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 (様式 1-Ａ) 

平成１７年度 種別 
アジア・アフリカ 

学術基盤形成 

受付番号 

(記入不要) 

 

相手国 ｻﾞﾝﾋﾞｱ、ｶﾒﾙｰﾝ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ﾏﾘ、南ｱﾌﾘｶ アジア・アフリカ学術基盤形成事業

申請書 
 

対応機関 

（記入不要）

 

 分 科* 文化人類学 

 細 目* 文化人類学・民俗学

分科細目 

コード* 
3301 

 キーワード

(３つまで)
博物館 文化遺産 地域ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ

                   ＊ 分科・細目が複数に及ぶ場合等は主となるものを記入するとともに別紙（２１ページ）にもその

内容を記入すること。 

 

１．申請課題名等 

【研究交流課題名】（和文は４０字以内。化学式，数式の使用は極力避けること。） 

（和文） 

アフリカにおける文化遺産の危機と継承  ――記憶の保存と歴史の創出 

 

（英文） 
Preserving the Cultural Heritage of Africa: From Memories to Histories. 
 

交流実施期間     平成１７年 ９月～ 平成２０年 ３月（ ２年 ７か月） 

申請経費総額（単位：千円）千円未満は切り捨てる 32,150 千円

 

【申請機関（部局）名等】 

機関（部局）名（和文） 人間文化研究機構 国立民族学博物館 

      （英文） National Museum of Ethnology, National Institutes for the Humanities 
       

 

機関（部局）長氏名            館長  松 園  万 亀 雄   職印 

 

 

【日本側コーディネーター】                           

フリガナ   （姓）    ヨシダ                   （名）    ケンジ                  

氏名（漢字）     吉田   憲司 

ローマ字 （姓）   Yoshida               （名）      Kenji 
学 位    1.博士（学術博士） 2.Ph.D  3.その他 専門分野  博物館人類学 

所属機関・職  

機関名（和文）  人間文化研究機構 （コード） 4009 

部局名（和文）  国立民族学博物館 （コード）  999 

   （英文）  National Museum of Ethnology 
部局種別  １．学部 ２．学系 ３．部 ４．研究科 ５．附置研究所 ６．その他（大学共同利用機関） 

職  名（和文）  １．教授 ２．助教授 ３．講師 ４．助手 ５．その他 （                    ） 

      （英文）     Professor 
所在地   大阪府吹田市千里万博公園 10-1                 （〒   565-8511     ） 

電話番号  06-6878-8288 ﾌｧｯｸｽ番号 06-6878-7503 Email yoshidak@idc.minpaku.ac.jp 
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【日本側協力研究機関一覧】                   機関数      ４  機関 

機 関 名（和文） 機 関 名（英文） 

 

名古屋大学大学院 文学研究科 

野外博物館リトルワールド 

大阪芸術大学 芸術学部 

東京外国語大学 ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ言語文化研究所 

 

 

 

 
Graduate School of Letters, Nagoya University 
The Little World, the Museum of Man 
Faculty of Arts, Osaka University of Arts 
Research Institute for Languages and Cultures of 
Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies
 

 

【相手国側その１】 

【  ザンビア  】国側コーディネーター 
              （ファミリーネーム）      （ファーストネーム）     （ミドルネーム） 
氏名（英文）  Mushokabanji Liywali  
 
所属機関・職 
機関名（英文）Livingstone Museum 
      （和文）リヴィングストン博物館 
部局名（英文） 
      （和文） 
職  名（英文）Keeper in Archaeology 
      （和文）考古学部キーパー 
所在地 Mosi-Oa-Tunya Road, Livingstone, Zambia 

【ザンビア国側協力研究機関一覧】                   機関数      ４  機関 

機 関 名（和文） 機 関 名（英文） 

 

ザンビア大学 教育学部 

国立博物館機構 

ルサカ国立博物館 

モトモト博物館 

 

 
University of Zambia 
National Museums Board 
Lusaka National Museum 
Moto Moto Museum 
 



              アジア・アフリカ学術基盤形成事業申請書                    

3                （平成１７年度） 

【相手国側その２】 

【 カメルーン  】国側コーディネーター 
              （ファミリーネーム）      （ファーストネーム）     （ミドルネーム） 
氏名（英文）  Asombang Raymond Neba’a 
 
所属機関・職 
機関名（英文）Université de Yaoundé 
      （和文）ヤウンデ大学 
部局名（英文）Faculté d’Art et d’Archaeologie 
      （和文）美術考古学部 
職  名（英文）Professeur 
      （和文）教授 
所在地 B.P. 6544  Yaoundé Cameroun 

【カメルーン国側協力研究機関一覧】                   機関数      １  機関 

機 関 名（和文） 機 関 名（英文） 

 

バフツ王宮博物館 

 

 
Bafut Royal Palace Museum 
 

 

【相手国側その３】 

【 ナイジェリア 】国側コーディネーター 
              （ファミリーネーム）      （ファーストネーム）     （ミドルネーム） 
氏名（英文）  Ikwuemesi Krydz C. 
 
所属機関・職 
機関名（英文）University of Nigeria 
      （和文）ナイジェリア大学 
部局名（英文）Faculty of Fine and Applied Arts 
      （和文）総合芸術学部 
職  名（英文）Lecturer 
      （和文）講師 
所在地 16, Nnewi Lane, off Ogui Road, Ogui,Enugu, P.O. Box 9228, Enugu, Nigeria 

【ナイジェリア国側協力研究機関一覧】                   機関数      ２  機関 

機 関 名（和文） 機 関 名（英文） 

 

エヌング国立博物館 

アーンマドゥ・ベロ大学 
 

 

 
National Museum of Enungu 
University of Ahmmadu Bello 
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【相手国側その４】 

【 タンザニア  】国側コーディネーター 
              （ファミリーネーム）      （ファーストネーム）     （ミドルネーム） 
氏名（英文）  Kayombo Norbertt Andrew 
 
所属機関・職 
機関名（英文）National Museums of Tanzania 
      （和文）タンザニア国立博物館機構 
部局名（英文） 
      （和文） 
職  名（英文）Director 
      （和文）機構長 
所在地 P.O.Box 511 

【タンザニア国側協力研究機関一覧】                   機関数      ２  機関 

機 関 名（和文） 機 関 名（英文） 

 

タンザニア放送大学 

ダルエスサラーム国立博物館 

 

 

 
Open University of Tanzania 
Dar-es-Salaam National Museum 
 
 

 

【相手国側その５】 

【  マリ    】国側コーディネーター 
              （ファミリーネーム）      （ファーストネーム）     （ミドルネーム） 
氏名（英文）  Sanogo Kléman  
 
所属機関・職 
機関名（英文）Institut des Sciences Humaines 
      （和文）人文科学研究所 
部局名（英文） 
      （和文） 
職  名（英文）Directeur 
      （和文）所長 
所在地 B.P.159  Bamako, Mali 

【 マリ 国側協力研究機関一覧】                   機関数      １  機関 

機 関 名（和文） 機 関 名（英文） 

 

芸術文化省 文化遺産局 

 

 

 
Direction du Culture et du Patrimoine 
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【相手国側その６】 

【 南アフリカ  】国側コーディネーター 
              （ファミリーネーム）      （ファーストネーム）     （ミドルネーム） 
氏名（英文）  Nettleton Anitra  
 
所属機関・職 
機関名（英文）University of Witwatersrand 
      （和文）ウィットウォータースランド大学 
部局名（英文）School of Arts 
      （和文）芸術学部 
職  名（英文）Professor 
      （和文）教授 
所在地 P/Bag 3, Wits 2050, South Africa 

【南アフリカ国側協力研究機関一覧】                   機関数      ３  機関 

機 関 名（和文） 機 関 名（英文） 

 

ナタール大学 行政委員会 

ｳｨｯﾂｳｫｰﾀｰｽﾗﾝﾄﾞ大学 ロックアート研究所 

ケープタウン・イジコ博物館機構 

 

