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■日程 令和 4 年（2022 年）10 月 15 日（土）・16 日（日） 各日 9:00～16:00 

Date: 15, 16 Oct. 2022   Time: 9:00-16:00 

■会場 オホーツク・文化交流センター（エコーセンター2000） 大会議室 

網走市北２条西３丁目／TEL.0152-43-3704 

The Place: Large Conference Room, Okhotsk Bunka Koryu Center / Kita 2 Nishi 3 Abashiri 

■主催 一般財団法人北方文化振興協会・北海道立北方民族博物館 

Organizers: The Association for the Promotion of Northern Cultures, 
Hokkaido Museum of Northern Peoples 

■後援 網走市、網走市教育委員会、北海道民族学会、北海道考古学会、北海道博物館協会 

Supporting Organizations: Abashiri City, Abashiri City Board of Education, 
Hokkaido Ethnological Society, Hokkaido Archaeological Association, 
Hokkaido Association of Museums 



第36 回北方民族文化シンポジウム 網走 「北方諸民族文化とジェンダー」 
北方諸民族の伝統文化における男女の役割分担と、欧米発祥のフェミニズムやジェンダー平等の価値観との間に

は大きな違いがみられます。本シンポジウムでは、北方諸民族文化における伝統的なジェンダーの在り方やその

歴史的変遷、現状と課題を検討します。 

□発表者（敬称略／順不同） 
ヨアヒム オットー ハベック （ハンブルク大学 民族学研究所［ドイツ］/教授） 
ステファン デュデック （タルトゥ大学 北極研究センター［エストニア］/研究員 ） 
池田 忍 （千葉大学大学院 人文科学研究院/教授） 
宇田川 妙子 （国立民族学博物館/教授） 
北原 モコットゥナシ （北海道大学 アイヌ・先住民研究センター/准教授） 
佐藤 円 （大妻女子大学 比較文化学部/教授） 
矢内 琴江 （長崎大学 ダイバーシティ推進センター/准教授） 
山口 未花子 （北海道大学大学院 文学研究院/准教授）  
 

□運営委員 
岸上 伸啓 （国立民族学博物館/教授） 
甲地 利恵 （北海道博物館/研究主幹） 

呉人 惠 （北海道立北方民族博物館/館長） 
中田 篤 （北海道立北方民族博物館/主任学芸員） 

□同時通訳 
加藤 和代 / 田中 恵  

 
【プログラム】                                              ＊都合により変更することがあります。 
 
10/15（土）                        会場：大会議室 10/16（日）                        会場：大会議室 
08:30 受付 08:30 受付 
09:00 開会式 09:00 第3部：アイヌの事例 

「アイヌのジェンダーを再考する」 
北原 モコットゥナシ 

「アイヌ・アートの現在 ―創造と享受をジェンダー

の視点から考える」                 池田 忍 

座長：甲地 利恵 

09:20 第1部：ジェンダー研究の歴史と展開 
「フェミニズム、ジェンダー研究とインターセクショ

ナリティ：「女性」概念をめぐって」  宇田川 妙子 

「北米先住民研究におけるジェンダーとセクシュ

アリティ」                         佐藤 円 

座長：中田 篤 11:30 
昼食 

12:00 
昼食 12:30 第4部：シベリアの事例 

「カモフラージュの色はいくつ？―ロシアの資源

豊富な開発地域における男性性と超男性性の

規範と思想」                 J. O. ハベック 

「歪んだ鏡のなかで―シベリア先住民における

非異性愛規範的なジェンダーとセクシュアリティ

の形態の民族誌的表象」       S. デュデック 

座長：呉人 惠 

13:00 第 2 部：北アメリカの事例 

「カナダの先住民族女性たちの現在
い ま

」 

矢内 琴江 

「生きる技術としての「メディシン」―ユーコン先住

民の超自然的な実践におけるジェンダー」  

   山口 未花子 

座長：岸上 伸啓 
15:10 総合討論 
15:50 閉会式  

16:00 北方民族博物館視察   

 
■北方民族博物館視察 10 月 15 日（土）16:00～17:30 
シンポジウム参加者による北方民族博物館の展示視察をおこないます。（送迎あり／参加無料） 



 

The 36th International Abashiri Symposium: Northern Indigenous Cultures and Gender 
 There seemed to be huge gap between the gender roles in traditional societies of northern 
indigenous peoples and feminism, gender equality originated from Euro-American sense of value. In 
this symposium we have comprehensive and interdisciplinary discussion about history, change and 
present states of gender in the traditional cultures of indigenous peoples. 

