenastenberg.se.sitebuilder.loopia.com/
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Elisabeth Heilmann Blind, Greenland 

 
Maskdance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Torgeir Vassvik, Norway  
 
Torgeir Vassvik is an  
arctic sound magician,  
who goes beyond  
everything our ears  
have ever come across. 
 
http://vassvik.com/ 
 

 
 
 
 

Yukari Naganawa, Japan    
 
Embroidery   
 

 

 
 

 

http://vassvik.com/
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Hiromi Abe, Japan  
 
Embroidery 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ryoko Fujioka,  
Japan 

 
Embroidery 
 

 
 
 

 

 

 

Kayoko Hiranuma 

Tanka (Short Japanese poem of 31 syllables, arranged in lines of five, seven, five, 

seven and seven syllables) 
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CV  Lena Stenberg Sami Kiruna. Sweden Education  Konstfack Stockholm 1986-90. 

 

Exhibitions: 

Sápmi 2000. Kiruna Flygfält 2014. Galler Skaidi, Nikkaluokta. och Ajtte Museum 

Jokkmokk 2012. 

Riddu Duottar Muset Karasjok  2011. Camouflage. Samiskt Kunstcenter i Karasjok 

2009. 

Same, same but different. Norden i Focus Stockholm 2005. Camouflage. Konstenshus 

Luleå 2004. 

Tid. Samisk Kunstcenter Karasjok Norge 2001. Saftly on board. Konstenshus Luleå 

1999. 

Corpus. Härnösands Konsthall 1998. Ahlbergshallen. Östersund 1997. Galleri Skaidi 

Nikkaluokta 1997. 

Luodda. Ajtte Museum. Jokkmokk 1997.  Corpus. Galleri Kilen Luleå 1995. Måleri. 

Galleri FGK. Visby 1994. Corpus. Galleri Engman. Umeå 1994. Galleri 21. Malmö 1994. 

Bilder. Kiruna Stadshus. Kiruna 1993. 

1900 Galleri Pictura. Lund 1993.  

1900 Galleri Artic, Tromsö Norge 1991.  

Group exhibitions. There Is Now. Tromsö Konstmuseum. Norge 2017. Aigi Matki.- 

Time travel - Tidsresa. Tråanta SDS Trondheim Norge 2017. Transition 

Smedjebacken 2017 Leksand 2016. Time out. Gislaved Konsthall 2016. 

Konst på kryss Helsingsborgs konstförening. Helsingör Siemenshallen. Sverige och 

Danmark 2015. Imago Mundi Venedig 2015. Italien. 

Aibbas Rabas Samiskkunstcenter for samtidskunst Karasjok. 2015 Norge. Abstrakt 

Riddoduottar Museet Karasjok. Norge 2015. 

Brännpunkt Barents Havremagasinet Boden 2015. 

Sámi contemporary Scandinavisk felleshus, Berlin. Tyskland Fyrens Kulturhus 

Kungsbacka 2015. Norrbottens Museum Luleå och Rowaniemi Artmuseum Finland 

2014. Light project. Corners. Umeå. Stockholm. 2014- 2015 

Museum Anna Nordlander. Skellefteå 2014. Nordisksalong. Dunkels Museum 

Helsingborg. Gakti / because of. Björnefestivalen, Molde och Romsdal kunstsenter, 

Norge 2014. 

Beaty and truth. Tromsö Kunstförening Tromsö Norge 2014. Konstfack. 90 - 10. 

Augeli Museet Sala 2014. 

Markanvändning. Västerbottens Museum. Kulturhuvudstasår Umeå 2014. Ajtte 

Museum Jokk- mokk, 

Norrbottens museum Luleå och Samiskt Kunstcenter Karasjok 2013.  I´m in Lavvu. 

Gällivare Museum och Ajtte Museum Jokkmokk 2013. Riddu riddu. Manndalen och 

Samiskt Kunst Center. Karasjok, Norge. 2011. 

FAS. Konstnärshuset Stockholm 2010. Being a Part. Alta Museum, Tromsö 

Kunstmuseum Norge och Ajtte Museum Jokkmokk 2010. Karasjok kunstcenter. Bodö 

Kunstmuseum Vár- dobáiki samisk senter i Evenes Norge 2009. 

Gierdu. Gjenreisningsmuseet, Nordkappmuseet, Vadsøkunstforening, 

VarangerMuseum, Svolvær kunstforening, 2009. Alta Museum, Tromsö 

kunstförening, Riddu duoddar Museum Kasrasjok. Norge. 2010. 
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CV  Julie Edel Hardenberg  Grønländer  http://hardenberg.dk/   

 

BORN: - Nuuk, Greenland 

EDUCATION: 

2005 MA in Art-Theory and Communication, The Royal Danish Academy of Fine Arts 

1997 Exchange Student at Norwich School of Art and Design, England 

1995-99 Trondheim Academy of Fine Art, NTNU, Norway 

1993-95 The Nordic Art School, Kokkola, Finland (prep. Art-School) 

REPRESENTED AT: 

Musée de l’Élysée, Lausanne, Switzerland Christiansborg, Denmark 

Statens Kunstfond, Denmark Museet for Fotokunst, Denmark 

Dansk-Grønlandsk Kulturfond, Cph., Denmark 

Katuaq - Cultural Centre of Greenland, Nuuk, Greenland Ilimmarfik, The University of 

Greenland, Nuuk, Greenland Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Greenland 

Greenland National Museum and Archives, Nuuk, Greenland Greenland Self 

Government, Nuuk, Greenland 

Inneruulaq/Mælkebøtten, Nuuk, GreenlandNordic Investment Bank, Kokkola, 

Finland The Nordic Art School, Kokkola, Finland 

 

MISC: 

2012- The Nordic Culture Fund 

2012- Team Culture, Danish Ministry of Culture 

2006-07 Etisk Tænketank, Greenland Homerule Government 2005-06 NIFCA board 

(observer for Greenland) 

2005- Praesidium for Greenland National Gallery of Art 

2003-06 Art, culture- and architecture council, Nuuk municipality, Greenland 2001-

04 Cultural Council, Greenland Homerule Government, Greenland 

2000-08 Artists association Kimik, Greenland 

2001-03 Board of the Artists association Kimik, Grønland 

SOLO EXHIBITIONS/PERFORMANCES: 

2011 Sapiitsut/Heroes, Fotografisk Center, Cph., Denmark; Katuaq, Nuuk, Greenland 

2011 Inuit Live - Contemporary Art From Greenland, Roskilde, Denmark 

2009 210609, Katuaq - Cultural Centre of Greenland, Nuuk, Greenland 2008 The 

Quiet Diversity, Nordatlantens Brygge, Cph., Denmark 

2005 Advent Calender - Children`s intangible wishes, Katuaq, Nuuk, Greenland 2005 

The Quiet Diversity, Katuaq, Nuuk, Greenland 

2004 Marmorhallen, Greenland Self Governance, Nuuk, Greenland 1995 Arctic 

Museum, Jakobstad, Finland 

 

 

GROUP EXHIBITIONS: 

2014 Cape Fear, Anchorage Museum, Alaska; Lige ved næsten, Museet for Religiøs 

Kunst, Denmark 

http://hardenberg.dk/
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2013 Sakahan, National Gallery of Ottawa, Canada; Patway/Poku, Korundi House of 

Culture, Rovaniemi, Finland; Oulu Art Museum, Finland 

 

 

CV  Antonie Frank Grahamsdaughter Oneida, Born in Toronto Canada 

www.antoniefrank.se 

 

Born in Toronto Canada. Living and working in Stockholm. Film, Photo,Artist 

PhotoBook, Installation and performances. 

 

Education 

Collage for Art, Craft and Design Stockholm (Konstfack) Master of Fine Art 1984 Jan 

Van Eyck Akademie , Time Based Art, Maastricht the Netherlands 1984-1986 

The Royal College of University of Arts Stockholm. Video department 

(Konsthögskolan) 1996- 1997 

 

Education advanced level 

2014-2015 PAB Photographic Artist´s Book program. Kungl.Konsthögskolan. 

2014-2015 Mejan Arc. Konst och Arkitektur Kungl. Konsthögskolan. I don`t promise 

you a rosegarden. Detroit-Stockholm-Berlin 

2013- 2014/ Performativ Kritik, Kungl. Konsthögskolan 

2013 Artistic Reasearch/ Konstnärliga Forskningsprocesser , Collage for Art, Craft 

and Design Stockholm 

2013 Fotopolymer. Collage for Art, Craft and Design. Stockholm 

 

Awards 

FILMFORMS Filmform Honorary Award/ Stockholm Sweden 2016 EWVA (European 

Women Video Artist 

Antonie Frank Grahamsdaughter is selected for EWVA (European Women Video 

Artists. The selection includes artworks by some of the most influential European 

women artists who were video pioneers in the 1970s and 1980s.  

http://www.ewva.ac.uk/ http://www.ewva.ac.uk/artists.html  

2016 9th Dec at the Centrespace, DJCAD University of Dundee/EWVA European 

Women Video Artist: Transit by Antonie Frank Grahamsdaughter. 

/Curaters; Laura Leuzzi and London based curators Giulia Casalini and Diana 

Georgiu. 

2016 EWVA Media Art Festival in Rome. This takes the form of a screening 

programme held at MAXXI National Museum of the 21st Century Arts, Rome. EWVA 

(European Women Video Artists) 

 

Exhibitions and Activitities 

2016  9th Dec at the Centrespace, DJCAD University of Dundee / 

EWVA European Women Video Artist: Transit by Antonie Frank Grahamsdaughter. 

/ Curaters; Laura Leuzzi and London based curators Giulia Casalini and Diana 

Georgiu. 

http://www.antoniefrank.se/
http://www.ewva.ac.uk/
http://www.ewva.ac.uk/artists.html
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2016 EWVA Europen Woman Video Artist. BNL Media Art Festival in Rome. 

Screening pro- gramme held at MAXXI National Museum of the 21st Century Arts, 

Rome. http://www.ewva. ac.uk/artists.html  

 

 

CV  Marie Persson Njajta, Saemie, Bearkoenvuemie, Dearna, Saepmie 
kvannegrafiska@gmail.com  
 
Artist  
 
Human rights defender with focus on indigenous peoples’ and children’s rights.  
Member of The Sami Parliament since 2013, where she has worked against mining 
and land exploitations. In 2017 she represented The Sami Parliament in the 
Swedish delegation to the  
UN Commission on the Status of Women (CSW61) in New York. 
Member of the The Sami Parliaments working group for the establishment of a  
Truth Commission on the colonial abuses by the Swedish state against the Sami 
people. 
Has worked with UN by writing shadow reports. She has also guided The UN Special 
Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Ms Victoria Tauli-Corpuz, in 
Rönnbäck/Ume River.  
 
Founder of the organization ”Stop Rönnbäck Nickel Mining Project in Ume River”.   
Master’s Degree in Systems Science at Umeå University. 
Graphic designer at her own company Kvanne.  
 
In 2012 elected as the citizen of the year in the county of Västerbotten. 
 
For almost ten years Marie has been putting great effort into addressing mining and 

exploitation issues, due to the fact that traditional South Sami land, water and 

culture in Dearna/Tärnaby is threatened by a large-scale nickel mining project 

planned in the water system. There are several ongoing projects in Sápmi, 

threatening Sami land and water, fishing, reindeer herding, hunting, food gathering, 

language, spirituality and existence of the Sami people. Marie Persson Njajta has 

been struggling to increase knowledge and collaborate with others in the same 

situation.  

Marie lives in the mountains where she passes her Southern Sami culture on to her 

children Ailo and Freja. She lives with nature like her ancestors, where she practice 

fishing, herb gathering, Sami handicraft and gather strength. Her father makes 

traditional drums. Creative expressions have always been important for her.  It has 

been a way to cope with growing up with colonial wounds and abuses. 

Art Exhibitions: 
Vaapsten bïjre. Tärnaby, Sweden 2014 
Vaapsten bïjre. Jokkmokk, Sweden 2016 
Vaapsten bïjre. Östersund, Sweden 2016 
Vaapsten bïjre. Tärnaby, Sweden 2016 
Vaapsten bïjre. Bearkoenvuemie/Björkvattsdalen, Sweden 2016 
Vaapsten bïjre. Tråante/Trondheim, Norway 2017 
 

mailto:kvannegrafiska@gmail.com
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CV  Britta Marakatt-Labba Saemi Idivuoma http://brittaml.se/ 

 

Utbildning/Education/ Oahppu 1971-73 Sunderby Folkhögskola 

1974-78 Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs 

universitet/Gothenburg university 

1999-2002 Samiska högskolan, Kautokeino 2001 Umeå universitet/Umeå 

university 

 

Awards by selection: 

2015 Gannevik stipendium 

2014 Heders doktor vid filosofiska fakultetet Umeå universitet 2000 Rubus Articus 

Norrbottens läns landsting 

2000 Wibergs stipendium, Luleå Tekniska Universitet 199 Lennart och Margareta  

 

Rohdes stipendium 

1998 Nordiska samerådet 

1998 SKFV Arbetsstipendium 

 

Separat utställning/Solo Exhibitions i urval/by selection  

2017 Lindbergs galleri /Luleå 

2017 Documenta 14 i Kasel Tyskland / Aten Grekland  

2016 Østfold kunstsenter(NK) Fredrikstad/Norge  

2016 Galleri Helle Knudsen/Stockholm 

2015/16 Norrbottens museum Luleå ”Retrospektiv” 

2015 Swedish House Washington USA ”Kiruna stads flytt”  

2015 Luleå Domkyrka/Kyrkotextilier 

2014 Hälsinglands museum 

 

Offentlig konst/Public commissions/Almmolaš čiŋaheamit Karesuando 

Tullstation/Tollstation, Sweden 

Porsangmoen militermess/ military canteen, Norway Gällivare sjukhus/ Hospital, 

Sweden 

Hammerfest Sykepleierhøyskole/ College of Nursing, Norway 

Ájtte Fjäll och samemuseum/Mountain and Sámi-museum, Jokkmokk, Sweden 

Lakselv Rådhus/Townhall, Lakselv, Norway 

Radiotjänst/Public Radio Services, Kiruna, Sweden Anna Nordlander Museum, 

Skellefteå, Sweden Posten-Frimärken/Postal Services, Kiruna, Sweden 

Karesuando grundskola/elementary school, Karesuando, Sweden Karesuando 

kyrka/church, Karesuando, Sweden 

Svanvik miljøcenter/environmental center, Svanvik, Norway Målselv 

sameskole/Sámi school, Norway 

Kiruna Malmfältens folkhögsskola, Kiruna, Sweden Sorsele 

Församling/Congregation, Ammarnäs, Sweden Stockholms stift/diocese, Stockholm 

, Sweden Soppero kapell/chapel, Soppero, Sweden 

http://brittaml.se/
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Historia, Universitetet i Tromsö/University of Tromsö, Tromsö, Norway Vittangi 

Församling/Congregation, Vittangi, Sweden 

Samlingar/Collections/ Čoakkáldagat Röhsska museet, Göteborg, Sweden 

Västerås konstmuseum/Västerås Museum of Art, Västerås, Sweden 

De samiska samlingar/The Sámi Collections, Ridduduottar museat, Karasjok, 

Norway Rovaniemi konstmuseum/Rovaniemi Museum of Art, Rovaniemi, Finland 

H.U.Schwaar collection, Bern, Switzerland 

Ájtte Fjäll- och samemuseum/Ájtte Mountain and Sámi Museum, Jokkmokk, Sweden 

Statens konstråd/The National Public Art Council of Sweden 

Norsk kulturråd/The National Cultural Council of Norway Norska Sametinget/The 

Sámi Parliament of Norway 

Svenska Samers riksförbund/Swedish National Organization of Sámi Kommuner och 

landsting i Sverige 

 

 

CV  Tomas Colbengtson  Saemi Bearkanvuoma, Tärna, Sweden 

www.colbengtson.com 

 

Education: 

 

Valand school of Fine Arts Gothenburg 1995-96 

Master class in Electronic Arts Copenhagen 1996, David Rokeby Konstfack National 

College of Art, Craft and Design MFA painting 1986-91 Art school Idun Loven 

Sculpture 1984-86 

 

REPRESENTED AT: 

 

Swedish Arts Council Norwegian Arts Council 

RDM-Samiid Vuorka-Davvirat /RDM-De Samiske museum, Karasjok, Norway 

Sametinget, Norway 

Svenska Institutet Paris 

Museum Kloster Bentlage, Germany Karolinska institute 

Aguelimuseet, Sala, Sweden 

Graphic art Gallery Tetem, Enschede, Netherlands Nibutani Ainu Museum, Biratori-

Cho, Japan 

Ainu Cultural Center, Sapporo, Japan Grafikens Hus 

Stockholm stad Göteborg stad 

Landsting och kommuner i Sverige 

 

Awards: 

 

2016 Japanstipendiet 

2015 Sametingets stipendium 

2014 Nordisk kulturfond 

2013 Rune Petterssons Art scholarship 

http://www.colbengtson.com/


18 
 

2012 Helge Ax:son Johnssons Art scholarship 2011 Folke Ricklund Art scholarship 

2011 Grafiska sällskapets Art scholarship 2010 Bildkonstnärsfondens Art 

scholarship 2010 Beata Brummers Art scholarship 2009 Längmanska Art 

scholarship 

2000 Längmanska Art scholarship 

1998 IASPIS The Swedish Arts Grants Committee’s for Visual Artists 1997 

Grafikenshus, Arkitektkopias Art scholarship 

1994 Örnskoldsviks Art scholarship 

1993 Bildkonstnärsfondens Art scholarship 1991 Byggnadsförbundets Art 

scholarship 

 

Exhibitions 2017 

 

9/8-29/9 The Agnes Varis Art Center, New York 

5/2 “Ságatfállasmat” Olavshallen, Trondheim, Norway 5/2 “Áigemákte” 

Leirfossveien 5E, Trondheim, Norway Thorshavn, Färöarn 

1/4 – 30/5 Örebro konstmuseum 1/4 Galleri O Örebro 

10/6 STAUP Levanger, Trondheim, Norway “Ságatfállasmat” Nordnorsk kunstsenter, 

Tromsø, Norway 

Selected solo exhibitions 2016 and 2015 Sapporo Citizen Gallery, Japan 

Nibutani Ainu Cultural Museum, Hokkaido, Japan Canaria Islands, Spain 

Det grønlandske hus, Copenhagen Galleri Helle Knudsen, Stockholm Maerz 

Contemporay Berlin, Germany Gallery Urs von Unger Gstaad, Swiss Nuuk 

kunstmuseum Greenland Illulissat Greenland 

 

 

CV  Louise Fountaine Navarajaq  Grønländer Sissimiut Grønland 

[louifont@online.no]  

mob. 0047 46859964 Nybrot, 8690 Hattfjelldal Norge  

Fotograf, forteller, trommeseremonier 

 

Awards: 

 

Mottatt støtte fra: Kongelig Grønlandsk kulturfond Dansk Grønlandsk kulturfond, 

Bikuben fonden, Nunafonden, Sørtrøndelag Fylkeskommune, Fritt Ord 

 

Utstillinger/Performance:  

2006 Galleria Mosjøen, N 

2006 Sisimiut Kommune (10 byer langs Grønlandsk kyst), ”Inussuit”, GL  

2007 Nordatlantisk Brygge, København utstillingen ”Varder,” DK 

2007 Odense utstilling og seminar: Med hjerte for grønlandske barn, DK  

2008 Ålborg Grønlandske hus Varder, DK 

/ Helgeland Museum Varder, N 

2009 Taseralik Kulturhus utstilling ”Din nærhed er en lille sæl”, GL 

2009 Arran Lulesamisk senter, utstilling”Varder en tilstand av tilhørighet”, N 

mailto:louifont@online.no
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2010 Sijti Jarnge Samisk kultursenter utstilling ”Varder”, N 

2010 BRUDD- nettverket utstilling/seminar ”Varder,” N  

2010 Villkvinne seminar Fotoutstilling ”Varder,” N 

2011 Qaqortoq Kommunehus fotoutstilling ”Hvor går de hen alle sammen”, GL  

2011 Corners Expedition Performance ”The reason to live this life - the story of Bodil 

Mette Louise Amalie Fontain”, N 

2012 Vefsn Museum, performance ”Sangen du fikk i gave”, N  

2012 Will Winterfestival Performance ”Galskapens kraft”, N 

2012 Tärnaby “Vind och väder har fört oss hit”, trommeseremoni, SE 

2012 Norske Grafisk Hus, seremoni ved Tomas Colbengtson utstilling ”Atoe” N  

2012 Teater Klub Zak, Gdansk Polen teaterforestilling ”Nomadka” Pl 

2013 Kulturnatten, Sisimiut Museum performance ”Den glemte vuggesang” GL  

2013 Villkvinneseminaret Performance ”The Power of Nature” N 

2014 Vesterålen Sameforening ”Varder en tilstand av tilhørighet”, N  

2014 ”Nomadka”, Gdansk Klub Zak PL 

2014 Fotografikk utstilling Sisimiut, Taseralik Kulturhus GL  

2014 Theatre X, Tokyo ”Nomadic Woman» Japan 

2014 Taseralik Kulturhus Sisimiut ”Nomadic Woman» GL 

2015 Arran Lulesamisk Senter ”Bestemor Louise´vuggesang» N  

2015 Grønlands National Theater, Nuuk «Nomadic Woman» GL 

2015 Kulturkveld, Sijti Jarnge «Bodil Mette Louise Amalie Fontain» N  

2015 Urfolks Filmfestival, Tärna utstilling photopolymer SE 

2015 Sámediggi/Sametinget Samisk Litteraturdager «Tapt identitet» N  

2015 Scena tanca studio Warzawa «Nomadic Woman» teater PL 

2016 «UKE33» seremoni, kunstprosjekt landskap/spor N 

2016 Bokbuss Sørtrøndelag Budal, Singsås, Røros, Melhus «Språk og identitet» N 

 

Festivaler 

 

Galleria Mosjoen, Villkvinneseminar, WildWinterfestival, 11.  

Theater Χ International Performing Arts Festival 2014 

 

 

CV  Torgeir Vassvik, Sámi artist, musician, composer 
 
Waldemar Thranes gt 42B 
0171 Oslo 
NORWAY 
tlf: 47859647 
e-post:torgeirvassvik@gmail.com 
vassvik.com 
2017: -V A S S V I K solo, Salt Art, Oslo 
-V A S S V I K at Kulturrådets årskonferanse, Samisk VREDE, Oslo 
-V a s s v i k, Oslo World 
-V A S S V I K, Drammen sacred music festival 
-V a s s v i k solo at Tromsø Villmarkssenter, Tromsø 
-Usynlige Grenser, Bolteløkka skole, Oslo 
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-Usynlige Grenser, Nesodden Steinerskole, Nesodden 
-Omni Anima, Karasjok, Sápmi 
-V a s s v i k, God Natt Oslo, SALT, Oslo 
-V a s s v i k, Oppe på Setra, Sør Fron, Norway 
-V a s s v i k, Bomuldsfabrikken, Arendal 
-V a s s v i k, Mela festivalen, Oslo 
-V a s s v i k, Urkult, Sverige 
-V a s s v i k, Kulturdugnad Gamvik 
-Ural Pop Cross Roads, Krakow, Polen 
-Leahkit, Bar de Luc, France 
-V a s s v i k solo. Utrecht, Nederland 
-V a s s v i k, Konsert, UiO: Nordic-konferanse, Deichman, Oslo 
-V a s s v i k, Konsert, Global Copenhagen. København 
-V a s s v i k solo,Konsert, Fylkesbiblioteket i Akershus, Asker 
-Ild og Is, skolesekk, Oslo 
-Nok en Same, skolesekk, Aust Agder 
-Leahkit, Ål 
 

 

CV  Elisabeth Heilmann Blind Born Sisimiut Greenland 

 

Email: batsebha@hotmail.com 
Theather and dance  
 Giron Sámi teahter, Tukak Theatre, Dalvadis Teahter, La Tarantula Teater, 
Ulloriaq Nordstjerne, Beaivvas,   Sámi Násunalá Teahter, Samiska Teatern. 
 
 

 

CV  Koji Yuki , Ainu Born 1964 Kushiro, Hokkaido, Japan 

 

Woodprint artist, musician and animatior  

Leader and vocalist of the Ainu Art Project  

Formative creator using Ainu Mythology 

Ainu mythology storyteller using Ainu Language 

 

EXHIBITIONS: 

 

2000  Established the Ainu Art Project with Ainu friends. 

2006~  Hold a joint exihibition on Jomon and Ainu with Atsushi Hirata in Tokyo.  

2008  Served the Indigenous Peoples’ Summit in Nibutani as the director. 

2010~ Hold a one-man exhibition at a gallery in Tokyo. 

2011  Performed a story-telling for Rumeurs du Louvre/Rumeurs du Monde 

in Paris. Performed in “Ainu Mythology Dramatic Reading” with an Ainu 

traditional harp called the “Tonkori” in Dec. 2011 at the Louvre Museum 

in Paris 

2016  Held a joint exhibition with Tomas Colbengtson in Sapporo  

2016  ~Exhibition at a gallery in Tokyo. 
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About the “Ainu Art Project” 

 

The Ainu Art Project was founded in 2000 by a group of young Ainu descendants who 

got together to rebuild the Ainu Ship “Itaomacip” for the first time in 200 years. 

Later, their families and other members also joined this Ainu creative team, currently 

consisting of 23 members. 

The goal of the Ainu Art project goes beyond maintaining their traditional culture, 

but also aims to explore spontaneous, modern expressions of Ainu culture. 

The group performs internationally, participating in the Canoe Festival overseas, and 

contributes their own interpretation of the Ainu World through traditional dances 

and contemporary original performances. 

 

 

CV  Anni Linn Fjällström Israelsson Saemi  Bearkanvuoma, Tärna , Sweden 

 

My name is Anni linn Fjellström, born in 1994. I have my roots in Björkvattsdalen 

and Norra Fjällnäs, which both lie in the South Sami area in Sweden. Björkvattsdalen 

is the place I always have called my home and where I now live. I work at a Sami 

school nearby where I teach the South Sami language. Ever since I was a kid, Sami 

handicraft has been a part of my living. A strong memory I have from my childhood 

is when my father and I sewed shoes out of reindeer skin. First in 2014 I began to 

study Sami handicraft at the Sami education centre in Jokkmokk, Sweden. In the 

winter the same year I became a part of the exhibition Vaapsten bijre. Sami handicraft 

lies close to my heart. I like to create new objects by com- bining traditional patterns 

with modern ones. To create gives me inspiration and it is a way for my roots to grow 

stronger. 

 

Scholarship:  

 

2015 Klara Vendels minnesfond  

 

Exhibitions: 

 

Vaapsten bijre. Tärnaby, Sweden 2014  

Såafoe. Jokkmokk, Sweden 2015  

Vaapsten bijre. Jokkmokk, Sweden 2016 

Vaapsten bijre. Östersund, Sweden 2016  

Vaapsten bijre. Tärnaby, Sweden 2016 

Vaapsten bijre. Björkvattsdalen, Sweden 2016  

Vaapsten bijre. Trondheim, Norway 2017 

 

 

CV  Matti Aikio Saemi Finland  

 

Matti Aikio (FI) is a Finnish artist. He comes from a Sámi reindeer herding family and 
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still practices reindeer herding part time. In 2012, he earned a BA degree from 

Tromsø Academy in Contemporary Art.  

 

Aikio works mainly with photography and video as well as with sculptural 

installations, sound art and music. Further, he has been a DJ since 2009. 

 

 

CV  Katarzyna Pastuszak Poland 

 

(Ph.D./Poland) - dancer and artistic director of Amareya Theatre (Gdansk, Poland); 

curator of the Gdansk Dance Festival (Club ZAK Gdansk, Poland), honourable 

member of the Gdansk Culture Council. Graduated from Scandinavian Studies 

(Gdansk University, MA Tracing the Essence of Odin Teatret) and Theatre Studies 

(Theatre Academy, Warsaw, MA Introduction to Butō). 

 

In 2010 she finalised her Ph.D dissertation Hijikata Tatsumi’s Ankoku butō – the 

Theatre of the body-in-crisis at the Department of Cultural Studies, Gdansk 

University. 

 

She began her dance and theatre education in 1995 and learned from such teachers 

as Peter Schumann (Bread and Puppet Theatre), Zygmunt Molik (Grotowski 

Theatre), Eugenio Barba (Odin Teatret), Wojciech Misiuro, Ko Murobushi, Daisuke 

Yoshimoto, Atsushi Takenouchi, Gekidan Kaitaisha, Ernesto Edivaldo, Horacio 

Macuacua, Jozef Frucek and Linda Kapetanea, Tao Dance Theatre, Yumiko Yoshioka, 

Yukio Waguri and others. 

 

As dancer and artistic director of Amareya Theatre she has created performances 

presented at festivals in Poland and abroad: Ophelia_3 (2013, Marseille), The Power 

of Nature (2013, Norway); Nomadic Woman with Louise Fontain (2012); Dream 

Regime 2011 (performances in Tokyo with Gekidan Kaitaisha, Morishita Studio); 

Xenos (2005), Mandala of Life and Death with Atsushi Takenouchi (2005), Ten ku 

Youran with Daisuke Yoshimoto (2006), Anatomical Theatre – The Mystery of Life 

and Death with Joan Laage in Sweden (2006-2007), Dream Regime – Theatre for 

Community in cooperation with Gekidan Kaitaisha (2007-2008), Caravan Project 

with Ang Gey Pin (2008). 

 

Katarzyna Pastuszak conducted workshops in Poland, Russia, Norway, Sweden, 

Japan. 