 

 
Ministerial Committee, University of Natal 
Rock Art Institute, University of the Witswatersrand 
IZIKO, Museums of Cape Town 
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２．研究交流の趣旨 ※すべて、一般国民に理解できるよう、平易な言葉で記入してください。 

(1) 本計画で、アジア・アフリカ諸国の学術研究機関と研究交流を行う研究課題を、具体的かつ明確、

簡潔に記入してください。 

 また、当該研究課題を「アジア・アフリカ地域に特有、又は同地域において特に重要」と考える点はど

こか、具体的かつ明確、簡潔に記入してください。 
 

 今、アフリカの文化遺産の国外流出が大きな問題となっている。 

 多くのサハラ以南アフリカ諸国では、独立後半世紀を経た現在、主として経済的な苦境のためにさまざ

まな活動が停滞している。本事業に関わる広い意味での文化研究や、博物館による収集・保存・展示活動

なども、例外ではない。冒頭で述べた文化遺産の国外流出は、それを象徴する問題である。その一方で、

同地域ではさまざまな民族がみずからの文化遺産を見直し、それらを核に自民族独自の文化を継承・創造

する動きをみせている。こうした動きは政治や経済とも無関係ではなく、国を越えた地域的アイデンティ

ティの確立によって紛争を解決し、異文化理解を背景に国内外の信頼を強化し経済的発展をもたらす可能

性を秘めている。こうした状況において、文化遺産研究や博物館活動の振興は、アフリカ地域における苦

境の悪循環を断ち切る契機となりうる。 

 本事業は、国立民族学博物館が蓄積してきた博物館学的知見とアフリカ地域研究の成果を基礎として、

アフリカ諸国と協力しながら文化遺産の現状を把握し、その創造的継承に参与しようとするものである。

その目的をはたすため、本事業はまず、アイデンティティ形成のためのメディアとして博物館を位置づけ

る。そして、博物館がそうした機能をはたせるよう、①アイデンティティ形成に必要な情報や資料を収集

し、②アフリカの風土や歴史をふまえつつ、それらの情報や資料を分析・展示・保存し、ひいては文化遺

産を効果的かつ持続的に継承するための基盤を整え、③そうした活動から得られる知見を博物館学やアフ

リカ地域研究に還元していく。いわば、文化遺産保全という実践的課題に向き合いながら、地域に根ざし

た博物館学を構築し、そのプロセスをとおして研究交流を深めていくのがねらいである。このことにより、

近代化などの社会変化に対して脆弱な各種文化遺産が保全されるだけでなく、各国の潜在的な文化的創造

性が高まるという効果がもたらされると考える。 

(2) 研究交流目標 ＊全ての交流期間を通じての目標。実施計画の基本となります。 
 

 サハラ以南アフリカ６ヶ国の大学や博物館を相手側拠点機関として選び、文化遺産の共同調査や、その

継承に関するセミナーを開催する。日本でのセミナーにおいては、日本を含む７ヶ国すべての拠点部局関

係者、および一部の研究協力者が集まり、文化遺産継承の現状と課題に関して情報を共有したうえ、日本

側研究拠点が蓄積してきた博物館技術に関して実地研修をおこなう。 

 日本で開催するセミナーでは、計画全体についての趣旨を共有し、文化遺産に関する各国の現状と課題

などを広く討議するとともに、文化遺産継承にむけた協力体制の構築について議論する。同時に、国立民

族学博物館における博物館活動に関する研修もおこなう。 

 アフリカで開催する共同調査・実地研修では、開催国の拠点部局関係者と研究協力者（周辺国からの参

加者を含む）、および日本の研究者の一部が参加して、文化遺産に関する資料や情報を共同で収集し、そ

れらを分析・展示・保存するためのシステムづくりにむけての共同研究をおこなう。この過程では、日本

でおこなった博物館研修のフォローアップもおこなう。さらに、こうした２国間の協力体制をアフリカ地

域全体にまで拡大し、文化遺産継承に関する研究機関ネットワークを構築するため、研修先機関の文化遺

産目録作成を共同で進め、アフリカ文化遺産データベースの共有化を推進する。 

 なお、本事業はたんなる技術移転を目的とするのではなく、収集から展示・保存までの一連の作業に日

本側と相手国側が共同でたずさわることにより、文化遺産の継承にまつわる諸々の問題を共同で発見・解

決することに主眼がある。 

(3) 当該研究課題の、国内外における現状と動向を踏まえ、相手国側研究機関の選定理由と、当該機関

との交流の必要性・重要性を、具体的かつ明確、簡潔に記入してください。 
 

 ６つの相手国側拠点機関は、各国の民族学研究機関ないし博物館として長い歴史を有し、コレクション

点数や規模においてもすぐれているため、研究活動のうえで強い求心力をもつ機関である。また、国立民

族学博物館との過去の研究交流により、すでに緊密な連携のできあがっている機関でもある。 

 文化遺産という視点からアフリカ各国の文化的状況を研究し、情報を将来にわたって継承していくうえ

では、これら相手国側拠点機関との協力体制を強化することが不可欠である。また、これらの機関との連

携は、民博と欧米の機関がこれまでに築きあげてきたネットワークに接合することで、さらなる広がりを

もち、アフリカの文化遺産を研究・管理するための体制がグローバルに整うと期待できる。 
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(4) 申請機関と相手機関がどのような研究協力体制の構築を目指しているのか、その目的、必要性につ

いて具体的かつ明確、簡潔に記入してください。 
 

 本事業において、日本側拠点となる国立民族学博物館と相手国側拠点がめざしているのは、文化遺産継

承という実践的課題に共同して取り組むための協力システムの構築である。こうした協力関係により、そ

れぞれの機関が蓄積してきた知識や経験が互いに共有され、あらたな発見をうながしてさらなる研究や交

流が促進される。こうした研究デザインは、フィールドワークにもとづく研究を進めるうえできわめて重

要であり、日本側拠点部局のミッション（「博物館をもった研究所」、6.参照）に深く関わっている。また、

相手国側拠点機関にとっては、日本の先進的博物館学の知識や保存技術を修得することにより、資料の収

集から分析・保存・展示にいたるまでの一連の作業を活性化することができる。 
 アフリカ大陸部の諸文化は、互いに異質であるばかりでなく、多くの共通性を有している。それぞれが

誇る文化遺産の価値を認め、それについての情報を共有することは、偏狭な文化像を乗り越えて広汎なア

イデンティティ構築をうながし、アフリカ各地で発生している紛争解決にむけての基盤を提供する可能性

がある。このように創造的な文化像を構築し、現代アフリカが直面する諸問題の解決を展望する点で、ア

フリカ地域交流圏のネットワーク構築（4. (1)参照）はきわめて大きな意義をもつ。 

(5) 本計画で行う研究交流の特色・独創性について、明確・簡潔に記入してください。 
 

 本事業がめざす研究交流の特色は、文化遺産継承に日本側・アフリカ側が共同してたずさわることであ

るが、一般に想像されるような一過性の技術移転をおこなうのでなく、現地の実情に即した文化遺産の保

存と継承を将来にわたって継続できるよう、学術的基盤を形成するのが目的である。すなわち、文化継承

運動の実態を把握したうえで、アフリカ各国の歴史や風土をふまえた適正な技術の開発を進めていき、そ

れら実地の経験をとおして、各専門分野に関する知見を蓄える。 

(6) 本事業による経費支給期間の終了時に期待される成果について、「学術的側面」、「社会への貢献」及

び「若手研究者の養成」の３つの観点から具体的かつ明確、簡潔に列挙してください。 
 

「学術的側面」 

 第一に、研究資料の蓄積をあげることができる。これは、物質文化研究の基礎となる博物館標本資料の

ほか、共同調査によって明らかになるさまざまな研究情報をも含む。たとえば、文化継承運動の実態に関

する研究情報、アフリカの風土や歴史に根ざした保存技術に関する情報などがこれにあたる。 
 第二に、各研究機関が関与している文化遺産保全に関するデータベースを構築し、それを大陸規模で共