□Speakers 
Joachim Otto HABECK (Professor, Institute of Social and Cultural Anthropology, University of Hamburg / Germany) 
Stephan DUDECK (Research Fellow, Arctic Studies Centre, University of Tartu / Estonia) 
Shinobu IKEDA (Professor, Faculty of Letters, Chiba University / Japan) 
Taeko UDAGAWA (Professor, National Museum of Ethnology / Japan) 
Mokottunas KITAHARA (Associate Professor, Center for Ainu and Indigenous Studies, Hokkaido University / Japan) 
Madoka SATO (Professor, Faculty of Comparative Culture, Otsuma Women’s University / Japan) 
Kotoe YAUCHI (Associate Professor, Center for Diversity and Inclusion, Nagasaki University / Japan) 
Mikako YAMAGUCHI (Associate Professor, Faculty of Humanities and Human Sciences, Hokkaido University / Japan) 

□Members of a Steering Committee 
Nobuhiro KISHIGAMI (Professor, National Institutes for the Humanities) 
Rie KOCHI (Senior Researcher, Hokkaido Museum) 
Megumi KUREBITO (Director, Hokkaido Museum of Northern Peoples) 
Atsushi NAKADA (Chief Curator, Hokkaido Museum of Northern Peoples) 

□Simultaneous Interpreters 
Kazuyo KATO / Megumi TANAKA 
 

Program 
15, Oct. Saturday            Large Conference Room 16, Oct. Sunday             Large Conference Room 

08:30 Registration 08:30 Registration 
09:00 Opening Ceremony 09:00 Session 3: Case Studies of Ainu 

Rethinking Gender in Ainu      M. KITAHARA 

Creation and Reception of Contemporary Ainu Art 
from a Gender Perspective            S. IKEDA 

Chairperson: R. KOCHI 

09:20 Session 1: History and Development of Gender Studies 
Feminism, Gender Studies and Intersectionality: 
Concerning the Concept of “Woman” 

              T. UDAGAWA 
Gender and Sexuality in Native North American 
Studies                           M. SATO 

Chairperson: A. NAKADA 

11:30 

Lunch Break 

12:00 
Lunch Break 12:30 Session 4: Case Studies in Siberia 

How Many Colours of Camouflage? Norms and 
Ideals of Masculinity and Hyper-masculinity in 
Russia’s Resourceful Frontier      J. O. HABECK 
In a Distorted Mirror  ̶ Ethnographic 
Representations of Non-heteronormative Indigenous 
Configurations of Gender and Sexuality in Siberia 

               S. DUDECK 
Chairperson: M. KUREBITO 

13:00 Session 2: Case Studies in Northern North America 
Indigenous Women in Canada Today 

K. YAUCHI 

“Medicine” as Technology for Living  ̶ Gender 
Roles among Yukon First Nation’s Spiritual Practices 

                  M. YAMAGUCHI 
Chairperson: N. KISHIGAMI 

15:10 General Discussion 
15:50 Closing Ceremony 

16:00 Visit to the Hokkaido Museum of Northern Peoples   

*Visit to the Hokkaido Museum of Northern Peoples: reservation required, free to participate 
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フェミニズム、ジェンダー研究とインターセクショナリティ：「女性」概念をめぐって 

 