 

In 2011-2012 Katarzyna Pastuszak participated in the CORNERS of EUROPE cultural 

and artistic project. She performed and taught workshops at the Redplexus Festival 

- Préavis de Dés- ordre Urbain in Marseille (France). In October-December 2013 she 

co-created two premieres for the 10th Anniversary of Amareya – a dance solo called 

2 with live music by Joanna Duda and a group performance called Fetish.wtf directed 

by Dorota Androsz from Teatr Wybrzez
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International Conference on Policy towards Indigenous 

Peoples 

2-4 December, Hokkaido University 
 

 

 

 

2 December, Saturday 

 

 

8:30-9:30 REGISTRATION, COFFEE 

Location: Lecture Room No.8, Lecture Theatres, Humanities and Social Sciences Classroom 

Building, Hokkaido University  (https://www.global.hokudai.ac.jp/about/visitors-

access-maps/sapporo-campus-map/), Address: N9 W7, Sapporo 

 

 

9:30-10:30 WELCOMING WORDS 

Chair: Makoto Shimizu 

 

Ryoko Tahara, Chief director, Ainu Women’s Association, Sapporo, Japan                  

Interpreted by Ngaroma Riley, Chief Editor, International PR Section, Tohoku University 

 

Tomas Colbengtson, Lecturer, University College of Art, Crafts and Design, Stockholm, 

Sweden 

 

Hiroshi Maruyama, Professor emeritus, Muroran Institute of Technology, Japan 

 

 

10:30-11:30 OPENING LECTURES 

Mark Winchester, Lecturer, Kanda University of International Studies, Chiba, Japan    

Backlash: Hate Speech, Indigenous Denial and Historical Revisionism in Post-DRIP'S Japan 

 

Marie Persson Njajta, Human Rights Defender, Sami Parliament in Sweden     

The Damming of A People: Indigenous Struggle against Past and Present Colonial Behavior, 

Mining and Exploitation; Striving for a Healthy Future  
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PARALLEL SESSIONS 

 

 

13:00-17:30 SESSION 1: REDRESS FOR HISTORICAL INJUSTICES 1 

Location: Lecture Room No.8, Humanities and Social Sciences Classroom Building, 

Hokkaido University 

Chair: Anna Petrétei, Researcher, NIEM, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, 

Finland 

 

Yuji Shimizu, President, Ebetsu Ainu Association, Ebetsu, Japan 

Toward a Respectful Repatriation of Stolen Ainu Ancestral Remains  

Interpreted by Jeff Gayman, Hokkaido University, Sapporo, Japan 

 

Dwight Newman, Professor of Law & Canada Research Chair in Indigenous Rights in 

Constitutional and International Law, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada 

Reclaiming Indigenous Lands: UNDRIP Article 32 and Aboriginal Title Claims to Previously 

Occupied Lands 

 

Dorothée Cambou, Post-doctoral researcher, NIEM, Arctic Centre, University of Lapland, 

Rovaniemi, Finland 

Nordic Sámi Convention: A New Milestone for the Process of Sámi Self-Determination 

 

14:20-14.35 Break 

 

Kunihiko Yoshida, Professor, School of Law, Hokkaido University, Sapporo, Japan 

Property Law Policy for the Indigenous Ainu People in Japan and the Unresolved Issue of 

Reparations: Focusing on Current Issues 

 

Kamrul Hossain, Associate Professor / Director NIEM, Arctic Centre, University of 

Lapland, Rovaniemi, Finland 

Negotiating Indigenous Rights: From Transnational Network to Making Room in 

International Law 

 

Katarzyna Postuszak, PhD, dancer and artistic director of Amareya Theatre, Gdansk, 

Poland 

Methodology of Storytelling to Heal Trauma of Indigenous Peoples 

 

       Discussion 
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13:00-17:30 SESSION 2: INDIGENOUS HEALTH ISSUES 

Location: Lecture Room No.5, Lecture Theatres, Humanities and Social Sciences Classroom 

Building, Hokkaido University 

Chair: Maile Taualii, University of Hawaiʻi, Mānoa, USA 

 

 Maile Taualii, University of Hawaiʻi, Office of Public Health Studies, Mānoa, USA 

    Indigenizing the Institution; Native Hawaiian and Indigenous Health Master of Public Health 

Program. 

  

 Malia Purdy, Maile Taualii, Treena Delormier, Kihei Nahale-a & Ilima Long, 

University of Hawaiʻi, Office of Public Health Studies, Mānoa, USA 

Kīko'u Ko'olau & Indigenous Public Health: Cultivating Wellness for the Community 

 

Dele Raheem, NIEM, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland 

Biocultural Heritage and the Utilisation of Indigenous Foods amongst the Saami People 

 

 James Daschuk, Faculty of Kinesiology and Health Studies, University of 

Regina, Saskatchewan, Canada 

Colonialism and the Loss of Indigenous Health: A Canadian Example 

       

Yuito Okada, Master of Public Health student at University of Hawaii at Manoa, USA; 

Landen Muasau, Master of Public Health student at University of Hawaii at Manoa, USA; 

Maile Taualii, Ph.D., MPH, Assistant Professor at University of Hawaii at Manoa, Office of 

Public Health, USA  

Health Activism in Japan and Hawaii: Could UNDRIP promote Indigenous Health? 

 

14:20-14:35 Break 

 

Landen Muasau, Maile Taualii, Raynald Samoa, Meripa Godinet 

University of Hawaiʻi, Office of Public Health Studies, Mānoa, USA 

Family Centred Diabetes Navigation for Pacific People. 

 

 Sierra Kawenaokahokuwelowelo Hirayama, Maile Taualii, Kirk Fernandes, John 

Timtim & Jeani Jow, Kaiser Permanente, Health Advancement Leadership Experience 

Program, Hawaii Performance Medical Group, USA 

ʻOhana (Family) Centered Care – An Indigenous Model for Managed Care 

 

 Maria de Lourdes Beldi de Alcantara, Medical School, University of São Paulo, Brazil 

Dialog among Indigenous Youth and Physicians in Dourado's Reservation, Matoa Gross do 

Sul, Brazil 

 

 Corin Thornburg, Maile Taualii, Kirk Fernandes, Ben Tamura & Jeani Jow, Kaiser 

Permanente, Health Advancement Leadership Experience Program, Hawaii Performance 

Medical Group, USA 

    Indigenous Navigation and Malama Honua Improves Wellness in Managed Health Care 
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Kamuela Werner, Department of Native Hawaiian Health, John A. Burns School of 

Medicine, University of Hawaiʻi, Mānoa, USA 

Requiring Native Hawaiian Cultural Safety Training for all University of Hawaiʻi Employees: 

A Systemic Step Towards Becoming an Indigenous Serving University 

 

Discussion 

 

 

3 December, Sunday 

 

 

9:30-12:00 SESSION 3: PANEL DISCUSSION BY AINU WOMEN 

Location: Lecture Room No.8, Lecture Theatres, Humanities and Social Sciences Classroom 

Building, Hokkaido University 

Chairs: Hiroshi Maruyama, Muroran Institute of Technology, Japan & Satu Gröndahl, The 

Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Sweden 

Panelists: Ryoko Tahara, Chief director, Ainu Women’s Association, Sapporo, Japan; 

Shizue Ukaji, Tokyo Metropolitan Ainu Association, Japan 

Interpreted by Jeff Gayman, Hokkaido University, Sapporo, Japan & Mark Winchester, 

Kanda University of International Studies, Chiba, Japan 

 

10:45-11:00 Break 

 

11:00-12:00 Discussion 

 

12:00-13:30 Lunch Break 

 

 

13:30-17:00 SESSION 4: INDIGENOUS WOMEN ON THE FRONT LINE 

Location: Lecture Room No.8, Lecture Theatres, Humanities and Social Sciences Classroom 

Building, Hokkaido University 

Chairs: Satu Gröndahl, Associate professor, The Hugo Valentin Centre, Uppsala 

University, Sweden & Leena Huss, Professor emerita, Uppsala University, Sweden 

 

Tahnee Prior, Ph. D candidate, University of Waterloo, Canada 

Personal Security in the Barents region: An intersectional focus on women & Indigenous 

peoples 

 

Fern Eyles, Student at Massey University & Jade Kake (Ngāpuhi) – Te Hononga Centre, 

UNITEC Institute of Technology, Programme Manager for Te Matapihi (National Māori 

Housing Advocate), Palmerston North, New Zealand 

White lies: Centring Māori Women in the Reform of Prostitution Legislation and Policy 

      

14:50-15:05 Break 

https://www.blogger.com/null
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Lis-Mari Hjortfors, Ph. D student. Sámi Dutkan/ Sami studies/ Vaartoe - Centre for Sami 

Research, Umeå University, Sweden 

Laestadianism’s Importance for Sami Identity in the Lule Sami Area 

 

Janice Cindy Gaudet, Assistant professor, Campus Saint-Jean, University of Alberta, 

Edmonton, Canada 

An Indigenous Grandmother’s initiative in response to Human Trafficking for Sexual 

Exploitation of young Aboriginal women 

 

Nina Sivertsen, PhD, College of Nursing and Health Sciences, Flinders University, 

Adelaide, Australia 

A world apart with shared history –Norwegian Sápmi and Indigenous 

Australia:  Colonisation, consequences, and empowerment 

 

Satu Gröndahl, Associate professor, The Hugo Valentin Centre, Uppsala 

University, Sweden 

Creating Modern Sámi Identity 

 

       Discussion 

 

 

 

4 December, Monday 

 

 

PARALLEL SESSIONS 

 

 

9:00-12:45 SESSION 5: EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES IN INDIGENOUS COMMUNITIES 

Location: Conference room No. 3, Conference Hall, Hokkaido University 

Chairs: Hiroshi Maruyama, Professor emeritus, Muroran Institute of 

Technology, Japan & Marie Persson Njajta, Human Rights Defender, Sami Parliament in 

Sweden 

 

Satoshi Hatakeyama, President, Monbetsu Ainu Association, Monbetsu, Japan 

Towards restoring our Indigenous right of whaling in Japan 

Interpretation will be provided 

 

Anna Petrétei, Researcher, NIEM, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, Finland 

Resource Development in the Sápmi Region: Integration of Human Rights Impact Assessment 

in Licensing Processes 

 

 

Catherine Moriarity, Master’s student, Centre for Sami Studies (SESAM) at UiT The Arctic 

University of Norway, Tromsø, Norway 
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Securing Rights: the Duty to Consult and Indigenous Engagement in the Canadian Legal 

System 

 

June L Lorenzo, PhD, Member of Laguna-Acoma Coalition for a Safe Environment and 

Indigenous World Association, USA 

Contradictions Abound: Reflections on Impacts of Nuclear Policy on New Mexico Indigenous 

Peoples 

 

10:40-11:00 Break 

 

Assi Harkoma, Researcher, NIEM, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, 

Finland 

How traditional knowledge of Indigenous people can contribute to the conservation and 

protection of biodiversity 

 

Giuseppe Amatulli, PhD Candidate, Arctic Centre, University of Lapland, Rovaniemi, 

Finland 

Promoting Sustainable Development in Indigenous Communities through the 

Implementation of the Principle of the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) and the Use 

of Traditional Ecological Knowledge (TEK) 

 

Michelle Daigle, Assistant professor, University of British Columbia, Vancouver, Canada 

Resurging through Kistachowan: Indigenous Water Governance at the Heart of Colonial 

Empire 

 

Koichi Kaizawa, President, Biratori Ainu Culture Preservation Association, Biratori, Japan 

After the 1997 court’s decision over the Nibutani Dam Case 

Interpretation will be provided 

 

       Discussion 

 

 

9:00-12:45 SESSION 6: LINGUISTIC AND CULTURAL REVITALISATION 

Location: Big conference room (Daikaigishitsu), Centennial Hall, Hokkaido University 

Chairs: Leena Huss, Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Sweden & Satu Gröndahl, 

Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Sweden 

 

Shiro Kayano, Director, Kayano Shigeru Ainu Culture Museum, Biratori, Japan 

The right of the Ainu people to learn the Ainu language 

Interpreted by Jeff Gayman, Hokkaido University, Sapporo, Japan 

 

Sébastien Brodeur-Girard, PhD Candidate, Université de Montréal, Canada 

Indigenous Languages in Legal Context: Examples from Canada and New Zealand 
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Kenichiro Hirose, Associate professor, Kagoshima Immaculate Heart University, 

Satsumasendai, Japan 

Restoring Strategies of Ainu Rights to Education: Suggestions from First Nations’ Experiences 

in Canada 

 

10:40-11:00 Break 

 

Peter J. Mataira, PhD, College of Health and Society, Hawaiʻi Pacific University, Honolulu, 

USA 

Tri-level Indigenous Entrepreneurship: An Eco-systemic Approach to Sovereignty Building 

and Community empowerment 

 

Elizabeth Sumida Huaman, Assistant professor, School of Social Transformation, Arizona 

State University, USA 

Reclaiming Learning Places: Indigenous Communities, Cultural Practices, and Small 

Indigenous Schools in the Americas 

 

Hiroyuki Suzuki, IKOS, University of Oslo, Norway 

Towards Language Revitalisation of Invisible Indigenous Languages in Eastern Tibet: 

Examining the Cases of ‘Choyu’ and ’Lamo 

 

Jeff Gayman, Associate professor, Hokkaido University, Sapporo, Japan 

Impasses, Possible Ways Forward in Ainu Educational Policy: Reflections from Fieldwork 

and Education-related Research in Hokkaido 

 

Arnaq Grove, Associate professor, Nutserinermut Oqaluttaanermullu /Department of 

Translation & Interpreting, llisimatusarfik/University of Greenland 

The Support for Greenlandic in Higher Education 

 

Madoka Hammine, PhD student, University of Lapland, Rovaniemi, Finland 

Educated not to be able to speak your own language? 

 

Leena Huss, Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Sweden 

This Is a Beginning, We Must Start Somewhere! – The work of the Sami Language Centre in 

Sweden for Language Revitalisation 

 

       Discussion 

 

12.45-14:00 Lunch Break 
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14:00-17:30 SESSION 7: REDRESS FOR HISTORICAL INJUSTICES 2 

Location: Centennial Hall, Hokkaido University 

Chair: Kamrul Hossain, Associate professor/Director, NIEM, Arctic Centre, University of 

Lapland, Rovaniemi, Finland 

 

Aisa Kiyosue, Associate professor, Muroran Institute of Technology, Japan 

A Long History of Women’s Struggles for Dignity: Case Studies from Afghanistan and 

Palestine 

 

Mamoru Tazawa, Persident, Karafuto (Sakhalin) Ainu Association, Sapporo, Japan 

The Karafuto (Shkhalin) Ainu community is existing! 

Interpretation will be provided 

 

Yosuke Kosaka, Senior editorial writer, Hokkaido Shimbun, Sapporo, Japan 

Indifference in Japanese Society to the Extinction of Kuril Ainu and Ainu villages in Sapporo 

 

15:40-16.00 Break 

 

Sreerjith S. G., Associate professor, Centre for International Legal Studies, Jindal Global 

Law School, O.P. Jindal Global University, Sonipat, India 

The Ontology of Indigeneity: A Case for Ontological Essentialism 

 

Astri Dankertsen, Postdoctoral research fellow, Nord University, Bodø, Norway 

Urban Sami Youth - Indigeneity and the problem of authenticity 

 

Scott Manning Stevens, Director, Native American and Indigenous Studies, Syracuse 

University, USA 

Contemporary Haudenosaunee Resistance to Colonial Historical Narratives 

 

       Discussion 
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14:00-17:30 SESSION 8: INDIGENOUS ART FOR DECOLONISATION 

Location: Conference Hall, Hokkaido University 

Chair: Tomas Colbengtson, Lecturer, University College of Arts, Crafts and Design 

(Konstfack), Stockholm, Sweden 

 

       Britta Marakatt Labba 

       Julie Edel Hardenberg 

      Antonie Grahamsdaughter 

       Louise Fountaine Navarajaq 

       Katarzyna Pastuszak 

       Matti Aikio 

      Anni Linn Fjällström 

       Lena Stenberg 

       Elisabeth Heilmann Blind 

       Torgeir Vassvik 

       Marie Persson Njajta 

        

       Discussion 

 

 

 

 

18:30- BANQUET 

Location: Hokkaido Christian Center, Address: N7 W6 Sapporo 

 

Ainu food is served by the members of the Ainu Women’s Association. Ainu songs and 

dances are also performed by them. Every participant is charged 5,000 yen for food and 

drinks. 
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Abstracts 
 

 

 

Backlash: Hate Speech, Indigenous Denial and Historical Revisionism in Post-DRIPS 

Japan 

 

Mark Winchester  

Lecturer, Kanda University of International Studies, Chiba, Japan 

 

 

Ever since Japan’s ratification of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples in September 2007, and subsequent Diet resolution Calling for the Recognition of the 

Ainu People as an Indigenous People in June 2008, a loose, yet organized, negative campaign to 

deny the indigenous status of the Ainu people has gained a foothold in Japanese political life. 

Beginning with the ranting of a long-time problematic anthropologist and the popularization of 

his ‘theories’ by public figures, including politicians and an infamous manga artist, this 

campaign came to the fore in August 2014 when a Sapporo City Assemblyman denied the Ainu 

people’s existence inciting a wave of online racist hate speech culminating in an anti-Ainu 

demonstration in the nation’s capital. 

 

The movement has appeared within the context of the emergence, since the 1990s, of a 

relativist and revisionist new Right in Japan that has flourished under the second Abe 

administration. Worrying recent developments include 1) textbook revision, in which in 

sections explaining Meiji period government policy were changed from ‘expropriation of land 

from the Ainu people’ to ‘giving land to the Ainu people’, 2) a revisionist open letter to the 

Hokkaido Museum and Hokkaido Mayor from the far-right Japan Conference association 

denying Ainu indigeneity and claiming Japanese sovereignty over Ainu lands before the Meiji 

period, and 3) claims that current Ainu opposition to the continued access of researchers to 

stolen Ainu ancestral remains held by Japanese universities are indicative of Ainu reluctance to 

have their indigeneity ‘scientifically proven’ less it reveal some kind of ‘inconvenient 

truth’. Online hate speech toward the Ainu remains a constant problem. 

 

All of this activity has taken place in an environment in which the questioning of the necessity 

for Ainu affirmative action is being normalized and government policy is increasingly being 

fixed to a neoliberal and individualistic framework of cultural promotion within a narrative of 

top down national diversity. Ultimately, it represents a paternalistic, arrogant, overtly 

unremorseful and reactionary re-assertion of settler colonial control over any affirmation of an 

unfiltered and unmediated indigenous political (or even simply identitarian) will in Japanese 

society today. 
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The Damming of A People: Indigenous Struggle against Past and Present Colonial 

Behavior, Mining and Exploitation; Striving for a Healthy Future 

 

Marie Persson Njajta  

Human rights defender, Sami parliament in Sweden 

 

 

Sweden is the leading mining nation in Europe—90 percent of all European iron ore is 

produced in the town of Sápmi. While these mining activities benefit the global mining and 

extractive industry, the indigenous Sami people suffer from it. Sweden, however, does not 

advocate for the rights of the Sami and consequently continues to receive international 

criticism for not living up to international standards regarding the rights of the Sami people. 

Historically, our South Sami community in Bearkoenvuemie, Dearna/Tärnaby, at the source of 

the Ume River, has been deeply affected by the trauma from State colonial abuses: racial and 

biological measurements; the banning of traditional Sami culture, livelihoods, language, and 

spirituality; the confiscation of traditional Sami land and water; hydro power damming; forced 

relocation; the unlawful transfer of traditionally Sami lands to a nickel prospecting company. 

State colonial practices—both historical and ongoing—have resulted in traumas which have 

endured through generations and are still affecting the health of the Sami people. In my 

presentation, I shed light on the mining situation in Sápmi and share my experiences with the 

audience. I also highlight the female human rights defenders who are protecting land and water 

and fighting for a sustainable future for all of us. Lastly, I make clear my commitment to the 

establishment of a Truth Commission on the colonial abuses by the Swedish state against the 

Sami people. 

 

 

Toward a Respectful Repatriation of Stolen Ainu Ancestral Remains 

 

Shimizu Yuji 

President, Ebetsu Ainu Association, Ebetsu, Japan 

 

 

From the 1930s onward, Hokkaido University, furtively, and at times blatantly, stole Ainu 

human remains from Ainu graveyards. Their objective was to perform comparative research 

on human skulls to verify racial traits such as personality and intellectual ability, and thereby 

ultimately to shed light on human evolution. At present, more than 1000 of such Ainu ancestral 

remains are housed at Hokkaido University, and another more than 600 have been identified 

at another 11 universities and other research institutes throughout Japan. Incidentally, in what 

was likely a variation on such research, when I was a child, my blood was drawn and my body 

measured for survey purposes. In this way, in the process of the modernization of Japan, the 

Ainu were constantly made into a mere object of research.  

 



34 
 

In the autumn of 2012, after repeated rejections and negligence by Hokkaido University toward 

Ainu requests for meetings to discuss repatriation prospects, three Ainu plaintiffs filed suit with 

the Sapporo District Court against Hokkaido University for the repatriation of their ancestor’s 

remains. Despite 10 court hearings no progress had been made, and out of concern for the 

advanced age and health conditions of the plaintiffs, the judge ordered for an out-of-court 

settlement. On 25th March, 2016, in honor of Ainu communal care-taking, a historic and 

unprecendented agreement to repatriate 12 Ainu individuals to their communities, rather than 

to direct descendants as compelled by Japanese inheritance law and demanded by Indigenous 

policy guidelines, was reached. At this juncture, the Kotan Association (Kotan no Kai) was the 

organization formed to serve as the legal recipient of the ancestral remains, as well as to functon 

as their caretakers.  

 

In implementing a reburial ceremony which had never been performed before in history, the 

Kotan Association was challenged by the need to respond creatively, progressively and with 

great caution. We members confirmed with one another the need to face the due gravity of the 

task with full self-awareness and sanctity, as well as to broadcast information about such 

domestically and internationally, and to pursue an ethically-grounded apology from the 

researchers responsible.  

 

I believe from the peace of my dreams since the reburial that we were able to faithfully carry 

out our duty. But already the process of reconciliation is further clouded by the project to 

transfer Ainu ancestral remains from Japanese universities to a shared charnel facility, and we 

cannot let down our guard.   

 

 

Reclaiming Indigenous Lands: UNDRIP Article 32 and Aboriginal Title Claims to 

Previously Occupied Lands 

 

Dwight Newman 

Professor of Law & Canada Research Chair in Indigenous Rights in Constitutional and 

International Law, University of Saskatchewan, Canada 

 

 

This paper would consider the developing potential in international law instruments and some 

forms of the transnational doctrine of Aboriginal title for Indigenous communities to reclaim 

lands that they occupied in the past but of which they have lost possession.  Early common law 

Aboriginal title claims were to lands over which Indigenous communities maintained ongoing 

possession rooted in time immemorial.  But both Article 32 of the UNDRIP and a recent 

Supreme Court of Canada Aboriginal title case illustrate the possibility of also claiming lands of 

which possession has not been retained.  The paper will consider the doctrinal possibilities and 

challenges arising in the context of such claims.  Some Indigenous communities may wish to 

make more modest claims to land than the doctrinal norms are moving toward – for instance, 

the Ainu appear to have put fairly modest claims in respect of land.  But more modest claims 
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should be understood in the context of the expanding frontiers of the doctrine, and this paper 

will engage with these questions.  Effective redress for historical dispossessions may have far-

reaching consequences, and the developing doctrine is well worthy of study in terms of both its 

potential and its limitations. 

 

KEYWORDS:  Indigenous land claims, Aboriginal title, property rights 

 

 

The proposed Nordic Sámi Convention: a new milestone for the process of Sámi self-

determination? 

 

Dorothée Cambou 

Post-doctoral researcher, Arctic Centre-University of Lapland, Finland 

 

 

On 22 November 2016, a delegation representing the governments of Finland, Norway and 

Sweden together with the Sámi parliaments has submitted a Nordic Sámi Convention. The 

document recognises the right of the Sámi people to self-determination, including the right to 

determine its own economic, social and cultural development. Of importance, the document 

also describes how the right to Sámi self-determination can be implemented in the Nordic 

states. In accordance with the recent development of international law, it recognises the right 

for the Sámi people to self-determination across the borders that separate them but without 

providing them any right to secession or independent statehood.  

Although the proposed convention has not yet been adopted, the purpose of my presentation 

is to describe and assess the value of this document both for the development of international 

law on self-determination and for the development and protection of the rights of the Sámi 

people. 

 

Key Words: Indigenous Peoples, Self-determination, Sámi People, Nordic Convention 

 

 

Property Law Policy for the Indigenous Ainu People in Japan and the Unresolved Issue of 

Reparations: Focusing on Current Issues 

 

Kunihiko Yoshida  

Professor, School of Law, Hokkaido University, Japan 

           

 

The reparations discussion regarding the Ainu people, the indigenous people to Japan, 

especially in Hokkaido, is far behind the goal of reconciliation. Despite Japan having supported 

the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in 2007, the Ainu Commission's Report 

in 2009 denied a reparations approach and the Ainu policy situation thus has remained 
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stagnant, except for the controversy on the construction of the ‘Ainu Symbolic Space’ in Shiraoi 

that is to include monuments, and a storage room for consolidated Ainu stolen bones and 

remains.  

The current issues such as (1) the delayed repatriation of stolen Ainu ancestral bones/remains 

and objects buried together with them, (2) issues of continuing environmental injustice for 

Ainu people, most prominently in the cases of the Nibutani and Biratori Dams and the Monbetsu 

industrial waste site, (3) the grassroots movement for maintenance of forest with regard to the 

FSC (Forest Stewardship Council), and (4) bias in education with respect to the teaching of Ainu 

history will also be covered.  

Facing these challenges, we established the “Citizens’ Alliance for Reexamining Ainu Policies” 

in April 2016, and plan to propose and report the issues and our counter-proposals to the 

Japanese Government as well as to the United Nations Human Rights Council. We need the 

international support to overcome the huge discrepancies between the UN Declaration and the 

Japanese government’s position on indigenous people’s policies. 

 

Key words: property; reparations; repatriation; environmental injustice; historical unjustice 

 

 

Negotiating Indigenous Rights: From transnational network to making room in 

international law! 

 

Kamrul Hossain 

Associate Professor / Director, Northern Institute for Environmental and Minority Law, Arctic 

Centre, University of Lapland, Finland 

 

 

Indigenous peoples are distinct in terms of their origin. They have been the native groups of 

peoples in the territory in which they live. They maintain a separate identity around the 

language they speak, culture and religion they practice and the ways of lives they traditionally 

preserve and promote. Given that the state-centric notion of sovereignty is unknown to them, 

and that these groups of peoples have never maintained any external or internal territorial 

divides within the vast lands held collectively, these lands have been increasingly grabbed in 

the name of sovereignty by the dominant groups. Over the centuries, therefore, they have been 

colonized by the settlers making them gradually marginalized in their own territories. This 

historic injustice, as well as the need for recognition as the distinct groups of people, has been 

first raised in the League of Nations (LoN) during 1920s and 1930s. However, Euro-centric 

development of international law during this point in history had not paid any attention to 

indigenous issue, and thereby the issue found no place in LoN agenda. Nevertheless, after the 

creation of the United Nations (UN), indigenous movements started becoming more formalized 

as there were emergences of various indigenous organizations in different geographical 

locations. The 1970s saw a significant development – strong networks of indigenous 

organizations. These networks were able to successfully bring some of their issues to different 
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fora including within the UN, making their voices internationally heard. Against this 

background, this paper particularly explores: how the transnational indigenous movements 

had matured overtime to make a room, and what, for indigenous peoples within the framework 

of international law. 

 

 

Kīko'u Ko'olau & Indigenous Public Health: Cultivating Wellness for the Community 

 

Malia Purdy, Maile Taualii, Treena Delormier, Kihei Nahale-a, Ilima Long 

University of Hawaii, Office of Public Health Studies, USA 

 

 

Background: Community driven programs are essential to ensure success and sustainability of 

interventions aimed to reduce health disparities experienced by indigenous communities.  

 

Purpose: Kīkoʻu Koʻolau is an ʻāina-based after school program for students grades one to eight 

in partnership with Ka Papahana Kuaola, a Native Hawaiian non-profit organization that is 

dedicated to creating quality educational programs focused on environmental restoration and 

economic sustainability fully integrated with Hawaiian knowledge, and is an innovative project 

that promotes sustainability in their food resources, food security, and health, while also 

strengthening identity as Kānaka Maoli.  

 

Methods: A series of focus groups were conducted to assess the impact of the program on 

parent’s relationships with their children and the dynamics in their families.  Other areas 

assessed include frequency of children and families accessing the land, factors affecting home 

life and basic demographics.  Key informant interviews were performed. Focus groups and key 

informant interviews were transcribed and a qualitative analysis was performed using NVivo 

10. 

 

Key Findings:  Pre-program discussion highlighted the importance of children knowing how to 

behave in the lo’i, or taro patch, learning about responsibilities with growing food and learning 

the knowledge of cultivating kalo, or taro, lost through colonization and assimilation.  Post-

program discussion focused on transformation of children and family dynamics.  

 

Public Health Impact: The assessment of the Kīko’u Ko’olau program was the result of a 

community-academic partnership between Papahana Kuaola and the University of Hawaii, 

Master of Public Health, Native Hawaiian and Indigenous Health specialization. This 

partnership is an example of how community and academy can collaborate in preparing 

students for leadership roles in Indigenous health policy and culturally safe health services. 

Graduates of the program better meet the social and cultural needs of Indigenous People, 

thereby enhancing the quality and effectiveness of health services and policies. The improved 
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quality and effectiveness of Indigenous health services contributes to the reduction of 

Indigenous health disparities and the improvement of Indigenous Peoples’ health. 

 

 

Biocultural heritage and the utilization of indigenous foods amongst the Saami people 

 

Dele Raheem 

Post-doctoral Researcher, Northern Institute for Environmental and Minority Law, Arctic 

Centre, University of Lapland, Finland 

 

 

The Saami people are the only European indigenous people; they live in Finland, Sweden, 

Norway and Russia. Indigenous foods from farming and fishing at subsistent levels before the 

institution of oppressive land and water policies during colonization are at risk due to 

globalization and global warming. To date, there has been very little scientific studies on most 

of these indigenous foods amongst the Saami and how they can contribute to food security. 

