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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 人間文化研究機構 国立民族学博物館 
（ザンビア）拠点機関： ルサカ国立博物館 
（ナイジェリア）拠点機関： ナイジェリア大学総合芸術学部 
（ マリ ）拠点機関： 人文科学研究所 
（ ｶﾒﾙｰﾝ ）拠点機関： ヤウンデ大学美術考古学部 
（ 南アフリカ ）拠点機関：  ｳｨｯﾄｳｫｰﾀｰｽﾗﾝﾄﾞ大学芸術学部 
（ タンザニア ）拠点機関： タンザニア国立博物館機構 

 
２．研究交流課題名 

（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   
                   （交流分野：博物館による文化遺産継承  ）  
（英文）：Preserving the Cultural Heritage of Africa:  From Memories to Histories.       

                   （交流分野：Cultural Inheritance through Museums）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
３．採用年度 
 平成１７年度（ ３年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：人間文化研究機構 国立民族学博物館 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：館長 松園万亀雄 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：文化資源研究センター 教授 吉田憲司 
 協力機関：名古屋大学大学院文学研究科、大阪芸術大学芸術学部、 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 
 事務組織：国立民族学博物館 研究協力課国際協力係および財務課経理係 
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実施体制（つづき） 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：ザンビア 
拠点機関：（英文）Lusaka National Museum 

      （和文）ルサカ国立博物館 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director, Mudenda George Siasulwe 

 協力機関：（英文）Livingstone Museum, Copperbelt Museum, National Museums Board, Moto 

Moto Museum 

      （和文）リヴィングストン博物館、コッパーベルト博物館、国立博物館機構、
モトモト博物館 

 
（２）国（地域）名：ナイジェリア 
拠点機関：（英文）Faculty of Fine and Applied Arts, University of Nigeria 

      （和文）ナイジェリア大学総合芸術学部 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Lecturer, C. Krydz Ikwuemesi 

 協力機関：（英文）National Museum of Enugu, University of Ahmmadu Bello  

      （和文）エヌグ国立博物館、アーンマドゥ・ベロ大学 
 
（３）国（地域）名：マリ 
拠点機関：（英文）Institute of Human Sciences 

      （和文）人文科学研究所 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director, Kléman Sanogo 

 協力機関：（英文）Department of Culture and Heritage 

      （和文）芸術文化省文化遺産局 
 
（４）国（地域）名：カメルーン 
拠点機関：（英文）Faculty of Art and Archaeology, University of Yaounde 

      （和文）ヤウンデ大学美術考古学部 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Raymond Neba'a Asombang 

 協力機関：（英文）Bafut Royal Palace Museum 

      （和文）バフツ王宮博物館 
  

（５）国（地域）名：南アフリカ 
拠点機関：（英文）School of Arts, University of Witwatersrand 

      （和文）ウィットウォータースランド大学芸術学部 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Professor,  Anitra Nettleton 
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 協力機関：（英文）Ministerial Committee, University of Natal, Rock Art Institute of the  

University of the Witswatersrand, IZIKO Museum of Cape Town 

      （和文）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 

 
（６）国（地域）名：タンザニア 
拠点機関：（英文）National Museums of Tanzania 

      （和文）タンザニア国立博物館機構 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Norbert Andrew Kayombo 

 協力機関：（英文）Open University of Tanzania, Dar-es-Salaam National Museum 

      （和文）タンザニア放送大学、ダルエスサラーム国立博物館 
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５．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
 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具体的な方策を検討する。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。 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 平成 17年度にザンビアで開催した集中的共同研究（ワークショップ）にひき続き、平成 18年度は、

ナイジェリアにおいて集中的共同研究をおこなった。また、平成 17年度にひき続いて平成 18年度に

も国立民族学博物館で研究協議会を開催した。さらに、拠点機関のうち、日本での研究協議会に参加

がかなわなかったタンザニアには日本から研究者を派遣し、研究交流をおこなった。これにより、す

べての拠点機関代表者のあいだで問題意識の共有が進むとともに、各国の実情の把握もおおむね完了

したことになり、本事業の総括となる今年度の共同研究・セミナーにむけての準備を終えたといって

よい。 
 
７．平成１９年度の研究交流目標 
 昨年、国立民族学博物館（日本側拠点機関）の竹沢尚一郎がマリにおいてアフリカ最古とされる紀

元１千年紀初頭の王宮の遺構を発見した。同遺跡の発掘は、アフリカの歴史そのものを書き換える可

能性を有している。19年度において、本プロジェクトでは、このマリに日本の研究者を派遣して現地

の実態調査と共同研究をおこない、同遺跡を一つのモデルとして、アフリカの文化遺産の継承と新た

なアフリカ史の構築に向けた国際的研究ネットワークすなわち学術基盤の形成の具体策を策定する。 

 日本では、上記マリの研究者を含め、前年度までの研究協議会に海外から招聘した研究者を改めて

全員招聘し、本事業の成果を総括する共同研究を開催する。事業計画に掲げた拠点国の代表者が一堂

に会して総合的な討論をおこなうことにより、アフリカの文化遺産の現状と課題を改めて俯瞰すると

ともに、ひろくアフリカにおける文化遺産を研究・展示・保存するための将来にわたる国際的研究協

力体制の基盤を構築することが可能となる。なお、この共同研究の期間中の一部をセミナーとし、本

事業の成果を広く公開する。 
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８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