有化する。画像技術や遠距離通信技術を応用して資料を整理することで、博物館標本資料の地域的比較な

ど、今までは国の壁に阻まれて不可能だった研究が可能になる。 
 

「社会への貢献」 

 各国からの参加者は、自国における実地研修と日本における３度の博物館研修をとおして、それぞれの

機関に必要な技術を選択的に習得する。このことにより、相手国にかかわる歴史と文化をふまえて日本側

のもつ保存技術や展示技術などを提供でき、各機関の活動も効果的に活性化される。また、相手国６ヶ国

だけでなく、対象地域に散在する複数の博物館をネットワーク化することで、国境を越えた地域的アイデ

ンティティが確立するための基礎が整えられる。 
 さらに、本事業によって蓄積される現代アフリカ文化の新たな情報や資料は、国立民族学博物館の展示

活動や広報活動をつうじて日本の市民に広く還元され、日本のアフリカ理解を大幅に進めるきっかけにな

ると期待される。 
 

「若手研究人材の養成」 

 本事業に参加する日本側研究者は、収集・分析・保存といった一連の作業に実地にたずさわりながら、

アフリカの文化遺産の現状とその継承の課題について、総合的な知見を獲得する。また、実地において専

門分野の研究を深めさせることにより、国際的舞台で通用する第一線の研究者として養成する。 
 また、日本で開催するセミナーでは、大学院生の参加も奨励する。国立民族学博物館が教育の一端を担

っている総合研究大学院大学文化科学研究科の大学院生のほか、2005 年度から同専攻での単位修得を認め

られるようになる京都大・大阪大・神戸大・京都文教大の大学院生に対しても、本事業への積極的な参加

をうながすことを予定している。 
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３．研究交流の実施計画 ※すべて、一般国民に理解できるよう、平易な言葉で記入してください。 

 (1) 研究交流実施計画 ＊①共同研究・研究者交流、②セミナー等学術会合の開催という交流態様を主

体とし、研究交流計画の概要を具体的に記入してください。 
 

 本事業では、各年度に２つの相手国で共同調査・実地研修を開催し、３年度をかけて６つの相手国を巡

回する。それと平行して、各年度１回、日本でもセミナーを開催する。 
 相手国で開催する共同調査・実地研修には、当該国で調査を進めてきた日本側のアフリカ地域研究者と、

日本側の保存科学専門家、当該国の拠点機関の研究者、および、周辺諸国から招聘した研究協力者が参加

する。共同調査・実地研修の目的は、当該国の文化遺産の実態を調査することや、周辺国からの研究者参

加によって研究の枠組みと交流のネットワークを拡大することにある。 
 共同調査・実地研修は、３つの作業から構成される。第一は、文化遺産に関する情報や標本資料をアフ

リカ側研究者と日本側研究者が共同で収集するという、共同調査である。このことをとおして、相手国に

おける文化遺産保全の実態を把握し、アフリカ研究や博物館学に関する一次資料を蓄える。第二は、得ら

れた資料の整理・分析・保管といった一連の作業への参加である。このことにより、相手国側機関におけ

る文化遺産の運営実態と問題点を把握する。このことはまた、後述する国立民族学博物館での博物館研修

の成果を評価し、フォローアップする意味をもっている。さらに、アフリカの風土や歴史に根ざした博物

館技術を実地で開発するという意味もある。第三は、当該機関が所蔵する文化遺産に関する目録作成であ

る。この目録は、各機関に散在する文化遺産情報を一堂に集めて共有し、アフリカ文化遺産データベース

を構築するための基礎となる。データベース構築により、日本と相手国のあいだの相互協力体制を強化す

ると同時に、本事業に直接関与しなかった研究機関の参加によって大陸規模のネットワークを築きあげる

ことができる。また、電子技術や遠隔通信技術を援用することで、新しい研究分野の開拓も期待できる（2. 
(6)参照）。 
 いっぽう、日本側でおこなうセミナーには、日本を含む７ヶ国すべての拠点機関関係者、および一部の

研究協力者が集まり、事業運営のために必要な情報を共有する。そして、各国の現状を報告しあうことに

より、アフリカ地域におけるネットワークを構築するための相互理解を深める。とくに、各国の文化遺産

の現状とその継承の課題を理解し合うことは、差異をふまえて広汎なアイデンティティを構築するために

不可欠な作業である。最終年度には、文化遺産の継承にむけた相互協力体制の構築と、その継続的発展に

ついて、総括的な議論をする。こうしたディスカッションの終了後、相手国からの参加者は、国立民族学

博物館が蓄積してきた博物館技術に関する研修をおこなう。研修内容は、収蔵品の保存・管理・修復、展

示やワークショップ活動などであるが、各機関が個別に必要とする項目も柔軟にプログラムに組み込み、

必要に応じて日本国内の他の博物館・研究機関からのアドバイスも求める。 
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(2)  年度別の具体的な研究交流実施計画 ※（1）において記入された内容の年度毎の取り組み計画につ

いて、具体的かつ明確、簡潔に記入してください。 
 

【１年目】 
 

 初年度はまず、すべての拠点機関関係者を日本に集めてセミナーを開催し、事業の趣旨の共有化をはか

る。とくに、文化遺産継承という実践的課題への取り組みによって研究と交流を同時に達成することや、2
年半をかけて現地の実状に応じた博物館研修を進めるプロセス、アフリカ文化遺産データベースの構築と

それにともなう研究機関ネットワークの構築、そして、文化遺産継承における各国の差異と共通性をふま

えた広汎な地域的アイデンティティ確立の重要性などについて、日本側拠点部局の研究者が中心となって

話題提供をおこなう。また、相手国での共同調査・実地研修についての意見交換もおこなう。こうしたデ

ィスカッションののち、国立民族学博物館の活動全般に関する視察・研修をおこない、次年度以降の研修

内容について要望を出し合う。 
 相手国側の共同調査・実地研修は、すでに研究交流を長くおこなってきた機関が位置するルサカ（ザン

ビア）とヤウンデ（カメルーン）の 2 ヶ所でおこなう。ルサカでは、隣国ジンバブウェからの研究協力者

にも参加してもらい、ヤウンデでは、同じフランス語圏に属するベナンからの研究協力者にも参加しても

らう。いずれの開催地においても、各国における文化遺産継承の現状と課題をふまえ、次のような作業を

おこなう。①文化遺産に関する資料と情報を収集すると同時に、専門分野の発展につながる知見を蓄積す

ること、②得られた情報・資料の整理・分析・保管などの作業をつうじて、日本側での研修をあらためて

評価すること、③文化遺産目録を作成して、アフリカ全体の文化遺産データベースの基礎とすること、な

どである。 
 
【２年目】 
 

 2 度目の日本側セミナーでは、初年度に相手国側研修をおこなったザンビアとカメルーンの研究者が中心

となり、文化遺産継承に関する自国の現状と、日本との共同作業をとおして明らかになった課題を報告す

る。このことにより、文化遺産継承にまつわる問題群の広がりを参加者全体で共有し、国や地域によって

問題のあらわれ方が異なるかどうか、それらの課題を克服するためにどのような展望をもつべきかを討論

する。ディスカッション後の研修では、初年度の研修をふまえて、個別のトピックについて研修をおこな

う。必要に応じて、他の博物館に協力を依頼する可能性も検討している。また、国立民族学博物館で毎年

開催している博物館学集中コースの研修に合流する可能性も検討している。 
 相手国側の共同調査・実地研修は、ンスッカ（ナイジェリア）とダルエスサラーム（タンザニア）の 2
ヶ所でおこなう。ンスッカでは、同じ英語圏に属するガーナからの研究協力者にも参加してもらい、ダル