Therefore, there is a need to understand ways to decolonize research and the relationships 

between indigenous peoples and sustainable agri-food system. This paper will conceptualize 

the ‘La Via Campesina’ global social movement that ensure that the food system help people 

and the environment through food sovereignty. hunting, fishing, and gathering are part of the 

culture and food sharing are common in many communities; Saami people’s biocultural 

heritage reflects in the gathering and utilization of indigenous foods that are native to the 

people. Most of these foods have cultural values; they are produced sustainably in harmony 

with nature. However, there is a danger that the knowledge associated with these foods are at 

the risk of being lost in our present day if the opportunities to document them and research 

more on their nutritive values is lacking. The aim of this paper is to identify some of these foods, 

highlight their relevance to food sovereignty, and the environment amongst the Saami. The 

paper will also help to expand our understanding of how indigenous peoples can respond to 

their own needs for a healthy and culturally appropriate food.  

 

Keywords: agri-food, environment, indigenous food, nature, Saami  

 

 

Colonialism and the Loss of Indigenous Health: A Canadian Example. 

 

James Daschuk 

Associate Professor, Faculty of Kinesiology and Health Studies, University of Regina, Research 

Associate, Saskatchewan Population Health and Evaluation Research Unit (SPHERU), Canada 

 

 

The Indigenous population of the northern Great Plains have been described as the tallest 

people on earth because of their high quality diet in the 19th century.  Within years of Canada’s 
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acquisition of the territory, malnutrition was so widespread that tuberculosis became the 

primary cause of sickness and death. Rather than the spread of a new disease, the spread of 

tuberculosis was the result of harsh measures imposed by Canadian authorities to facilitate 

European settlement of the region. The decline in health experienced more than a century ago 

continues to be reflected in the gap in health outcomes and life expectancy between Indigenous 

and mainstream Canadians and remains the result of racist policies on the part of the Canadian 

government. The difference in health between Indigenous and mainstream populations can be 

used as a measure for the evaluation of policies in other countries. 

 

In this paper, I will describe the events leading to the completion of the numbered Indian 

treaties in western Canada and outline the implementation of government policies that 

undermined indigenous health soon after the completion of the treaties and show how 

government policies continue to hold back improvements in indigenous health in comparison 

with the wider Canadian population. I will conclude with a proposal for evaluating indigenous 

policy globally using the United Nations Human Development Index. 

 

 

Health Activism in Japan and Hawaii; Could UNDRIP promote indigenous health? 

 

Yuito Okada, Landen Muasau 

Master of Public Health student at University of Hawaii at Manoa, USA 

Maile Taualii 

Assistant Professor at University of Hawaii at Manoa, USA 

 

 

Indigenous peoples commonly believe that nature and genealogy are strongly related to health. 

Indigenous peoples often pray for nature to maintain their health as well as performing 

ceremonies for their ancestors as traditional healing processes. The United Nations Declaration 

on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) is delegated to protect indigenous health based 

on human rights, such as the right to self-determination, the right to stay in their ancestral 

lands, and the right to practice their cultural traditions and customs. The purpose of this study 

is to discuss how UNDRIP has been affecting indigenous health and to explore the proposal. 

 

In fact, many governments have violated UNDRIP and ignored the values of indigenous peoples. 

For instance, the Japanese government is currently constructing a military base without the 

consent of the Okinawan people at Henoko Bay, which holds that it is a spiritual place where 

the soul returns. Another example is the theft of Ainu remains by European researchers, which  

remain housed in European museums to this day. The Ainu are negotiating with the museums 

to return these sacred bones due to the Ainu belief that these bones must return to the land of 

their ancestors. Furthermore, the University of Hawaii is trying to build a thirty-meter telescope 

at the top of Mauna Kea, a sacred place for Native Hawaiians.  
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As a result, these conflicts have directly negative impacts on the health of indigenous people. 

Therefore, it is critical that governments should obey UNDRIP to secure indigenous health and 

the well-being of their descendants. 

 

 

ʻOhana (Family) Centered Care – An Indigenous Model for Managed Care 

 

Sierra Kawenaokahokuwelowelo Hirayama, Maile Taualii, Kirk Fernandes, John Timtim, 

Jeani Jow 

Kaiser Permanente, Health Advancement Leadership Experience Program, USA 

 

 

Background: Previous studies demonstrate cultural competency as a critical component of 

effective healthcare. Providers must take every patient’s cultural context into account when 

providing care.  Originated as patient-centered care, this method of care delivery promotes 

healthcare that is responsive to a patient’s individual needs, values, and preferences. Socio-

cultural environments shape those needs and preferences, including a patient’s social network, 

physical access, and mental support system. A patient’s support system can have a large effect 

on her/his health. The support system eases the burden of access, treatment and recovery that 

patients experience with illness. For many patients, this health support system consists of their 

ʻohana, their family and close friends.  Current healthcare systems are designed to support the 

individual alone and do not formally support the flexibility needed to incorporate a patient’s 

social network – which differs by culture, age, and other key factors – into care considerations. 

Instead, informal accommodations are often made, which are untrained and suboptimally 

effective. These practices could be systematized and expanded to better support providers in 

making these accommodations and to create a system that responds to patients’ needs in an 

efficient and effective manner. Hawaiʻi is home to approximately 1.5 million people, of whom 

only 23% are White. Asians make up 38% of the population and 23% identify as two or more 

races. Native Hawaiians and Other Pacific Islanders make up 10% of the state’s population, and 

the remaining 10% identify as Hispanic, Black or American Indian/Alaska Native. Healthcare 

providers in the state of Hawaii must be responsive to the population’s rich ethnic diversity and 

reflexive to patients’ needs.    

Purpose of this study was to assist providers to be responsive and respectful to the rich 

diversity of Hawaii’s population.  

 

Methods: A careful review of the literature on cultural competency, methods to integrate social 

support into healthcare delivery, and a survey of formal organizational level interventions to 

assist providers by formalizing the respect for culture into the health management organization 

were conducted. Key informant interviews were conducted with providers to shape 

recommendations that would be feasible and effective.  
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Key Findings show that cultural competence requires recognition of the importance of support 

systems.  The study revealed that relatively little research has been done specifically on family-

centered healthcare.  The interviews were useful in the creation of a set of general 

recommendations for potential interventions that could support its patients with a flexible 

family-centered care system.  These can be summarized into two main recommendations: 

relevant information collection and sharing.  The interviews also provided more details on 

possible implementations and future directions of necessary research. 

 

 

Dialogue among indigenous youth and physicians in the Dourados Reserve, Mato Grosso 

do Sul, Brazil   

 

Maria de Lourdes Beldi de Alcantara 

Professor, Medical School, University of São Paulo, Brazil 

 

 

The main goal of this action/research is to analyze the dialogue which takes place between the 

physician, with a biomedical background, and the indigenous patient, in this case the 

indigenous youth of the Dourados Reservation. It also considers the role of the medical 

anthropologist. My role as a medical anthropologist is to try to build dialogue between doctors 

and nurses with biomedical training and the indigenous youth population who go to their 

health clinics for care. This dialogue can be overwhelmingly confrontational and tense for a 

number of reasons. First and foremost, indigenous youth find it difficult to trust the physicians 

and communicate with them because of the performance of the physician in relation to the 

young; they do not have interaction. On the part of the physicians, there is a need to need 

“understand” in a “biomedical” way so that s/he can perform a “diagnosis”. There are difficulties 

relating to patient adherence to the recommended treatment regimen. We have here a kind of 

dialogical “opacity”. As a medical anthropologist who has worked with indigenous youth for 

nearly sixteen years, my position is twofold—I must provide a medical solution as well as 

intercultural dialogue.  Dialogue with physicians engenders difficulties of its own, often due to 

widespread prejudice and cultural ignorance about the population they are working with. How, 

as medical anthropologists, can we work “in between”? How can we build intercultural dialogue 

among physicians and the indigenous youth? Is this our role? What is our place within the 

indigenous community? What do they want from us? 

 

 

Indigenous Navigation and Malama Honua Improves Wellness in Managed Health Care  

 

Corin Thornburg, Maile Taualii, Kirk Fernandes, Ben Tamura, Jeani Jow 

Kaiser Permanente, Health Advancement Leadership Experience Program, USA 
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Background: The voyaging canoe Hokulea has returned after an extensive three-year journey 

around the planet to raise awareness and create partnerships that reinforce culture and 

community, emphasize the importance preserving cultural health as a Core Value linked to 

caring for the earth and the health of our oceans. In an effort to continue its mission to improve 

the health and wellness of members and communities, Kaiser Permanente Hawaii will 

encourage the message of caring for oneself in a more holistic way that includes our bodies, our 

families, our community and our environment. The message of Malama Honua, to care for our 

island earth, is to not only be stewards of one part of earth, but to be caretakers of the physical 

as well as the cultural environment which people and communities live in. Consequently care 

delivery methods cannot only take care of one part of a patient’s health. Just as the navigator 

guides Hokulea around the world, providers must guide their patients on a journey beyond 

sick-care and basic preventive medical care, towards health and wellness. 

 

The study reviews the efforts of Malama Honua and includes design strategies and methods 

that can be applied to health programs and initiatives. The literature review notes that solely 

caring for one aspect of a patient’s health is not conducive to one’s overall wellness (Lillis, 

Hayes, Bunting, & Masuda, 2009). 

 

Methods: Interviewed medical providers who have volunteered service to Malama Honua and 

participated as crew or support for Hokulea’s voyage.  

 

Results: Malama Honua encouraged providers to begin thinking about how holistic care models 

may be incorporated within their current care models. Malama Honua directly translates as a 

way for providers to take care of their patient’s body, mind, and spirit. This message is to be 

shared by providers for their patients. Providers are being encouraged to spread this message 

to their colleagues, making it understandable to Kaiser Permanente Hawaii that we are all 

connected to one body and one earth. In addition, these strategies will allow Kaiser Permanente 

Hawaii to further connect and build relationships with their patients. Opportunities to share 

these models are in the process of being implemented by providers. 

 

 

Requiring Native Hawaiian Cultural Safety Training for all University of Hawaiʻi 

Employees: A Systemic Step Towards Becoming an Indigenous Serving University     

 

Kamuela Werner 

Department of Native Hawaiian Health, John A. Burns School of Medicine, University of Hawaiʻi 

at Mānoa, USA 

 

 

Paulo Freire wrote, “Because it is a distortion of being more fully human, sooner or later being 

less human leads the oppressed to struggle against those who made them so. In order for this 

struggle to have meaning, the oppressed must not, in seeking to regain their humanity (which 
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is a way to create it), become in turn oppressors of the oppressors, but rather restorers of the 

humanity of both. This, then, is the great humanistic and historical task of the oppressed: to 

liberate themselves and their oppressors as well.” Opportunities for Native Hawaiians (the 

oppressed) to actualize Paulo’s words exist in the University of Hawaiʻi at Mānoa’s (the 

oppressors) 2015 - 2021 strategic directions report which states UHM’s institutional mission 

is to be a foremost indigenous serving university. The report also endeavors to address Native 

Hawaiian underrepresentation at UHM, which can be gleaned from the University’s 2015 Data 

Report. For example, UHM faculty by race comprised 5.5% Native Hawaiian, 53.1% Caucasian, 

13.1% Japanese and 10.6% Chinese; UHM executive/managerial staff by race comprised Native 

Hawaiians and Filipinos combined at about 8% while Japanese and Caucasian combined as 

81%. Despite overcoming social, economic and logistical barriers for Native Hawaiians to study, 

work and teach at UHM, anecdotal data suggest that generations of UHM Native Hawaiian 

students, staff and faculty have continuously experienced hostile work and learning 

environments from fellow UHM non-Native Hawaiian students, staff and faculty. Ignorance, 

apathy, trivialization and or stereotypes about Native Hawaiian culture, beliefs, values and 

history of Hawai‘i as a U.S. occupied country on the part of non-Native Hawaiians were 

expressed reoccurring themes of causality by UHM Native Hawaiians. If the University of 

Hawaii's primary concern is to ensure that all students and employees are provided safe and 

respectful learning and working environments and as a result, require all employees by law to 

complete training on Title IX, VAWA and UH policies, UHM should create and enforce a policy 

requiring all employees to complete Native Hawaiian cultural safety training(s) on how to 

appropriately engage with Native Hawaiians (and vice versa). The presentation will discuss 

necessary steps to advance this policy initiative and potential implications it could have in the 

future. This initiative is led by staff and faculty from the John A. Burns School of Medicine’s 

Department of Native Hawaiian Health known collectively as Hui Ke Ao ʻŌiwi. 

 

 

Personal Security in the Barents region: An intersectional focus on women & indigenous 

peoples 

  

Tahnee Prior 

PhD Candidate, University of Waterloo*, Canada 

 

 

Security remains incomplete, unless addressed at all levels. Personal security is one indicator 

of human security, linked to other forms of insecurity: political, economic, health, food, 

environmental and community. Thus, as a cross-categorical concern (Gasper and Gomez 2015), 

it cannot be distilled into a single definition or metric. Individuals and groups respond, adapt, 

and resist differently, making personal security (as an indicator of welfare and stability) 

difficult to fully measure. In the context of the circumpolar Arctic and the Barents region in 

particular, personal security poses a number of statistical and technical dilemmas which may 

pose barriers to effective policy-making and monitoring across the dimensions outlined above. 
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In this paper, we focus on three particular dimensions of personal (in)security: suicide, 

domestic violence, migration and mobility. In exploring these areas, we place a focus on two 

groups in particular: women and indigenous peoples. While other marginalised groups – such 

as children, people with disabilities, the elderly, racial and ethnic minorities, as well as sexual 

minorities – experience personal insecurity as well, indigenous peoples and women provide a 

compelling case; making the complexity of various socio-cultural distinctions and power 

dimensions particularly visible. One becomes acutely aware of a dearth of data addressing such 

(in)security, despite political commitments to the well-being of both groups in the Barents 

region. Our concluding analysis thus points to areas where more effective policy creation, and 

potential multi-layered solutions may be considered. 

 

Keywords: human security, intersectionality, gender, indigeneity, data 

  

*Presentation also on behalf of co-author, Patrick Ciaschi, PhD Candidate, New School for Social 

Research. 

  

 

White lies: Centring Māori Women in the Reform of Prostitution Legislation and Policy 

 

Fern Eyles 

Student at Massey University, New Zealand 

Jade Kake (Ngāpuhi) 

Te Hononga Centre, UNITEC Institute of Technology, Programme Manager for Te Matapihi 

(National Māori Housing Advocate), New Zealand 

 

 

The demographics of prostitution in New Zealand are divided along racial and gendered lines – 

those in prostitution are overwhelmingly women, and Māori are disproportionately 

represented. There is no history of prostitution in New Zealand pre-contact, and the 

overrepresentation of Māori women amongst prostituted women, as well as the poverty of 

choice for Māori women in prostitution, can be directly linked to colonisation and the 

introduction of a patriarchal social structure. Arguments that frame prostitution as an 

empowered choice or legitimate work seriously undermine the ability of Māori women to exit 

prostitution, and ignore a historical context whereby Māori were systematically dispossessed 

from land and kinship systems, and Māori women posited as a hyper-sexualised commodity for 

the consumption of the growing colonial population. 

 

This presentation will explore the prostitution of Māori women as a product of colonisation and 

comparable to other indicators of social deficit. We will discuss current legislation and policy 

relating to prostitution in New Zealand as antithetical as it relates to the treaty-based rights of 

Māori women. Currently, New Zealand works under a full decriminalisation model, with 
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minimal regulation, and very little enforcement. Under Article 3 of Te Tiriti o Waitangi, 

Government has a clear social responsibility to ensure that Māori have the same access to 

equality of outcome and opportunity as non-Māori. The failure of government to appropriately 

respond to the prostitution of Māori women is a clear breach of Article 3 of Te Tiriti o Waitangi 

and grounds for a contemporary claim through Waitangi Tribunal processes. 

 

Key words: Māori, women, prostitution, policy, restitution 

 

 

Laestadianism importance for Sami identity in the Lule Sami area. 

 

Lis-Mari Hjortfors  

Sámi Dutkan/ Sami studies/ Vaartoe - Centre for Sami Research, Umeå University, Sweden 

 

 

I am an lulesami and PhD student and my research project is a about “Laestadianism 

importance for Sami identity in the Lule Sami area in Sweden and Norway”. 

  

The presentation is based on Laestadianism and the importance it has for the Sami identity in 

the lulesami area. Laestadianism, the religious revival has also been a great importance for 

many sami in Sápmi. The Laestadian revival was founded in 1840 by Lars Levi Laestadius and 

he had a great influence over the Sami religious practice and life. Lars Levi himself was a Sami, 

he wrote in Sami and held sermons in Sami. 

 

Christianization of the Sami has been going on and parallel with swedification and 

norwegianisation politic of colonization. For centuries you find the traditional Sami religion 

alongside Christianity. From the 1600s onward they tried to christian and conquer areas in the 

northern part of Sápmi. It was committed abuses against the Sami. It was a colonization of the 

Sami as an indigenous people. Industrialization also had an impact on the Sami people and their 

lives. Sweden has opened mines, hydroelectric systems and railways were built in the Sami 

area. 

 

Sami could see through colonialism and Christianity and clear themselves and their identity 

and values within laestadianism. Laestadianism was a Lutheran revival movement that had an 

impact on Sami life. Laestadianism became a place to preserve the Sami identity, religion, 

language and traditions in the lule Sámi area in Sweden and Norway. I would argue that the 

laestadian revival movement could preserve the lule sami culture and identity against further 

colonization. The sami people had a Sami perspective and it was healing for the Sami as an 

indigenous people.  

 

Keywords: decolonization; sámi religion, laestadianism, sami feminism; indigenous people, 

cultural safety, cultural heritage structures. 
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An Indigenous Grandmothers’ initiative in response to Human Trafficking for Sexual 

Exploitation of young Aboriginal women 

 

Janice Cindy Gaudet 

Assistant Professor, Campus Saint-Jean, University of Alberta, Canada 

 

 

Human trafficking and sexual exploitation of Indigenous women is best addressed by 

Indigenous women, is best supported in the communities where they live and work, and in ways 

that best attend to physical, mental, emotional, and spiritual aspects of healing. However, 

economic support for healing most often comes from governments and groups that do not 

favour healing as understood by Indigenous peoples. 

 

Nookmisak-Nangdowenjgewad (NN) emerged out of PACT-Ottawa Project Northern Outreach 

which was part of PACT-Ottawa’s human trafficking awareness initiatives. As established in 

Project Northern Outreach, a circle of twelve Anishinaabek grandmothers formed an action 

alliance designed to understand the nature of trafficking in their communities, and prevent 

human trafficking through community action and support. The focus of NN was on addressing 

human trafficking in Indigenous Anishinaabek communities. It continues to build on the 

research gaps identified in Project ImPACT (PACT-Ottawa). Project ImPACT concretely 

identified 15% of women who were trafficked in Ottawa, Canada for the purpose of sexual 

exploitation, as Indigenous. This statistic, which is one instance among many others that 

demonstrate the reality that Indigenous women, who represent 4% of the female population of 

Canada, are overrepresented with respect to the heinous crime of human trafficking.  

 

This paper presents the efforts of NN, in which a core circle of Anishinaabek grandmothers and 

frontline workers began to address sex trafficking and sexual exploitation of women in 

Anishinaabek communities. Further, the paper presents the continuation of their work, which 

addresses and supports community needs, despite economic obstacles that are tied to racial 

injustice. The academic contribution of this paper comes from both Indigenous (relationality) 

and Settler (mutual recognition) perspectives, both of which seek to support the ongoing work 

of NN in a spirit of healing and reconciliation. 

 

 

A world apart with shared history –Norwegian Sápmi and Indigenous Australia:  

Colonisation, consequences, and empowerment 

 

Nina Sivertsen 

College of Nursing and Health Sciences, Flinders University, Adelaide, Australia 

 

‘a nation is not conquered until the hearts of its women are on the ground…’ 
(Lavell-Harvard & Lavell 2006, p. viii). 
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Every human life is connected to a woman’s story. Indigenous midwives’ stories and stories of 

the birthing traditions of Indigenous mothers have been documented in many corners of the 

world. The collection of Aboriginal mothering stories not only tell of the wisdom gained from 

generations; they also tell of multiple ways that colonising forces have disrupted the practices 

and bonds of Indigenous mothering. 

 

In Norway, Sámi have experienced a history of colonisation similar to that of the Aboriginal 

peoples of Australia. The Sámi people of Northern Norway and Indigenous Australians are 

literally a world apart in geographical terms, yet share a common fate as Indigenous minorities 

emerging from centuries of internal colonisation and harsh assimilation policies. Having a 

shared history, it is vital to remember that all Indigenous peoples have a historical path 

significantly altered by colonialism and for everyone to acknowledge that the label 

Aboriginality has been used to group the different experiences of distinct Indigenous peoples 

as one. 

 

Despite gains, Sámi people still struggle for recognition respecting their rights as an Indigenous 

people under international law. Simultaneously Australia is being held back by its unresolved 

relationship between the Government and its Indigenous populations. Clearly, these issues 

should be dealt with by listening to the voices of the Sámi and Aboriginal and Torres Strait 

Islander Peoples, and by considering them with respect and as full and equal partners. 

However, the ever rolling wave of colonisation is still washing over us…colonisation remains 

alive and ongoing, it just comes in different forms. This highlights the need for two-eyed seeing, 

and calls for co-construction of culture revitalisation as a road ahead. 

This conference conversation will explore Norwegian Sámi and Aboriginal Australian policies 

through history, consequences of these policies today and current debate around moving 

forward. 

 

These conference days of storytelling will contribute to women's leadership by bringing 

together Knowledge holders from across the world to share of our experiences and insights. 

Women are often under-represented in leadership roles. However, Indigenous women have 

diverse knowledge, experience, perspectives and connections that can enhance program 

planning, decision-making and organisational governance. Further to that, Indigenous women 

are important role models in their communities, particularly for girls and young women, hence 

sharing our stories may contribute to pathways for future Indigenous women leaders. 

 

 

Creating Modern Sámi Identity 

 

Satu Gröndahl 

Associate Professor, The Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Sweden 
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The contemporary Sámi literature emerged on a larger scale during the 1970s, when the ethnic 

mobilization started among Sámi cultural workers and politicians. Today, there are several 

Sámi authors who live in urban environments and who thematize the relationship between 

young Sámis who have grown up in cities and the traditional Sámi community and identity. 

Several scholars of Sámi origin, such as Veli-Pekka Lehtola, have also underlined that Sámi 

culture has changed greatly in recent decades and Sámi identity has developed in new 

directions, in response to modern influences and viewpoints (The Sámi People: Traditions in 

Transition, 2004).  

 

In my paper, I will examine how Sámi identity is described in the novels of Annica Wennström 

(born 1966) and Ann-Helén Laestadius (born 1971). Both authors deal with female 

protagonists, who live in cities outside the traditional areas of Sápmi, without regular, or any, 

contacts with the Sámi community, but who as young adults become deeply interested in their 

family history. Moreover, both authors deal with identity formulation of several female Sámi 

generations. Both Wennström and Laestadius are relating a history of denial in which 

everything that had to do with “Sáminess” should be silenced and forgotten; but also about 

young protagonists who try to reconstruct their individual identity in a modern and globalized 

world. The protagonists must relate to the families’ past as well as to their own lives in an urban 

milieu.  

 

My theoretical framework is sociology of literature and social psychology. Based on this, the 

literature is interpreted and read in relation to societal and political structures. The 

relationship between modernity and the individual “self” has been analysed, for instance, by 

Anthony Giddens in Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern age 

(1991). Giddens suggests that globalization has been linked with extensive consequences for 

the personal life on an individual level. Furthermore, this means, according to Giddens, that self 

has become a “reflexive project” that each individual must construct and preserve.  

 

 

Resource Development in the Sápmi Region: The Integration of Human Rights Impact 

Assessment in Licensing Processes 

 

Anna Petrétei 

Northern Institute of Environmental and Minority Law, Arctic Centre, University of Lapland, 

Finland 

 

 

One of the most current challenges the Sámi are facing is the rapid expansion of extractive 

industries throughout the whole Arctic region, creating obvious conflicts between states and 

the interests of Sámi people. European High North has already proven to be rich in mineral 

deposits. Furthermore, it is suggested that the world’s largest remaining untapped gas reserves 

and undeveloped oil reserves are located in the Arctic. Therefore, there is a growing pressure 
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to conduct extractive industrial activities on the territories that have traditionally been 

important for the Sámi, for instance on reindeer herding areas and reindeer migration routes. 

The expansion of extractive industrial developments will likely cause significant challenges to 

the enjoyment of their human rights, in particular their community and collective rights, unless 

effective and efficient procedural measures are in place to mitigate the possible effects of these 

extraction activities. This paper explores the possibility of integrating human rights impact 

assessment (HRIA) in existing license granting mechanisms such as environmental impact 

assessment (EIA). The integration of HRIA would ensure that the special status and interests of 

Sámi people is properly taken into consideration when planning and implementing mining and 

other extractive industrial projects. Recent conflicts between Sámi communities and mining 

companies clearly showed that it is of utmost importance to regulate the relation between Sámi 

interests and the adverse impacts of mining and other extractive activities, and to find solutions 

that would enhance the prevention of such disputes. 

 

 

Securing Rights: the Duty to Consult and Indigenous Engagement in the Canadian Legal 

System 

 

Catherine Moriarity 

Master’s Student, Centre for Sami Studies (SESAM) at UiT The Arctic University of Norway 

 

 

Despite the adoption of international legal norms on consultation, governments have favoured 

the interests of extractive industries over Indigenous rights to land and resources. In Canada, 

the Supreme Court has affirmed a federal duty to consult Aboriginal peoples in the context of 

resource development. In November 2016, the Indigenous community of Clyde River in 

Nunavut contested the federal government’s approval of seismic testing in their traditional 

sealing territories1. This case shows an increasing trend amongst Indigenous peoples in Canada 

of using the legal system as a final attempt to secure their rights to self-determination.  

 

There is an academic debate as to the effectiveness of using national legal systems to assert 

Indigenous rights to land and resources2 3. Coates and Poelzer argue that using the legal system 

to strengthen rights to consultation can have the effect of creating partnerships that secure 

long-term benefits from resource development for Indigenous peoples in Canada4.  

 

Drawing on the work of Coats and Poelzer, I will examine how the Clyde River case can affect 

positive change on the duty to consult and Inuit demands for inclusion in extractive industries 

as a means of achieving self-determination. To do this, I will look at the development of the duty 
                                                            

1 Hamlet of Clyde River, et al. v. Petroleum Geo-Services Inc. (PGS), et al. 
2 Coates, Ken, and Greg Poelzer. "Defining Indigenous Space: The Constitutional Development of Aboriginal 

Property and Resource Rights in Canada." Geo. J. Int'l Aff. 11 (2010): 7. 
3  Anaya, James. "Indigenous peoples' participatory rights in relation to decisions about natural resource 

extraction: the more fundamental issue of what rights indigenous peoples have in lands and resources." Ariz. 

J. Int'l & Comp. L. 22 (2005): 7. 
4 Coates and Poelzer, Defining Indigenous Space, 14 
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of the Crown to consult Indigenous peoples in extractive development. Secondly, I will aim to 

find out what Inuit hoped to achieve from consultation with the Crown and where their 

grievances lie. I argue that this case will contribute to solidifying an indigenous voice in the 

Canadian natural resource industry.  
 

 

Contradictions Abound: Reflections on Impacts of Nuclear Policy on New Mexico 

Indigenous Peoples 

 

June L. Lorenzo 

J.D. & Ph.D., Laguna Pueblo/ Navajo, Member of Laguna-Acoma Coalition for a Safe Environment 

and Indigenous World Association, USA 

 

 

In 1957, Laguna Pueblo, an Indigenous people who inhabited their location for millennia in 

northwest New Mexico, agreed to permit the extraction of uranium within Laguna Pueblo lands. 

Over 30 years, the physical, economic, and socio-economic landscape was forever altered. 

Anaconda mining company closed the mine in 1983 when the price of uranium ore plummeted. 

Today, Jackpile mine is a superfund site requiring further remediation under federal law.  Only 

recently have Laguna people begun to address environmental and health impacts from the 

mine. By today’s standards, was the UNDRIP standard of free prior and informed consent 

honored in this mining project?  As Laguna people make demands on government and 

corporate actors, what can international human rights law add to existing domestic law?  My 

paper will address these issues, which necessarily incorporates issues of sacred site protection 

and rights to water.  

 

Embedded in discussion of these issues are many contradictions, both on a personal and a 

policy level. Using multiple viewpoints to examine the presence of uranium mining and nuclear 

energy infrastructure among Laguna Pueblo and other Indigenous peoples in New Mexico, I will 

relate the juxtaposition of Indigenous values with colonial mandates.  Among the contradictions 

are the high numbers of Indigenous men who served the USA in WWII, after centuries of 

colonial oppression by the US government; the story of a Navajo Code Talker trip to Hiroshima 

and Nagasaki to pay respects; and Indigenous people from New Mexico who had careers at Los 

Alamos Nuclear Lab and Sandia Lab.   

 

Key words: New Mexico; Pueblo; Jackpile mine; Uranium; UNDRIP 
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How traditional knowledge of indigenous people can contribute to the conservation and 

protection of biodiversity 

  

Assi Harkoma 

Researcher, The Northern Institute of Environmental and Minority Law, Arctic Centre, 

University of Lapland, Finland 

 

 

International Convention on the Biological Diversity (CBD) is an international agreement 

established by the United Nations (1992). Overall objective of the treaty is to encourage actions 

which will lead to a sustainable future. Article 8(j) of the CBD recognizes the role of indigenous 

in the conservation and management of biodiversity through the application of indigenous 

knowledge. 

  

The Akwé: Kon Guidelines, based on the Article 8(j), are voluntary guidelines for the conduct of 

cultural, environmental and social impact assessment regarding developments proposed to 

take place on, or which are likely to impact on, sacred sites and on lands and waters 

traditionally occupied or used by indigenous and local communities. Finland, as one of the first 

countries worldwide, has started to test the practical application of Akwé: Kon Guidelines. 

  

This presentation will focus on the implementation of the biodiversity convention in Finland 

and the utilization of the Akwé: Kon -procedure to ensure the full involvement of indigenous 

communities and use of traditional knowledge and practices as part of the impact-assessment 

processes. 