宇田川 妙子 

国立民族学博物館 

 本発表は、北方諸民族をはじめ、他の先住民・少数民族、さらには様々なマイノリティ社会

におけるジェンダーおよび女性にかんする考察を主眼とするものではない。むしろ、その課題

が、これまでのジェンダー研究およびフェミニズムといかなる関係にあるのか、それらにいか

なる検討を迫るものなのかについて考えていく。その際とくに注目するのは、「女性」という

概念・カテゴリーにかかわる問題である。 

 フェミニズムおよびジェンダー研究は、周知の通り、その功績だけでなく数多くの批判や再

検討を経て現在に至っている。なかでもブラック・フェミニズムやポストコロニアル理論など

からなされた、女性カテゴリーの安易な一般化・普遍化に対する批判をめぐっては、多くの議

論が交わされてきた。そして近年ではインターセクショナリティ（複合差別）という語ととも

に、ジェンダーという問題の実態には、人種、民族、階級，年齢、健常／障害などの他の差異

が複雑に絡み合っていることが注目され、そこからは、女性カテゴリーやジェンダーを多様性

という観点から再考することにもまた問題があることが浮かび上がっている。本発表では、そ

の議論の変遷を追うとともに、それがジェンダーに限らず他の差異の問題にも通底する課題で

あることについても触れたい。 

 
 
 

Feminism, Gender Studies and Intersectionality: 
Concerning the Concept of “Woman” 

 
Taeko UDAGAWA 

National Museum of Ethnology 

The main focus of this presentation is not on consideration of gender and women in northern 
indigenous peoples, other indigenous ones, and furthermore any kind of minorities. Rather, I will 
consider how this argument relates to gender studies and feminism up to now, and what 
reconsideration it has been bringing to them, paying special attention to the issue of “woman” 
category. 

Feminism and gender studies, as we all know, have gone through a lot of critique as well as 
achievements. In particular, there has been much debate over the criticism of the easy 
generalization of “woman” category, which has been pointed out especially by black feminism and 
postcolonial theories. In recent years, along with the term “intersectionality”, the issue of gender 
is attracting attention as being intricately intertwined with other differences such as race, ethnicity, 
class, age, and ability/disability. This highlights that there is also a problem in rethinking “woman” 
category and gender in terms of diversity. In this presentation, I would like to follow up on these 
discussions and touch on the fact that it is common not only to gender issues but also to other issues 
of difference. 
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北米先住民研究におけるジェンダーとセクシュアリティ 

 
佐藤 円 

大妻女子大学 比較文化学部 

 北米先住民社会におけるジェンダーやセクシュアリティが本来どのようなものであったのか。

それにかかわる研究はながらく停滞していた。それは北米先住民が文字を使わなかったため、

研究に利用できる史料がヨーロッパ系の人びとの、それも文化的偏見に満ちたものに限られて

いたこと、そして研究者が先住民男性ばかりに注目し、先住民女性の社会的地位や役割を軽視

してきたこと、さらに先住民のセクシュアリティにいたっては、ほとんど関心を払ってこなかっ

たことに原因がある。 

 このような状況を打破するため、近年歴史学者や人類学者たちは、新史料の発掘、学際的な

研究手法の導入、これまで研究に利用されてきた史料の再解釈といった努力を重ねてきた。そ

の結果現在では、ヨーロッパ系の人びとによる植民地化以前と以後の北米先住民社会における

ジェンダーやセクシュアリティの多様性について、多くのことが明らかになってきている。本

報告ではそれらについて、研究史をたどりながら紹介していきたい。 

 

 

 

Gender and Sexuality in Native North American Studies 
 

Madoka SATO 
Faculty of Comparative Culture, Otsuma Women’s University 

Gender and sexuality within Native North American societies have long been neglected in 
historical studies until recent years. This is because there has been a substantial limitation in the 
availability of historical documents on Native North Americans. Accessible documents are usually 
those of Europeans or Euro-Americans since most Native North Americans were nonliterate. 
Because of this limitation, those documents often include cultural misunderstandings and biases 
toward Native North Americans. 