エスサラームでは、隣国ケニアからの研究協力者にも参加してもらう。共同調査・実地研修の内容は、初

年度と同様である。 
 
【３年目】 
 

 最終年度は、事業の総括のために日本側セミナーを後に回し、まず相手国で共同調査・実地研修をおこ

なう。開催地は、バマコ（マリ）とヨハネスブルク（南アフリカ）である。バマコでは、隣国セネガルと

コートジボアールからの研究協力者にも参加してもらい、南アフリカでは、隣国マダガスカルからの研究

協力者にも参加してもらう。共同調査・実地研修の内容は、前年度までと同様である。 
 日本側のセミナーでは、前年度のセミナーの討議内容をふまえ、文化遺産継承にまつわる課題と展望を

考慮しながら、日本を含めた各国相互の協力体制を将来的に継続していくための具体的な方法を検討する。

ディスカッション後の研修では、前年度におこなった個別項目の研修をさらに深めるかたちで最終的な技

術研修をおこなう。 
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(3) (1)、(2) で述べた実施計画において、若手研究者を如何に育成するかについて記入してください。
 

 本事業は、日本の若手研究者にとって、各専門分野に関するフィールド経験を積むための機会を提供す

る。さらに、調査の成果を社会に還元する装置としての博物館の実態にふれ、各国固有の条件を反映した

社会還元システムを考究するうえでまたとない機会となる。 
 国家予算規模が大きくないアフリカ地域では、博物館の維持・運営に回される予算が多くないにもかか

わらず、各博物館は最小限の資源を用いて情報・資料の維持・保管をおこなっている。日本から派遣され

る若手研究者は、そうした集約的な博物館運営のノウハウを学び、それと同時に、各博物館に固有な文化

状況や歴史を実地に学ぶことができる。このことは、各人の専門である博物館学やアフリカ地域研究にと

っても、多大な成果をもたらすことになるだろう。本事業では、若手研究者にこうしたフィールド経験を

積ませることにより、国際的舞台で通用する第一線の研究者を輩出する。 
 個々の研究水準についてもさることながら、それに劣らず重要なのは、若手研究者が新たな文化交流ネ

ットワークを構築していくことである。このことは、日本とアフリカ諸国が研究交流によって関係維持を

はかるうえで不可欠である。若手研究者が、それぞれの学問を育んだフィールドとして相手国での研究を

継続するならば、本事業によって築かれた協力関係は、おのずから持続的なものとなる。個別研究と研究

交流の連鎖をうまく循環させ、実践的に学問分野を構築し、歩みを同じくして研究交流も促進するという

のが、本事業の大きな特徴である。本事業に参加する若手研究者は、そうした実践的学問の土壌で成長し

た第一世代として、国際的研究交流のうえでも多大な貢献をすると期待される。 
 このほか、本事業の遂行に直接たずさわる若手研究者に加えて、大学院生の育成も、この事業に組み込

んでいく。対象となる大学院生は、国立民族学博物館が教育の一端を担っている総合研究大学院大学比較

文化学専攻の大学院生のほか、2005 年度から同専攻での単位修得を認められるようになる京都大・大阪

大・神戸大・京都文教大の大学院生である。これらの大学院生に対し、日本で開催する各種セミナーへの

積極的な参加を奨励することで、本事業を研究者養成の一環に位置づける。 
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４．将来構想 ※採用後、公表。 

(1) 本事業による経費支給期間の終了後について、構築した研究協力体制を如何に維持・発展させていく

かについて現時点での展望を具体的かつ明確、簡潔に記入してください。 

   なお、「学術的側面での発展」、「社会への貢献」及び「若手研究者の養成」の３つの観点を踏まえて

記入してください。 
 

 文化遺産をめぐる研究活動は、「博物館をもった研究所」としての国立民族学博物館の存在意義にかなっ

たものである。本館ではすでに、本事業に関わる分野において多面的な活動を展開しており、それらの活

動を有機的に再統合することで、本事業の継続的発展が可能となる。 
 学術的な面での本事業の継続的発展は、アフリカ地域における有形無形の資料を引き続き相手国側と共

同で収集し、共同研究体制を維持することで達成する。そのためには、国立民族学博物館におけるこれま

でのアフリカ研究の方針を堅持し、科学研究費補助金による海外学術調査を継続していくことが有効であ

る。本計画の申請時点では、事業コーディネーターである吉田憲司が「アフリカ・バントゥ文明の技術誌的

研究――博物館国際協力による、その拡大の歴史の解明」（2005 年度まで）という題目のもとに海外調査を遂行

している。これは、本事業の課題とも深く関わるもので、アフリカ地域の博物館から協力を得て異なる地域の物

質文化を技術的側面から比較することを目的としている。博物館協力と個別研究を一体として発展させる意味で

は、本事業を着想するうえでこの調査プロジェクトが大いに参考になった。また、拠点部局の研究協力者である

竹沢尚一郎は、2002 年度から 2003 年度にかけて、「西アフリカ古王国の歴史人類学的研究――社会人類学、考古

学、作物学の観点から」という調査をおこなった。個別の学問分野にとらわれず、学際的な視点から実践的に地

域を解明する点では、本事業の関心と大きく重なり合っている。このように、地域に主眼を置いた調査を今後も

継続していくことで、アフリカ地域と協力関係を維持したい。 
 次に社会への貢献に関しては、アフリカ文化遺産データベースを中核としたネットワークを強化・拡充

していくことで、アフリカ市民に対する博物館普及をうながしていくことが可能である。このことにより、

博物館をアイデンティティ形成のメディアと見なす考え方も一般化していくと期待される。アフリカ市民

がみずからのアイデンティティを構築・脱構築し、ときには創造したりするための公共の場として博物館

が機能するようになれば、不断に移ろう文化状況を反映させるために博物館の活動はおのずから活性され、

日本からの協力の機会も増えていくと予測される。アイデンティティの問題は、最終的には当事者が考え

るべき性質のものであるが、その過程では、外からの視線も考察の対象にならざるをえない。日本のアフ

リカ研究者は、そのような点におけるアフリカ市民との対話者として貴重な役割を果たし、アフリカ社会

へも寄与していくだろう。 
 こうした社会貢献をはたすためには、国立民族学博物館が国際協力事業団（JICA）から全面的な委託を

受けて運営している博物館学集中コースを活用して、本事業で築いたネットワークを発展させるべきだと

考える。このプログラムは、各国で博物館実務にたずさわる専門家を招聘し、４ヶ月にわたって日本の博

物館学や現場の技法を研修するというもので、アフリカ諸国からも毎年平均して 2 名内外の参加がある。

必ずしもじゅうぶんな受け入れ人数ではなく、研修内容も本事業での計画と異なるが、本事業によって確

立した協力関係のネットワークを継続的に広げるうえでは、かけがえのない機会となるであろう。博物館

学集中コースで習得した技術を自国の風土的・歴史的背景に適合させるという課題は、参加者個々が研修

後にも考究するはずのものであるので、同じ課題を前面に掲げた本事業を発展させていくうえでは、アフ

リカ諸国側からも豊富な人的資源が得られることと期待できる。 
 また、日本側への社会貢献として、共同調査の成果を国立民族学博物館の展示で貢献すると述べたが（2. 
(6)参照）、その実現にあたっては、本事業で研究協力体制を築いた機関や、アフリカ文化遺産データベース

のネットワークをつうじて新たに協力関係を築く機関からも、支援を受ける可能性が高い。こうした博物

館活動も、協力体制の維持と発展には重要である。 
 最後に若手研究人材の養成は、3. (3)で述べたように、個別研究と人的交流を調和的に進めることによっ

て達成しうる。個別研究は、従来どおり科学研究費補助金を獲得することで進めていき、人的交流は、国

際フォーラムやシンポジウムを今まで以上に積極的に開催することで加速的に推進する必要があろう（6. 
(1)参照）。こうした 2 つの条件を整えることにより、本事業で構築される協力体制を活用しながら、若手研