 

 

The Free Prior and Informed Consent (FPIC) as a tool to enhance the economic self-

determination of indigenous peoples 

 

Giuseppe Amatulli 

PhD Candidate - Northern Cultures and Sustainable Natural Resources Politics, Faculty of Social 

Sciences - University of Lapland, Rovaniemi, Finland 

Researcher in the Sustainable Development Research Group, Arctic Centre, Rovaniemi, Finland 

 

 

The inclusion of indigenous peoples in decision-making is a core issue when dealing 

with indigenous-related matters. With the adoption of the UN Declaration on the Rights of 

Indigenous Peoples in 2007 (hereafter UNDRIP), the principle of the Free, Prior and Informed 

Consent (FPIC) has been established for the first time in an international soft-law instrument, 

with the aim to guarantee a full inclusion of indigenous peoples in decision-making. 
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FPIC means that indigenous peoples have the right to be previously informed and to decide 

freely (meaning that stakeholders should not exercise on them any kind of pressure or 

intimidation) about the acceptance of any project that may have an impact on their land and 

resources (as established by article 32 of the UNDRIP). This implies also that indigenous 

peoples should have the right to give or withhold the consent regarding a project. Such issue is 

source of debate in international law, given that indigenous peoples are not entitled to have any 

right to veto when coming to decision-making. 

 

Having the possibility to exert a certain control over the land and resources can be seen as the 

realization of the right to self-determination, in the extent of economic self-determination. 

Indeed, a modern approach to self-determination in an indigenous perspective does not mean 

separation from the State; but it is more related with a comprehensive recognition of the rights 

of indigenous peoples to participate in decision-making process in the national governance; as 

well as to the enjoyment of their autonomy and self-governance. 

 

Key words: Sustainable Development, Indigenous Peoples, FPIC, TEK. 

 

 

Resurging through Kistachowan: Indigenous Water Governance at the Heart of Colonial 

Empire   

 

Michelle Daigle Mushkegowuk (Cree), Constance Lake First Nation 

Assistant Professor, Department of Geography, University of British Columbia, Canada 

 

 

In this presentation, I situate Indigenous water governance within the on-going dispossession 

of Indigenous lands and waters in the settler colonial context of Canada. I do so by focussing on 

how the Albany and Attawapiskat watersheds in Mushkegowuk (Cree) Treaty 9 territory, are 

entangled in proposed mining developments dubbed the “Ring of Fire”, a 30 billion dollar 

deposit of chromite and graphite. I argue that Mushkegowuk water governance is obstructed 

by colonial jurisdictions and forms of citizenship (as well as colonial-capitalist logics of 

economic sustainability) that constrain governance within a single reserve, despite of the 

impacts that will reach well beyond these boundaries. Specifically, I examine ruptures to 

Mushkegowuk water governance reproduced through the original signing of the James Bay, or 

treaty 9 agreement, as well as a number of more recent neoliberal policies aimed at securing 

access to Indigenous lands and waters for capitalist accumulation. I pay particular attention to 

the gendered politics of dispossession embedded across spatial scales generated by such 

policies. I juxtapose this unfolding reality to a more radical and resurgent practices of water 

governance that Mushkegowuk peoples are regenerating through the trans-boundary and 

relational geographies of their waterways. In doing so, I pay particular attention to how such 

forms of water governance directly challenge and transgress the settler colonial dissection and 
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containment of Mushkegowuk political and legal orders along the lines of gender, human and 

non-human relations, and the scale and boundaries of colonial jurisdictions.  

 

Keywords: Indigenous water governance, settler colonialism, exploitative resource extraction, 

Indigenous feminism, Indigenous geographies 

  

 

The Right of the Ainu People to Learn the Ainu Language  

 

Kayano Shiro 

Director, Kayano Shigeru Ainu Culture Museum, Biratori, Japan 

 

 

In the present day, is the right to learn one’s own heritage language in public educational 

institutions guaranteed to the Ainu people living in Japan? The answer is no. According to the 

mandates of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples adopted on the 

13th of September, 2007 by the United Nations, this privilege is an inalienable one for 

Indigenous peoples. 

 

“The right to learn one’s own language” is one which is included as well in the mandates of the 

International Covenant on Civil and Political Rights and the Declaration on the Rights of the 

Child. Despite the fact that the Japanese government is bound by Article 98, Section 2 of the 

Japanese Constitution to uphold all international human rights instruments such as these two 

which it has adopted, domestic legal frameworks to guarantee the “right to learn the Ainu 

language” have yet to be put into place, and to this day it remains as yet unguaranteed. 

 

My father, Kayano Shigeru, when he was still alive, maintained that “language is the proof of a 

people.” In 1983, using his own money, he established an after-school Ainu Language School 

with himself as principal and began to teach the Ainu language to local children. He was fond of 

saying that “Even if folks clothing and food change, as long as they still speak their language 

they will be recognized as a People.” At that time Ainu Language classes for children were held 

for two hours every second Saturday. Presently they are held for 90 minutes every Wednesday 

night, and approximately 20 local elementary and junior high school children are enjoying 

learning our Ainu language. 
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Indigenous Languages in Legal Context: Examples from Canada and New Zealand 

 

Sébastien Brodeur-Girard 

PhD Candidate, Faculty of Law, Université de Montréal, QC, Canada 

Trudeau Scholar 2016 

 

 

Law and language are closely related social facts, whether in oral or written form. Those who 

control the access, use and interpretation of a language possess significant advantages at the 

legal level. Throughout history, colonial powers did not hesitate to abuse this advantage by 

exercising a linguistic monopoly in all areas under their control. Thus, it is not surprising that 

today, the use of Indigenous languages in a legal context can be seen as rather revolutionary. 

 

By allowing the expression of a coherent symbolic universe, the use of indigenous languages 

offers unprecedented insights on properly indigenous legal perspectives. This use can, of 

course, secure the expression of indigenous cultures. But it can also allow Indigenous people to 

exercise a real interpretative power in a legal context by asserting concepts expressed in their 

languages. 

 

The Canadian and New Zealand experiences both offer interesting examples for a reflexion on 

the role indigenous languages can play in a legal context. The legal status conferred to these 

languages, and their use in legislative documents can be a source of empowerment for 

Indigenous peoples. The Te Urewera Act and the Whanganui River Claims Settlement – two 

legislative pieces which provide legal personalities to nonhuman entities – are interesting 

examples of the creative challenges that the use of indigenous languages can bring to the courts. 

 

Key Words: Indigenous Languages, Law, Indigenous Legal Traditions 

 

 

Restoring Strategies of Ainu Rights to Education: Suggestions from First Nations’ 

Experiences in Canada 

 

Kenichiro Hirose 

Associate Professor, Kagoshima Immaculate Heart University, Japan 

 

 

Although the Government of Japan voted for the United Nations Declaration on Rights of 

Indigenous Peoples in 2007 and recognized Ainu people as an Indigenous people in 2008, the 

Japanese Government has never recognized any Aboriginal rights of the Ainu peoples as well as 

any fiduciary obligations to them. Therefore, the Ainu Land Title has never been recognized by 

the Government. There have never been Ainu-controlled preschools, k-12 schools, or Ainu-

controlled post-secondary institutions. In my presentation, I explore the importance for the 
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Ainu Land Title to be recognized for promoting decolonization of education for Ainu people in 

comparative perspective with First Nations Education in Canada. 

 

On the other hand, the Government of Canada recognizes Aboriginal rights in the Constitution. 

The Canadian Government also has recognized Aboriginal self-governance as an inherent right 

since 1994. First Nations in Canada have First Nations-controlled preschools, k-12 and post-

secondary, including adult basic education. Additionally, they have been developing education 

to hand down Aboriginal Traditional Knowledge formally as well as informally. 

 

Although the differences between the Japanese and Canadian governmental attitudes towards 

their Aboriginal peoples are large, there are many similarities among their histories. We can 

therefore find commonalities of thinking in First Nations’ statements on their rights, as in those 

on Ainu rights by Ainu peoples. I explore the rationale to recognize the Ainu Land Title and the 

Government fiduciary obligations to the Ainu people by examining the First Nations’ 

experiences in Canada and strategies to decolonize education for Ainu people based on Ainu 

Land Title and Government fiduciary obligation to Ainu peoples. 

 

Keywords: Aboriginal right to education, Aboriginal self-government, decolonization. 

 

 

Tri-level Indigenous Entrepreneurship: An Eco-systemic Approach to Sovereignty 

Building and Community Re-empowerment 

  

Peter J. Mataira 

PhD, School of Social Work, College of Health and Society, Hawaii Pacific University, Hawaii, 

USA 

 

 

The capacity of indigenous communities to improve their state of health and wellbeing will be 

dependent upon their abilities to foster and generate their own sources of revenue and 

sustainable economic wealth. Alleviating poverty, reducing health disparities, improving 

educational achievements, and addressing cultural historic trauma are issues inextricably 

linked to the pervasive and harsh economic realities faced by indigenous people today. 

Preparing young, indigenous leaders for tomorrow’s global demands requires that they be 

skilled in the sciences, in business, in the arts and in technology, and, are guided by the ethical 

and moral 'lores' embedded in the sacred stories, song, teachings and traditions of their 

ancestors. This paper discusses indigenous entrepreneurship as a cultural practice, and, as a 

tri-level eco-systemic model to re-empowering communities and restoring social, economic 

and environmental balance and wellbeing. At the macro level, the focus is on tribal/community 

entrepreneurship as a strategy for deriving commercial value from collectively held and owned 

resources. These include commercial enterprises held in trust and social enterprises supported 

and promoted at regional and national levels. At the next level, "heritage entrepreneurship" is 
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discussed as a way to acquiring and securing intellectual and cultural resources ('Indigenous 

Heritage Rights') and importantly, safeguarding against the misappropriation and exploitation 

of cultural assets. At the micro level, I discuss ways in which to support individual and family 

entrepreneurship, equated with small business self-employment, as critical to providing 

greater local community employment opportunities. A template on how to design and tailor an 

indigenous entrepreneurship curriculum is presented as a guide for interested conference 

delegates.   

 

Keywords: Tri-level entrepreneurship, eco-systemic approach, leadership, re-empowerment 

 

 

Reclaiming learning places: Indigenous communities, cultural practices, and small 

Indigenous schools in the Americas 

 

Elizabeth A. Sumida Huaman 

Assistant professor of Indigenous education, School of Social Transformation, Arizona State 

University, Tempe, Arizona, United States 

 

 

Over the past several decades, there have emerged critical achievements in reclaiming 

schooling by Indigenous communities around the globe (O’Sullivan, 2001; McCarty, 2002; 

Goodyear-Ka’opua 2013). Māori scholar Graham Hingangaroa Smith referred to this process as 

revolution and transformative action (2000). While rethinking and building Indigenous 

educational systems is not without challenges and opponents, endogenous and exogenous, and 

as there are debates on where culture and language are best revitalized, there are community-

based educational movements that demonstrate promise. 

 

This proposal addresses conference themes two and four (exploitation of natural resources, 

and linguistic and cultural revitalization) and a number of suggested topics—endangered 

Indigenous languages, Indigenous actors in development, sustainable development, and 

prospects for Indigenizing education. Based on a collaborative international and comparative 

Indigenous educational study, this presentation shares the development and significance of 

three small Indigenous community schools in the Americas. Located in Ontario, Canada, the 

northern United States, and the Peruvian Andes, these schools represent distinct places and 

peoples, yet where schooling is rooted in clear notions of community, philosophies of 

ecosystem, and structured according to Indigenous Knowledge Systems exercised through 

cultural practices. Through pedagogical work and reflexive research, each school reflects the 

community while strengthening those connections through in- and out-of-school engagement 

on multiple levels—artistically, environmentally, and ceremonially. These schools redefine and 

reclaim education, prioritizing Indigenous community visions and resisting colonial and 

neoliberal projects. Schooling, in this sense, serves the purposes of preservation, protection, 
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maintenance, and resurgences that reflect Indigenous endeavors towards thriving lands, 

languages, and cultural practices. 

 

Keywords: Indigenous education, Indigenous knowledges, sustainable development 

 

 

Towards Language Revitalisation of Invisible Indigenous Languages in Eastern Tibet: 

Examining the Cases of ‘Choyu’ and ’Lamo 

 

Hiroyuki Suzuki  

IKOS, University of Oslo, Norway 

 

 

There are many minor ethnic or ethnic subgroups under the “official” Tibetan nationality in the 

eastern Tibetosphere such as rGyalrong, nDrapa, and Prinmi. They are considered as 

historically indigenous languages which have existed before Tibetans migrated, and thus they 

are independent of Tibetan but still belong to Tibeto-Burman. Choyu and Tshawa mBo are 

counted as non-Tibetan languages used by Tibetans and are less known so far. They only has a 

small number of speakers (ca. 7000 for Choyu; ca. 3000 for Tshawa mBo), facing language 

endangerment under the strong influence of Tibetan as well as Chinese. 

 

From a viewpoint of ethnic identity, speakers of Choyu and Tshawa mBo are Tibetans. Their 

languages are called logs skad ‘side language’ in Tibetan, and they are just used in small 

language communities or even just within families. Some of them do not wish to use their 

minority languages for outsiders, even including linguists; hence, the whole distribution area, 

as well as language vitality of these languages, are still unclear. Under these circumstances, any 

policy has ignored the existence of language communities of small side languages. However, 

there are also speakers who consider their languages to be maintained for next generations. 

  

This paper explores how less documented languages in the Tibetosphere can be revitalised. The 

first step should be to collect as many data as possible, meanwhile to document the language 

use in everyday life. At present, there is no authoritative policy against revitalisation of small 

languages in Tibet; hence, local people can collaborate with outsider linguists for this purpose. 

 

Keywords: Tibet, Tibeto-Burman, language revitalisation, ethnic identity 
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Impasses, and Possible Ways Forward in Ainu Educational Policy: Reflections from 

Fieldwork and Education-Related Research in Hokkaido 

 

Jeff Gayman  

Associate professor, Hokkaido University, Japan 

 

 

International conferences on Indigenous education (WIPC:E, etc.) and the documents produced 

therein (Coolangatta Statement) have continuously reaffirmed the demerits for Indigenous 

students of mainstream culture-driven education, pointing out the disastrous effects not only 

on Indigenous culture but also the failure of such systems to improve Indigenous students’ 

academic achievement. Instead, they have called for a holistic, lifelong, comprehensive 

Indigenous education which is based in Indigenous worldviews, grounded in participation 

in/by the Indigenous community, and intimately linked to the synergistic growth of the 

Indigenous community on social and economic fronts. Regrettably, Indigenous education for 

Japan’s Ainu people as it stands in the present-day almost fully replicates the situation of 

Indigenous people in other countries, with no special provisions being made for Ainu 

Indigenous education whatsoever within public schooling in Japan. Meanwhile, valiant efforts 

at cultural and language revitalization by Ainu individuals and/or groups such as NPOs, which 

represent inchoate forms of Indigenous education, have recently often ended bitterly amidst 

competitive economic conditions and divisive funding set-ups.  

 

Current Ainu policy deliberations have as a goal the promotion of “Ainu culture in the broad 

sense”, which, if interpreted exceedingly liberally, could approximate the goals of Indigenous 

education outlined above. How Japanese bureaucrats, politicians and academics working with 

them can glean the gist of the local Ainu initiatives currently and recently being undertaken to 

instigate a programme worthy of the goals of Indigenous education is a pressing and critical 

task which must be undertaken immediately with the utmost gravity. 

 

 

The Support for Greenlandic in Higher Education 

 

Arnaq Grove 

Associate professor, Ph.D. Ilisimatusarfik / University of Greenland 

Nutserinermut Oqaluttaanermullu / Department of Translation & Interpreting 

 

 

Greenland was a Danish colony from 1721 to 1953, but today an autonomous part of Denmark. 

Greenlandic is the official language, but multilingualism is perceived as a strength.  
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Greenlandic is not considered an endangered language, though vulnerable. By impact from 

Danish, it gets damaged. Further, Greenlandic must continuously be developed to cope with the 

present and future, including globalization. 

 

The University of Greenland shall support Greenlandic culture. With the globalization other 

languages are let in, especially English. Will Greenlandic be squeezed out? In our University we 

consider a language policy “parallel lingualism”, setting use of all relevant languages equal, but 

still protecting the mother tongue. Many skills of the university shall be applied to the people, 

preferably directly through their language. The local culture is best discussed and evolved in 

the mother tongue, and this makes it the basis for development, not an obstacle. 

 

A major part of all Greenlandic texts today is translated, mostly from Danish. Moreover, new 

things come to Greenland through other languages, so in the development of the Greenlandic 

language, the translators are in the front line. Consequently an important task for the studies in 

Translation and Interpretation on the Greenlandic University must be to ensure that the 

translators will obtain good knowledge of their own language.  

 

On the other hand, in these studies both Danish and Greenlandic are used. According to a 

pedagogy called “translanguaging”, the use of more languages makes the learning “deeper”, 

independent of a specific language, and setting the languages involved more equal. 

 

 

Educated not to be able to speak your own language? 

 

Madoka Hammine 

PhD student, University of Lapland, Faculty of Education, Finland 

 

 

In 2009, UN9ESCO recognized six Ryukyuan languages as endangered languages in Japan, 

including the Yaeyaman language. There are some initiatives or local efforts aimed at 

revitalizing or maintaining Yaeyaman as a living language. In this presentation, I first give you 

an overview of local language revitalization efforts in Miyara Yaeyaman, a variety of Yaeyaman 

spoken in Miyara Village on Ishigaki Island. Second, I introduce my own experience of learning 

and teaching Meeramuni (Miyaran Yaeyaman) at Miyara Elementary School. Being born in 

Miyara village, I grew up mostly speaking only in Japanese. Although our local language or 

Meeramuni is still used in ceremonial contexts and in family gatherings in the village, it was not 

taught in schools when I was a child. Furthermore, I want to focus on the experience of 

becoming aware of language loss within my family and language endangerement from an 

insider’s perspective. Finally, based on my fieldwork in Miyara, I analyze the language attitudes 

of elders toward the local language, which might be one of the reasons why Yaeyaman is 

critically endangered. Ideology of one-language-one-nation seems to be an obstacle in language 

revitalization in Yaeyama. By considering the definition of mother tongue in linguistic minority 
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contexts, young generations in Yaeyama Island have lost their mother tongue. The mono-

lingualism of the Japanese education system has produced people with education but no ability 

to speak their own language. I conclude my presentation by raising the following question to 

the audience: why is it not acceptable to be educated but at the same time be able to speak our 

own language?   

 

 

”This is a beginning, we must start somewhere!” – The work of the Sami Language Centre 

in Sweden for Language Revitalisation 

 

Leena Huss 

Professor Emerita, Uppsala University, Sweden 

 

 

In 2010, a National Minority Reform took place in Sweden and the Law on National Minorities 

and Minority Languages (SFS 2009:724) came into force. It was a response to severe criticism 

especially from the Council of Europe to the effect that the existing Swedish minority policy was 

too weak, risking among other things the long term maintenance of the national minority 

languages. In the Government Bill ”From recognition to empowerment. The government’s 

strategy for the national minorities” (2008/09:158), not only the necessity of maintenance but 

also of revitalization of these languages was underlined. Several measures were proposed in 

order to secure the future of the five national minority languages, among them the Indigenous 

Sami languages, and to offer those who had lost their original language the possibility of 

reclaiming and revitalizing it. In this paper, one of the proposed measures, the setting up of two 

language centres in the South Sami area, is studied in some detail and the work of these centres 

so far is evaluated from a revitalization point of view. 

 

Keywords: Sami, Sami Language Centre, national minority policy, language revitalization, 

Sweden 

 

 

A Long History of Women’s Struggles for Dignity: Case Studies from Afghanistan and 

Palestine 

 

Aisa Kiyosue 

Associate Professor, Muroran Institute of Technology, Japan 

 

 

Needless to say, women’s voices are not homogeneous, and not all women are equally 

oppressed in their social, economic and political daily lives nevertheless almost every moment 

of their lives are based on somehow gender-biased social norms. The gender-biased social 

norms, which are profoundly affected by external pressure including military attacks or 
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domination, are wide-ranging, and vary from one region to another though we can discover 

common ground at some level.  

 

When we look at some specific societies which have been given a negative reputation of harsh 

gender discrimination and injustice from an outside perspective, we often neglect to recognise 

the existence of women who have been fighting against various injustice imposed on their 

actual lives at a variety of levels, and simply believe that women in these societies have been 

silent and have accepted their fate. This perspective has contributed to create an image of 

obedient women without any resistance. It is absolutely true that there exist women who try to 

challenge their society and external aggressions anywhere in the world in spite that they 

identify themselves as feminist or not.  Indigenous women including Ainu women are one of 

them, and they have organised their struggles to be against multiple forms of discrimination in 

their society. 

 

In this presentation, I will briefly show an overview of the long history of Afghan and Palestinian 

women’s struggles which have pursued to retake their dignity deprived or denied under the 

foreign military occupation and attacks or by their own government and their culture. The 

reason why I focus on Afghan and Palestinian women is that their voices are not well recognised 

or paid attention in the world in despite that not only have they been suffering from foreign 

occupation or military attacks for a long time, but they have also actively contributed to local 

social movement to end the occupation or military attacks, and for democratisation of their 

societies. 

 

Key words: women’s struggles, social norms, foreign domination, dignity 

 

 

Indifference in Japanese Society to the Extinction of Kuril Ainu and Ainu Villages in 

Sapporo  

  

Yosuke Kosaka 

Senior Editorial Writer, The Hokkaido Shimbun, Japan 

                  

 

Among the three subgroups of the Ainu, an indigenous people of Japan and Russia, the Kuril 

Ainu have gone extinct in the past 150 years. Additionally, four Ainu villages which had existed 

in Sapporo at the beginning of the modern period also disappeared. The annexation of 

Hokkaido into Japan, territorial treaties with Russia, and Japanese assimilation policy lie in the 

background.  

 

The feudal system was replaced by the modern political system in 1868 in Japan. To understand 

the present condition of the Ainu, it is important and indispensable to investigate what 

happened in Hokkaido at the beginning of the modern period 150 years ago.  
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Firstly, the Japanese feudal government concluded a treaty of peace and amity with the Russian 

Empire in 1855. In the process of negotiation, the Japanese government was obliged to 

determine the border with Imperial Russia. Then, the modern government forced the Kuril Ainu 

to move away from the Russian border. This emigration policy led to their extinction as a group.     

     

Secondly, and at the same time, the implementation of a policy to prohibit the catching of 

salmon in rivers compelled Ainu living in Sapporo to move away from their homes. One of these 

four Ainu villages existed around Hokkaido University’s campus where this conference is being 

held. These histories are completely unknown to most Japanese.  The government of Japan is 

reprehensible in neglecting to reflect on such a discriminatory history even after its resolution 

to approve the Ainu as an indigenous people in 2008. 

 

Keywords: Ainu, assimilation policy, forced emigration, extinction 

 

 

The Ontology of Indigeneity: A Case for Ontological Essentialism   

 

S.G. Sreejith  

Associate Professor, Associate Dean (Academic Affairs) & Executive Director, Centre for 

International Legal Studies 

Jindal Global Law School, O.P. Jindal Global University, India 

 

 

Any discipline or disciplinary perspective that studies indigeneity has essentialism (i.e. a belief 

that social identities can be attributed based on certain sense of historical and material 

experience) inbuilt in their imaginations and approaches. For example, the application of the 

notions of pan-aboriginality or pan-historicality to determine indigeneity and indigenous 

conditions of peoples evince essentialism apropos of indigeneity. However, such approaches, 

notwithstanding their disciplinary recognition and acceptance, more often than not contribute 

to identity politics—in identity politics, indigeneity becomes a political capital for vested 

interests to form political alliances, imposing a policy of exclusionism on indigenous peoples. 

In opposition to the said common approach and outcome, this paper makes a case for an 

“ontological essentialism”, that is an approach to challenge the historical-materialist means of 

attributing indigeneity by constructing  indigeneity as an external projection of the ontological 

beingness of the indigenous-subject. In other words, indigeneity is the worldly existence of the 

universal-subject and indigenous-subject is the Hegelian universal-subject writ small. 

Indigenous experience (time) of the indigenous-subject in its natural surroundings (space) is 

the experience of the universal-subject of its beingness through the projected worldly reality 

(land-animals-nature). The concept of “ontological indigeneity” inter alia helps indigenous 

peoples transcend the politicization of their existence and self-discover themselves in the 

universal self-consciousness. 
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Urban Sami youth – Indigeneity and the problem of authenticity 

 

Astri Dankertsen 

Postdoctoral Research Fellow, Faculty of Social Sciences, Nord University, Norway 

 

 

In this presentation, I will explore how urban Sami youth try to make space for urban ways of 

being Sami, as a part of the Sami decolonization process. I will use empirical data from the 

project An urban future for Sápmi? Sámi youth organizing and networking in a context of 

indigenous urbanization, where we have interviewed Sami youth and stakeholders from 

politics and Sami organizations in urban areas in Norway, Sweden, Finland and Russia. An 

increasing number of Sami youth live in cities, and Sami urbanity has become an important area 

in both politics and research. The strong association between “authentic” indigeneity and 

rurality is a barrier to Sami urbanization since Sami identities still are discursively connected 

to rural areas and closeness to nature. We can thus say that there is an “out-of-placeness” in 

urban Indigenous communities (Andersen and Peters 2013). Often the so-called traditional life 

of Indigenous people is presented as frozen in time and space, with no room for change 

(Kuokkanen 2000).  This problem of “authenticity” is not only an issue for Sami people, but 

something that we can link to a colonial hierarchy, were the West, by definition, is viewed as 

pure and “authentic”, while the Others are understood as colonized, impure and “inauthentic” 

(Bhabha 1994). The challenge for Sami youth today is to create space for Sami survival in the 

city in ways that both connects them to the past and to the future. 

 

Key words: Urbanization, Sami identity, decolonization, Indigeneity 
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Contemporary Haudenosaunee Resistance to Colonial Historical Narratives 

 

Scott Manning Stevens 

Director of Native American and Indigenous Studies, Syracuse University, New York State, USA 
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In my paper, I examine how the history of settler colonialism in Haudenosaunee (aka Iroquois) 

homelands is literally and figuratively marked by various memorials meant to testify to the 

conquest of Haudenosaunee lands and indicate the contemporary absence of Haudenosaunee 

people. Beginning in 1923, the State of New York’s Education Department oversaw the erecting 

of permanent historical markers across the state. Between 1923 and 1966, some 2800 of these 

markers were put in place. Among the topics commemorated was the history of the Indigenous 

peoples of the region, whose nations predated European invasion by thousands of years. I 

consider the legacy of these markers in our still contested homelands. The Haudenosaunee 

Confederacy, made up of six distinct but closely related nations (the Mohawk, Oneida, 

Onondaga, Cayuga, Seneca, and Tuscarora) is a lasting presence within the state, with its 

citizens living either on one of our eight reservations or in urban areas across the state, but the 

markers tell the public a history of decline and replacement while all the time fixing us securely 

in the past. Therefore, I wish to examine spaces, both actual and figurative, where this narrative 

of absence is challenged by Native presence. By examining our continued claims to our 

homeland through our reservation communities and our ongoing legal struggles with the state 

and federal governments, I mean to demonstrate how Haudenosaunee people are pushing back 

on the state’s drive to relegate us to the past and manipulate the historical record in order to 

delegitimize our continued presence. 

