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研究成果の概要（和文）：東ティモールの村落社会における住民主体の和解の試みに関する聞き
取り調査、そして文献資料調査から、ティモール島における紛争と人々の移動の歴史的背景を
明らかにした。これによって、当該社会の人々にとっての紛争と和解の理解と、国際的な人道
支援の文脈で理解されている紛争と和解の理解にずれがあることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Based on the field research in rural areas in East Timor, this study found the
historical background of conflicts and the move of people in Timor island. By this study I found that
there is the gap of understandings of the conflict and reconciliation in East Timor between the
international humanitarian aid workers and the local people.
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１．研究開始当初の背景

数百年にわたる植民地支配を経て、2002

年、東ティモール民主共和国は 21 世紀最初

の独立国として誕生した。しかし、独立に先

立つ騒乱の結果、多くの死者、そして難民が

発生した。これにより独立後、国際的な緊急

人道支援、そして過去の人権侵害の真相究明、

そして紛争後の和解が国家的重要課題とな

った。

２．研究の目的

過去の人権侵害と和解の問題が、「東ティ

モール人」を主体として議論されるなか、本

研究は村落社会における聞き取り調査をも
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とに、紛争とその主体の多様性を明らかにす

る。この人類学的手法による紛争と和解の研

究により、人道支援の文脈で理解される画一

的な紛争と和解の理解を、地域社会の視点か

ら批判的に検討することを目的とした。

３．研究の方法

東ティモール民主共和国内の複数地域に

おける紛争と和解に関する聞き取り調査を

中心的な研究方法とした。過去の人権侵害の

真相究明と住民主体の和解を促進する「東テ

ィモール受容真実和解委員会」のレポートの

分析やスタッフへのインタビュー、さらに文

献資料調査、および国内の研究会における意

見交換によって考察を深める場として活用

した。

４．研究成果

（１）これまでのインドネシアと東ティ

モールの国境周辺社会を中心とした紛

争後の和解プロセスに関する調査の成

果に、さらに同地域以外の東ティモール

内陸の村落社会における複数の住民主

体の和解の試みに関するデータを加え、

学会および研究会における報告を通じ

て意見交換をおこない考察を深めた。

（２）京都大学で平成 20 年 6 月 1 日に

おこなわれた日本文化人類学会研究大

会の分科会「平和の人類学」では、「国

民和解にみる儀礼の流用：東ティモール受容

信実和解委員会の活動を事例に」と題し、東

ティモールの村落社会でおこなわれた

複数の和解プロジェクトに関する調査

成果の報告をおこなった。

（３）また東ティモールにおける国民和

解をめぐる世代や立場による理解の相

違について、国民意識の相違と関連づけ

た考察をおこない、同年 8 月に「国民和

解を想像する：東ティモールにおける過

去の人権侵害の裁きをめぐる二つのロ

ーカリティ」と題し、論文を発表した。

（４）同年 11 月より国立民族学博物館

共同研究「平和 •紛争 •暴力の人類学的研

究の可能性」（研究代表者：小田博志）

に館外研究員として参加、平成 21 年 2

月 28 日におこなわれた第３回研究会で

は「紛争後の東ティモールにおける平和

構築と和解の概念について」と題し、制

度的な平和構築プロセス、国民和解プロ

セスについて人類学の視点からどのよ

うな議論が可能か、意見交換をおこなっ

た。同年 3 月 10 日には「紛争と和解の民

族誌にむけて─ティモール南テトゥン社会の

事例を中心に」と題し、大阪大学のグローバ

ルＣＯＥプログラム「コンフリクトの人文学

国際研究教育拠点」「コンフリクトの人文学」

セミナーで報告した。

（５）平成 21 年度はこれまでのインドネシ

アの東ティモールの国境周辺社会を中心と

した紛争後の和解のプロセスに関する研究

に加え、当該地域の歴史的文脈─とくにオラ

ンダ、ポルトガル両植民地権力への包摂過程

に注目し、文献調査および現地における聞き

取り調査をおこなった。



（６）平成20年度に引き続き、国立民族学博

物館共同研究「平和・紛争・暴力の人類学的

研究の可能性」（研究代表者：小田博志）に館

外研究員として参加、民族および宗教紛争後

の和解の問題についての意見交換をおこなっ

た。同年6月20日には大阪大学グローバルCOE

コンフリクトの人文学国際研究教育拠点研究

プロジェクト「オルタナティブ・ジャスティ

スの世界的動向に関する共同研究」の招聘に

より、「紛争調停における儀礼の役割──東テ

ィモール村落社会における和解実践を事例と

して」と題し講演をおこなった。

（７）8月25日から9月6日にかけて13日間の日

程で、東ティモール民主共和国コバリマ県ス

アイで補足調査を実施、住民投票10周年をむ

かえた東ティモールの現在に関する聞き取り

調査をおこなった。１月24日には館外研究員

として参加する国立民族学博物館共同研究

「キリスト教文明とナショナリズム−人類学

的研究」（研究代表者：杉本良男）において、

「東ティモールのカトリック教会とナショナ

リズム」と題し、さらに2月13日に同博物館共

同研究「オセアニアにおける独立期以降の＜

紛争＞に関する比較民族誌的研究」（研究代表

者：丹羽典生）において、「国民和解を想像す

る――東ティモールの紛争はどのように理解

されたか」と題し、本年度の研究成果を報告

した。
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