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拠点集中型

目的
　本研究では、中国雲南省、ベトナム北部、インド北東部に囲ま
れた「ゾミア」地域で現地調査を実施している共同研究者 8名が、
少数民族の社会的生活的実践を具体的に検証する。同時に、ゲス
ト講師を招いて多様な分野の調査事例を参照する。この作業をも
とに、1）対象地域における研究の展開状況を把握し、2）研究手
法や研究倫理について検討し、3）問題の所在を洗い出してその明
確化を図る。これにより、大型プロジェクト実施のための体制を
整えたい。
意義
［中国、東南アジア、南アジアを跨界する研究］
　東南アジア研究者を中心に、南アジアや中国での調査経験を持
つ共同研究者、さらに、若手ながら第一人者として活躍するDr. 
Nicholas Farrellyが参加することにより、異なる政治経済体制下に
ある対象地域の状況を包括的に議論できる。Dr. Farrellyはタイを
中心に、インド北東部、バングラデシュ、ミャンマー、中国西南
部などで、政策と社会の関係や政治的対立に関する研究実績があり、
本研究に最適な人材である。
［日常的実践と非日常的実践］
　少数民族の社会的生活的実践のうち、日常生活に関連して、農業、
商業、工芸、宗教活動、言語使用などの事象を幅広くとりあげる。
また、日常生活に深刻な影響を及ぼす、紛争、民族問題、難民、
移民などの非日常的実践についても議論の対象とする。これをも
とに、現在の研究状況を把握し、問題の所在を洗い出す。
期待される効果
［研究者ネットワークの構築］
　若手研究者を含めた共同研究者や招へい外国人、ゲスト講師が
発表と討論を進め、また関連するプロジェクトの成果を参照する
ことにより、将来的な共同研究の基盤となる研究者ネットワーク
を構築することができる。
［研究手法の共有］
　対象地域では、現地調査を実施する際に、数多くの課題（交通
手段、宿泊、政府機関等との交渉、危機管理など）が発生している。
また、インフォーマントが特殊な立場におかれたり、複雑な背景
を有することもある。本研究では、その対処方法や研究倫理に関
して、個々の経験や情報を持ち寄り、あらためて検討する。この
成果を今後の研究活動にフィードバックすることができる。

落合雪野（龍谷大学・農学部食料農業システム学科），池田一人（大阪大学・大学院言語文化研究科言語社会専攻），今村真央（京都大学・東南アジア研究所），木村真希子 
（津田塾大学・学芸学部国際関係学科），小島敬裕（京都大学・東南アジア研究所），中田友子（神戸市外国語大学・国際学部国際関係学科），Nathan Badenoch（京都大学・
東南アジア研究所），藤田幸一（京都大学・東南アジア研究所）
Ochiai Yukino (Ryukoku University, Department of Food Agriculture System, Faculty of Agriculture), Ikeda Kazuto (Osaka University, Studies in Language and Society, Graduate School of 
Language and Culture), Imamura Masao (Kyoto University, Center for Southeast Asian Studies), Kimura Makiko (Tsuda College, Department of International and Cultural Studies), Kojima 
Takahiro (Kyoto University, Center for Southeast Asian Studies), Nakata Tomoko (Kobe City University of Foreign Studies, Faculty of Foreign Languages, Department of International Relations), 
Nathan Badenoch (Kyoto University, Center for Southeast Asian Studies), Fujita Koichi (Kyoto University, Center for Southeast Asian Studies)

少数民族の「多様なやりとり」にみる現在の「ゾミア」地域──異なる政治経済体制下での比較研究──
Practices and Exchanges by Ethnic Minorities in the Current “Zomia” Area:  
Comparative Studies under Political and Economical Systems

平成27年度 FY2015

 In this joint research project, we focus on ethnic minorities living in so-called 
“Zomia” region that spread from Yunnan Province of China, mainland Southeast 
Asia to northeastern part of India and eastern Bangladesh. We intend to compare 
practices and exchanges by the ethnic minorities who are forced to live as citizens of 
nation with different political and economical systems. Based on this comparative 
analysis, we aim 1) to clarify the current status and issues of research activities in 
this target region, 2) to improve field survey methodology both from technical and 
ethical aspects, and 3) to prepare a large-scale research project in the near future. In 
order to deliver steady results, we invite Dr. Nicholas Farrelly from Austrian National 
University Collage of Asia and the Pacific as a visiting fellow for six months from July 
2016.

　本研究は、中国雲南省から東南アジア大陸部を経て、インド北東部やバング
ラデシュ東部にかけての地域を対象に、この地に居住する民族集団、特に少数
民族と呼ばれる人々の異なる政治経済体制の下での社会的生活的実践＝「多
様なやりとり」を多角的に検討する。この作業を通じて、1）研究の展開状況
の把握、2）研究手法の検討、3）問題の所在の明確化を進め、大型研究プ
ロジェクトへのステップアップにつなげる。そのために、外国人招へい者として、
Dr. Nicholas Farrelly（Austrian National University, Collage of Asia 
and the Pacific）を、平成 27 年度に他の資金源を利用して短期間、その後、
本研究によって平成 28 年 7 月から6 カ月間、それぞれ招へいする予定である。

研究概要	Outline of Research

Purpose
 In this joint research project, eight research members plan to present 
findings on practices and exchanges of the ethnic minorities that were 
collected by their recent field works in the “Zomia” region. Further, we 
plan to request guest speakers to do a speech from various disciplines and 
standpoints. Finally, we aim 1) to clarify present status and issues of re-
search activities in this target region, 2) to improve the field survey meth-
odology, and 3) to prepare a large-scale research project in near future.
Significance
1. Cross-boundary research
 We form a cross-boundary team to work on various case studies from 
Southeast Asia, South Asia and China. In addition, we invite Dr. Nicholas 
Farrelly as a visiting fellow for a six-month stay at CSEAS.  Dr. Farrelly 
would be the most suitable scholar to deepen our analysis, because he has 
great research achievement on politics and societies in Thailand, north-
eastern India, Bangladesh, Myanmar and Southwestern China.
2. Aspects for everyday life and unexpected situation
 We plan to analyze practices and exchanges of the ethnic minorities 
from two viewpoints: everyday life and unexpected situation. Regarding 
everyday life, we examine on such subjects as agricultural and business 
activities, handicraft making, religious acts and oral communication. On 
the other hand, in some cases, people have suffered from political con-
flicts, ethnic problems and unavoidable immigration. Therefore, we take 
up these unexpected matters as subject for discussion. Based on this com-
parative analysis, we intend to clarify present status and issues of research 
activities in the “Zomia” region.
Expected results
1. Building academic networks
 Based on the two years discussion by the members, visiting fellow and 
guest speakers, we aim to build academic networks to share knowledge, 
interests and topics on the “Zonia” region to establish a large-scale joint 
research project in the near future.
2. Survey methodology improvement
 During the fieldworks in the “Zomia” region, we have faced many tech-
nical problems such as transportation, accommodation, communication 
with the official governments and crisis managements. Further, in case we 
contact with informants, they sometimes have particular position and 
complicated circumstance. Therefore, we intend to share information and 
experience related to these technical and ethical issues to improve survey 
methodology.

ラオス、フアパン県の染織（2014 年）自然素材の使用状況に変化が生じている。
The change occurring in use of natural materials for textile making (Houaphan Province, Laos 2014)

モノと情報のやり取りの場としての朝市（ラオス、ウドムサイ県 2014 年）
Exchanging commodities and information in a morning market (Oudomxai, Laos 2014)