 

Key words: Historical narrative, Haudenosaunee, resistance 
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序文 
 

 

 

 アイヌモシリ（アイヌの住む大地）で、「先住民族政策に関する国際会議」と関連する先住民

族芸術祭が 11 月 30 日から 12 月 4 日まで開催されます。各国における先住民族政策を検証し、

今後のアイヌ政策議論にも弾みをつけたいと、数年前から計画してきたものが実施されるのです。

本当に素晴らしく嬉しい気持ちでいっぱいです。一人のアイヌ女性として準備段階から参加でき

たことを心から感謝しています。 

 

 2017 年は区切りの年であります。1997 年に、いわゆる「アイヌ新法」が制定され今年で 20 年、

日本政府も賛成し 2007 年には「先住民族の権利に関する国連宣言」が採択されて 10 年が経過し

ました。しかし、この間、国や道のアイヌ政策において、先住民族の権利は認められませんでし

た。加えて、アイヌ女性が受けているジェンダー差別と民族差別の「複合差別」は、アイヌ女性

から教育の機会を奪い、経済活動を阻害し、人間としての誇りをも奪ってきたにもかかわらず、

政策的にはいまだになにも行われていません。私たちアイヌ女性は学習会や国連の女性差別撤廃

条約への自主的な参加を通して自ら「複合差別」を学ぶとともに、北欧の先住民族女性の権利回

復運動にも触発され、2017 年４月に「アイヌ女性会議」‐メノコモｼモｼ‐を立ち上げました。 

 

 この度の国際会議と先住民族芸術祭は私たちアイヌ女性が力をつけていく絶好の機会です。世

界の研究者や他の先住民族の芸術家たちと交流を深め、積極的に学んでいきたいと思っています。

ここに至るまでには多くの方々の尽力がありました。また、様々な方々から財政的な支援もいた

だきました。組織委員会を代表して皆様方に深く感謝申し上げます。最後になりましたが、北米、

北欧やハワイ、グリーンランドなど、世界中からアイヌモシリに来られた皆さまを心から歓迎す

るとともに、この度のイベントがアイヌにも他の先住民族にとっても重要なものになることを期

待いたします。 

 

                   2017 年 11 月 1 日 

 

 

「アイヌ女性会議」‐メノコモｼモｼ‐ 代表 多原  良子 
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FAAMOE, MOSMOS – Decolonization 
 

国際学術会議、先住民族アートワークショップ、現代舞踏劇 

30/11-4/12 2017 札幌 

 

 2007 年、国連は先住民族の権利宣言を採択。国際社会は、先住民族の人権侵害をこれ以上放置

できないとの認識に立って、先住民族においても他の民族同様、「自分たちのことは自分たちで

決める」という自決権を中心に自らの土地、言語、文化、社会を維持・発展できるような法的措

置の実現に向けて大きな一歩を踏み出しました。 

 

 あれから 10 年。 今年 2017 年は、国連宣言が世界各国の先住民族にどのような影響を与えたの

か、それぞれの先住民族政策を検討するのに相応しい、節目の年です。 

 

 先住民族は、先史時代から同じ土地に暮らし、自然を持続的に利用しながら、独自の信仰体

系、言語、文化、社会制度をつくってきました。しかし、他の民族による植民地支配を受け、先

祖伝来の土地のみならず、言語や文化も奪われ、社会の周辺に追いやられ、多数派社会への同化

を余儀なくされてきました。こうした 歴史的不正義は現在の先住民族への差別や多数派との格差

の問題などにつながっており、先住民族政策が求められるゆえんです。 

 

 世界の先住民族はおよそ 3 億 7 千万人。人口比からすれば、72 億人を超えたといわれる世界人

口の 5％程度ですが、人類社会全体の言語的・文化的多様性を担っています。たとえば、世界にお

よそ 6000 といわれる言語のうち、4000 から 5000 は先住民族のものだといわれています。また

環境への関心が高まるにつれ、先住民族の居住する地域は、言語的・文化的多様性のみならず、

生物的多様性の高い地域でもあることがわかってきました。それは先住民族が自然を持続的に利

用してきたことを物語っています。しかし、今日、先住民族の言語が急速に姿を消しています。

そのような言語には先住民族が世代を通して伝承してきた持続的な自然資源利用の知識が詰まっ

ています。したがって、先住民族の言語や文化の消滅は人類社会の生存基盤としての生物多様性

の損失につながり、人類の存続にとっても脅威だと考えられます。このような認識は 1992 年の生

物多様性条約に結実し、先住民族の言語・文化の重要性が国際社会で共有されました。その具体

化も先住民族政策の課題です。 

 

 「環境とマイノリティ」政策研究センター代表の丸山博とアイヌ女性会議代表の多原良子は、2

年以上前から、このような問題意識をもって、スウェーデン・ウプサラ大学のフーゴ・バレンテ

ィンセンターおよびフィンランド・ラップランド大学のアークティック・センターの研究者らと

密接に連携しながら、先住民族政策に関する国際会議の可能性を模索してきました。その結果、

札幌において、国内外の研究者や活動家あるいは先住民族のアーティストがそれぞれ先住民族に

対する植民地化の歴史を検証し、先住民族の人権を回復するための政策について議論と交流を深

めるため、以下のように学術と芸術の融合イベントを開催することとしました。幸いにして多く
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の方々の絶大なるご協力を得て、実施の運びとなりました。なお、詳しいプログラムにつきまし

ては以下のページをご覧ください。 

 

先住民族アート展＆現代舞踏劇 2017 年 11 月 30 日～12 月 1 日： 

札幌アイヌ文化交流センター（定山渓小金湯） 

先住民族政策に関する国際学術会議 2017 年 12 月 2～4 日： 

北海道大学 人文・社会科学総合教育研究棟 

 

 先住民族アート・イベントでは、北欧のサーミをはじめ、グリーンランド・イニュイットやア

イヌを代表する芸術家たちが自らの作品をもちより、意見の交換や交流を経て、共同展示が行わ

れます。先住民族の文化を通して、国際学術会議に参加する研究者に加えて一般市民も、植民地

化の歴史や現在、先住民族が直面している問題への理解を深めることが期待されます。現在、参

加を予定している芸術家はビデオ制作者、写真家、画家、刺繍作家、工芸家、ガラス彫刻家、マ

スク・ダンサーなど多岐にわたります。さらに、同じ会場で、ポーランドの若手女性監督カタル

ジーナ・パストゥスツァック（Katarzyna Pastuszak）氏率いるアマレヤ劇団の 6 人の女性ダンサ

ーが現代舞踏劇 Nomadic Woman（一人のグリーンランド・イニュイット女性の物語）を上演する

ことも決まりました。 

 

 国際学術会議では、先住民族に対する歴史的不正義、先住民族の居住地域における核汚染や鉱

山開発などの自然破壊問題、先住民族が抱える健康問題、先住民族の言語や文化の復興など多岐

にわたって議論されます。上記の組織委員会の委員らがそれぞれの分科会（セッション）の議長

を務めて、運営することになっています。 ハイライトは先住民族女性をテーマとする分科会で

す。会議 2 日目の午前中、アイヌ女性によるパネルディスカッションを行い、午後は先住民族女

性が直面する諸問題を取り上げますが、女性たちを被害者としてみるだけではなく、それらを克

服するために先頭に立って困難を切り開く行動者としての側面にも焦点を当てた発表と討論が行

われます。また、先住民族アート・イベントに参加した芸術家も国際学術会議に参加します。 

 

 このイベントは以下の組織委員会と運営委員会が行いますが、それは多くの方々の浄財によっ

て支えられています。 

 

組織委員会 

丸山  博 「環境とマイノリティ」政策研究センター代表 

多原  良子 アイヌ女性会議代表 

トーマス・コルベンソン スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学講師 

レーナ・フス ウプサラ大学名誉教授 

サトゥ・グルンダール ウプサラ大学フーゴヴァレンティン・センター准教授 
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カムラル・ホサイン ラップランド大学アークティック・センター准教授 

タイレ・マウアリ ハワイ大学公衆衛生学部助教 

吉田  邦彦 北海道大学法学部教授 

アンナ・ペテレテイ ラップランド大学アークティック・センター研究員 

土門  裕之 拓殖大学北海道短大副学長 

田中  真澄 「環境とマイノリティ」政策研究センター研究員 

 

運営委員会 

丸山  博 「環境とマイノリティ」政策研究センター代表 総括 

多原  良子 アイヌ女性会議代表 総括 

松岡  健一 室蘭工業大学元学長 寄付金集め 

広瀬  健一郎 鹿児島純心大学准教授 アブストラクトの和訳の監修 

アンドリュー・シャーマー 「環境とマイノリティ」政策研究センター研究員 英文のネーティ

ブチェック 

光野  智子 アイヌ女性会議理事 デザイン  

佐々木  洋子 アイヌ女性会議理事 デザイン 

石井 彩花 アイヌ女性会議 デザイン 

ジェフ・ゲーマン 北海道大学教育学院准教授 通訳 

廣瀬  律子 アブストラクトの和訳、通訳 

バックハウス  和子 アブストラクトの和訳、通訳 

清水  麻琴 アブストラクトの和訳、通訳、編集 

松村  操 アブストラクトの和訳、通訳 

 

協力 

ウプサラ大学 フーゴヴァレンティン・センター 

ラップランド大学 アークティック・センター「環境とマイノリティ」法研究所 

 

後援 

在日スウェーデン大使館 

駐日ノルウェー大使館 
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駐日ポーランド大使館 

札幌市 

 

 

寄付をくださった方々(順不同、敬称略) 

 

矢澤 要子 

豊巻 絹子 

李 ダシ 

西村 英夫 

吉田 全作 

岡田 悠偉人 

八島 弘典 

田所 重紀 

鎌田 直樹 

奥野 恒久 

吉野 英俊 

吉田 浩正 

佐々木 晴喜 

酒井 健司 

藤田 恵 

伊藤組土建株式会社 

中野  俊夫 

田頭 博昭 

構研エンジニアリング株式会社 

中條 律男 

道路工業株式会社 

持田 二郎 

岩田地崎建設株式会社 

伊藤 千尋 
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志村 一夫 

株式会社シン技術コンサル 

高畠建設株式会社 

谷口 直弘 

Ikeda Hiroshi  

土門 裕之 

沢根 哲郎 

酒井 芳子 

球子 

前田 一紀 

Pon Chack 

酒井 祐一 

Teddy 

高岡 和代 

Fukunaga Hirokazu 

水木 彩也花 

清水建設 

アトリエ BNK 

大高 壽子 

長谷川 綱子 
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FAAMOE, MOSMOS 

 

脱植民地化に向けて 

芸術家/工芸家と研究者/活動家の共同 

 

先住民族ワークショップ/アート展/現代舞踏劇 11/30-12/4 2017  

 

ブリッタ・マラカット・ラッバ（Britta Marakatt Labba）スウェーデン、刺繍 

ジュリー・エデル・ハーデンバーグ（Julie Edel Hardenberg）グリーンランド、彫刻 

アントニー・グラハムズドーター（Antonie Grahamsdaughter）スウェーデン、映像 

ルイース・フォンテイン・ナバラヤック（Louise Fountaine Navarajaq）グリーンランド、写

真、パフォーマンス 

マッティ・アイキオ（Matti Aikio）フィンランド、映像、音楽 

アンニ・リン・ファルストルーム（Anni Linn Fjällström）スウェーデン、工芸 

マリー・パーション・ニァイタ（Marie Persson Njajta ） スウェーデン、デザイン 

レナ・ステンバーグ（Lena Stenberg）スウェーデン、オブジェ 

エリザベス・ヘイルマン・ブリンド（Elisabeth Heilmann Blind）グリーンランド、マスクダンス 

トルゲイ・バスビック（Torgeir Vassvik）ノルウェー、音楽 

カタルジーナ・パスツザック（Katarzyna Pastuszak）ポーランド、アマレヤ劇団主宰 

アレクサンドリア・スリウィンスカ（Aleksandra Sliwinska） アマレヤ劇団 

ダニエラ・コメデラ（Daniela Komedera） アマレヤ劇団 

モニカ・ウィンチク（Monika Winczyk） アマレヤ劇団 

ヤクブ・ミキーヴィック（Jakub Miśkiewicz）  アマレヤ劇団 

マダレナ・ペルナック（Magdalena Pernak）アマレヤ劇団 

 
宇梶  静江 刺繍 

結城  幸司 版画、アニメーション、音楽 

阿部  紘美 刺繍 

長縄  由加利 刺繍 

藤岡  良子 刺繍 

平沼  嘉代子 短歌 
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先住民族政策に関する国際学術会議 

12/2-4 2017  

 

12 月 2 日 土曜日 

 

8:30-9:30 受け付け    場所: [北海道大学人文社会科学総合教育研究棟 8 番教室] 

 

9:30-10:30 歓迎の辞 

司会: 清水  麻琴  

多原  良子 アイヌ女性会議代表                                   

トーマス・コルベンソン スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学常勤講師 

丸山  博 「環境とマイノリティ」政策研究センター代表 

 

10:30-11:30 オープニング講演 

マーク・ウィンチェスター 神田外国語大学日本研究所講師 

バックラッシュ―「先住民族の権利に関する国際連合宣言」後の日本におけるヘイトスピーチ、先

住民族否定、歴史修正主義― 

 

  マリー・パーション・ニァイタ 人権擁護活動家、スウェーデンサーミ議会議員     

民族を窒息死させること―過去から現在に続く植民地主義的な振る舞い、鉱山と資源の開発に対す

る先住民族の闘いそして、健康的な生活への希求― 

    

                                                                       

11:30-13:00 昼食 

 

パラレル・セッション（二つのセッションが同時に進行） 

 

13:00-17:30 セッション 1：歴史的不正義の補償パート 1 

会場: [北海道大学人文社会科学総合教育研究棟 8 番教室] 

司会: アンナ・ペトレテイ ラップランド大学北極圏センター研究員 フィンランド 
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清水  裕二 江別アイヌ協会会長 

盗掘されたアイヌの人骨の尊厳ある埋葬のために 

 

ドワイト・ニューマン サスカチュワン大学法学部教授 カナダ               

先住民族の土地回復―「先住民族の権利に関する国際連合宣言」32 条と「かつて住んでいた土

地」に対する先住民族土地権益請求― 

 

ドロシー・キャンボウ ラップランド大学北極圏センター博士研究員 フィンランド 

北欧サーミ条約―サーミの自己決定過程への新たな一里塚― 

 

14:20-14.35 休憩 

  

吉田  邦彦 北海道大学法学部教授 

日本における先住民族アイヌに対する財産法政策と未解決の補償問題 

―現状の問題点を中心に 

 

カムルル・ホサイン ラップランド大学北極圏センター准教授 フィンランド      

民族の権利交渉―国境を越えたネットワークから国際法に位置を占めるまで！ 

 

カタルジーナ・ポストゥザック アマレヤ劇団アートディレクター ポーランド            

先住民族のトラウマをいやすストーリーテリングの方法論 

 

  討論 

 

13:00-17:30 セッション 2：先住民族の健康問題 

会場: [北海道大学人文社会科学総合教育研究棟 5 番教室] 

司会: メイル・タウアリ ハワイ大学マノア校公衆衛生学教室助教 アメリカ合衆国 

 

 メイル・タウアリ ハワイ大学マノア校公衆衛生学教室助教 アメリカ合衆国 

制度を先住民族に合わせたものにする、たとえば、ハワイ先住民や先住民の公衆衛生マスタープ

ログラムのように 
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 マリア・パーディー, メイル・タウアリ,トリーナ・ディロミエ, キエイ・ナハレアリ,イマ・ロング    

ハワイ大学公衆衛生研究所 アメリカ合衆国                  

キコウ・コオラウ・プログラムと先住民公共衛生―コミュニティの健康を育む― 

 

デレ・ラーエム  ラップランド大学北方圏センター博士研究員 フィンランド         

生物文化遺産とサーミ民族における伝統食の活用 

 

ジェームス・ダッシュク  リジャイナ大学キネジオロジ―健康研究科准教授 カナダ   

植民地主義と先住民族の健康被害―カナダの事例― 

       

ユイト・オカダ  ハワイ大学マノア校公衆衛生大学院学生 アメリカ合衆国 

ランデン・ムアサウ  ハワイ大学マノア校公衆衛生大学院学生 アメリカ合衆国               

メイル・タウアリ  ハワイ大学マノア校公衆衛生学教室助教 アメリカ合衆国 

日本とハワイにおける健康行動主義―「先住民族の権利に関する国際連合宣言」は先住民族の健康

を促進できるのか― 

 

14:20-14:35 休憩 

 

ランデン・ムサウ, メイル・タウアリ, レイナルド・サモア, メリパ・ゴディネット 

ハワイ大学マノア校公衆衛生学教室 アメリカ合衆国 

太平洋の島々に住む人々のための家族中心の糖尿病処方箋 

 

 シエラ・カウェナオカホクウェロウェロ・ヒラヤマ,  マイリ・タウアリ,  

カーク・フェルナンデス,  ジョン・ティムティム,  ジーニ・ジョウ,  

ハワイ・パフォーマンス医療グループ アメリカ合衆国                           

オハナ（家族）中心のケア―管理ケアにおける先住民モデル例― 

 

 マリア・デ・ルルデス・ベルディ・デ・アルカンタラ サンパウロ大学医学部教授 ブラジル                                                                       

ブラジル・マト・グロッソ・ド・ソル及びドゥラドスの先住民族居住区における先住民の若者と

医者との対話 
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コリン・ソーンバーグ,  マイリ・タウアリ,  カーク・フェルナンデス,  ベン・タムラ, 

ジーニ・ジョウ,  ハワイ・パフォーマンス医療グループ アメリカ合衆国 

    先住民族特有の航海術とマラマホヌア・モデルが管理されたヘルスケアモデル上の健康を増進す

る 

 

 カムエラ・ワーナー,  ハワイ大学マノア校,  ジョン・A・バーンズ学医学部 アメリカ合衆国 

ハワイ先住民の文化保全のため、ハワイ大学教職員全員にトレーニングを課すことー先住民族に

資する大学になるための組織的第一歩― 

   

 

討論 

 

 

12 月 3 日 日曜日 

 

9:30-12:00 セッション 3：アイヌ女性によるパネルディスカッション 

会場: [北海道大学人文社会科学総合教育研究棟 8 番教室] 

司会: 丸山 博「環境とマイノリティ」政策研究センター代表、 サトゥ・グルンダール ウプサラ

大学フーゴ・ヴァレンティンセンター准教授 スウェーデン 

Panelists:  多原  良子 アイヌ女性会議代表 

 宇梶  静江 古布絵作家 

 

10:45-11:00 休憩 

 

11:00-12:00 討論 

 

12:00-13:30 昼食 

 

13:30-17:00 セッション 4：最前線に立つ先住民族女性 

会場: [北海道大学人文社会科学総合教育研究棟 8 番教室] 

司会: サトゥ・グルンダール ウプサラ大学 フーゴ・ヴァレンティンセンター准教授   スウェーデ

ン、レーナ・フス ウプサラ大学名誉教授 
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ターニー・プライア― ウォータールー大学博士課程 カナダ 

バレント地域における個人的セキュリティ（安全保障）―女性と先住民族の共通点に着目するー 

 

フェルン・エイルズ マッシ―大学学生 ニュージーランド 

ジェード・ケーク（ニャープイ）／UNITEC 工科大学テ・ホノンガセンター/テ・マタピリ＝国立

マオリ住宅支援弁護団プログラム企画課長 ニュージーランド 

罪のない嘘: ―売春規制法及び政策の改革：マオリ女性を中心にー 

 

14:50-15:05 休憩 

 

リス・マリ・ヒョルトフォル ウメア大学サーミリサーチセンター博士課程 スウェーデン 

ルーレ・サーミ地域のサーミのアイデンティティーにおけるラエスダジアニズム（ルーテル復興

運動）の重要性 

 

ジャニス・シンディー・ゴデ アルバータ大学サンジャン校助教 カナダ 

若い先住民女性に対する性搾取を目的とする人身売買に立ち向かう先住民おばあちゃんたちのイ

ニシアチブ 

 

ニーナ・シヴァーセン フリンダーズ大学国民保健サービス学部 オーストラリア 

世界を隔て同じ歴史を辿ったノルウェーのサーミとオーストラリア先住民族 

―植民地化、その結果、エンパワーメント 

 

サトゥ・グルンダール ウプサラ大学フーゴ・ヴァレンティンセンター准教授 スウェーデン 

現代のサーミのアイデンティティをつくりだすこと 

 

    討論 
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12 月 4 日 月曜日 

 

パラレル・セッション 

 

9:00-12:45 セッション 5：先住民族コミュニティの自然資源の収奪 

会場: [北海道大学学術交流会館第 3 会議室] 

司会: 丸山  博「環境とマイノリティ」政策研究センター代表 

           マリー・パーション・ニアイタ 人権擁護活動家 スウェーデンサーミ議会議員 

 

畠山  敏 紋別アイヌ協会会長                    

日本における先住民族捕鯨権の回復にむけて 

 

アンナ・ペトレテイ ラップランド大学北極圏センター研究員 フィンランド 

サーミ地方における資源開発―認可過程に人権影響評価を組み込む― 

 

キャサリン・モリアリティ ノルウェー北極大学サーミ研究センター修士課程学生 ノルウェー 

権利の保証―カナダの法制度における先住民族との協議義務と先住民族の関与― 

 

ジューン・L・ロレンゾ（ラグナ・プエブロ/ナバホ）安全環境と先住民族の世界のためのラグナ

―アコマ協会連合会員 アメリカ合衆国                    

山積する矛盾―ニユーメキシコの先住民族に対する原子力政策の影響についての考察 

 

10:40-11:00 休憩 

 

アッシ・ハーコマ ラップランド大学北極圏センター研究員 フィンランド 

先住民族の伝統的知識は、いかに生物多様性の保存と保護に貢献するか 

 

ジュゼッペ・アマトゥリ ラップランド大学北極圏センター博士課程 フィンランド 

先住民族の経済的な自己決定権を高めるための道具としての 

自由で事前の情報に基づいた合意」（FPIC）の実行に基づく先住民族コミュニティの持続的開発

の促進 
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ミシェル ダイグル ブリティッシュコロンビア大学地理学科助教 カナダ    

キスタチョワン（Kistachowan）の復活―植民地帝国の中心地での先住民族による水資源管理―  

 

貝澤   耕一 平取町アイヌ文化保存会会長 

1997 年二風谷ダム判決後何が起きているのか 

 

討論 

 

9:00-12:45 セッション 6：言語・文化の復興 

会場: [北海道大学百年記念会館大会議室] 

司会: レーナ・フス ウプサラ大学名誉教授 サトゥ・グルンダール ウプサラ大学 フーゴヴァ

レンティンセンター准教授 

 

萱野  志朗 萱野茂アイヌ文化資料館館長 

アイヌ民族の言語学習権 

 

セバスチャン・ブロデューギラード モントリオール大学法学部博士課程 カナダ 

法的文脈における先住民族の言語―カナダとニュージーランドの事例― 

 

広瀬  健一郎  鹿児島純心大学准教授 

アイヌ民族の教育権回復戦略―カナダのファーストネーションの経験から示唆されること― 

 

10:40-11:00 休憩 

 

ピーター・J・マタイラ ハワイ太平洋大学健康社会学部 アメリカ合衆国 

三つのレベルの先住民族起業家精神―統治権の構築とコミュニティのエンパワーメントへの生態系

アプローチ 

 

エリザベス・スミダ・ホワマン アリゾナ州立大学社会変容学部助教 アメリカ合衆国 

学びの場の再生―先住民族のコミュニティ、文化の実践、そしてアメリカにおける小規模先住民族

学校― 
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鈴木 博之 オスロ大学東方言語文化研究所 ノルウェー 

東チベットにおける見えない地域言語の再活性化に向けて―チョユ語とラモ語を例に― 

 

ジェフ・ゲーマン 北海道大学教育学院准教授 

アイヌ教育政策における行き詰まりと実現可能な方法―北海道でのフィールドワークと教育関連調

査からの考察― 

 

アルナック・グロヴ グリーンランド大学翻訳通訳学科准教授 デンマーク     

高等教育におけるグリーンランド語への支援 

 

 

半嶺 まどか ラップランド大学教育学部 フィンランド            

母語を忘れるための教育？ 

 

レーナ・フス ウプサラ大学名誉教授 スウェーデン 

「ここからがはじまり。まずははじめなければ！」―スウェーデンのサーミ語センターとサーミ語

の復興 

 

討論 

 

12.45-14:00 昼食 

 

14:00-17:30 セッション 7：歴史的不正義の補償パート 2 

会場: [北海道大学百年記念会館大会議室] 

司会: カムルル・ホサイン, ラップランド大学北極圏センター准教授 フィンランド 

 

清末   愛砂 室蘭工業大学准教授 

尊厳を求める女性の長年の闘い―アフガニスタンとパレスチナを例にして― 

 

田澤  守 樺太アイヌ協会会長 

樺太アイヌは生きている（仮題） 
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小坂  洋右, 北海道新聞元社説担当編集委員 

千島アイヌ（北千島アイヌ）と札幌のアイヌ集落（コタン）の消滅に無関心な日本社会 

 

 

15:40-16.00 休憩 

 

スリース・エス・ジー O.P.ジンダル・グローバル大学法科大学院副学部長・准教授 インド 

先住性の存在論―存在論的本質主義の事例― 

 

アストリ・ダンケルツェン ノルド大学社会科学部博士研究員 ノルウェー 

都市に住むサーミの若者―先住民族性と正統性の問題 

 

 

スコット・エム・スティーブンス シラキュース大学ネイティブアメリカン・先住民族研究所長 

アメリカ合衆国 

植民地時代の歴史物語に対する現在のイロコイ族の抵抗運動 

 

討論 

 

14:00-17:30 セッション 8：先住民族アートは脱植民地化をめざす 

会場：北海道大学学術交流会館第 3 会議室 

Chair: トーマス・コルベンソン スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学常勤講師 

 

ブリッタ・マラカット・ラッバ（Britta Marakatt Labba） 

ジュリー・エデル・ハーデンバーグ（Julie Edel Hardenberg） 

アントニー・グラハムズドーター（Antonie Grahamsdaughter） 

ルイース・フォンテイン・ナバラヤック（Louise Fountaine Navarajaq） 

カタルジーナ・パスツザック（Katarzyna Pastuszak） 

マッティ・アイコ（Matti Aiko） 

アンニ・リン・ファルストルーム（Anni Linn Fjällström） 

レナ・ステンバーグ（Lena Stenberg） 

エリザベス・ヘイルマン・ブリンド（Elisabeth Heilmann Blind） 
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トルゲイ・バスビック（Torgeir Vassvik） 

 マリー・パーション・ニァイタ（Marie Persson Njajta） 

    

討論 

 

18:30- 宴会 

会場: [北海道クリスチャンセンター] 

参加費は一人 5,000 円です。 

アイヌ女性会議の人たちによってアイヌ料理が提供されます。 
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バックラッシュ 

―「先住民族の権利に関する国際連合宣言」後の日本における 

ヘイトスピーチ、先住民族否定、歴史修正主義― 

 

マーク・ウィンチェスター 

Mark Winchester 

神田外国語大学日本研究所講師・日本 

 

日本では、2007 年 9 月に「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が批准され、引き続き 2008

年 6 月、国会で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が採択されたが、それ以来、

アイヌ民族の先住民族としての地位を否定するような、節度もなくいまだに組織化もされていな

いネガティブキャンペーンが、日本の政界に足掛かりをつかんでいる。このキャンペーンは、何

年もの間、大げさに問題発言をする人類学者と公衆（政治家や悪名高いマンガ家も含め）が彼の

「説」を社会に広めたことにはじまった。2014 年 8 月、一人の札幌市議会議員がアイヌ民族の存

在を否定し、そのことが、ネット上の人種差別主義者のヘイトスピーチのうねりを刺激し、結果、

この国の首都でアイヌ排斥デモが行なわれ、このキャンペーンが前面に浮かび上がったのであっ

た。 

歴史相対主義・歴史修正主義の新右翼は、1990 年代以降に、日本では第二次安倍内閣の下で台

頭したのだが、このような新右翼が出現する状況の中で、この運動は現れた。最近気がかりなこ

とは、１．教科書の修正：明治時代「アイヌから土地を奪った」を「アイヌに土地を与えた」と

修正したこと。 ２．極右の日本会議が北海道博物館と北海道知事にあてた公開質問状。この中

で、歴史修正主義者たちはアイヌの先住民権を否定し、明治以前からアイヌの土地を統治してい

たと主張する。３．アイヌの祖先の遺骨は、かつて日本の大学によって盗掘された。「現代のア

イヌ民族がこれらの遺骨に研究者が継続的に近づくことに対して反対するのは、アイヌにとって

“不都合”なことが発覚するかもしれず、先住民族としての固有性を“科学的に立証”することに乗り

気でないことを示している」と主張していること。アイヌに向けたオンライン上のヘイトスピー

チは、常に問題を生じさせている。 

この活動の全てが、アイヌ民族へのアファーマティブアクションを制度化する必要性を問題視

し、トップダウンでつくられた国民多様性の物語の範囲内でアイヌ文化を推進するという、新自

由主義的で個人主義的な枠組みへ政府の施策がますます修正されていくような環境の中で起こっ

てきた。結局のところ、このキャンペーンは、今日の日本社会の中で、あるがままの先住民族の

政治的意思（アイヌが自己の独自性を主張する立場）へのいかなる承認に対しても植民地支配を

及ぼそうとする、家父長主義的で傲慢な、罪悪感のかけらもない冷酷で、反動的な主張の繰り返

しであることを示している。 

松村  操 訳 

 

 

 



83 
 

民族を窒息死させること 

―過去から現在に続く植民地主義的な振る舞い、鉱山と資源の開発に対する先住民族の闘

いそして、健康的な生活への希求― 

 

マリー・パーション・ニァイタ 

Marie Persson Njajta 

人権擁護活動家、スウェーデンサーミ議会議員 

 

スウェーデンはヨーロッパ有数の鉱業国である。ヨーロッパで採掘される鉄鉱石の 90%はサー

プミ （Sapmi）という町で採掘される。この採掘は、世界経済が恩恵を受ける重要産業である一

方、サーミ民族を苦しめてきた。しかしながら、スウェーデンはサーミ民族の権利を擁護しない

為、先住民族の権利を尊重するという国際的な基準に反するとして批判を受け続けている。歴史

的に、ディアルナ / タルナビィ（ Dearna/Tärnaby ）にあるベアルコエンビューミー

（Bearkoenvuemie）のサーミ地区南部は、ウメ（Ume）川水源地のあるところであるが、スウェ

ーデン国家の植民地支配の暴力によるトラウマが深く残る地域である。この地のサーミに対し、

スウェーデン国家は、近隣を中心に人種差別及び生物学的な測定を行うとともに、サーミの文化、

生活、言語、スピリチュアリティを禁じ、サーミの土地と水源を奪うとともに、水力ダムを作り、

強制移住を行い、サーミの伝統的地域をニッケル探鉱企業へと非合法に譲渡した。歴史的にもそ

して今もなお、植民地支配は、何世代にもわたってサーミ民族の健康を侵害し、サーミの中にト

ラウマをもたらした。私の発表では、サープミ地域の探鉱における私の経験を皆様と共有したい。

さらに地球全体の持続可能な将来の為、土地と水を守ろうとする女性の人権擁護者たちについて

も着目する。最後にサーミ民族に対するスウェーデン政府の植民地支配的暴力に関する真実究明

委員会の立ち上げに尽力することを、ここで宣言する。 

清水  麻琴 訳 

 

盗掘されたアイヌの人骨の尊厳ある返還・帰還のために・・・ 

 

清水  祐二 

Yuji Shimizu 

北大開示文書研究会共同代表・「コタンの会」代表 

 

はじめに 

 北海道大学は、アイヌの墓地を暴き持ち去って約 85 年余りとなります。持ち去られた尊い御先

祖様の遺骨を取り戻そうと、遺族の数名は「アイヌの遺骨は、コタンの土に返せ」と立ち上がり

北海道大学を相手に 2012 年に提訴した。 
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 しかし、提訴した原告は超高齢となり、裁判の継続は難しい状況と判断しました。弁護団や支

援団体としての北大開示文書研究会も同様に考えました。そして苦渋の選択の結果は、和解協議

へ移行することになりました。2016 年 3 月 25 日に原告と被告と被告北大側は合意し、和解協議

は成立しました。アイヌの遺骨返還は、画期的に司法的決定がなされました。 

 しかし、返還を受けるべき対象は誰か。つまり、和解協議では、“受け皿問題”が浮上し、日高地

方のアイヌによる「コタンの会」を急遽設立し受け皿としての役割を担うことになりました。し

かしながら御遺骨の返還を受ける「コタンの会」としても再埋葬は、未知の事です。尊厳ある受

け入れ・再埋葬とは、遺骨にとっても故郷の最愛の土に帰還する事です。 

 「コタンの会」として、創造的そして前進的に慎重な工夫を凝らす必要がありました。 

 

