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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
 西シベリアは石油・ガスの主要産出地として注目されているが、その採掘地にはトナカイ牧畜や漁撈、狩猟を営むハ
ンティ等の先住民が居住しており、開発に伴う自然環境の悪化や土地をめぐる利権問題が顕在化している。本研究
は、企業や地方行政等とトナカイ牧畜民の相互関係を人類学的意思決定論の射程から調査し、現代ロシアにおける
環境思想や環境制度がいかに先住民の文化と接合するのかを明らかにすることを目的とした。西シベリアにおいてハ
ンティと森林ネネツを対象に人類学的フィールドワークを行い、先住民と石油開発関係者の集会等に関して分析を行
った。 
 結果として、以下の知見を得ることができた。まず、先住民達が石油開発に関する集会を行う際、先住民社会の外部
（地方行政や石油企業、NGO 等）に対してのポリティックスと内部のポリティックスが作用する。先住民は石油採掘が進
んだとしてもトナカイ牧畜等の移動性の高い生業を営みながら暮らし続けていくことを望んでいるため、外部に対する
ポリティックスとしては、石油企業に積極的に働きかけ、補償金や雇用の機会、生産物の販路等を得ようとしたり、不
当な採掘が始まろうとした際には少数民族委員会や NGO 等に働きかけて助けを求めたりする。一方で内部のポリティ
ックスは文化・社会的要素が現れるため捉えにくい。内部に対するポリティックスは、個人経営のハンティは拡散的に
居住隣人・親族らと共同労働しないという文化・社会的背景による個人主義的・平等主義的秩序と氏族社会的・競争
的秩序に特徴づけられる。集会における意思決定の方法はソヴィエト時代の平等主義的方法の踏襲が観察でき、
個々が自分の利益のために発言するという個人主義と利益の集中を避ける平等主義が見られると同時に、氏族の利
益を確保しようとするという競争主義的な側面も見られ、複雑な内的ポリティックスが彼らの意思決定に作用している
ことが明らかになった。 
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欧文概要 ＥＺ 
In Western Siberia extractive industries are the most important in worldwide oil and gas production. 

On the other hand, indigenous people known as Khanty and Nenets live in the oilfields, where they practice 
reindeer herding, fishing, and hunting. They keep their traditional lifestyles, but economically depend 
on compensation.This paper will demonstrate how the inner and outer politics of the reindeer herders’ 
community work within the context of the oil industry in Western Siberia. I collected data through 
ethnographic fieldwork in the Khanty-Mansi autonomous region. 

There are some risks and problems associated with continuing their traditional livelihood in 
the oil field. However, in order to protect their life in the forest and their traditional culture, 
inhabitants must discuss both the “outer politics” and complex “inner politics” of everyday 
life. Indigenous people try to continue living in the forest, receiving compensation for their land 
and a chance to work in mining and sell their products to labourers. The outer politics are relatively 
obvious. Local administration and local indigenous committees help them and fight unreasonable 
exploitation. The reindeer herders act and insist on the global meaning and land rights of “indigenous 
people”. The inner politics are characterized by both egalitarian order and competitiveness. People 
tend to actively approach economic opportunities related to oil companies because they are interested 
in getting compensation for their land and in exchanging products with oil company labourers. However, 
the sellers often do not band together in land negotiations for oil production. Moreover, politically, 
they significantly depend on the local government. Their meeting and decision making process is similar 
to the Soviet style. Here, individualism does not go straight to competitiveness. In the meeting, people 
individually shout out their own demands and opinions. However, they know that the Mayor of the village 
will outline them and decide on the settlement policy in a form that many people understand, just as 
is done in Soviet style decision making. Competitiveness acts to protect interests regarding 
compensation and various supplements provided by the oil company. In this sense, competitiveness and 
egalitarian value interact. When someone or some people gather the interest, others try to put it roughly. 

 