究者を育てられると考える。 
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（2）３で述べた実施計画で構築する国際的研究協力体制の将来像を概念図にしてください。 
 

 
  ※ピンクの実線は本事業で実現する協力関係を、破線は将来的な協力関係を示す。 
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５．準備状況 

相手機関の研究者との、本事業に係る準備状況について記入してください。なお、相手国側学術振興機

関との連絡状況及び予算獲得見込みについても触れてください。また、すでに大学間・研究科間等で相手

機関と協定を結び交流をしている場合には、締結年月、協定の内容、及び協定に基づく交流状況について

も記入してください。 
 

 本事業において協力体制を築く相手国側研究機関は、いずれも、国立民族学博物館が中心となって展開

してきた各種研究プロジェクトに参加した経験がある。そうしたプロジェクトを列挙すると、①国際協力

事業団（JICA）の委託のもとにおこなわれる集団研修「博物館学集中コース」（4. (1)参照）、②科学研究

費補助金による海外学術調査（「アフリカ・バントゥ文明の技術誌的研究――博物館国際協力による、その拡

大の歴史の解明」、「西アフリカ古王国の歴史人類学的研究――社会人類学、考古学、作物学の観点から」、「現

代アフリカにおける文化運動とエスニシティの人類学的研究」、4. (1)参照）、③国立民族学博物館がさまざま

な資金源によって運営してきた国際シンポジウムやフォーラム（「ミュージアムと新たな公共空間」2004 年、

「アフリカにおける文化遺産の危機と継承――記憶の保存と歴史の創出」2003 年、「現代アフリカにおけ

る芸術と文化の表象――アフリカの目で検証する」2001 年、「21 世紀における文化展示の構築をめざして」

1997 年、「博物館は『文化』のイメージをいかにつくりあげてきたか」1997 年、「21 世紀の民族学と博物館―

―異文化をいかに提示するか」1994 年）などがある。相手国側研究機関と日本側拠点部局は、機関間協定

こそ締結していないものの、研究協力の可能性を互いに認識しており、協力体制構築のための基盤はすで

にじゅうぶん整っているとみてよい。 
 なお、本事業において協力体制を築く相手国は、いずれもサハラ以南アフリカ地域に属し、経済的に厳

しい状況下にあるため、相手国側機関が独自に予算を獲得する見込みはない。 
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６．研究拠点機関となる部局等の研究教育活動実績等 

(1) 当該機関（部局等）の研究教育活動の特色、実績、及び国内外における位置づけ等（アジア・アフ

リカ諸国とのかかわりについても言及すること） 
 

 当該部局は、①世界でも傑出した規模と実績を有する「博物館をもった研究所」であり、同時に、②多

くのアフリカ研究者を抱える点でも日本有数の機関である。博物館を中心とする文化継承活動にたずさわ

りながら日本のアフリカ地域研究を進めるには、当該部局を拠点としないわけにいかない。 
 ①に関して、当該部局は文化資源情報センターを設置しており、数々の展示活動やワークショップ活動

を開催してきた。これらの企画は、国民への社会教育だけを目的とするのではなく、博物館をめぐるさま

ざまな技術の開発や、博物館展示をめぐる権力作用の研究など、多方面への学術的貢献をもはたしてきた。

つまり、たんに運営規模の点のみならず、有形無形の博物館資料の継承と活用に関する総合的研究分野を

開いてきた点で、博物館学の中心的存在になっている。このことをもっとも先鋭に打ち出しているのが、

事業コーディネーターが中心となって運営する民博の機関研究「ニュー・ミュージオロジーの構築にむけ

ての実践的研究――文化資源の活用における理論・論理・技術」（2004 年度-）である。このほかにも、関

連する共同研究やシンポジウム、各種フォーラムが数多く開催されている。たとえば、本事業の有力メン

バーである園田直子の共同研究「国立民族学博物館所蔵資料の総合的保存管理――システム構築にむけて

の基礎的研究」（2004-06 年度）、同じく川口幸也の共同研究「展示という語りの多様性と政治性に関する

研究」（2004-06 年度）、事業コーディネーターの吉田憲司による国際フォーラム「ミュージアムと新たな

公共空間」（2004 年度）などである。これらに加えて、国際的には、4. (1)で述べた博物館学集中コース（国

際協力事業団 JICA からの委託）をとおして、最先端の研究成果を公開している。このように、博物館活

動をとおした研究活動の展開に関しては、当該部局は比類のない実績を誇っている。 
 ②に関しては、4. (1)で述べた科学研究費補助金プロジェクトのほかにも、アフリカ研究に関する研究活

動がさまざまなかたちで展開されている。近年のプロジェクトから主なものを列挙してみると、本事業の

有力メンバーである竹沢尚一郎による共同研究「ポストコロニアル・アフリカ――その動態と課題」

（2002-04 年度）、吉田による国際シンポジウム「アフリカにおける文化遺産の危機と継承――記憶の保存

と歴史の創出」（2003 年度）、吉田による国際シンポジウム「現代アフリカにおける芸術と文化の表象――

アフリカの目で検証する」（2001 年度、外務省・国際交流基金・JICA 大阪国際センターとの共催）などが

ある。ここにみられるとおり、当該部局はたんに海外調査を推進するだけでなく、国際的な研究交流によ

ってその成果を還元し、それをあらたな研究に結びつけるという実践的・再帰的な研究戦略をとっており、

国際的な中核機関としての位置を獲得している。 
 
(2) 当該機関（部局等）の研究教育活動における本計画の位置づけ（アジア・アフリカ諸国とのかかわ

りについても言及すること） 
 

 日本のアフリカ研究の一大拠点としての役割をはたしてきた当該部局は、アフリカ研究者を総動員して

本事業の遂行にあたる。また、文化遺産の継承が主題となっていることから、保存科学を専門とする研究

者の参加も促す。また、4. (1)や 5.、6. (1)で述べたような関連事業との効果的な連携をはかり、最大限の成

果を得るよう支援する。 
 
(3) その他 

 ○ 事務支援体制 
 

 本事業に関する事務は、国立民族学博物館の各種シンポジウムや共同研究において活躍してきた管理部

研究協力課が全面的に支援する。ただし、経理面での事務は管理部財務課が担う。 

 

 

 ○ 特記事項 
 

とくになし 
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７．日本側コーディネーターの研究業績等 

(1) 申請計画に関連する分野での研究実績 
 

Kenji Yoshida, The Museum and the Intangible Cultural Heritage, Museum International, 221-222, pp.108-112, 2004. 
吉田憲司「特集１ アフリカを発信する――日本におけるアフリカ教育の現状と未来 国立民族学博物館」『アフリカ研究』

創立 40 周年記念号。 
Kenji Yoshida, Tadao Umesao and Angus Lockyer (eds), Japanese Civilization in Modern World XVII: Collection and 

Representation, National Museum of Ethnology, 2001. 
Kenji Yoshida, Re-Exhibiting Africa: from the Images of Other Cultures Exhibition.  In Eisei Kurimoto (ed.) Rewriting 

Africa: Toward Renaissance or Collapse? (JCAS Symposium Series 14), pp.193-207, 2001. 
吉田憲司『文化の「発見」――驚異の部屋からｳﾞｧｰﾁｬﾙ･ﾐｭｰｼﾞｱﾑまで』岩波書店、1999.（第 22 回ｻﾝﾄﾘｰ学芸賞受賞） 
吉田憲司「民族誌展示の現在－表象の詩学と政治学」 『民族学研究』6 (4)、pp.518-536、1998.  
吉田憲司・ｼﾞｮﾝ･ﾏｯｸ編著『異文化へのまなざし――大英博物館と国立民族学博物館のコレクションから』ＮＨＫサ

ービスセンター、1997.／Kenji Yoshida and John Mack (eds), Images of Other Cultures: Re-viewing 
Ethnographic Collections of the British Museum and the National Museum of Ethnology, Osaka, NHK 
Service Center, 1997. 