Besides this limitation of documents, scholars’ attitudes toward Native North Americans have 
also been a problem. Many scholars, especially historians, have tended to see men as representatives 
of Native North American societies when they study natives. For that reason, most historical studies 
have not paid enough attention to the roles and statuses of women, gender relations, and sexualities 
within native societies. 

To conquer those problems of studies on Native North American gender and sexuality, 
historians and anthropologists have made great efforts to reevaluate the limited non-native 
documents, especially in a newly developed academic field known as ethnohistory. Today, many 
historical, anthropological, and ethnohistorical studies reveal diverse gender relations and 
sexualities in various native communities before and after European and Euro-American 
colonization. In this presentation, I review the rich fruits of those Native North American gender 
and sexuality studies. 
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カナダの先住民族女性たちの現在
い ま

 

 
矢内 琴江 

長崎大学 ダイバーシティ推進センター 
 2022 年 7 月 25 日、カナダを訪れたローマ教皇が、同化政策下での寄宿学校における先住民

族の子どもたちに対する迫害にカトリック教会も深く関与していたことに対して謝罪をした。

今なお、同化政策によって、先住民族の人々やコミュニティが受けた傷は過去のものではなく、

何世代にもわたる暴力の連鎖が続いている。とりわけ、先住民族女性たちは、あらゆる形態の

暴力に曝されており、非先住民族の白人女性と比較して３倍、暴力の被害に遭っている。さら

に、2010 年代以降、行方不明または殺害された先住民族女性が社会問題として認識され、2019

年、カナダ政府の調査委員会は、先住民女性と 2SLGBTQQIA の人々を含む先住民族に対する暴力

を「ジェノサイド」と結論づけた。以上の動向を踏まえて、本発表では、ジェンダーと植民地

支配の視点から、今日のカナダにおける先住民族女性たちの抑圧的状況について述べると同時

に、先住民族女性たち自身による傷の回復と抑圧状況の変革に向けた取り組みに光を当てる。 

 

 

 

Indigenous Women in Canada Today 
 

Kotoe YAUCHI 

Center for Diversity and Inclusion, Nagasaki University 
 On July 25, 2022, in Canada, the Pope issued an apology for the abuse suffered in the past 
by children of indigenous peoples in the country’s church-run residential schools. Indigenous 
peoples and communities have been suffering from trauma and cannot recover from the continuing 
intergenerational violence. In particular, indigenous women experience different forms of violence: 
they are at risk of violence three times more than other non-indigenous women. Since the 2010s, 
Canadian society has begun to consider the issue of missing and murdered Indigenous women as a 
social phenomenon. In 2019, the national committee of inquiry set up by the Canadian government 
issued the final report, and concluded that various forms of violence against indigenous peoples 
including women and 2SLGBTQQIA people should be called “genocide”. Thus, in my presentation, 
I will first show the oppressive situations of Indigenous women from the point of view of both social 
relations between the sexes and colonialism; then, I will highlight a commitment led by Indigenous 
women to heal their traumas and change the world. 
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生きる技術としての「メディシン」 

ユーコン先住民の超自然的な実践におけるジェンダー 

 
山口 未花子 

北海道大学大学院 文学研究院  
 2005 年からカナダのユーコン先住民と動物の関係について研究を続けているが、この中で超

自然的な実践が人々の生活を支える技術として、様々な場面で見られることが明らかになった。

しかしこうした実践を見ると、ユーコンに通い始めてからのものと、文献などに記載されてい

る 1900 年代のものとは重なる部分もあるが、大きく異なることがわかってきた。特にメディ

シン・マンと呼ばれる超自然的な力が強い者が、かつては男性に偏っていたのに対し、近年は

むしろ女性に多いという点は大きな違いといえる。また、動植物に対するタブー、動植物のメ

ディシンに対する観念なども大きく変化しているが、それがどの種か、や捕獲方法などによっ

ても差の大小がみられる。本報告ではこうした変化の背景として、超自然的な力がどのような

場面で必要とされるのかに注目し、社会の変化、特に定住化に伴う男女の役割や社会関係の変

化があるのではないかという点について論じる。 

 