１．なぜ アイヌの人骨を集めたのか……歴史上は？ 

 19 世紀に西欧で始まる「比較人類学」や「形質人類学」という学問から研究者は世界中のあら

ゆる民族の頭蓋骨を集め計測しました。頭蓋骨の形や大きさにより性格や能力が判明すると考え、

多くの民族の頭蓋骨を調査する事で「進化」のプロセスが明らかになると試みられました。アイ

ヌは、欧米人に容姿が類似している「東洋における民族の孤島説」により、注目されました。 

 明治時代には日本人研究者がアイヌの頭蓋骨を研究するようになり、その試料収集のため大学

も 1930 年代から全道他 50 カ所以上から合計 1000 体以上の頭蓋骨を収集した。現在まで、文部

科学省による調査では、全国 12 大学の研究者たちが研究試料として収集し、現在 1637 体者もの

人骨を集め、研究している。 

 その研究の一環だと思われますが、私の少年期に頭部の計測・調査をされ、資料化された記憶

がある。さらに血液も採取され調査試料化された。 

 従って日本の近代化の過程でアイヌは、常に調査研究の対象である。昨今は「文化人類学」が、

調査研究範囲を拡大している実感である。 

 

２、北大に話し合いを求めて…… 

 2012 年に 2 月 17 日、原告 J 氏及び O 氏両人は、面談もしくは懇談を求めて北大へ出向きまし

た。ところが北大当局は、頑丈なガードマンを玄関前に配置し面会阻止する態勢でした。予め面

談要請の文書を郵送し依頼しいていたにもかかわらず、物理的な手段により強固な立ち入り拒否

を、午前 10 時からおよそ 5 時間にわたり続けられました。対話を求めるどころではなく、雪交じ

りの寒風すさぶ天候に耐えながらの高齢な両氏の面談希望は受入れられませんでした。しかし改

めての面談要請文書を辛うじて手渡すのみでした。 

 しかしながら数ヶ月経過しても面談受入れの返事も回答もありませんでした。そして北大との

話し合いを求めた遺族 J 氏と O 氏は、北大当局から強烈な面会拒否され、面談も実現しませんで

した。 

 

3．返還を求め提訴へ…… 

 不条理な対応に遺族原告は、札幌地方裁判所に遺骨の返還を求めて提訴する事になりました。

2012 年から約 10 回に及ぶ裁判を継続いたしました。しかし、事態は進展せず更に原告は、超高
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齢となり裁判継続にも支障が生じつつありました。裁判所の呼びかけに応じて原告 3 人は和解協

議に切り替えました。そして、およそ 1 年間和解協議は続けられました。 

 2016 年 3 月 25 日に和解協議は成立しました。日本国の民法では、「家制度」にもとる子孫の

みが遺骨の所有者であり祭祀継承者であるとの考えである。返還方針では、アイヌにも祭祀継承

者による申請を求める方針でした。しかし、アイヌは、“コタン”という集団が所有者と考えます。

裁判所は、「コタンに代わる」集団への返還を認める和解勧告が示されました。つまり一連の経

緯から設立されたのが「コタンの会」である。 

 

4．尊厳ある御遺骨の返還を…… 

 御遺骨返還を受けるために『コタンの会』（2015 年 12 月 20 日）を創設した。ところでなぜア

イヌ人骨の返還・帰還！ 帰還に至る要因とは何か？ 

 「コタンの会」は、御遺骨返還の歴史的事実を学習・検証し「返還にいたる原因」は何であっ

たのかを議論しました。そして学者・研究者による“研究試料のため盗掘”されたため返還する事を、

「コタンの会」一同確認しました。その確認の上で返還を受けるにあたり次のように返還理念を

確認して取り組みました。 

 (1) 北大（国）及び学者研究者の、心ある高い倫理観による謝罪を要求する。 

 (2) 私たちアイヌは、自らの意思で返還を受け真心を以て慰霊（アイヌ風習）する。 

 (3) 歴史的貴重な事業となる事は事実であり、国内外に情報発信を積極的に行う。 

を返還事業としての理念を確認し合いました。 

 これは単に「コタンの会」の約束だけでなく国内外にも当「コタンの会」の考え方を理解と共

感を求め訴えます。そして昨年帰還を受けた御遺骨は 12 体であり、具体的な返還事業は 3 日間に

わたり実行した。1 日目は北大納骨堂から遠路を急ぎ浦河町杵臼墓地の故郷に帰還した事を労う儀

式（カムイノミ）からの返還行事は実行された。翌 2 日目はおよそ 85 年余に渡り、不条理な環境

にとどめ置いた事へのお詫びするの儀式（カムイノミ）を行った。3 日目は、再埋葬（カムイノミ）

を実行し、安らかに永眠願う供養（イチャルパ）をしました。 

 

お わ り に 

 私たちの祖先の御遺骨の再埋葬は、滞りなく無事終了されました。しかしながら、御先祖様に

無礼なく本当に無事終わったのか？なぜなら私たち「コタンの会」にとっても初めての大事業で

あり、アイヌにとって「再埋葬はどんな方法」が正しいのか、どう行うべきであったのか？不確

定で不明なままの実践でした。しかし、創造的かつ工夫を重ね前進的に努力する取り組み、その

連続でした。そして常に緊張しながらも、冷静で神聖な気持ち・真摯的な実践を心掛けた。今日

では、心情的な安ど感から悪夢な夜はほとんどなくなりました。この事からも、効果的な再埋葬

事業を実行出来たのではと考え素敵な実践であったと実感しております。 

 しかし、さらに残る大きな課題は、北大のみならず全国 12 の各大学には、1637 体に及ぶ御遺

骨の帰還・返還問題で、所謂象徴空間への集約問題です。既に政治的問題であるが、絶対に阻止

しなければならない。 
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先住民族の土地回復 

―「先住民族の権利に関する国際連合宣言」32 条と 

「かつて住んでいた土地」に対する先住民族土地権益請求― 

 

ドワイト・ニューマン 

Dwight Newman 

サスカチュワン大学法学部教授 カナダ 

 

本発表では、国際法と先住民族土地権原に関する国を超えた理論を用いて、先住民族がかつて

住んでいたにも関わらずその所有権を失っている土地を先住民族コミュニティが回復することに

ついて検討する。初期のコモン・ローに基づく先住民族土地権益請求は、先住民族が遠い昔から

占有し続けてきた土地に対するものであった。しかし「先住民族の権利に関する国際連合宣言」

第 32 条及び最近のカナダ最高裁による先住民族土地権原に関する訴訟は、先住民族の占有が維持

されていない土地であっても、土地権益の請求が認められる可能性があることを示している。本

論文では、学説上の可能性と土地権益請求から生じる問題点を考察する。先住民族の中には、学

説が唱える規範より控えめな要求をするものもあり、例えば、アイヌが土地に関してかなり控え

めな要求をしていることは明らかである。しかしながら、このような控えめな要求がなされるの

は、先住民族の土地権益に関する最先端の学説が広がっていないからだと理解すべきである。本

論文ではこれらの問題を取り上げる。歴史的な土地剥奪に対する効果的な賠償は、影響が広範に

及ぶかもしれず、したがって、この発展途上の学説は、この学説の可能性と限界という点で、十

分に研究するに価するものである。 

松村 操 訳 

 

 

北欧サーミ条約 

―サーミの自己決定過程への新たな一里塚― 

 

ドロシー・キャンボウ 

Dorothee Cambou 

ラップランド大学北極圏センター博士研究員 フィンランド 

 

 2016 年 11 月 22 日、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンの政府の代表は、サーミ議会と

もに、北欧サーミ条約を提議した。この提議文書は、サーミ民族の自己決定権を承認している。

ここには、経済開発や社会的発展、文化的発展に対する自己決定権が含まれている。本文書の中

で重要な点は、サーミ民族の自己決定権が北欧諸国において、いかに実現され得るのかについて
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も述べていることである。本文書は、近年の国際法の発展にあわせて、国境をまたいだサーミ民

族の自己決定権を承認している。これまで、国境はサーミ民族を分断しているが、しかし、サー

ミ民族は、国家からの離脱や独立に対するいかなる権利も与えられていない。北欧サーミ条約案

はいまだ採択されていないものの、本発表は、自己決定権に関する国際法の発展とサーミ民族の

権利の発展及び保護の双方にとって、この提議文書にいかなる価値があるかを述べるとともに、

この文書の評価を行うことを目的とするものである。 

  広瀬 健一郎 訳 

 

 

日本における先住民族アイヌに対する財産法政策と未解決の補償問題 

―現状の問題点を中心に―（仮訳） 

 

吉田  邦彦 

Kunihiko Yoshida 

北海道大学法学部教授 

 

日本、とくに北海道における先住民族であるアイヌ民族に関わる補償に関する議論は、諸外国

での（広い意味での）補償ないしそれを通じた関係和解の到達点と比べると、はるかに遅れた状

況にある。すなわち、2007 年の先住民族の権利宣言に署名・同意したにも拘わらず、2009 年の

有識者懇談会の報告書では、（同権利宣言の立場である）補償アプローチを否定しており、アイ

ヌ民族の諸政策は停滞した状況にある。例外的に議論が多いのは、白老に開設される象徴空間及

びアイヌ遺骨のそこへの集約の是非である。 

近時議論が多い論点としては、第１に、盗掘されたアイヌ遺骨及び副葬品の返還の遅延、第２

は、アイヌ民族に対する継続的な環境的不正義の問題であり、例えば、二風谷・平取ダムの問題

や紋別の廃棄物処理場の問題がそれである。第３は、森林認証に関する草の根の動きとの関係で

の先住民族の伝統的権利の保護の動きであり、そして第４は、アイヌの歴史教育における歪み

（バイアス）である。 

こうした諸課題に直面しつつ、われわれは、「アイヌ政策再検討市民会議」を 2016 年 4 月に立

ち上げ、諸問題及びわれわれの提言（それは現状のアイヌ政策を批判する対抗提案である）を日

本政府及び国連の人権理事会に報告することを考えている。先住民族政策に関する国連の先住民

族の権利宣言と日本政府の現状との大きな乖離を克服するためには、国際的支援が不可欠である

と考えるからである。 
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先住民族の権利交渉 

―国境を越えたネットワークから国際法に位置を占めるまで！― 

 

カムルル・ホサイン 

Kamrul Hossain 

ラップランド大学北極圏センター准教授 フィンランド 

 

先住民族は、独自の起源を持っている。先住民族は、彼らが暮らすテリトリーにおける土着の

集団である。先住民族は、彼らが話す言語、彼らが実践する文化や宗教、彼らが伝統的に守り、

高めてきた生活様式、これらの周囲で、独自のアイデンティティを守ってきた。先住民族は、国

家を中心とした統治権意識を持たず、集団で所有してきた広大な土地に、対外的にも内部的にも、

領土の分界線を持つことはなかった。そのため、支配的なグループによって、統治権の名のもと

に、これらの土地が次々に奪われてきた。それゆえ、何世紀にもわたって、移住者によって植民

地化され、自分たちの領土の中で、徐々に周辺に追いやられてきた。 

この歴史的不正義の問題は、1920 年代と 1930 年代に、国際連盟（LoN）において、独自の民族

グループとして認識される必要性と共に、初めて提起された。しかしながら、その当時のヨーロ

ッパ中心の国際法の進展においては、先住民族問題が注目されることは無かった。そのため、こ

の問題は、国際連盟（LoN）の協議事項に挙げられることは無かった。それにもかかわらず、国際

連合（UN）が創設されて以後、様々な場所で、様々な先住民族団体が立ち上がると、先住民族運

動は、より公的なものとなり始めた。 

1970 年代には、重要な進展があった。つまり、先住民族の組織間に強いネットワークが生まれ

たのである。これらのネットワークは、先住民族の問題を、国際連合を含めた様々な公開討論の

場に持ち込むことに成功し、彼らの声が世界に届くことになった。このような背景をもとに、本

発表では、国境を超えた先住民族運動が、いかに成長し、国際法の枠組みの中で先住民族の居場

所を創ることになったかを検証する。                           

廣瀬 律子 訳 

 

 

先住民族のトラウマをいやすストーリーテリングの方法論 

 

カタルジーナ・ポスツザック 

Katarzyna Postuszak 

アマレヤ劇団アートディレクター ポーランド 
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制度を先住民族に合わせたものにする、たとえば、ハワイ先住民や先住民の公衆衛生マス

タープログラムのように 

メイル・タウアリ 

Maile Taualii 

ハワイ大学マノア校, 公衆衛生学教室助教 アメリカ合衆国 

 

 

キコウ コオラウ プログラムと先住民族の公衆衛生 

―コミュニティの健康を育む― 

 

          マリア・パーディー        メイル・タウアリ         トリーナ・ディロミエ 

Malia Purdy       Maile Taualii      Treena Delormier 

キエイ・ナハレア        リイマ・ロング 

Kihei Nahale-a    Ilima Long  

ハワイ大学公衆衛生研究所 アメリカ合衆国 

 

背景：先住民が経験した健康上の不平等を軽減するためには、施す治療措置が確実に成功し、持

続的に行われることを確保する、コミュニティ主導のプログラムが不可欠である。 

目的：キコウ コオラウ プログラムは、カ パパハナ クアオラというハワイの先住民 NPO 団

体と協働して実施しているプログラムで、小学校の１年生から８年生までを対象に学校の放課後

に行われる。この、アイナ（土地）をベースにしたプログラムは、ハワイの英知を完全に取り込

んだ環境の復元と経済的持続可能性に着目した、質の高い教育プログラムである。これは、非常

に革新的なプログラムであり、それによって、彼らの食料資源の持続可能性・食料の確保・健康

を促進し、同時に、カナカ マオリとしてのアイデンティティを強めることに寄与している。 

方法：一連のフォーカスグループの活動を通し、このプログラムが親子の関係と家族の力学にど

のように影響するかを査定する。別途に、子供と家族がどれだけ頻繁に土地にアクセスするか、

それが家庭生活や基礎人口動態にどれだけ影響するか、の要因も査定の対象とした。主要なイン

フォーマントへのインタビューが行われたが、フォーカスグループと主要なインフォーマントの

インタビューは筆記され、NVI vo10 を使った質的分析がなされた。 

主な結果：プログラムの実施にあたり、事前の話し合いが行われたが、食物を育てる責任につい

て学び、植民地化と同化政策により失われてしまったカロ（タロ）を耕す知識を学ぶ中で、子供

たちがロイ（タロの畑）でどのようにふるまうかを知ることの重要性が注目された。プログラム

が終わった後の話し合いでは、子供たちと家族力学の劇的変化が浮き彫りになった。 

公共衛生への影響：キコウ コオラウ プログラムの査定は、パパハナ クアオラと、ハワイ大

学の公衆衛生修士履行コースの一つである「ネイティブ ハワイアンと先住民のヘルス専攻」部
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との連携による、コミュニティと大学のパートナーシップによってできたプログラムである。こ

のパートナーシップは、先住民の健康政策を策定し、文化的に安全なヘルスサービスを実施する

上で、学生たちがそのリーダーシップの役割を担うための教育過程において、いかにしてコミュ

ニティと大学が協働していけるかを示す、一つの事例である。卒業生は先住民族の社会的・文化

的ニーズにより良く対応する能力を得て、それによって、ヘルスサービスと各種政策の向上が図

られる。先住民のヘルスサービスの質と効果の向上は先住民の健康の不平等を軽減し、健康の促

進に寄与している。       

                             バックハウス  和子 訳 

 

 

生物文化遺産とサーミ民族における伝統食の活用 

 

デレ・ラーエム 

Dele Raheem 

ラップランド大学北方圏センター博士研究員 フィンランド 

 

サーミ民族はヨーロッパで唯一の先住民族である。彼らはフィンランド、スウェーデン、ノル

ウェー、ロシアに居住している。植民地時代の抑圧的な土地・水資源政策以前は、農耕や漁労か

ら得る先住民族の食は、自給自足のレベルであった。このような先住民族の食は、グローバリゼ

ーションや地球温暖化により、危機に瀕している。今日までの、サーミ民族のほとんどの伝統食

についてやこれらの伝統食が「食料安全保障」にどのように寄与できるかについての科学的な研

究は、極めて少ないものである。従って、調査研究を脱植民地化するとともに、先住民族と持続

可能な農産物制度の関係性を脱植民地化する方法を理解する必要である。本発表は「ビア・カン

ペシーナ*」の地球規模の社会運動を概念化しようとするものである。この運動は、「食の主権」

を通して、ビア・カンペシーナの食料制度が人類と環境を救うことを確実なものにしようとして

きた。 

狩や漁、採集はサーミの文化の一部であり、食の共有は、多くの地域で共通して行われている。

サーミ民族の生物文化遺産は、サーミ民族にとって生得的な伝統食の採集や活用の中に反映され

ている。これらの伝統食のほとんどが、文化的価値を持っている。伝統食は、自然との調和の中

で、持続可能な生産をされている。しかしながら、これらの伝統食に関する知識は、もっと伝統

食を記録し、その栄養価値についてもっと調査する機会がなければ、我々の時代に失われる危険

性がある。本発表の目的は、伝統食のいくつかを鑑定し、サーミにおけるサーミの食の主権と環

境との関連を強調することである。 

本発表は又、健康的で文化的に適切な食の需要に対し、いかに先住民族が対応し得るのかにつ

いて、我々の理解の広がりを助けるものである。 

 

訳注 

*ビア・カンペシーナ（La Via Campesina スペイン語 農民の道） 



91 
 

中小農業者、農業従事者の国際組織、世界 69 か国（バスク自治州含む）148 農業組織により構成。

目的：持続可能な農業の実現  

本部：インドネシア（ジャカルタ） 

日本：農民運動全国連合会  

自らの土地で食糧を生産する権利を目指す「食の主権」という概念を最初に用い、1999 年以来市

場原理主義に基づく「農業改革」に抗すべく世界的なキャンペーンを展開している。                                                          

広瀬 健一郎 訳 

 

 

植民地主義と先住民族の健康被害 

―カナダの事例― 

 

ジェームス・ダッシュク 

James Daschuk 

リジャイナ大学キネジオロジ―健康研究科准教授 カナダ 

 

北米のグレートプレーンズ（大平原地帯）北部に住む先住民は、質の高い食事をとっていたこ

とから、19 世紀の時代には世界中で一番背の高い民族と記述されていた。しかし、カナダがこの

地域を取得してから数年後には、先住民に栄養失調がはびこり、病気や結核で死亡する人の最大

要因となった。新しい病気が拡散したというよりもむしろ、結核が増大した理由は、この地域に

ヨーロッパ人の入植を促進するために、カナダ当局が先住民に強いた苛酷な措置に起因する。一

世紀前に経験した先住民の健康低下は、先住民と先住民以外の大多数のカナダ人の健康状態と寿

命との格差となって現れた。この格差は、カナダ政府が採った人種差別的政策の結果として現存

している。先住民と先住民以外の大多数の住民の健康状態の格差は、他国が自国の政策を評価す

る方法としても用いることができると主張する。 

本発表では、カナダ西部におけるインディアン条約が、どのような過程で締結されたかを示

し、条約締結後まもなく実行された、先住民の健康を蝕んだカナダ政府の政策の概要を述べると

ともに、カナダ政府の政策がいかに先住民の健康を阻み続けているかを、一般カナダ人と比較し

て説明する。結論としては、国連人間開発指数（United Nations Human Development Index）を用

いて、世界中の先住民族政策の評価の一提案を示す。 

バックハウス  和子 訳 
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日本とハワイにおける健康行動主義 

 ―「先住民族の権利に関する国際連合宣言」は先住民族の健康を促進できるのか― 

 

ユイト・オカダ     ランデン・ムアサウ     メイル・タウアリ 

Yuito Okada       Landen Muasau       Maile Taualii 

マノアハワイ大学     マノアハワイ大学     マノアハワイ大学 

公衆衛生大学院学生    公衆衛生大学院学生     公衆衛生学准教授 

 

先住民族は皆、自然と家系とが自らの健康に強く結びついていると信じている。先住民族は健

康を保つために自然を拝み、自らの病気の伝統的治療のために、先祖への様々な儀式を執り行う。

「先住民族の権利に関する国際連合宣言」（UNDRIP）は、自決権、先祖の地に居留する権利、文

化的な伝統や習慣を実践する権利といった人権をもとに、先住民の健康を守ることが託されてい

る。この研究の目的は、UNDRIP がどのように先住民族の健康に影響を与えているかを論じ、その

提案を考えることにある。 

実は、多くの政府がUNDRIPに違反し、先住民族の価値観を無視してきたのが現状だ。例えば、

日本政府は現在、沖縄の人々の同意なしに、沖縄人の精霊が戻る聖地とされる辺野古湾に軍事基

地を建設している。もう一つの例としては、ヨーロッパの研究者たちによるアイヌの遺骨の盗掘

である。これらの遺骨は、いまだにヨーロッパの複数の博物館に保管されている。アイヌは現在、

これらの博物館と遺骨の返還交渉を進めているが、その理由は、彼らの聖なる遺骨はアイヌの信

仰によりアイヌの先祖の地に戻されなければないと信じているからである。また、ハワイ大学が、

ハワイ先住民にとって聖地であるマウナケア山頂に 30 メートルの天体望遠鏡を設置しようとして

いることも、その一例として挙げられる。 

その結果として、こういった対立が先住民の健康に直接ネガティブな影響を及ぼしている。従

って、各国政府は UNDRIP を遵守し、先住民族の健康と彼らの子孫たちの健康を守ることが極め

て重要である。 

バックハウス 和子 訳 

 

 

太平洋の島々に住む人々のための家族中心の糖尿病処方箋 

 

ランデン・ムサウ   メイル・タウアリ,  レイナルド・サモア,  メリパ・ゴディネット 

        Landen Muasau      Maile Taualii         Raynald Samoa        Meripa Godinet 

ハワイ大学マノア校, 公衆衛生学教室, アメリカ合衆国 
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オハナ（家族）中心のケア―管理ケアにおける先住民モデル例 

 

   シエラ・カウェナオカホク・ウェロウェロ・ヒラヤマ  メイル・タウアリ 

    Sierra Kawenaokahoku welowelo Hirayama      Maile Taualii 

     カーク・フェルナンデス    ジョン・ティムティム ジーニ・ジョウ 

                                Kirk Fernandes                    John Timtim                          Jeani Jow 

ハワイ・パフォーマンス医療グループ アメリカ合衆国 

 

背景：効果的なヘルスケアを行うには、文化的能力が重大な要素であることが今までの研究によ

って証明されている。ケア提供者はケアの実行にあたって、患者一人一人の文化的文脈というも

のを理解していなければならない。患者中心のケアから始まり、患者個人のニーズ・価値観・好

みに即応したヘルスケアの手法が患者の健康を促進する。社会文化的環境は、患者の社会的ネッ

トワーク、物理的アクセス、精神的サポートシステムを含む、患者個人のニーズや好みを形作る。

患者のサポートシステムは、個人（彼女/彼）の健康に多大な影響を与える。このサポートシステ

ムは、病気を抱える患者がケアにアクセスし、治療を受け、回復に至るまでの苦労を軽減する、

多くの患者にとって「オハラ」と呼ばれる患者の家族と近しい友達から構成されるサポートシス

テムである。 

 現在のヘルスケアは個人のサポートのためだけに企画され、外部のネットワークを取り入れる

ような柔軟なサポートシステムは公的には存在しない。個々人の社会的ネットワーク——それは

患者の文化や年齢、その他の主要な要素によって異なるものであるが——を配慮するケアを取り

込んでこなかったのである。その代わり、しばしば非公式な援助がなされたが、トレーニング体

制がないので、十分に効果が上がらなかった。このような慣行はより体系的に企画し、拡張する

ことができる。それによって、ケア提供者がより良い支援を提供でき、患者のニーズに効率よく

効果的に応えるシステムを作り出すことができる。 

ハワイには現在、約１５０万人の人口があるが、白人はただの２３％。３８％がアジア人、２

３％が自分たちを他の２、３の人種であると言い、１０％がハワイ先住民と他の太平洋諸島民だ

と言う。また、残りの１０％がヒスパニック、黒人、アメリカ・インディアンまたはアラスカの

先住民だと言っている。ヘルスケアの提供者は住民たちの豊かな民族的多様性に敏感でなければ

ならず、ケアはそれぞれの患者のニーズを熟考して行わなければならない。 

本研究の目的は、ケア提供者が、豊かで多様なハワイの人口に敏感で、敬意を払いつつ対処で

きるよう、ケア提供者を支援することにある。 

研究方法：注意深い資料の見直しを行った。その中で、文化的能力、ヘルスケアに社会的サポー

トを統合する方法、公式な組織レベルでの治療措置などについての調査を行い、ケア提供者がヘ

ルスケア管理を行う上で、文化への敬意・配慮をマニュアル化することで提供者を支援した。実

行可能で、効果的な奨励策を作成するために、ケア提供者と共にインフォーマントとの主要なイ

ンタビューを行った。 

主な結果：文化的能力には、サポートシステムが重要だとの認識がなければならない。この研究

で、家族中心のヘルスケアに特化したリサーチはほとんど行われていないことが分った。インタ
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ビューは、柔軟な家族中心のケアシステムで患者をサポートするために考えうる治療措置として、

一般的奨励策を作成するのに役立った。調査は、関係する情報の収集と共有という、２つの奨励

策としてまとめることができる。インタビューは、考えうる実行策の内容と、今後必要となるリ

サーチの方向性についても記している。              

バックハウス 和子 訳 

 

 

ブラジル・マト・グロッソ・ド・ソル及びドゥラドスの 

先住民族居住区における先住民の若者と医者との対話 

 

マリア・デ・ルルデス・ベルディ・デ・アルカンタラ 

Maria de Lourdes Beldi de Alcantara 

サンパウロ大学医学部教授 ブラジル 

 

このリサーチ・活動の目的は、生物医学のバックグラウンドを持つ内科医とドゥラドス居住

地に住む先住民の患者の間で交わされる対話——この場合、ドゥラドス居住地に住む若い先住

民のケースを指す——を分析することにある。また、医療人類学者の役割についても考慮する。

医療人類学者としての私の役割は、生物医学のトレーニングを受けた内科医や看護婦と、ケア

のために彼らの診療所に通う先住民の住民の対話を成立させることにある。こういった対話は、

様々な理由によって、圧倒的に挑戦的で、緊張するものになってしまう。まず、言えることは、

先住民の若者は、内科医の対応の仕方、つまり、若者との相互間の触れ合いがないために、内

科医を信頼し、コミュニケートすることが困難なことにある。内科医にとっては、「診断」を

行うために、「生物医学的」な観点から患者のことを「理解する」必要があるが、それ故に、

患者に勧める治療法を患者に守らせることが困難になる。ここに、一種の対話の「不透明さ・

曖昧さ」が生じる。 

16 年間、先住民の若者と一緒に医学人類学者として働いてきた私にとって、私の立場には、

次の二つがある。まず、医学的解決を見つけなければならないこと。そして、異文化間の対話

を成立させること。医者との対話は、しばしば、彼らが治療を施さなければならない住民への

偏見と文化的な無知が広くはびこっているために、対話自体に支障が生じやすい。私たち医療

人類学者は、いかにして、その「中間に入って」働けるのか？いかにして、医者と先住民の若

者たちが文化的な違いを乗り越え対話を交わす手伝いができるのであろうか？これは、私たち

の役目であろうか？先住民コミュニティ内での私たちの立ち位置とは何か？先住民たちは、私

たちから何を望んでいるのであろうか？ 

バックハウス 和子 訳 
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先住民族特有の航海術とマラマホヌア・モデルが管理されたヘルスケアモデル上の健康を

増進する 

 

  コリン・ソーンバーグ メイル・タウアリ カーク・フェルナンデス ベン・タムラ 

 Corin Thornburg       Maile Taualii          Kirk Fernande       Ben Tamura 

ジーニ・ジョウ 

   Jeani Jow 

ハワイ・パフォーマンス医療グループ アメリカ合衆国 

 

背景：先住民のホクレアのカヌーを使って、地球を３年間にわたり広範囲に航海し帰還した。こ

の航海の目的は、意識の向上を図り、文化とコミュニティの絆を強めるパートナーシップを築き、

地球と海洋の保全と直結する「核心的価値」として文化に基づいた健康管理の大切さを実証する

ことであった。引き続き、参加した先住民の人員とコミュニティの健康を向上させるための私た

ちの使命は、「ハワイ カイザー パルマネンテ」プログラムを活用して、個人やコミュニティ

の健康を、体・家族・所属するコミュニティ・環境といったものを統合するホーリスティックな

ケア・アプローチの大切さを訴えていくことである。マラマホヌア・モデルのメッセージは、私

たちが地球という島の一部分の番人であるだけではなく、人々とコミュニティが住む環境の物質

面・文化面を保全する番人である、ということである。従って、ケアに当たっては、患者の健康

という一面だけを見るのではなく、治療措置としては、治療と基礎的予防医療ケアを超えて、患

者が健康に至るまでの長いケアを導いていかなければならない――航海士たちがホクレアのカヌー

を導いたように。本研究はマラマホヌア・モデルを調査・検証し、今後の健康管理プログラムや

イニシアティブに適用できる企画戦術と手法を検討する。先行研究には、患者の健康面のみのケ

アは個人の総合的な健康の助けにならない、と記されている（Lillis, Hayes, Bunting, & Masuda, 

2009）。 

方法：ホクレアのクルーとして、あるいは、サポータ―としてマラマホヌア・プログラムに参加し

医療を提供したボランティア医療提供者をインタビューした。 

結果：マラマホヌア・モデルは、ケア提供者が現行の治療モデルの中にどうやって総合的なケア

モデルを取り込むことができるかを考え始めるための指針になる。患者の治療に当たってのこの

モデルは、患者の体・心・精神の全部を統合してケアすることを意味する。また、このメッセー

ジは他のケア提供者と共有すべきものであり、「一つの体は一つの地球と一体である」とする、

ハワイの「カイザー パルマネンテ」に参加している人々に理解できるよう、ケア提供者は同僚

たちにこのメッセージを広めるよう促されている。こういった戦術が、さらに別の患者との関係

を築く機会になるであろう。ケア提供者によってこのモデルを共有することが現在実行に移され

ているところである。 

バックハウス 和子 訳 
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ハワイ先住民の文化保全のためハワイ大学教職員全員にトレーニングを課すことー先住民