吉田憲司（著）『仮面の森――アフリカ・チェワ社会における仮面結社、憑霊、邪術』、講談社、1992.（第５回日本ア

フリカ学会研究奨励賞受賞） 

(2) 本事業のコーディネーターとして、本計画を実施する中で果たすべき役割についての、コーディネー

ター自身の考え 
 

 本事業コーディネーターは、1978 年以来、四半世紀以上にわたってアフリカ地域研究を継続してきた。

長期にわたって個人的に築き上げてきた人脈は膨大で、みずからの研究を進めるうえでかけがえのない資

産であることを実感している。本事業は、見方を変えれば、こうした資産を研究者相互で共有し、個人的

人脈の断片を組織だった研究協力ネットワークに再構築することにほかならない。コーディネーターの履

歴を制度的協力関係に転化し、研究基盤を形成するというこの試みを成功に導くためには、コーディネー

ターが一人で努力しても無意味であろう。積極的に事業に関わってもらうよう研究協力者をなだめすかし、

場合によっては引きずり込むような強引さが必要だと考える。個人資産の共有化は、資産活用を前提にし

ているのだから、積極的にこの資産を活用してもらうよう、研究協力者にたえまなく働きかけていくつも

りである。 
 

(3)  研究・教育歴 
 

2000 国立民族学博物館教授、総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任 
1992 国立民族学博物館助教授、総合研究大学院大学文化科学研究科助教授併任 
1980 大阪大学文学部美学科研究生 
1988 国立民族学博物館助手 
1987 大阪大学文学部助手 
1984 ザンビア大学アフリカ研究所共同研究員 
（展示活動） 
2003 「アイヌからのメッセージ」国立民族学博物館（主催：財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構、国

立民族学博物館） 
2000 「地球をぐるり――世界の仮面 不思議な変身の道具たち」堺市博物館（主催：堺市博物館） 
1998 「子供たちのみた地球――国連子供環境ポスター原画コレクション」国立民族学博物館新着資料展示

1997-98 「異文化へのまなざし――大英博物館コレクションにさぐる」国立民族学博物館・世田谷美術館 
1996 「ものの広場」国立民族学博物館常設展示 
1990 「赤道アフリカの仮面――秘められた森の精霊たち」国立民族学博物館 

本事業に割り当てる（専従する）時間・労力の割合 

（年間の全仕事時間・労力を 100％とする）     ７０ ％程度 
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(4) 研究業績：主な発表論文名・著書名 
著者、題名、掲載誌名、巻号、最初と最後の頁、発表年（西暦）を記入し、主著者にアンダーラインを付すこと。 

 

吉田憲司「民族誌展示の現在――『実践知』としての博物館人類学の可能性」『新訂 文化人類学――文化的

実践知の探求』（江渕一公、松園万亀雄編）放送大学教育振興会、pp.232-243、2004. 
吉田憲司『アイヌ文化振興法制定 5 周年記念フォーラム 再生する先住民文化――先住民族と博物館報告書』

（大塚和義と共編）国立民族学博物館、2003. 
吉田憲司「ルーヴルのなかのアフリカ――文化遺産の保存と展示をめぐるﾎﾟﾘﾃｨｯｸｽ」『民族藝術』19:80-89  
吉田憲司「『再興』という名の『創造』――アフリカ、ザンビアにおける王たちの祭」『岩波講座天皇と王権を

考える 第 6 巻表徴と芸能』（網野善彦、樺山鉱一、宮田登、山本幸司編）岩波書店 pp.273-305、2003.
Kenji Yoshida, 'Die Maske als Instrument: Warum Menschen sich ein zweites Gesicht schaffen' Gesichter der Haut 

(Christoph Geissmar - Brandi u.a), Stroemfeld Verlag, pp.181-188、2002. 
Kenji Yoshida, 'Exhibiting Entanglement of Gazes: A Proposal Based on the 1997-98 Exhibition 'Images of Other 

Cultures', Asia-Europe Marketplace of Museums (Report on the Asia-Europe Conference on Sharing Cultural 
Heritage Liden, April 2002) National Museum of Ethnology, Leiden, pp.73-79, 2002. 

Kenji Yoshida, Japanese Civilization in the Modern World: Comparative Studies of Collection and Representation, 
MINPAKU Anthropology Newsletter 8, p.11, National Museum of Ethnology, 1999 

吉田憲司「異文化展示の系譜――もうひとつの人類学史・素描」青木保ほか（編）『岩波講座文化人類学 
第 12 巻 思想化される周辺世界』岩波書店、pp.33-67、1996. 

吉田憲司「創られたアフリカ美術――美術館と博物館の近代」若山映子・圀府寺司（編）『美術史のスペ

クトルム』光琳者出版、pp.270-281、1996. 
吉田憲司（編）『仮面は生きている』岩波書店、1994. 
吉田憲司「色彩の象徴性・再考――ターナーの色彩論をふりかえって」『国立歴史民俗博物館研究報告』

62、pp.181-185、1995. 
Keniji Yoshida, Masks and Secrecy among the Chewa, African Arts 24 (2), pp.34-45, p.92, 1993. 
Kenji Yoshida, Masks and Transformation among the Chewa of Zambia, In Shohei Wada and Paul K. Eguchi (eds), 

Africa 4 (Senri Ethnological Studies 31), National Museum of Ethnology, pp.203-273, 1992. 
吉田憲司・端信行（編）『赤道アフリカの仮面』国立民族学博物館、1990. 
(5) 受賞歴等 

受賞名及び受賞年度、国際会議発表状況（基調講演、招待講演等を特記）、学協会における役職等の積極的に提供すべき情報

を記載する。 
 
（受賞歴） 
2004 年 第 1 回木村重信民族芸術学会賞 
2000 年 第 22 回サントリー学芸賞 
1993 年 第 5 回日本アフリカ学会研究奨励賞 
（国際会議におけるおもな発表） 
2004 “Museums and Intangible Cultural Heritage” presented at ICOM general conference in Seoul.（講演） 
2003 Key-note Presentation for 2003 International Symposium “Preserving Cultural Heritage of Africa: Crisis 

or Renaissance?” at the National Museum of Ethnology, Osaka.（基調講演） 
2003 Key-note Presentation for the International Joint Exhibition on “Portraiture: Self and Other” at the 

Asia-Europe Meeting: Presenting the Shared Cultural Heritage, Shanghai.（招待・基調講演） 
2002 Key-note Presentation for the Asia-Europe Conference on Sharing Cultural Heritage, “Exhibiting 

Entanglement of Gazes: A Proposal on the 1987-89 Exhibition ‘Images of Other Cultures,” in Leiden.（招

待・基調講演） 
2000 シンポジウム「現代アフリカにおける芸術と文化の表象」JICA 大阪国際センター（基調講演）

2000 国際シンポジウム「近代文明とタイムカプセル」国立民族学博物館（基調講演） 
1998 谷口財団文明学部門国際シンポジウム「近代世界における日本文明－コレクションの比較文明

学」国立民族学博物館（基調講演） 
1997 文部省国際シンポジウム「博物館は『文化』のイメージをいかにつくりあげてきたか」国立民族

学博物館（大阪）・国際交流フォーラム（東京）（基調講演） 
1994 国立民族学博物館創設 20 周年記念シンポジウム「21 世紀の民族学と博物館－異文化をいかに提

示するか」国立民族学博物館（コーディネーター） 
1993 “Masks and Transformation among the Chewa of Zambia” at the 9th Colloquium on African Ritual and 

Religion in Satterthwaite, UK. 
1992 “Because They Make a Secret of Birth, We Make a Secret of Death: Masks and Secrecy among the 

Chewa” at the 9th Triennial Symposium on African Art in Univ. of Iowa. 
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８．日本側協力研究者の研究業績 

