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巻頭言

加　藤　博　文

ここに一本の細く小さき木を植えたいと思う。

この木を植える大地は硬く、まだ根も深くない。

それでもこの木には、やがて小さな花が咲くであろうし、実をつけるであろう。

私たちはこの細く小さき木を大切に育てたいと思う。

やがてこの木を広い空を舞う鳥たちが羽を休め、さらに雛を育てる場所ともなるように。

この度、『アイヌ・先住民研究』創刊号を発刊することとなりました。北海道大学にアイヌ・先住

民研究センターが設立されたのは、2007年の4月であり、2021年4月には14回目の春を迎えます。助

教1名と学内の兼務教員でスタートしたセンターも、7名の専任教員と3名の博士研究員、4名の事務

スタッフで構成されるセンターとなりました。アイヌ研究も先住民研究も、未だに国内では一つの

学術コミュニティを持ちえておりません。ささやかながらアイヌ研究を含む先住民研究を議論の場

として、新たな研究を生み出すプラットフォームとして本誌が学術界に貢献できることを祈念いた

します。

本誌の刊行に当たっては、編集委員に加えて、国内外で先住民研究をリードする13名の研究者の

方々に国際査読委員に就任いただきました。アイヌ研究および先住民研究という国内においては、

必ずしも安定した基盤を有しない研究ではありますが、一定の学術的水準を落とすことなく維持し、

研究の新たな地平を切り拓いていきたいと思います。

本創刊号には、特集に5本と4本の投稿論文を掲載することができました。特集では先住民研究に

おいてこれまでも論じられてきたトラウマ論についてアイヌ民族や海外の先住民族における地域的

状況が論じられています。個別投稿論文では、（1）台湾原住民族言語、（2）台湾原住民族の手工芸、（3）

アイヌ民族によるアイヌ史編纂、（4）アメリカにおける先住民考古学の成立課程、と言語学、先住

民考古学、文化人類学、歴史社会学と多岐にわたる諸論考が上梓されました。先住民研究のもつ魅

力の一つには、その既存の学問領域（ディスシプリン）を超えた対象とする領域の広さがあります。

本誌が長く議論されてきた課題の検証の場として、また既存の枠に止まらない斬新な知の体系を

構想する場として、何より若手研究者を育成する研鑽の場となることを期待いたします。
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Foreword

KATO Hirofumi
（Hokkaido University）

We are planning a small tree here, where the ground is still too hard for it to easily spread its roots far, 
deep and wide.
Yet, we are confident that the tree will begin to produce blossoms and bear fruit over time.
We will tend the tree with proper care so that it will serve as a place 
where birds flying in the vast sky can rest their wings and raise their chicks.

We at the Center for Ainu and Indigenous Studies are pleased to publish the first issue of our 
journal, Ainu and Indigenous Studies. Founded at Hokkaido University in April 2007, the center 
celebrates its 14th anniversary in 2021. While it began with only an assistant professor and several 
faculty members from other faculties at the university, it developed into an organization made up of 
seven full-time faculty members, three postdoctoral research fellows and four administrative staff 
members. This journal is an extension of the Center’s objectives and we intend it be a forum for 
discussion on research on, with, and for Indigenous peoples, including Ainu studies. 

In addition to members of journal’s editorial board, we welcome the 13 members of our 
international review panel who are at the vanguard of Indigenous Studies in Japan and elsewhere. 
Together these scholars will ensure that the journal maintains strong academic standards and that it 
seeks out new research horizons.

The journal’s inaugural issue contains five feature articles and four contributed papers. The feature 
articles discuss trauma theories, which have been the topics of discussion in indigenous studies, 
with a focus on regional situations among the Ainu and Other Indigenous peoples outside Japan. 
The contributed papers cover a wide range of topics in linguistics, indigenous archaeology, cultural 
anthropology and historical sociology with contributions focusing on: 1) languages of the indigenous 
peoples of Taiwan; 2) handicrafts of the Indigenous peoples of Taiwan; 3) the compilation of Ainu 
history by the Ainu; and 4) the development of Indigenous archaeology in the United States. 

It is my fervent hope that this new journal will serve as a forum for exploring and evaluating long-
discussed issues, and for envisaging out-of-the-box knowledge systems, and most importantly, help 
to educate and train young researchers.
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