族に資する大学になるための組織的第一歩― 

 

カムエラ・ワーナー 

Kamuela Werner 

マノアハワイ大学ジョン・A・バーンズ学医学部 アメリカ合衆国 

 

パウロ・フレイレ曰く、「より完全な人間であらねばならぬという歪んだ考えは、遅かれ早か

れ、人間以下とされる被抑圧者たちを抑圧者に対抗する闘争へと向かわせる。このような闘争が

意味するものは、抑圧された人々が自分たちの人間性を取り戻す（作り出す）ために、抑圧した

人々を抑圧することに向かわせる。そうではなくて、被抑圧者も抑圧者も共に人間性の回復者に

ならなければならない。これは抑圧された者にとって人道主義的で歴史的な仕事となる。そうす

ることで自分たちをも縛りから解放し、抑圧者をも解放する」と。 

パウロ・フレイレの言葉を実践するためにハワイの先住民（被抑圧者）に与えられたチャンス

は、マノアハワイ大学（抑圧者側）の戦術的方向性に向けての報告書（2015-2021）に記されてい

る。マノアハワイ大学（UHM）の使命は、先住民の学生を教える主要大学になることと、UHM に

おける先住民の学生数の少なさを是正することにある。2015 年のデータから読み取れることは、

例えば、UHM の学部学生数は、5.5％が先住民、53.1％が白人、13.1％が日本人、10.6％の中国人

となっている。幹部/事務方スタッフの人事割合は人種として、ハワイ先住民とフィリピン人を合

わせ約８％、日本人と白人を合わせ 81％になっている。ハワイ先住民 UHM で勉強したり・働い

たり・教えたりする上での社会的、経済的、ロジスティックな障害を乗り越えたにもかかわらず、

UHM の先住民学生・事務員・教授陣は何世代にもわたって、ハワイ先住民ではない学生・事務

員・教授陣から、勉学上・仕事上において、敵意のある行為や学習環境を経験している、という

ことを示す逸話に富んだデータがある。 

無知・無関心・矮小化が、或いはまた、先住民文化や宗教や価値観をステレオタイプ化するこ

とが、UHM におけるハワイ先住民への差別として繰り返されてきたことを、さらに、ハワイの歴

史を非ハワイ先住民によるアメリカの一占領地の歴史としてステレオタイプ化することが、UHM

におけるハワイ先住民への差別として繰り返されてきたことを物語っている。ハワイ大学の一義

的関心が、すべての学生と従業員が安全で互いに尊重する学びの場・仕事の場を確保することに

あるのなら、当然、全従業員に対しての規約として、ハワイ大学 VAWA 9 条の政策に則った訓練

を履修することを要求しなければならない。すなわち、UHM は全従業員に対して、どのようにし

てハワイ先住民と適切に関わっていくか（逆もまた然り）について学ぶハワイ先住民の文化的安

全訓練の履修を要求することを定めた政策を立案し、実行するべきである。本発表は、この政策

イニシアティブを進展させていくために必要なステップを論じ、それが将来に持つ可能性につい

て言及する。このイニシアティブはフイ・ ケ・ ア・オオオイと一般に呼ばれている、ジョン・

A・バーンズ医学部ハワイ先住民健康学部のスタッフと教授陣によって主導されている。   

 バックハウス  和子 訳 
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アイヌ民族の女性たちによるパネル・ディスカッション 

 

登壇者：     多原  良子        宇梶  静江       

         Ryouko Tahara              Shizue Ukaji          

 （アイヌ女性会議）   

 

司 会：     丸山  博                            サトゥ・グルンダール 

         Hiroshi Maruyama    Satu Gröndahl 

                   （室蘭工業大学／ウプサラ大学） （ウプサラ大学） 

 

通 訳：    ジェフ・ゲーマン   マーク・ウィンチェスター 

        Jeff Gaymann      Mark Winchester 

           （北海道大学）         （神田外国語大学） 

 

 

バレント地域における個人的セキュリティ（安全保障） 

―女性と先住民族の共通点に着目する― 

 

ターニー・プライア―＊ 

Tahnee Prior 

ウォータールー大学博士課程 カナダ 

 

安全保障はすべてのレベルにおいて対処しなければ十分ではない。個人の安全保障は、政治・

経済・健康・食品・環境・コミュニティにおける他の不安（insecurity）面にリンクした、人間の

安全保障の一つのバロメーターであり、各側面を横断する関心事（Gasper and Gomez 2015）であ

り、一つの定義、または、一つの測定基準で測られるものではない。個人やグループは、それぞ

れが問題に対応したり・適応したり・他とは違う形で抵抗したりするから、個人の安全保障（福

祉と安心の一つのバロメーターとしての）を完全に測るのは難しい。北極圏の、特にバレント地

域の文脈において、個人の安全保障は、上記の側面にまたがる効果的な政策策定とモニタリング

の障害になる数々の統計的・技術的な難問を抱えている。 

本発表では、自殺、ドメスティックバイオレンス（DV）、移住及び社会的流動性の３つの個人

の安全・安心に関わる側面に焦点を当て論じる。このような分野を探求するため、女性と先住民

族いう２つの側面に注目した。例えば、性的マイノリティをはじめ、子供、障害者、高齢者、人
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種的・民族的マイノリティ等の周縁化された人々も不安を体験してはいるが、私たちの研究にと

っては、先住民族と女性というインターセクショナリティが際立って説得力のある事例となって、

社会文化的差別や権力といった様々な複雑な側面を浮き彫りにして可視化してくれる。バレント

地域においては、政府は、女性と先住民というそれぞれのグループの健康に関し、政治的に力を

入れているが、このような女性と先住民族グループに対する安全・安心を図るためにどんな施策

がなされているかのデータが極めて少ないことを私たちは痛感している。研究の結論としては、

より効果的な政策の策定と、考えうる重層的な解決法が検討されるべきことを指摘する。 

 

＊本発表は、共同研究者である、社会リサーチ・ニュー・スクールの博士課程学生、パトリッ

ク・ギアシ氏を代表して発表する。 

バックハウス 和子 訳 

 

 

罪のない嘘 

―売春規制法及び政策の改革：マオリ女性を中心にー 

 

                        フェルン・エイルズ       ジェード・ケーク（ニャープイ） 

                         Fern Eyles                                Jade Kake (Ngāpuhi) 

      マッシ―大学学生   UNITEC 工科大学／テ・ホノンガセンター/ 

        ニュージーランド     テ-マタピリ＝国立マオリ住宅支援弁護団 

                      プログラム企画課長 ニュージーランド 

 

ニュージーランドにおいて売春を職業とする人口は、人種とジェンダーの線で区分けされる。

つまり、売春を生業にする人は圧倒的に女性が多く、中でもマオリ女性が他の人種に比べて大

きな比重を占めている。植民地支配以前にニュージーランドには売春の歴史はない。売春婦と

してマオリ女性が極めて多いということと、マオリ女性の職業選択肢が少ないということは、

直接、植民地支配とその家父長的特徴の社会構造に関連する。売春は女性のエンパワーメント

としての選択肢の一つであるとか、売春は合法的仕事であるいって議論する枠組みは、マオリ

女性が売春から抜け出すことへの妨げであり、マオリから土地と血縁関係を体系的に失わせて、

マオリ女性をして増大する植民地人口が消費すべき極めて性的な商品として位置づけた、歴史

的文脈を無視するものである。 

本発表は、マオリ女性の売春は植民地主義の産物であり、他の社会的不利益のバロメーター

に匹敵することを探るものである。売春に関するニュージーランドの現行規制と政策を植民地

主義下のマオリ女性の人権と対比して論じる。現在ニュージーランドでは、全く差別的なモデ

ルが実行されており、規制も最低限で、法律もほとんど実行されていない。「ワイタンギ和平

条約」第 3 条により、ニュージーランド政府はマオリに対して非マオリと平等の成果と機会を

確約する明確な責任を負っている。マオリ女性の売春に対して適切な対応を取らないことは、
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明らかにワイタンギ和平条約の第 3 条に違反するものであり、現在係争中のワイタンギ裁判に

おける賠償請求権の根拠となる。 

バックハウス  和子 訳 

 

 

ルール・サーミ地域のサーミのアイデンティティーにおける 

ラエスダジアニズム（ルーテル復興運動）の重要性 

 

 リス－マリ・ヒョルトフォル 

Lis -Mari Hjortfors 

ウメア大学サーミリサーチセンター博士課程 スウェーデン 

 

本発表はラエスダジアニズムをベースにして、ルール・サーミ地域におけるサーミのアイデン

ティティに影響力のあるルーテル復興運動の重要性を述べることにある。サープミの数多くのサ

ーミにとって、ラエスダジアニズムの宗教的復興は大きな意味を持っていた。ルーテル復興運動

はラルス・レヴィ・ラエスラディアスによって 1840 年に創設されたが、彼は、サーミの宗教的慣

行とサーミの生活に非常に大きな影響力を持っていた。ラルス・レヴィ・ラエスラディアス自身

もまたサーミであり、サーミ語で物を書き、サーミ語で説教をした。 

 

サーミのキリスト教徒化はスウェーデン化・ノルウェー化の植民地主義政策と並行して行われ

た。何百年に亘り、サーミの伝統宗教はキリスト教と並行して行われていたが、1600 年以降は、

サープミ北部地域で人々をキリスト教徒化し、征服する試みがなされ、サーミは迫害された。こ

れが、先住民としてのサーミ族の植民地化というものである。工業化もまた、サーミの人々とそ

の生活を脅かした。スウェーデンは、サーミ地域に鉱山を開き、水力発電を起こし、鉄道を敷い

た。 

サーミはラエスダジアニズムに基づくサーミ族のアイデンティティと価値観を植民地化とキリ

スト教徒化が奪うものであることをよく理解していた。ラエスダジアニズムはルーテル教の一派

の復興運動であり、サーミの生活に大きな影響力を及ぼした。ラエスダジアニズムがスウェーデ

ンとノルウェーのサーミ地域において、サーミのアイデンティティ・宗教・言語・伝統を守る場

となったのである。サーミにはサーミの視点があり、ラエスダジアニズムの復興運動がサーミの

先住民としての癒しであったことと共に、ラエスダジアニズムの復興運動を進めることにより、

ルール・サーミのアイデンティティと伝統を守ることができ、さらなる植民地化に抗うことがで

きると論じる。 

 バックハウス  和子 訳 
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若い先住民女性に対する性搾取と人身売買に立ち向かう 

先住民おばあちゃんたちのイニシアティブ 

 

ジャニス・シンディー・ゴデ 

Janice Cindy Gaudet 

アルバータ大学サンジャン校助教・カナダ 

 

若い先住民女性に対する性搾取と人身売買についての問題対処は、先住民女性によって支援

するのが最善であり、それも、生活と仕事場のあるそれぞれのコミュニティにおいてなされ、

被害者への肉体的・精神的・感情的・霊的側面に寄り添った支援を行うのが最善の方法である。

しかしながら、経済的支援の殆どが、政府と先住民自身の選択を好まない諸グループよって実

施されているのが現状だ。 

「ヌークミサックーナンドウェンゲワッド 」（NN）はオタワ協定の人身売買意識改革イニ

チアティブの一環として生まれたノーザンアウトリーチプロジェクトから始まった。ノーザン

アウトリーチプロジェクトで立ち上がった際、行動同盟を結んだアニシナーベックの 12 人の

おばあちゃんたちのサークルが、自分たちのコミュニティの人身売買の性質を理解するととも

に、コミュニティの活動と支援によって人身売買を防ぐことを計画した。NN が力を入れるの

は、アニシナーベック先住民コミュニティ内での人身売買対策である。インパクト（ImPACT）

プロジェクト（オタワ協定）で特定された研究のギャップに基づいて引き続き活動を進めてい

る。インパクト（ImPACT）プロジェクトは性搾取目的でカナダのオタワで人身売買された女

性の１５％が先住民であることを具体的に明らかにした。この統計は、先住民女性の現実を表

す他の多くの統計の一つであるが、カナダの女性人口の４％を占める先住民女性が憎むべき人

身売買犯罪の荷重な比率を占めていることを表している。 

本発表では、NN の努力により、活動の中心たるアニシナーベックのおばあちゃんサークル

と最前線で働くワーカーが協働して、アニシナーベックコミュニティーにおける性的人身売買

と性搾取に取り組み始めたことを明らかにする。さらに、彼らの活動はコミュニティのニーズ

に対応し、人種的不正義に結びつく経済的障害を乗り越えて続けられていることを示す。本発

表の学術的貢献は、先住民族（関係性において）と移住者（相互認識において）の視点から論

じることにあるが、先住民族と移住者の両者とも、癒しと和解の精神の下、引き続き行われて

いる NN の仕事をサポートしたいと望んでいることを示す。 

 

バックハウス  和子 訳 
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世界を隔て同じ歴史を辿ったノルウェーのサーミとオーストラリア先住民族 

―植民地化、その結果、エンパワーメント― 

 

ニーナ・シヴァーセン 

Niina.Sivertsen 

フリンダーズ大学国民保健サービス学部 オーストラリア 

 

「女性の心を砕いてしまわない限り国は征服されない……」(LaveLL-Harvard & Lavell 2006, p. 

viii).すべての人間の生命は女性の物語とつながっている。先住民族の産婆たちの話や先住民族

の子育ての伝統についての話は、世界のあらゆる場所で記録されてきている。採集された先住

民族の子育ての話は、何世代にもわたって得た知恵を伝えているばかりでなく、植民地化を進

める勢力が、いろいろな形で、先住民族の母親の子育ての慣習と絆を崩壊させてきたことを伝

えている。ノルウェーではサーミが、オーストラリアの先住民族と同じような植民地化の歴史

を体験した。ノルウェー北部のサーミ民族とオーストラリア先住民は、地理的には全く世界の

反対側に離れているにもかかわらず、先住少数民族として、何世紀にもわたる国の植民地化と

厳しい同化政策により共通の運命を辿ってきた。共通の歴史体験をしたということで私たちが

留意しなければならないのは、すべての先住民族が植民地化によって、それまでとは全く違う

歴史の道を歩まなければならなかったこと。さらに、「先住民性」と言う言葉のレッテルが、

固有な文化を持つそれぞれ違う経験をした先住民たちを一つにまとめて表す言葉としたこと。

誰もがまず、このことを認識することが極めて重要である。 

いくつかの復権があったとは言え、サーミ民族は、国際法の下、先住民族としての権利の尊重

と承認を得るために未だに奮闘している。同時に、オーストラリアでは、政府と先住民たちとの

間に未だに解決されていない問題があり、前に進むことを阻んでいる。これらの問題で明確なの

は、ノルウェーのサーミ、オーストラリアの先住民族とトーレス海峡諸島の諸民族の声をよく聴

き、彼らを尊重し、完全に平等なパートナーとして私たちが認識すべこと、である。しかしなが

ら、植民地化の波は今でも押し寄せていて——ただ在り様が変わったというだけで——相変わら

ず私たちを襲い続けている。これらのことは、私たちが二つの目をもって、協働して文化の活性

化を図る前進への道筋をつけていかなければならないことを浮き彫りにした。この会議のディス

カッションでは、歴史を通してノルウェーのサーミ政策とオーストラリア先住民政策がどんなも

のであったか、政府政策によって今日何が起こっているかを探り、今後前進するための議論とし

たい。 

会議を通していろいろな人たちの話を聞くことは、世界各国から知見を持っている人たちを一

堂に集め、彼らの体験と視点を共有することによって、女性のリーダーシップの育成に貢献する。

現在、社会において女性のリーダーシップの比率が低いが、先住民族の女性たちは多岐にわたる

知見・経験・視点・仲間を持っていて、プログラムの企画や意思決定、組織管理の向上に寄与で

きる。さらには、それぞれのコミュニティにおいて女性たちは、特に少女や若い女性の重要なロ

ール・モデルであるので、それぞれの話を共有することで、将来の先住民族女性リーダーが育つ

道をつけることに役立つであろう。               

バックハウス  和子 訳 
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現代のサーミのアイデンティティをつくりだすこと 

 

サトゥ・グルンダール 

Satu.Gröndahl 

 ウプサラ大学 フーゴ・ヴァレンティンセンター准教授・スウェーデン 

 

現代のサーミ文学は、サーミ文化に関わる文化的活動家や政治家たちが都市に移動し始めた

1970 年代により大きな規模で登場した。今日、数人のサーミ作家が都市環境に住みながら、その

作品のテーマとして、都会で育った若いサーミたちが伝統的コミュニティやアイデンティティに

どう関わり合うのかを描いている。ヴェリ・ペッカ レットラをはじめとする数人のサーミ出身

の学者たちは、この数十年でサーミ文化が大きく変貌し、サーミのアイデンティティもまた、現

代の様々な影響や見解に応じて新しい方向に進み出していることを強調している。 (The Sámi 

People: Traditions in Transition, 2004).  

本発表では、アニカ・ヴェンスゥローム（1966 年生まれ）とアン・ヘレン ラエストゥディウ

ス（1971 年生まれ）の小説において、サーミのアイデンティティがどのように取り上げられてい

るかを調査する。両作家とも女性のサーミ文化肯定者を取り上げている。サーミ伝統のサープミ

（Sápmi）地域以外に住み、サーミコミュニティーとの接触機会が全くと言っていいほどないにも

かかわらず、自らのファミリーヒストリーに深く興味を抱く若い女性たちを描いている。さらに、

両作家とも、数世代に亘り、サーミ女性のアイデンティティがどう作られていったかを綴ってい

る。両者とも、「サーミ」のすべては沈黙するもの・忘れ去るものとして否定した史実を語る一

方で、近代的でグローバルな世界において、自らのアイデンティティを再構築しようとする若い

サーミ文化肯定者についても語っている。このような文化肯定者は、家族の過去の歴史と都市環

境に住む自らの生活の両方に向き合うことが必要になる。 

私の論理的枠組みは、文学における社会学と社会心理学である。従って、文学は、社会的・政

治的構造に関連して解釈し読まれるべきものである。例えば、アンソニー ギデンスの『近代性

と自己アイデンティティ（Modernity and Self-Identity.）」と『近代後期の自己と社会（Self and 

Society in the Late Modern age） 」(1991) がその例であるが、近代化と個々人の「自己」を分析す

る。ギデンスは、グローバル化は個々人の生活に多大な影響を与えているし、それは、ギデンス

によれば、個々人が「自己内省」し、自己を確立し守っていかなければならないことを意味する、

と述べている。 

バックハウス  和子 訳 
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日本における先住民族捕鯨権の回復にむけて 

 

畠山  敏 

Satoshi Hatakeyama 

（紋別アイヌ協会） 

 

 私が生まれたオホーツク海沿いの元紋別（もともんべつ）地区は、かつてモベツコタンと呼ば

れていました。コタンとは、アイヌ語で集落を意味する言葉です。モベツコタンは、紋別市の都

市開発によって消滅してしまいましたが、私が生まれた 1940 年代には、15―16 軒のアイヌ家庭

と、2－3 軒の和人家庭がありました。 

 そのうちの 1 軒は私の曾祖母マツヨの家でした。1871 年生まれのマツヨは、アイヌの伝統に従

い、口のまわりに入れ墨をしていました。19 世紀後半にアイヌモシリを植民地支配した日本政府

は、先住民女性の入れ墨を禁じたので、現在では入れ墨をした女性を見ることはありません。小

学生だった私は、時々彼女の家を訪ね、井戸水を運んだり薪を割ったりする手伝いをしていまし

たが、そのとき、マツヨがいつも「汚してはいけない」と私に言い聞かせていた場所があります。

それは家のそばのちょっとした広場で、コタンの人たちがカムイノミをするための場所でした。

カムイノミは、アイヌの大切な祈りの儀式です。「高潮で流されてしまったが、以前はクジラの

大きな顎の骨を祭ってあった」と、マツヨは子どもの私に教えてくれました。 

 私の先祖は代々、コタンの同胞とともに漁師を続けてきました。彼らにとって、目の前のオホ

ーツク海に回遊してくるクジラが重要な資源だったことは間違いありません。私もまた漁師とし

て生計を立ててきました。しかし現代のアイヌ漁師は、北海道で先住権を認められないまま、日

本政府が一方的に定めた漁業法に基づく規制に縛られています。捕鯨規制もそのひとつ。私は、

一日も早く先住権を取り戻し、オホーツク海で自治的なアイヌ捕鯨を復活させたいと願っていま

す。 

 

 

サーミ地方における資源開発 

―認可過程に人権影響評価を組み込む― 

 

アンナ・ペトレテイ 

Anna Petrétei 

ラップランド大学北極圏センター研究員 フィンランド 

 

 サーミが今日直面している難題の一つに、北極圏地方全体で採取産業が急速に広がりつつある

ことが挙げられる。それは、北極圏の国々とサーミとの間に、目に見える対立を生み出している。

ヨーロッパの極北地方（European High North）には、豊富な鉱物堆積物があることが証明されて
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いる。さらに、北極圏には、世界最大級の未開発のガスや石油が埋蔵されていることが示唆され

ている。そのため、例えばトナカイの生息地や移動ルートのような、サーミにとって伝統的に重

要な領地に対する圧力が、採取活動を行うために高まりつつある。このような採取活動によって

引き起こされ得る影響を和らげるために、有効で能率的な法執行上の方策が採られなければ、採

取産業による開発の広がりは、サーミの人権、特に、集団的権利の享受に対する重大な問題を生

じさせる可能性がある。  

本発表では、環境影響評価（EIA）のような現存する免許付与の仕組みに、人権影響評価（HRIA）

を統合させる可能性を探る。HRIA を統合させることによって、鉱業や他の採取産業のプロジェク

トを計画し実施する際に、サーミの特別な地位と利益を適正に考慮することを保証することにな

るだろう。最近のサーミの地域社会と鉱業会社との対立は、サーミの利益と、それに対する鉱業

や他の採取活動の影響との関係を統制し、このような論争を防ぐための解決策を見出すことが最

重要課題であることを、明確に示している。 

廣瀬  律子 訳 

 

 

権利の保証 

―カナダの法制度における先住民族との協議義務と先住民族の関与― 

 

 キャサリン・モリアリティ 

                                                                     Catherine Moriarity 

  ノルウェー北極大学サーミ研究センター修士課程 ノルウェー 

 

先住民族との協議について、国際的な法的規範を受容しているにも関わらず、各国政府は土地

と資源に対する先住民族の権利よりも、採取産業の利益にくみしてきた。カナダ最高裁判所は、

資源開発をする際に、連邦政府は先住民族と協議する義務があることを承認している。2016 年 11

月、ヌナブト準州（Nunavut）のクライデリヴァー（Clyde River）の先住民族コミュニティは、連

邦政府が彼らの伝統的なオットセイ漁の漁場で行われる地震実験を承認したことに対して異議申

立てを行った¹。本件は、自己決定権を保障するための最後の試みとして法律制度を活用すること

が、カナダの先住民族の間で増加傾向にあることを示している。 

土地や資源に対する先住民族の権利を主張するために、法制度を利用することの有効性につい

て、学問上の論争がある 2, 3。コーツとポールツァーは、協議への権利を強固なものにするために

法制度を利用することは、カナダの先住民族に、資源開発によって得られる長期的な-利益を保障

する協力関係を確立する効果を持ち得ると主張している。⁴.  

ここでは、第 1 に、コーツとポールツァーの研究を参考にして、クライドリバー事案が、先住

民族との協議義務と、自決権を獲得する手段として採取産業に参画したいというイヌイットの要

求とに対して、いかに前向きの変化を起こさせ得るかを検証する。このために、採取産業開発に

おいて国が果たすべき先住民族との協議義務がどのように変化してきたかに焦点を当てる。第 2

に、イヌイットが、国との協議から、何を得ようとし、また、彼らの不満はどこにあったのかを
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明らかにしたい。本件は、カナダの天然資源産業における先住民族の声を一つにすることに貢献

するであろうと思われる。  

注： 

1 Hamlet of Clyde River, et al. v. Petroleum Geo-Services Inc. (PGS), et al. 

2 Coates, Ken, and Greg Poelzer. "Defining Indigenous Space: The Constitutional Development 

of Aboriginal Property and Resource Rights in Canada." Geo. J. Int'l Aff. 11 (2010): 7. 

3 Anaya, James. "Indigenous peoples' participatory rights in relation to decisions about 

natural resource extraction: the more fundamental issue of what rights indigenous peoples 

have in lands and resources." Ariz. J. Int'l & Comp. L. 22 (2005): 7. 

4  Coates and Poelzer, Defining Indigenous Space, 14                     

 廣瀬  律子 訳 

 

 

山積する矛盾 

―ニューメキシコの先住民族に対する原子力政策の影響についての考察― 

  

ジューン・L・ロレンゾ（ラグナ・プエブロ/ナバホ） 

June L. Lorenzo 

安全環境と先住民族の世界のためのラグナ―アコマ協会連合会員 アメリカ合衆国 

 

1957 年、ニューメキシコ北西部に何千年もの間居住してきた先住民族である、ラグナ・プエブ

ロは、ラグナ・プエブロの土地にあるウラニウムを採取する許可を与えることに同意した。30 年

間に、物理的、経済的、社会経済的な環境が、永久に変えられてしまった。アナコンダ鉱業会社

は、1983 年にウラニウム鉱石の価格が下落した時、閉山した。今日、ジャックパイル鉱山には、

連邦法によって、さらなる改善を要するスーパーファンドが投入されている。最近になってやっ

と、ラグナの人々は鉱山による環境と健康への影響の問題に取り組み始めた。今日の基準に照ら

して、この鉱業計画において、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」の基準である「自由で

事前の情報に基づく合意」は尊重されたのであろうか。ラグナの人々が、政府や会社の関係者に

要求する際に、国際的な人権に関する法律は、現行の国内法に対して、どんな影響を与えること

ができるのであろうか。  

これらの問題の議論には、個人的にも政策的なレベルにおいても、多くの矛盾が内包されてい

る。ここでは、ラグナ・プエブロや他のニューメキシコの先住民族にとってのウラニウム鉱業や

原子力施設の存在について多角的な視点をもって検証しながら、先住民族の価値観と植民地統治

を並列して述べる。数ある矛盾の例として、アメリカ政府によって何世紀にもわたる植民地の圧

制を受けた後に、世界第 2 次大戦において、アメリカ軍に仕えた多くの先住民族の男たちが挙げ

られる。すなわち、ナバホ暗号兵による広島と長崎への慰霊の旅の話、ロスアラモス原子力研究

所とサンディア研究所で働いた経歴をもつニューメキシコの先住民族が挙げられる。 

                               廣瀬   律子 訳 
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先住民族の伝統的知識は、いかに生物多様性の保存と保護に貢献するか 

 

アッシ・ハーコマ 

Assi Harkoma 

ラップランド大学北極圏センター研究員 フィンランド 

 

 「生物多様性に関する国際協定（CDB）」は、国連によって制定された国際的な合意である。

その条約の全体としての目的は、持続可能な未来を導く行動を促すことである。 CDB 第 8 条は、

先住民族の知識を応用することによって、生物多様性の保存と管理を行う際の先住民族の役割の

重要性を認めている。 

CDB 第 8 章 (j) に基づいた、 アクウェーコン・ガイドライン（Akwe:Kon Guidelines）は、自主的

ガイドラインで、先住民族や地域の共同体によって伝統的に占有されていたり使われたりしてい

る神聖な場所や土地や川や湖で開発が実施され、または、それらに影響を与える可能性のある開

発が行われる場合に、それらが及ぼす文化的、環境的、社会的影響の評価を行う際に用いられる

ものである。フィンランドは、アクウェーコン・ガイドラインを実際に適用する試みを、世界で

最初に始めた国である。 

本発表では、次のことに焦点を当てる。フィンランドにおける生物多様性協定の実施について

と、先住民族の共同体の完全な参画を保証し、影響評価審査のプロセスの一部として伝統的知識

と実践を活用するために、アクウェーコン手続きを利用することについてである。 

                               廣瀬  律子 訳 

 

 

「自由で事前の情報に基づいた合意」（FPIC）の実行に基づく 

先住民族コミュニティの持続的開発の促進 

 

ジュゼッペ・アマトゥリ 

                                                                         Giuseppe  Amatulli 

ラップランド大学北極圏センター博士課程 フィンランド 

 

意思決定に先住民族が参加するかどうかは、先住民族が関わる事柄を扱う際の、核心的な論点

である。2007 年の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」（UNDRIP）の採択に伴い、「自由

で事前の情報に基づく合意」（FPIC）の原則が、国際間の事実上の合意という形で、初めて確立

された。それは、意思決定において先住民族の完全な参加を保障することを意図したものである。 
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 FPIC は、UNDRIP 第 32 章が規定しているように、先住民族は、彼らの土地や資源に影響を与

える可能性がある事業の受け入れについて、事前に情報を与えられ、自由に決められる（つまり、

事業の出資者は、かれらにどんな圧力も脅しもかけてはならない）ことを意味している。このこ

とは、また、先住民族は、あるプロジェクトに対して、同意するかしないかの権利を持つべきで

あることも含意している。意思決定の際、先住民族にはいかなる拒否権も与えられていないこと

を考えるのであれば、このような問題は、国際法における議論の源なる。 

 先住民族の土地や資源に先住民族が一定のコントロールを及ぼす可能性があるということは、

経済的自決権を及ぼすことのできる範囲で、自己決定権を実現していると見ることができる。実

際、先住民族の観点に立った自己決定を目指す現代的なアプローチは、国家から離脱することを

意味していない。むしろ、それは、自治権および自治を享受するだけでなく、国家統治における

意思決定の過程に参加する先住民族の権利の包括的な承認により一層関わるものである。 

                     廣瀬  律子 訳 

 

 

キスタチョワン（Kistachowan）の復活 

―植民地帝国の中心地での先住民族による水資源管理― 

 

   ミシェル・ダイグル 

               Michelle Daigle  

ブリティッシュコロンビア大学地理学科助教・カナダ 

 