 

 

“Medicine” as Technology for Living 
Gender Roles among Yukon First Nationʼs Spiritual Practices 

 
Mikako YAMAGUCHI 

Faculty of Humanities and Human Sciences, Hokkaido University  
 Since 2005, I have been researching the relationship between Yukon First Nations and 
animals, and through this research, it became clear that spiritual practices can be found in various 
situations as techniques to support peopleʼs lives. 
 However, the significant differences have become clear between what has been seen when 
I first began to conduct fieldwork in Yukon and what is described in the literature from the 1900s. 
 In particular, significant difference is that people known as Medicine Men with strong 
spiritual powers used to be predominantly men, but in recent years they are more often women.  
 Taboos against plants/animals and that ideas about medicines made from plants and 
animals have also changed significantly, with some differences depending on the species and the 
method of catching and gathering them. 
 In this presentation, I will focus on the background of these changes, and discuss how 
spiritual power is needed in different situations, and point out social changes, particularly changes 
in gender roles and social relationships due to the shift toward sedentarization, have become a 
factor in these changes. 
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アイヌのジェンダーを再考する 

 
北原 モコットゥナシ 

北海道大学 アイヌ・先住民研究センター 

 今日のアイヌは、日本社会における人権意識の浸透や、フェミニズムの波を経験している。

一方、文化復興運動は、前代の価値観の掘り起こしでもあり、セクシズムが大きく関与する。

例えば、宗教儀礼や公式のスピーチ、華やかな芸能の実演など、威信をともなう行為は、男性

が担うとされた。生業のなかでも、漁労と狩猟は、女性が立ち入りを許されない領域が多い。

このため「男がいなければ生活できない」として、女性は結婚を強いられることともなった。 

 これら「伝統文化」は、18 世紀から 20 世紀にかけて記録されてきた。理念上は男性が担う

領域にも実際は女性の実践者が多くおり、今日残る記録の形成において、女性たちの貢献はた

いへん大きい。 

 発表者はこれまで、アイヌ社会における「人間のジェンダー」と「神々のジェンダー」に関

心を持ち、その形成過程を検討してきた。ここでは人間のジェンダーについて、近代化を境に

それが急激に強化された可能性を述べる。 

 

 

 

Rethinking Gender in Ainu 
 

Mokottunas KITAHARA 
Center for Ainu and Indigenous Studies, Hokkaido University 

 Todayʼs Ainu are experiencing a wave of feminism and a pervasive awareness of human 
rights in Japanese society. On the other hand, the cultural revival movement is also an excavation 
of the values of previous generations, and sexism is heavily involved. For example, acts with prestige, 
such as religious ceremonies, official speeches and spectacular performances, were considered to 
be the responsibility of men. Among subsistence activities, fishing and hunting were often areas to 
which women were not allowed access. This also forced women to marry, as they “cannot live 
without a man”. These ‘traditional cultures’ were recorded from the 18th to 20th centuries. Many 
of the areas that are ideologically male-dominated were also practised by women, and their 
contribution to the formation of the records that remain today is considerable. 
 I have been interested in the ‘human gender’ and the ‘gender of the gods’ in Ainu society 
and have examined their formation processes. Here, with regard to human gender, the possibility 
that it was rapidly strengthened after modernization is described. 
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アイヌ・アートの現在 ―創造と享受をジェンダーの視点から考える 