申請課題の内容に限ることなく，最近５か年に発表した主な学術研究論文・図書について,研究者ごとに５件以内・発表年次の

順に記入すること。ただし，協力研究者が多数参加する場合は,中核となる研究者及び若手研究者を抽出して,記入すること。 

 
（中核となる研究者） 
竹沢尚一郎 2004  「ミュージアムと民族学をつなぐもの」『民博通信』104: 2-3. 
竹沢尚一郎 2004  「民族学博物館と歴史の創出／剥奪」『民博通信』104: 12-17. 
竹沢尚一郎 2003  「帝国の繁栄とその遺産」『季刊民族学』106: 56-59. 
竹沢尚一郎 2003  「民族学博物館の現在」『国立民族学博物館研究報告』28-2: 173-222. 
竹沢尚一郎 2001  『表象の植民地帝国――近代フランスと人文諸科学』世界思想社。 
Yukiya Kawagudhi 2000  A History Inside or Outside?:African Contemporary Art after 1989.  In C. Aniakor and 

K. Ikwuemesi (eds.) Crossroads:Africa in the Twilight, The National Gallery of Art: Nigeria, pp. 117-121. 
川口幸也 2000  「ホワイトキューブの闇――モダニズムの語りのしかけ」『現代の眼』525: 5-7. 
Yukiya Kawaguchi 2004  The Reception of African Art in Japan after the Second World War: Its Historical 

Overview.  In Afrika Remix: Zeitgenössische Kunst Eines Kontinents, Düsseldorf: Museum Kunst Palast, pp. 
282-295. 

川口幸也 2004  「ティンガティンガ絵画――その歴史と現況」岐阜県美術館・岐阜県産業文化振興事業団

（編）『大地の声が聞こえる――アボリジニとティンガティンガの世界』飛騨･世界生活文化センタ

ー、pp. 13-16. 
川口幸也 1997  「物語の可能性――アフリカの同時代美術」吉田憲司・J. マック（編）『異文化へのまな

ざし』NHK サービスセンター、pp. 264-271. 
森田恒之・園田直子・日高真吾 2004 「大型民族学資料の虫害防除法――加温空気を用いたオン・サイト

殺虫法」『国立民族学博物館研究報告』28(4)、539-570 
園田直子（編） 2003  『合成素材と博物館資料（国立民族学博物館調査報告 36）』、国立民族学博物館。

木川りか・長屋菜津子・園田直子・日高真吾・Tom Strang 2003 「博物館・美術館・図書館等における IPM
――その基本理念および導入手順について」『文化財保存修復学会誌』47: 76-102. 

園田直子 2003 「CD-ROM を保存科学に応用する可能性――『繊維製品の保存マニュアル』を作成して」

大森康宏（編）『マルチメディアによる民族学（国立民族学博物館調査報告 35）』国立民族学博物館, 
pp. 37-47. 

N. Sonoda, J-P. Rioux, A. Duval, et M. Dubus 2000  Caractérisation des matériaux d'art contemporain: liants et 
pigments synthétiques.  In Art et Chimie: La Couleur (Actes du Congrès), CNRS Edition, pp.105-110. 

 
（若手研究者） 
Taku Iida 2005  The Past and Present of Coral Reef Fishing Economy in Madagascar.  In N. Kishigami and J. 

Savelle (eds.) Indigenous Use and Management of Maritime Resources (Senri Ethnological Studies 67), Osaka: 
National Museum of Ethnology, pp. 237-258. 

飯田卓 2004.  「異文化のパッケージ化――テレビ番組と民族誌の比較をとおして」『文化人類学』69-1: 
138-158. 

飯田卓 2003  「異文化をプロデュースする――テレビ番組と民族誌」『民博通信』102: 2-5. 
飯田卓 2001  「マダガスカル南西部ヴェズにおける漁撈活動と漁家経済」 『国立民族学博物館研究報告』

26-1: 79-129. 
飯田卓 2001  「マダガスカル南西海岸部における漁家経済と農家経済――生業と食生活の分析から」 『ア

フリカ研究』57: 37-54. 
日高真吾 2003  「二酸化炭素による殺虫処理事例」『日本はきもの博物館年報』2001 年度: 14-17. 
日高真吾 2003  「駕籠に用いられる外装技法の基礎的調査」『民具研究』128: 63-74. 
日高真吾・伊達仁美・木村広・後出秀聡・木川りか・三浦定俊 2002  「民俗資料等の二酸化炭素による殺

虫処理の実例」『文化財保存修復学会誌』46: 76-95. 
日高真吾 2001  「女乗り物の保存処理事例と加飾技法の観察」『元興寺文化財研究所研究報告』: 58-63 
日高真吾 2000  「重要有形民俗文化財『大森及び周辺地域の海苔生産用具』保存処理｣『大田区立郷土博

物紀要』12: 25-30. 
 

 ※本ページ１枚のみとする。追加は認めない。 
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９．他制度での助成等の有無 

① 日本側コーディネーター及び協力研究者について、他制度から助成等を受けている場合（申請中及び申請予定のものを含む）、

主なものを記入して下さい。記入内容が事実と異なる場合には、採択されても後日取り消しとなる場合があります。 

② 助成制度名ごとに、研究課題名、研究資金の額、研究期間、本人の役割（代表者、共同研究者等）を明記してください。 

③ 特に、本会の下記国際交流事業に平成１６年度採用（中）及び平成１７年度申請中のものについては、必ず記載してください。 

 ・二国間事業に基づく共同研究又はセミナー ・先端研究拠点事業 ・拠点大学交流事業 ・アジア研究教育拠点事業 

日本側コーディネーターの受けている助成等の有無 

 

日本学術振興会 科学研究費補助金「アフリカ・バントゥ文明の技術誌的研究――博物館国際協力による、

その拡大の歴史の解明」28,190 千円（2005 年度 6,300 千円）、2002-2005 年度、代表者 
 
国立民族学博物館 機関研究「ニュー・ミュージオロジーの構築にむけての実践的研究――文化資源の活用

における理論・論理・技術」1,741 千円、2004 年、代表者 
 

日本側協力研究者の受けている助成等の有無 

 

日本学術振興会 科学研究費補助金「アフリカ・バントゥ文明の技術誌的研究――博物館国際協力による、

その拡大の歴史の解明」28,190 千円（2005 年度 6,300 千円）、2002-2005 年度、研究分担者（加賀谷、井関、

佐々木、亀井、飯田） 
 
日本学術振興会 科学研究費補助金（特定領域研究）「文化的アイデンティティと公共圏の再編――文化の

共存を可能にする文化研究の創出」824,903 千円（2005 年度 138,978 千円）、2005-2010 年度（申請中）、領

域代表者（竹沢）・研究分担者（飯田） 
 
国立民族学博物館 機関研究「文化的アイデンティティと公共空間の創出」450 千円（2004 年度）、2004-2006
年度、代表者（竹沢） 
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１０．経  費 

(1) 日本学術振興会から交付を希望する経費 

概算総額： 32,150 千円 

使用内訳(千円) 

年度 交流態様 

研究交流 

経費 

(千円) 
旅費 

設備備品

費 
消耗品費 謝金 その他 

委託手数料

(千円) 

小 計 9,969 9,869 30 10 40 20 990 

 共同研究 /

研究者交流 
6,873 6,823 15 5 20 10 

平成

１７

年度 
 セミナー 3,096 3,046 15 5 20 10 

 

小 計 9,333 9,233 30 10 40 20 930 

 共同研究 /

研究者交流 
6,237 6,187 15 5 20 10 

平成

１８

年度 
 セミナー 3,096 3,046 15 5 20 10 

 

小 計 9,938 9,838 30 10 40 20 990 

 共同研究 /

研究者交流 
6,842 6,792 15 5 20 10 

平成

１９

年度 
 セミナー 3,096 3,046 15 5 20 10 

 