要点：①マリの文化遺産継承に関して、現地マリで実態調査と集中的討議をおこなう。 

   ②本事業の成果を取りまとめる総括共同研究の実施（於：国立民族学博物館） 

 

① マリの文化遺産に関する現地共同研究 

本事業における共同研究は、年度ごとに重点領域・地域をもうけて実施している。 

前年度に日本で開催した研究協議会において、本計画の参加研究者である竹沢尚一郎(国

立民族学博物館)より、同人がマリ側の拠点・協力機関とともに、同国ガオにおいて、アフ

リカ最古とみられる王宮の遺構を発掘したことが報告された。従来のアフリカ史の書き換

えを迫る今回の発掘を受け、同遺跡の保存と調査、更には新たなアフリカ史の構築に向け

て、国際的な研究協力ネットワーク(学術基盤)をいかに形成するかを明らかにするため、

日本より研究者４名が渡航し、マリの研究者とともに現地での実態調査と集中的な討議を

おこなう。 

この作業を通じて、同遺跡をひとつのモデルとし、アフリカの文化遺産の継承と新たな

アフリカ史の構築に向けた国際的研究ネットワーク、すなわち学術基盤の形成の具体策を

策定するのが、今回の共同研究の目的である。 
  
② 総括共同研究の実施 

 過去 2年間に日本に招聘し、また現地で共同研究を実施してきた、各国拠点機関(もし

くは協力機関)の研究者を改めて日本に招聘し、本事業の成果を総括するとともに、今後に

向けた行動目標を共有するための共同研究を開催する。同時に、国立民族学博物館（民博）

の博物館活動についての研修を実施し、博物館技術の共有をはかって研究協力のための基

盤を固める。なお、この招聘の一部は、別途予算を用いて実施する。 

 この総括共同研究は、年度ごとに重点領域・地域を設けて実施してきた共同研究を文字

通り総括するものとして位置づける。すなわち、この共同研究を通じて、アフリカの文化

遺産の置かれた現状を改めて俯瞰し、その課題とこれまでの対応策を確認することで､本事

業の成果の総括をおこなう。また、上記マリの王宮遺跡保存に向けて策定した研究協力体

制案をひとつのモデルとして、日本側、アフリカ側拠点機関の代表者のあいだで実務的な

協議をおこなうことで、広くアフリカにおける文化遺産を将来にわたって研究・展示・保

存するための国際協力体制の基盤構築を図る。 

なお、この共同研究の期間中の 1 日を公開のセミナーとして実施し、本事業の成果を広

く一般に周知することとする。 
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８－２ セミナー 

要点：本事業の成果を広く一般に周知するため、セミナーを日本において開催する。 
 

各国拠点機関(もしくは協力機関)の研究者全員の参加を仰いで実施する共同研究の一環

として、期間中の 1 日の討議を公開のセミナーとして実施し、本事業の成果を広く一般に

周知する。 

 

 セミナーでは、本事業に参加した、マリ、ナイジェリア、カメルーン、タンザニア、ザ

ンビア、南アフリカ、マダガスカルの計 7 カ国（うち 3 カ国の招聘は別途経費で実施の予

定）の文化遺産の現状をそれぞれの国の研究者が報告するとともに､そこから抽出された課

題に向けての本事業の取り組みを紹介する。また、あわせて、世界各地の文化遺産をめぐ

る動きの中での本事業の位置付けをおこない、本事業を通じて構築されたネットワークの

今後の展開についても、その展望を明らかにする。 

 

 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

要点： 拠点機関を有するザンビアへ研究者の派遣をおこなう。 

 

本事業の推進において、一貫して中核的な役割を果たしてきたザンビアのルサカ国立博

物館に研究者を派遣し、上記の総括共同研究ならびにセミナーの実施計画策定や成果取り

まとめに向けた作業を実施する。 
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９．平成１９年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 マリ ザンビア   合計 

日本  4/72 1/20   5/92 

マリ 1/11     1/11 

南アフリカ 1/11     1/11 

ナイジェリア 1/11     1/11 

ザンビア 1/11     1/11 

       

       

       

合計 4/44 4/72 1/20   9/136 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

６／１８ 

 （人／人日） 

 

 