 
池田 忍 

千葉大学大学院 人文科学研究院 

 歴史を遡ると、アイヌ民族の社会、共同体では性別分業がおこなわれ、例えばシヌイェ（文

身）のような特定の慣習は女性にのみ認められるなど、ジェンダー化された社会編成が確認で

きる。造形表現については、男性は木彫り、女性は糸に関わる手仕事を担うと指摘され、「伝

統的」な社会編成によるものと認識されてきたが、この分業は必ずしも固定的ではない。むし

ろ注目すべきは、現代のアイヌ民族の造形作家や表現者たちが、「先人たち」（歴史的経験を

分かち合う親しい人々）との繋がりを求めて創作、表現活動に従事する過程で、アイヌ社会の

ジェンダー構造が（揺らぎを孕みながらも）再生産されてきた点にあると考える。 

 他方で、マジョリティーである和人によって主導された近代の日本社会では、長らく「美術」

は、「工芸」よりも上位に位置づけられ、そして「知的創造／芸術」と「手仕事」は分別され

てきた。この分別は、ジェンダーを構造的に孕み、アイヌの造形を周縁化してきた。 

 本発表では、アイヌ社会とマジョリティーが主導する和人社会の造形表現をめぐる二重の

ジェンダー構造の関係性を考察する。 

 

 
 

Creation and Reception of Contemporary Ainu Art 
from a Gender Perspective 

 
Shinobu IKEDA 

Faculty of Letters, Chiba University 

 Ainu has historically separated traditional customs and labor by gender. For example, 
Ainu wood craft works have been made and succeeded by men. While, weaving and needle works 
have been practiced by women. “Sinuye” were only tattooed by women as a symbol of beauty and 
as a talisman for their life after death.  Gender bias is also revealed in the expression of Ainu 
artistʼs work when they pursue connections to their forerunners, that is, those with they share 
historical experiences. 
 On the other hand, in modern Japanese society led by the Japanese (Wajin), the majority, 
art has been regarded as intellectual and has long been ranked higher than crafts and separated 
from them. This separation has structurally conceived gender and marginalized Ainu art. 
 I will examine the relationship between the dual gender structure surrounding this 
formative expression in the Ainu society and the Wajin society led by the Japanese. 
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How Many Colours of Camouflage? 
Norms and Ideals of Masculinity and Hyper-masculinity in Russia’s Resourceful Frontier 

 
Joachim Otto HABECK 

Institute of Social and Cultural Anthropology, University of Hamburg 
 Since the early 2000s, the Russian state has been fostering heroic ideals of masculinity 
among Russian society, inter alia through military patriotic education. Russia’s warfare in Ukraine 
in 2022 relies on such ideals of masculinity. Soldiers from among Siberian ethnic groups – including 
Indigenous peoples – participate in this war. The current situation raises topical questions about 
the nexus of masculinity, indigeneity, and narratives about the Russian Far North. This issue is not 
completely new, however: Northerners are widely considered to be “tougher”, be it those working 
at the “resource frontier” of mineral extraction or those living on hunting, fishing, and reindeer 
herding. One may thus believe that masculinity is strong in the vast expanses of the Russian North 
– an assumption that seems to be supported by the fact that many reindeer herders, fishermen, and 
hunters wear camouflage clothing. This in turn conjures up imaginaries of combat and war. 
However, the word camouflage has multiple meanings: it also stands for invisibility, secrecy, and 
evasion. Occasionally, hyper-virile behaviour itself offers a strategy to hide feelings of inferiority 
or queerness. I offer to use the metaphor of camouflage to look beyond a simplified (hyper-) 
masculine mode of expression: the range of performative masculinity is wide in present-day Russia 
– arguably wider now than in the late Soviet past – and yet, some forms of masculinity are more 
politically correct than others. I seek to explore how diverse masculinities interact with and/or 
counteract normative gender roles in the Russian Far North and Siberia. 
 
 