本発表では、先住民族の土地と水の強奪が行われている中での先住民族による水資源の管理に

ついて、カナダの植民状況と関連付けて述べる。第 9 インディアン条約内のムシュケゴウク（ク

リー）（Mushkegowuk (Cree)）のテリトリー内にあるオールバニー（Albany）川とアタワピスカ

ト（Attawapiskat）川の流域が、300 億ドルの価値のあるクロム鉄鉱と黒鉛の鉱床の鉱山開発計画

（リング・オブ・ファイヤー計画）に、いかに巻き込まれているかに焦点をあてる。 

本発表では、ムシュケゴウクの水資源管理が、植民地資本家の経済的な持続可能性を優先する

論理によるばかりでなく、植民地管轄区の設定と先住民族に対する特別な市民権の形態によって

妨害されていることを論ずる。水資源管理の影響は個々の指定保留地の境界線を越えて及ぶもの

であるにも関わらず、ムシュケゴウクの水資源管理は一つの保留地内に限定されている。本発表

では、資本家の蓄財のために先住民族の土地や河川への立ち入りを保障することを狙った最近の

数多くの新自由主義的な政策だけでなく、先住民族にとってはじめての契約であった第 9 インデ

ィアン条約への署名、あるいは、ジェイムズ湾協定を通じて再生産されたムシュケゴウクの水資

源管理によっても分断がもたらされていることについて考察する。  

私は、このような政策によって生み出された広い範囲に内在する強奪の、性差に関わる政治に

特に注目している。本発表では、この明らかになりつつある現実と、ムシュケゴウクが自らの水

系において、保留地の境界を越えた地勢全体にわたって蘇らせつつある水資源管理の、徹底的で

活発な実践とを並行して述べる。そのようにして、ジェンダー、人間と人間以外のものとの関係、
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そして、植民地管轄区の規模と境界線の問題を取り上げながら、植民地の解体とムシュケゴウク

民族の政治的な慣行や法的慣行の封じ込めに対して、ムシュケゴウクの水資源管理がいかに直接

的な異議申し立てをし、乗り越えているかに、特に注目したい。   

                            廣瀬  律子 訳 

 

 

1997 年二風谷ダム判決後何が起きているのか（仮題） 

 

貝澤  耕一 

Koichi Kaizawa 

平取アイヌ文化保存会会長 

 

 

アイヌ民族の言語学習権 

  

萱野  志朗 

Shiro Kayano 

萱野茂二風谷アイヌ資料館館長・日本 

 

 現在、公教育機関において自民族の言語を学習する機会が、日本国内に居住するアイヌ民族に

保障されているであろうか。答えは否である。2007 年 9 月 13 日に国連で採択された「先住民族

に関する国連宣言」にも、先住民族の当然の権利として謳われている。 

 また、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（国連人権Ｂ規約）や「子どもの権利条約」

などにも「自民族の言語学習権」が記されている。これらの条約は日本国政府も批准しており、

日本国憲法第 98 条第 2 項では条約遵守義務を負っているにも拘らず、日本の国内法規は整備され

ておらず、未だに「アイヌ語の学習権」は保障されていない。 

 生前、私の父・萱野茂は「ことばは民族の証」であると主張し、1983 年に私費でアイヌ語塾

（塾長：萱野茂）を開き地元の子どもたちにアイヌ語を教え始めた。萱野は「着るものや食べ物

が変わっても、ことばさえ残っていれば民族として認められる」と口癖のように言っていた。当

初のアイヌ語塾では隔週の土曜日に 2 時間程度のものであったが、現在のアイヌ語教室では、毎

週水曜の夜に 90 分間の講義が行われ、20 数名の小・中学校生が楽しみながらアイヌ語を学んで

いる。 
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法的文脈における先住民族の言語 

―カナダとニュージーランドの事例― 

 

セバスチャン・ブロデューギラード 

Sébastien Brodeur-Girard 

モントリオール大学法学部博士課程 カナダ 

 

法律と言語は、話し言葉にせよ、書き言葉にせよ、社会的な現実と密接に関連している。言語

の使用と解釈をうまく操る人々は、法的レベルで言語が非常に大きな強みを持っている事を利用

しているのが事実である。歴史的には、植民地支配側の権力は、同化政策のもと、支配下のあら

ゆる領域において支配側の言語の使用を強いてきた。従って、法律を用いる場面での先住民族の

言語の使用は、革命的な事であったのだが、今日では驚くべきことではない。 

首尾一貫した象徴的な世界の表現を認めることで、先住民族言語の使用は、先住民族の法的世

界観について、先例のない洞察を提供することとなる。それは、当然、先住民族文化の表現を守

る事となっているが、それだけではなく、先住民族言語で表現された考えを主張することによっ

て、先住民族による真の法解釈が可能となる。 

 

カナダとニュージーランドの事例は、先住民族の言語が法的な場面で果たし得る役割をじっく

りと考える上で興味深いものである。 

先住民族言語の使用に法的な資格を与え、法的文書にも使用することは、先住民族のエンパワ

ーメントの源泉となり得る。ニュージーランドの テ・ウレウェラ法とワンガヌイイ川権益請求訴

訟和解合意―このふたつの法的文書は、法的人格を人間ではない事物に与えているのだが、先住民

族言語の使用が裁判所にもたらし得る、創造的なチャレンジを示す興味深い事例である。 

清水  麻琴 訳                      

 

 

アイヌ民族の教育権回復戦略 

―カナダのファーストネーションの経験から示唆されること― 

 

広瀬  健一郎 

Kenichiro Hirose 

鹿児島純心女子大学国際人間学部准教授・日本 
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 2007 年、日本政府は「国連先住民族権利宣言」を批准し、2008 年にはアイヌ民族を先住民族

であると承認した。にもかかわらず、日本政府はアイヌ民族に対する「最高度忠実対応義務」を

認めないばかりか、アイヌ民族の先住民権を一切、承認していない。したがって、伝統的なテリ

トリーにおけるアイヌ民族の土地権原は、いまもなお、承認されていない。教育においては、日

本にはアイヌ民族が運営する学校（幼稚園～高等学校）や大学は存在しない。本発表は、アイヌ

民族の土地権原を承認することが、アイヌ民族の教育を脱植民地化していく上でいかに重要であ

るのかについて、カナダのファーストネーション教育との比較から考察を深めようとするもので

ある。 

 カナダでは、憲法において、先住民族の権利が保障されている。カナダ政府は、1994 年に、先

住民族自治権を先住民族の「固有の権利」として承認している。カナダには、ファーストネーシ

ョンの自治のもとに運営される学校があり、幼稚園から小、中、高等学校、大学、成人学習施設

が存在する。さらに、カナダのファーストネーションは、このような公教育制度を通してだけで

なく、インフォーマルな教育においても、「先住民族の伝統的な知恵」を伝承している。このよ

うな実践を可能にしている根源的な理由は、先住民族の土地権原と政府の「最高度忠実対応義務」

が認められていることにある。 

 日本政府とカナダ政府の先住民族に対する施策の違いは大きい。しかしながら、日本とカナダ

の歴史には、数多くの共通点がある。そのため、先住民権の回復を求めるアイヌ民族の主張と、

カナダのファーストネーションの主張から、共通の考えを見出すことが可能である。本発表は、

カナダのファーストネーションの事例を検討することを通して、土地権原と政府の先住民族に対

する「最高度忠実対応義務」を承認することの教育的意味を探求するとともに、「土地権原」と

「最高度忠実対応義務」に基づいたアイヌ民族教育の脱植民地化の戦略を探求するものである。 

 

 

三つのレベルの先住民族起業家精神： 

―統治権の構築とコミュニティのエンパワーメントへの生態系アプローチ― 

 

ピーター・J・マタイラ 

                                                                             Peter J. Mataira 

ハワイ太平洋大学健康社会学部・アメリカ合衆国 

 

先住民族の健康と福祉の向上は、彼らが自分達で稼ぎ、経済的なゆとりをもち続ける能力があ

るかどうかにかかっている。貧困の撲滅、健康格差の軽減、教育の向上、歴史的な文化のトラウ

マへの対処こそ、今日の先住民族に広く蔓延するひどい経済状況に密接に関係するであろう。若

者に大人になるための覚悟を持たせるにあたって、明日のグローバルな社会の要求に応える先住

民族のリーダーは、科学者、事業家、芸術家、技術者としてのスキルに長けているとともに、神

聖なる言い伝え、歌、訓え、先住民族の伝統等に根指した道徳的、倫理的な言い伝えに導かれて

成長することを求めている。 
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本発表では先住民族の文化を基にした新しい事業と、コミュニティの強化、社会・経済・環境

のバランスのとれた 3 つのレベルの事業システムモデルを検討する。まず、マクロレベルでは、

自分達に所属・所有する土地等のリソースを利用して商用価値を生み出す先住民族のビジネスが

考えられる。それには基金を使った商業活動や地域及び国による支持と振興のもと開催される社

会活動も含まれる。 

その次のレベルとしては、知的、文化的資源の獲得・保護や、重要なことであるが、文化遺産

の不正流出や侵害に対する保護の方法として、文化遺産を活かした“遺産の事業化”を検討する。ミ

クロレベルでは、個人事業所や中小企業への支援と同様に重要な各個人やファミリービジネスを

支援し、その地域の雇用のチャンスを増やす事を提案する。どのように先住民族関連事業を企画

運営していくかのひとつの例として、この国際会議の皆さんに提案したい。 

清水  麻琴 訳 

 

 

学びの場の再生 

―先住民族のコミュニティ・文化振興・アメリカにおける小規模先住民族学校― 

 

エリザベス・スミダ・ホワマン 

Elizabeth A. Sumida Huaman, 

アリゾナ州立大学社会変容学部助教 アメリカ合衆国 

 

提案: 

過去数十年、世界各国において先住民族のコミュニティにおいて重要な学校教育の見直しがな

された（O’Sullivan, 2001; McCarty, 2002;Goodyear-Kaopua 2013）。マオリ民族の学者グラハム・ヒ

ンガンガロア・スミスは、このプロセスを革命と変化の行動と位置付けている（Smith, 2000)。 先

住民族教育の再構築は障害なしには確立せず、推進派や保守派の意見がぶつかり文化・言語の再

生はどうあるべきかの様々な議論がなされるが、コミュニティに密着した教育の推進が成功して

いる事例がある。 

この提案は、会議のテーマ 2 と 4（天然資源開発及び言語と文化再生）と様々なトピック－先住

民族言語の消滅危機、先住民族アーティストの啓発、持続可能性、先住民族教育の可能性すべて

に関連する。各国の先住民族教育の比較参照を基に、このプレゼンテーションではアメリカの小

さな 3 つの先住民族コミュニティがつくり上げた重要なケーススタディを紹介したい。 

カナダのオンタリオ、アメリカ北部、そしてペルーのアンデスにある学校はそれぞれ距離的に

も人との交流からも隔てられた土地で、コミュニティの明瞭な概念、エコシステムの哲学、そし

て先住民族の文化知識のシステムによって形成された文化実践にしっかりと根付いていた。教育

学的に見ても、それに関連するリサーチを見ても、それらの学校は、学校の中でも外でも、芸術、

環境、お祝い事など様々なレベルで地域コミュニティと密接な関係にあることがわかる。これら

の学校は、先住民族のコミュニティの観点を重視し、植民地支配的、ネオリベラルなプロジェク
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トに染まることなく、先住民族教育を再定義、再生させていった。こういった意味で、学校教育

とは、先住民族を残していく事、守る事、受け継いでいく事、再繁栄する事を目的に先住民族の

土地、言語、そして文化に対する思いを反映する事なのである。 

清水  麻琴 訳 

 

 

東チベットにおける見えない地域言語の再活性化に向けて 

―チョユ語とラモ語を例に― 

 

鈴木 博之 

Hiroyuki Suzuki 

オスロ大学東方言語文化研究所 ノルウェー 

 

東チベットには、公式に認められるチベット族の中に多くの少数派民族グループが存在する。

たとえば、ギャロン、ダパ、プリンミなどがそうである。これらのグループが話す言語はチベッ

ト人が同地に移住する前から話されている言語であると考えられ、またチベット・ビルマ語派に

属するけれども、チベット語と異なる独立した言語である。チョユ語とラモ語は、チベット族の

話す非チベット語系のあまり知られていない言語に数えられる。これらはともに話者数が少なく

（チョユ語：約 7000 人、ラモ語：約 3000 人）、チベット語並びに漢語の強い影響下にあって、

消滅の危機に瀕している。 

民族アイデンティティの観点から見れば、チョユ語とラモ語の話者はチベット人である。これ

らの言語はチベット語で logs skad「脇の言語」と呼ばれ、小さなコミュニティか、または家族内

でのみ用いられる。一部の話者は彼らの少数言語を言語研究者を含むコミュニティ外の人の前で

は用いたがらない。このため、当該言語の分布範囲や言語の活力の全体像についてよくわかって

いない。この状況下において、政策の面では「脇の言語」の言語コミュニティの存在が無視され

ている。しかしながら、少数言語を次世代に伝えていきたいと考えている人々も少なくない。 

本発表では、チベット文化圏における記述の少ない諸言語がどのように再活性化できるかを考

察する。第一歩として、言語データをできる限り収集・記録し、同時に日常における言語使用も

記録することが必要である。現在、チベット地域において少数言語の再活性化を妨げる政策は認

められない。このため、現地の人々は再活性化の目的のために、言語研究者と協力して作業を行

える環境にある。 
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行き詰まり、そして実現可能なアイヌ教育政策とは 

―北海道でのフィールドワークと教育関連調査からの考察― 

 

ジェフ・ゲーマン 

     Jeff Gayman 

北海道大学教育学院准教授 

 

WIPCE などの先住民族教育に関する国際会議やクーランガッタステートメント等の国際会議で

発表される文書において、居住する国の主流教育を受ける先住民族の学生のデメリットが確認さ

れ続けている。先住民族としての文化教育がないばかりか、学力達成度の改善もなされないとい

う悲惨な状況が指摘されている。このような状況に代わって、先住民族は、先住民族の世界観を

ベースとし、先住民族コミュニティの中で、あるいは、先住民族コミュニティによる参加に基づ

き、社会的、経済的な面における先住民族コミュニティの発展に親密にむすびつくような、生涯

にわたる包括的な先住民族教育を要求してきた。残念ながら、現在の日本のアイヌ民族向けの先

住民族教育は、他国の先住民族の状況と同様、アイヌ民族向けの教育課程は作られておらず、日

本のその他公立学校と全く同様である。その一方、アイヌ民族個人並びに NPO 団体等によるアイ

ヌ文化やアイヌ語の再活性化への著しい努力を見ると、先住民族教育の先駆けとなるかのようで

あるが、最近は、アイヌ民族個人や NPO 団体の間の厳しい補助金獲得競合となり、財源の分裂に

終わってしまう傾向にある。 

今日のアイヌ民族政策審議では〝あらゆる観点からのアイヌ文化″の振興を目標にしている。非

常に自由な解釈が許されるならば、”あらゆる観点からのアイヌ文化“の振興という目標は、前述し

た先住民族教育の目標に近づけるのではないかと考える。日本の官僚、政治家、そして学者が価

値のある民族教育を見出すべくアイヌ政策の骨子のとりまとめを現在取り組み始めているが、本

来であれば、最重要事項としてただちにとりくむべき問題なのである。 

清水  麻琴 訳 

 

 

高等教育におけるグリーンランド語への支援 

 

アルナック・グロヴ 

Arnaq Grove 

グリーンランド大学翻訳通訳学科准教授 デンマーク 

 

グリーンランドは 1721 年から 1953 年までデンマークの植民地であったが、現在ではデンマー

クの自治領となっている。グリーンランド語は法律によって認められている公用語だが、多言語
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主義であることが強みとされている。グリーンランド語は消滅の危機にある言語とはされてはい

ないが、消滅に向かっていると言え、デンマーク語の圧力でダメージを受けている。グリーンラ

ンド語は、グローバル化を含め、現在と将来の時代の状況にうまく適合するように発展し続ける

べきである。 

グリーンランド大学は、グリーンランドの文化をサポートするべきである。グローバル化によ

って英語をはじめ他の言語が大学に入ってきている。それによってグリーンランド語は消滅して

しまうであろうか？我々の大学では、言語政策として「二言語併用」を挙げており、すべての関

連言語を平等に使用しているが、母語は守っている。大学における多くの技能は、できればそれ

ぞれの言語で直接、学生に提供されるべきである。母語の中で地域の文化が語られ、進化するの

である。そしてこのことが、地域の文化を、障害ではなく、発展のための基盤にすることになる。 

今日のグリーンランド語の教科書の大部分は、主にデンマーク語からの翻訳で成り立っている。

さらに、新たな物事がその他の言語を通じてグリーンランドに入ってくるため、グリーンランド

語の翻訳者は、言葉の最前線にいると言えるだろう。その結果として、グリーンランド大学での

翻訳と通訳の研究に向けた重要な戦略は、翻訳家が自分自身の言語について深い知識を得ること

を保障するようなものでなければならない。 

一方、これらの研究では、デンマーク語とグリーンランド語の両方が使われている。トランス

ラングエッジングと呼ばれる教授法によると、より多くの言語を使用することは、学習を深めさ

せるとともに、特定の言語を自立したものにさせ、個々の言語がより平等なものなる状況を作り

出すことになると言われている。 

清水  麻琴 訳 

 

 

母語を忘れるための教育？ 

 

半嶺 まどか 

Madoka Hammine 

ラップランド大学教育学部 フィンランド 

 

ユネスコは、2008 年に 6 つの琉球諸語を日本に存在する危機に瀕した言語と認定している。八

重山語はその一つである。そのような状況の中、八重山語を守ろうとするために、地元の団体や

個人が活動をしている。本研究発表では、八重山語の中でも特に、石垣市字宮良で話されている

言葉（めーらむに）に焦点を当て、地元の婦人会や個人による言語復興活動を紹介する。さらに、

私自身が宮良小学校で行っている宮良の言葉（めーらむに）教室の経験を紹介する。私は、宮良

で生まれたものの、ほぼ日本語を話す環境で育った。私たちの地元の言葉、宮良の言葉（めーら

むに）は儀礼や村の祭り、家族の集まりなどの場面でしか聞く機会はなく、学校ではもちろん日

本語で勉強をしていた。また、家族の中での言語喪失の実体験と、言語危機の実体験をコミュニ

ティの内側の視点から考える。最後に３ヶ月の宮良でのフィールドワークを通して得たインタビ

ューをもとに、地元の言葉に対する人々の言語態度を分析し、危機的状況にある八重山語の危機
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の原因を探る。さらに、日本の一言語一国家イデオロギーが八重山語の言語復興に対する障害と

なっているのではないか。私は少数言語の場合に当てはまる、母語の定義（Skutnabb-Kangas 

1984）を確認し、多数言語（例えば日本語）の場合と何が異なるかを確認することで、日本の教

育制度の中のモノリンガリズムに疑問を呈する。最後に、なぜ教育を受けることと自分たちの言

葉を話すことが同時にできない状況にあるのか、という疑問に対する答えを探る。 

 

 

 

「ここからがはじまり。まずははじめなければ！」 

―スウェーデンのサーミ語センターとサーミ語の復興― 

 

レーナ・フス 

Leena Huss 

ウプサラ大学名誉教授・スウェーデン 

 

2010 年、全国少数民族改革がスウェーデンで発足、「少数民族及び少数言語法」（ SFS 

2009:724）が施行となった。それはスウェーデンの当時の少数民族に関する政策が非常に弱かっ

た為、長期的に少数言語が消滅するリスクが高いという、州評議会を筆頭とした厳しい批判に応

えたものであった。少数民族に関する政府の方針として、「承認からエンパワーメントへ ナシ

ョナルマイノリティのための政府戦略」（2008/09:158）と呼ばれる法案には、少数言語の活性化

の必要性だけでなく再生させる事が盛り込まれていた。先住民族であるサーミの 5 つの少数言語

の将来を守る為の数々の施策が提案されており、すでに消滅した言語の再生・活性化の可能性も

対象であった。この法案により、施策は、少数民族と少数言語法を含む少数民族政策の改革が必

要かどうかを判断し活性化する為のものであり、その結果、スウェーデンにおけるサーミ言語の

再生に効果のあるインパクトをもたらしてきた。 

清水  麻琴 訳 

 

 

尊厳を求める女性の長年の闘い 

―アフガニスタンとパレスチナを例にして― 

 

清末  愛砂 

Aisa Kiyosue 

（室蘭工業大学大学院准教授･日本） 
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 言うまでもなく、女性の声は均一なものではない。女性の日々の生活の多くの側面がジェンダ

ーに基づく何らかの社会規範に基づいて形成されているものの、すべての女性が社会的、経済的

および政治的な意味で平等に抑圧されているとは言えない。ジェンダーに基づく社会規範は、軍

事攻撃や軍事支配を含む外国による圧力の影響を多大に受けながら形成されることもあるため、

その種類も多岐にわたる。また、ある程度共通点があるとはいえ、地域差も見られる。  

苛酷なジェンダー差別や不正義で知られる特定の社会が外部の目から語られる際には、現実の

生活のさまざまなレベルで加えられてきた不正義に抗する闘いを繰り広げてきた女性の存在が見

落とされがちである。それだけでなく、単純に、その地の女性が沈黙したまま、自らの運命を受

け入れてきたと信じられてもいる。こうした視点は、抵抗もせずに従順に従う女性のイメージを

つくりだす一因となってきた。実際には、フェミニストと自認しているかどうかにかかわらず、

自らが属する社会や外国による武力攻撃を問題化し、それらに挑む女性は世界各地に存在してい

る。アイヌ女性を含む先住民の女性はそれらの闘う女性の一人であり、重層的に構築された複合

差別に抗するための闘いを組織化している。 

 本発表では、外国による軍事占領や攻撃または自国の政府や文化により奪われた尊厳を取り戻

すために動いてきた、アフガニスタンとパレスチナの女性の闘いの歴史を概観する。これらの地

域に住む女性は長年にわたり占領や攻撃による苦しみを受けてきただけでなく、厳しい状況下で

暮らすことを強いられながらも、占領や攻撃の終結および社会の民主化を求めるその地の社会運

動に積極的に関与してきた。本発表でこれらの女性の活動や闘いを紹介する理由は、こうした実

績があるにもかかわらず、現在にいたるまで彼女たちの声が外部に正しく伝えられてきたとは言

えないと考えるからである。 

 

 

 

樺太アイヌは生きている（仮題） 

 

田澤 守 

Mamoru Tazawa 

樺太アイヌ協会会長 

 

 

 

アイヌ（北千島アイヌ）と札幌のアイヌ集落（コタン）の消滅に無関心な日本社会 

  

小坂  洋右 

Yosuke Kosaka 

北海道新聞元社説担当論説委員 
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 日本とロシアの先住民族であるアイヌ民族には 3 つの地域グループがあったが、その中で、千

島アイヌ（北千島アイヌ）はこの 150 年の間に消滅してしまった。加えて、札幌にあった４つの

アイヌ集落もまた近代の始まりとともに消えている。北海道の日本への編入、ロシアとの領土交

換条約、そして日本の同化政策がその背景にある。 

 日本では１８６８年に封建体制が近代政治に取って代わられた。アイヌ民族の現在の状況を理

解するためには、北海道で近代が始まった 150 年前にさかのぼって追究することが重要かつ不可

欠である。 

 日本の封建政権はロシア帝国と 1855 年に和親（修好）条約を結んだが、交渉の過程で、ロシア

との国境を定める必要に迫られた。そして、近代に入って明治政府は、ロシア国境に暮らす千島

アイヌを無理やり引きはがす移住政策を取った。この措置は彼らを集団としての消滅に導いたの

である。 

 時を同じくして、川でサケを捕ることを禁じる措置が取られ、それが札幌に暮らしていたアイ

ヌ民族に郷里を捨てることを強いた。消滅した４つの集落の一つは、この会議が開催される北海

道大学のキャンパス周辺にあった。 

 しかし、こうした歴史は日本人の大半に全く知られていない。日本政府は、こうした差別的な

歴史があったことの反省を、アイヌ民族を先住民族と決議した 2008 年以降も怠っている。 

 

 

 

先住性の存在論 

―存在論的本質主義の事例― 

 

スリース・エス・ジー 

Sreejith S.G. 

O.P.ジンダル・グローバル大学法科大学院副学部長 准教授 インド 

 

先住性を研究するどんな学問分野においても、その構想や研究方法に、本質主義（社会的アイ

デンティティは、ある種の歴史的、物質的な経験に起因するという考え方）が内在している。例

えば、民族の先住性や先住民族の条件を決定するために、汎土着性や汎歴史性という概念を適用

することは、明らかに、先住性に関する本質主義である。しかしながら、このようなアプローチ

は、学問的に認められ、受け入れられているにも関わらず、たいていの場合、アイデンティティ

政治の一因となっている。アイデンティティ政治では、排他主義の政策を先住民族に強いつつ、

先住性が、政治的な同盟を築くための既得権益を得るための政治資本となる。本発表では、ここ

に述べた一般に知られた研究方法と結果に対して異論を呈し、“存在論的本質主義”の事例を取り上

げる。つまり、先住性は、先住民族の主体における“存在論的実在（ontological beingness）”を外

部へ投影したものであるとする理論を構築することによって、先住性を規定する際の史的唯物論

者の手法に異議を唱えるアプローチである。言い換えれば、 先住性は、普遍的主体の現生的存在
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であり、先住民族の主体は、ヘーゲル哲学で言う縮小された普遍的主体である。先住民族の主体

による自然環境（空間）の中での先住民族的経験（時間）は、投影された現生的現実（大地―動物

―自然）を通して、実在（beingness）の普遍的主体を経験することである。存在論的先住性の概

念は、中でも、先住民族が彼らの存在を政治問題化することを超越し、普遍的な自己意識の中に、

自ら、自己を発見することを助けるものとなる。                        

    廣瀬  律子 訳 

 

 

都市に住むサーミの若者―先住民族性と正統性の問題 

 

アストリ・ダンケルツェン 

Astri Dankertsen, 

ノルド大学社会科学部博士研究員 

 

本発表では、都会に住むサーミの若者が、脱植民地化の過程の一部として、都会の暮らしにあ

ったやり方で、サーミでありつづけるための空間をどのように創ろうと模索しているかを検証す

る。ここでは、「サーミにとっての都市生活の未来は？先住民族の都市化におけるサーミの若者

の組織づくりとネットワークづくり」プロジェクトから得た観察データを利用する。このプロジ

ェクトで、我々は、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシアの都会に住むサーミの若

者、政治関係者、サーミ団体にインタビューを行った。 

都会で暮らすサーミの若者の数が増加し、サーミの都市化は、政治と研究いずれにおいても重

要な領域となっている。サーミのアイデンティティは、今でも田舎と自然への親密感に広範囲に

結びついているので、“正統な”先住民族性と地方部での暮らしとの強いつながりが、サーミの都会

化を妨げている。このようなことから、都会の先住民族コミュニティには、“場違い感”があると言

うことができる（Andersen and Peters 2013）。いわゆる先住民族の伝統的な生活は、時間的、空

間的に凍結しているもの、変化の余地の無いものとして表現されることがよくある。（Andersen 

and Peters 2013）この、「正統性」の問題は、サーミの人々の問題にとどまらず、植民地的階層

制度とも関わっていると言えるであろう。そこでは、当然のこととして、「西洋」は純粋で「正

統的」であり、「そのほか」は、植民地化された、不純で、「本物ではない」ものと見做される

（Bhabha 1994）。 

 今日のサーミの若者の課題は、「西洋」と「そのほか」の両方が、彼らを過去と未来に繋げる

ようなやり方で、サーミが都会に生き残る空間を作り出すことである。 

                          

References:  

Bhabha, Homi (1994): The Location of Culture. Oxon: Routledge 

Kuokkanen, Rauna (2000) “Towards an Indigenous Paradigm” in The Canadian Journal of 

Native Studies 20 (2) (pp 411-436) 
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Peters, Evelyn and Chris Andersen (eds, 2013) “Conclusion: Indigenizing Modernity or 

Modernizing Indigeneity?” in Peters, Evelyn and Chris Andersen (eds, 2013) Indigenous in the 

City. Contemporary identities and cultural innovation. Vancouver/Toronto: UBC Press． 

廣瀬  律子 訳 

 

 

植民地時代の歴史物語に対する現在のイロコイ族の抵抗運動 

 

スコット M スティーブンス 

Scott Manning Stevens 

シラキュース大学ネイティブアメリカン・先住民族研究所長 

 

私はここで、ホデノショニ連邦(イロコイ連邦)において、どのようにして植民地主義が、文字通

りかつ比喩的にも、ホデノショニ連邦の土地の征服と、現在ホデノショニが不在であることを証

明する様々な標識を建てたかを検討する。  

ニューヨーク州教育省は 1923 年初頭から、全州に渡り永久的に歴史標識の建立に乗り出した。

1923 年から 1966 年の間に約 2,800 ヶ所の標識が建てられた。標識には、ヨーロッパ人の侵略よ

りも数千年も先だって、そこに来ていた先住民族の歴史が記念されていた。私は未だに係争中の

故郷に建つこれらの標識の遺産に注目する。ホデノショニ連邦は 6 つの異なった親密な関係を持

ったネーション＝国家（モホーク、オネイダ、オノンダガ、カマーガ、セネカ、タスカローラ）

の集まりで、現在も州の中に存在している。そこの住民は、8 箇所の特別保留地か全州的に都市部

に住んでいるが、過去に我々を監禁状態で定住させたにも関わらず、標識には先住民族が衰退し、

州と先住民族との間で土地を交換していなくなったかのような歴史が記されている。 

それゆえ私は、現実的にも比喩的にも、「先住民の存在」という事実で、この「不在の物語」

に対抗している土地について検討する。特別保留地内のコミュニティによる先祖伝来の土地に対

する継続的な土地権請求と州政府および連邦政府との法的闘争を検討することにより、我々の存

在を非合法化するために先住民を過去の存在へと追いやり、歴史的記録を操作する州政府の行為

に、ホデノショニ連邦の人々がいかに抵抗しているかを示す。                               

  松村  操 訳 

  



120 
 

Hokkaido University Campus Map 

 

 
 

 

 

December 2017 

Published by: Centre for Environmental and Minority Policy Studies (CEMiPoS) 

Edited by: Anna Petrétei, Makoto Shimizu  



121 
 

 

 