総計（小計部分の合計） 29,240 28,940 90 30 120 60 2,910 

  （注意）１ 各経費の使途等については、ホームページの「アジア・アフリカ学術基盤形成事業経費の取り扱いについて」を参     

照のこと。 

２ 旅費（外国旅費及び国内旅費）については、各拠点機関で定めた規定に基づき算出のこと。 

３ 設備備品費、消耗品費、謝金、その他の合計額は、当該年度研究交流経費総額の３０％を上限とする。 

      ４ 委託手数料は、当該年度研究経費総額の１０％を上限とし、年度研究経費総額の外額とする。 

 

(2) 上記経費で実施する交流内容 

共同研究及び研究者交流実施による研究者の交流人数 

年 度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 

派遣先 

 

派遣元 

日

本 

そ

の

１ 

そ

の

２ 

そ

の

３ 

そ

の

４ 

そ

の

５ 

そ

の

６

派

遣

合

計

日

本

そ

の

１

そ

の

２

そ

の

３

そ

の

４

そ

の

５

そ

の

６

派

遣

合

計

日

本 

そ

の

１ 

そ

の

２ 

そ

の

３ 

そ

の

４

そ

の

５

そ

の

６

派

遣

合

計

日本 
 

2 2     4
 

  2 2   4
 

    2 2 4

相手国その１

（  ｻﾞﾝﾋﾞｱ  ） 
 

      
  

      
  

      
 

その２ 

（  ｶﾒﾙｰﾝ  ） 
 

      
  

      
  

      
 

その３ 

（ ﾅｲｼﾞｪﾘｱ  ） 
 

      
  

      
  

      
 

その４ 

（  ﾀﾝｻﾞﾆｱ  ） 
 

      
  

      
  

      
 

その５ 

（  マリ  ） 
 

      
  

      
  

      
 

その６ 

（  南ｱﾌﾘｶ  ） 
 

      
  

      
  

      
 

受入合計  2 2     4    2 2   4      2 2 4

（注意）１ 相手国が 4 カ国以上となる場合には、列を追加するか、または適当な加工を行って記入して良い。 

２ 相手国以外の国への派遣については、フィールドワークや資料収集を目的とした場合のみそれに要する経費の支出を認

める。 
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セミナー開催地及び参加人数 

年度 開催地 参加人数 参加者内訳（国名（人）を記載） 

平成１７年度 日本 13 人 
日本（7）、ｻﾞﾝﾋﾞｱ（1）、ｶﾒﾙｰﾝ（1）、ﾅｲｼﾞｪﾘ

ｱ（1）、ﾀﾝｻﾞﾆｱ（1）、ﾏﾘ（1）、南ｱﾌﾘｶ（1） 

平成１８年度 日本 13 人 
日本（7）、ｻﾞﾝﾋﾞｱ（1）、ｶﾒﾙｰﾝ（1）、ﾅｲｼﾞｪﾘ

ｱ（1）、ﾀﾝｻﾞﾆｱ（1）、ﾏﾘ（1）、南ｱﾌﾘｶ（1） 

平成１９年度 日本 13 人 
日本（7）、ｻﾞﾝﾋﾞｱ（1）、ｶﾒﾙｰﾝ（1）、ﾅｲｼﾞｪﾘ

ｱ（1）、ﾀﾝｻﾞﾆｱ（1）、ﾏﾘ（1）、南ｱﾌﾘｶ（1） 

総 計  39 人  

（注意）１ セミナー開催地は、日本及び相手国以外での開催は認めない。 

    ２ 参加者は相手国以外からの参加も認める。 

 

 

(2) (1)以外の日本側研究費の主要財源（もしあれば記入すること） 

財源の種類 金額（千円） 期 間 備 考 

 

科学研究費補助金 

 

6,300

 

平成１７年度（最終年度） 

 

ｱﾌﾘｶ･ﾊﾞﾝﾄｩ文明の技

術誌的研究――博物

館協力による、その

拡大の歴史の解明 

注）１．「主要財源」とは、機関独自の特別配分経費、科学研究費補助金、その他の補助金等をいう。 

  ２．本事業における交流実施期間中に係る主要財源を対象とし、「期間」欄には該当する年度を記入すること。なお、現在申

請中または将来申請を計画している場合もその旨「備考」欄に併記のうえ記入すること。 

   ３．科学研究費補助金については、その種目及び課題名を「備考」欄に記入すること。 
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(3) 相手国側学術振興機関と申請経費（申請予定を含む）  

申請状況 相手国側研

究機関名 

相手国側申

請先学術振

興機関名 

プログラム名及

び申請番号(*1) 申請時期 交付決定時期 

支給（予定）

総額 

照会先(*2) 

     年  月

(申請済・申請予定)

  年  月 

(決定済・決定予定)

 
支給（予定）期間 

    年 月 日 

～      年  月  日 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

Name,Tel,Fax,Email

     年  月

(申請済・申請予定)

  年  月 

(決定済・決定予定) 
 

支給（予定）期間 

    年 月 日 

～      年  月  日 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

Name,Tel,Fax,Email

 

     年  月

(申請済・申請予定)

  年  月 

(決定済・決定予定) 
 

支給（予定）期間 

    年 月 日 

～      年  月  日 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

Name,Tel,Fax,Email

 

 

 

*1.申請番号は申請先機関が申請に対して受付番号を付与している場合に記入してください。 

*2.照会先欄には、相手国側の学術振興機関における本件事務担当者の連絡先を記入してください。 

 



              アジア・アフリカ学術基盤形成事業申請書                    

20                （平成１７年度） 

 

１１．事務支援体制 

 

○ 支援事務総括部・課 

 

支援事務総括部課名 

 

国立民族学博物館 管理部 研究協力課 

 

責任者名 

所属・職名 

電話番号 

ﾌｧｯｸｽ番号 

Email 

 

西村幹夫 

研究協力課 課長 

06-6878-8208 

06-6878-8479 

kenkyoka@idc.minpaku.ac.jp 

 

担当者名 

所属・職名 

電話番号 

ﾌｧｯｸｽ番号 

Email 

 

宮本博文 

研究協力課 共同利用係 係長 

06-6878-8347 

06-6878-8479 

kyodo@idc.minpaku.ac.jp 

 

○ 経理等担当者（予定）について（※２） 

 

経理等担当者名（責任者） 

所属・職名 

電話番号 

ﾌｧｯｸｽ番号 

Email 

 

市原松司 

財務課 課長 

06-6878-8211 

06-6876-2195 

zaimuka@idc.minpaku.ac.jp 

 

経理等担当者名（実務） 

所属・職名 

電話番号 

ﾌｧｯｸｽ番号 

Email  

 

多田浩基 

財務課 経理係 係長 

06-6878-8215 

06-6876-2195 

keiri@idc.minpaku.ac.jp 

 

※ １ 支援事務総括とは、①実施計画・報告書等のとりまとめ ②コーディネーターとの連絡調整 

 ③評価報告書等のとりまとめ 等をさします。 

原則として、責任者には課長相当職を、担当者には、係長相当職とします。 

※ ２ 経理等担当者（予定）には、経理事務を行う者が支援事務総括とは異なる場合に、当該機関（部

局）事務局の経理担当者等を記入してください。 
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別 紙  （注）該当しない場合でも、必ず提出すること。 

 

分科・細目内訳表 

 

○ 分科・細目が複数に及ぶ場合 

 

 

○ 該当する分科・細目がコード表にない場合 

 ・ 新たな分科・細目名 

分科名 細目名 

  

  

 ・ 新たな分科・細目名を必要とする理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 類似する分科・細目等 

 

 

 

分科名 細目名 分科・細目コード 割合（％） 

文化人類学 文化人類学・民俗学 3301 ３５ 

情報学 メディア情報学・データベース 1004 ２５ 

情報学 情報図書館学・人文社会情報学 1008 １０ 

地域研究 地域研究 2601 ２０ 

哲学 美学・美術史 2806 １０ 

分科名 細目名 分科・細目

コード 

割合（％） 

    

    

    

    

    