カモフラージュの色はいくつ？ 

ロシアの資源豊富な開発地域における男性性と超男性性の規範と思想 

 
ヨアヒム オットー ハベック 

ハンブルク大学 民族学研究所  

 2000 年代初頭以降のロシアでは、特に軍での愛国教育を通じ、男性的なヒーロー像が育成さ

れてきた。2022 年のウクライナ侵攻はこうした男性的理想像に依存している。先住民を含むシ

ベリア出身の兵士もこの戦争に参加している。この状況は男性性、先住性、ロシア極北に関す

る語りの関係に関する問題を提起している。ただ、これはまったく新しい問題ではない。北方

地域の住民は、鉱物採掘の「資源フロンティア」で働いたり、狩猟・漁撈・トナカイ牧畜で生

計を立てていることから、たくましいと広く考えられている。そのため、ロシア極北地域では

男性性が強いと信じられているかもしれない。この仮定は、多くのトナカイ牧民や漁民、狩猟

者が迷彩（カモフラージュ）柄の衣類を着ていることからも支持される。迷彩柄は戦闘や戦争

のイメージを想起させるが、「カモフラージュ」には、隠遁や秘密、忌避という意味もある。

時に超男性的な行為が、劣等感や同性愛を隠すための戦略となる場合がある。私は、単純化さ

れた（超）男性的な表現の意味を検討するため、カモフラージュのメタファーをもちいる。現

代ロシアでは、演じられる男性性の範囲は、ソ連時代末期より広く、いくつかの男性性の表現

は政治的により正しい。私は、ロシア極北とシベリアで多様な男性性がどのように規範的な性

役割と相互作用あるいは反作用しているのかを提示する。  
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In a Distorted Mirror 
Ethnographic Representations of Non-heteronormative Indigenous Configurations 

of Gender and Sexuality in Siberia 
 

Stephan DUDECK 
Arctic Studies Centre, University of Tartu 

 Anthropological research on gender and sexuality and the underlying epistemologies are 
known historically to be influenced by gender bias and male dominance. This paper examines one 
aspect of the development of ethnographic research on gender arrangements in the Arctic, namely 
the interpretation of lifeways diverging from heteronormative concepts. Historically they changed 
from moral evaluations over the search for geographical or physical determinants towards a 
discussion of social and cultural conditions. Researchers’ perspectives were influenced by their 
social, political and gender positions as well as the scientific discourses and paradigms. Researcher 
hold often precarious positions in the academic field or were exiled revolutionaries, but were 
associated with power structures as well. The paper will draw conclusions on methodologies of 
ethnographic fieldwork and underlying colonial structures as well as attempts of decolonisation in 
gender research in Siberia. Will it be possible though to get to the Indigenous lived reality reflected 
in this “distorted mirror” of ethnographic representation? Is anthropology today able to see the 
non-heteronormative life existences in the palimpsest containing researchers’ own social and 
cultural norms and colonial phantasies? In this presentation, I would like to draw attention to the 
difficulties to address gender diversity within indigenous communities in the Russian North today. 

 
 

歪んだ鏡のなかで 
シベリア先住民における非異性愛規範的なジェンダーとセクシュアリティの形態の民族誌的表象 

 
ステファン デュデック 

タルトゥ大学  北極研究センター 

 ジェンダーとセクシュアリティに関する文化人類学的研究とその基礎となる認識論は、歴史

的にジェンダーバイアスや男性優位論の影響を受けてきた。本報告では、北極のジェンダー配

置に関する民族誌的研究の進展の一面、つまり異性愛規範の概念から外れた生き方の解釈につ

いて検討する。歴史的に、それは地理的・物理的な決定要因の探求に関する道徳的評価から、

社会的・文化的条件の議論へと変化した。研究者の視点は、科学的言説やパラダイム同様、社

会的・政治的・ジェンダー的立場の影響を受ける。研究者は、学問の場で不安定な立場にあっ

たり、亡命した革命論者だったことが多かったが、同様に権力構造にも関係していた。本発表

では、民族誌的フィールドワークの方法論とその基礎となる植民地構造、そしてシベリアの

ジェンダー研究における脱植民地化の試みについて結論を導く。しかし、この「歪んだ鏡」の

ような民族誌的表象に映される先住民の生きた現実に迫ることは可能だろうか？ 現代の文化

人類学は、研究者自身の社会的・文化的規範や植民地的幻想を含むパリンプセスト（羊皮紙）

のなかに、非異性愛規範的な生活の存在を見ることができるのだろうか？ 本発表では、今日

のロシア北部の先住民コミュニティにおけるジェンダーの多様性を扱う際の難しさに注目する。 


