
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施報告書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 名古屋大学大学院文学研究科 

（カメルーン    ）拠点機関： ヤウンデ大学 I 

（マリ    ）拠点機関： バマコ大学 

（セネガル ）拠点機関： シェイク･アンタ･ディヨップ大学 

（タンザニア ）拠点機関： ダルエスサラーム大学 

 

２．研究交流課題名 
（和文）： 伝統的生活様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカにおける宗教動態   

                   （交流分野： 文化人類学  ）  

（英文）： Religious Dynamics of Contemporary Africa concerning the destruction of Traditional 

Life Mode and New Religious Movement                   

           （交流分野：Cultural Anthropology ）  

 研究交流課題に係るホームページ： 

http://afroasia.lit.nagoya-u.ac.jp/~hikaku/dryland/dynamicsreligion/home.html 

 

３．採用年度 
 平成 ２１  年度（  １ 年度目） 

 

４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：名古屋大学大学院文学研究科 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 

名古屋大学大学院文学研究科・研究科長・和田壽弘 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

名古屋大学大学院文学研究科・教授・嶋田義仁 

 協力機関： 

 事務組織：研究協力部研究支援課、文系事務部経理課 

 

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： カメルーン 

拠点機関：（英文）  University of Yaundé I 

      （和文） ヤウンデ第一大学 
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 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Arts, Letters and Human 

Sciences ・Chargé de cours・Saibou Nassourou 

 協力機関：（英文） University of Ngaoundéré 

      （和文） ガウンデレ大学 

       

（英文） University of Maroua 

      （和文） マルア大学 

 

（２）国（地域）名： マリ 

拠点機関：（英文） University of  Bamako  

      （和文） バマコ大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） Faculty of Languages, Arts and Human 

Sciences (FLASH)・Professor・Samba Diallo  

 協力機関：（英文） 

      （和文） 

（３）国（地域）名： タンザニア 

拠点機関：（英文） University of Dar es Salaam  

      （和文） ダルエスサラーム大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Institute of Swahili・Professor・John 

G.Kiango 

 協力機関：（英文） 

      （和文） 

（４）国（地域）名： セネガル 

拠点機関：（英文） Cheikh Anta Diop University 

      （和文） シェイク･アンタ･ディヨップ大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Fundamental Institute of Black Africa 

(IFAN)・Professor・Abdou Salam Fall 

 協力機関：（英文） 

      （和文） 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 
「伝統的生活様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカにおける宗教動態」をテーマに、 

日本側拠点機関に属する研究者とアフリカ拠点機関に属する研究者とのあいだで、共同研

究・研究者交流、セミナー等の学術交流をおこない、共同研究を推進する。そのために、

おもに以下のことをおこなう。 

１．日本側拠点機関に属する研究者とアフリカ拠点機関との間で、研究情報を共有するイ

ンターネット・ネットワークを構築する。 
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2．アフリカ拠点機関に眠っている修士論文、博士論文、未刊論文などを共通して利用でき

るデータ・ベースを構築する 

3．研究成果は電子ジャーナル Religious Dynamics in Africa と簡易印刷でも公刊する。 

4．日本人若手研究者のみならずアフリカ人若手研究者の育成を、アフリカと日本の共同指

導によっておこなう。そのために、民間財団資金や国費留学生制度を利用して、日本人大

学院生のアフリカの大学への留学、アフリカ人大学院生の名古屋大学への留学を推進する。 

5．研究は、3 テーマ「アフリカ･イスラームの動態」「アフリカの都市化とグローバル化の

中での宗教動態」「伝統価値の崩壊と青少年・教育問題と宗教」を柱にしてすすめる。 

 
６．平成２１年度研究交流目標 
１．「伝統的生活様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカにおける宗教動態」という共

同研究テーマの趣旨を、次の 3 点において、アフリカ側共同研究者に正しく理解してもら

い、共通理解を確立する。 

 ① この数十年のアフリカの著しい変貌による伝統的生活様式・伝統的価値の崩壊にと

もなう精神的危機の存在。 

 ② それにともなう「再宗教化」。 

 ③ 経済開発一辺倒でアフリカ問題を解決することの限界。 

2. また、この研究を、3 テーマ「アフリカ･イスラームの動態」「アフリカの都市化とグロ

ーバル化の中での宗教動態」「伝統価値の崩壊と青少年・教育問題と宗教」を柱にしてすす

めることに対する互いの共通理解を確立し、そのための戦略チーム形成をおこなう。 

3. 同時に、3 年間の研究交流の具体的なロード・マップの確認をおこなう。特に重要なの

が「拠点間のネットワークの構築」と「若手研究者の人材育成」である。事前にメールや

ホームページを通じて各国拠点機関と意見交換をする。日本人研究者をマリとカメルーン

に派遣し綿密な意思疎通をはかる。さらに別経費を利用した他国への派遣も予定している。

以上の準備をしたうえで、名古屋大学で開催されるセミナーに各国拠点機関の研究者を招

き具体案を定める。 

4. 「伝統的生活様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカにおける宗教動態」をめぐる

国際共同研究の意義をあきらかにし、アジア・アフリカ学術基盤形成事業が名古屋大学大

学院文学研究科を拠点と開始されたことを内外に明らかにする。 

 
 
７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 
 

１）アフリカ人研究者 3 名（サイブ・ナスール：カメルーン女性問題省次官：ヤウンデ第

一大学講師、マームド･ジンギ：マルア大学准教授、ナフェ･ケイタ：バマコ大学准教授）

を名古屋大学に招いて共同研究をおこなった。 
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 マームド・ジンギ準教授は、マルア大学の学術委員会委員長で、嶋田はその学外メンバ

ーとなった。 
２）コーディネーターの嶋田義仁名古屋大学文学研究科教授が、以下の 4 大学を訪れ、共

同研究をおこなった。 

・マリのバマコ大学：Naffet Keita 准教授、Samba Diallo 教授・副学長 

・ヤウンデ第一大学：Saibou Nassourou 講師・カメルーン女性問題省次官 

・マルア大学：Mahmoudou Djingui 准教授、Saibou Issa 教授 

・シェイク・アンタ・ディヨップ大学 IFAN：Abdou Salam Fall 教授 

 マリ・バマコ大学では学長からも歓迎をうけ、本研究セミナーをバマコ大学で開催する

ことにも大きな賛意を得た。カメルーン女性問題省次官でもあるヤウンデ第一大学 Saibou 

Nassouro 講師からは、女性問題をめぐっての研究推進に、カメルーン女性問題省も共同し

て取り組みたいという提案があった。 

３）ガウンデレ大学大学院生 Oussemanou Adama を日本政府国費留学生として名古屋大学文

学研究科研究生（2010 年 4 月より博士課程学生）として受け入れた。 

４）国際セミナーを名古屋大学で開催した。平成 21 年 12 月 12―14 日。 
平成 21 年 10 月 10、11 日にプレミーティングをおこない、事前準備を整えたうえで、12

月 12 日から 14 日までの 3 日間、「伝統様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカの宗教

動態」についてのセミナーを名古屋大学で開催した。 

国内外から全体（科研費Ｓによる参加者等含む）で 6 カ国から 25 名の研究者が参加し、

3 日間にわたり 21 もの研究発表がおこなわれた。研究発表者の内訳は、カメルーン 2 大学

（マルア大学とヤウンデ第一大学）から 2 名、マリのバマコ大学から 1 名、アルジェリア

の高等師範学校から 1 名、中国中央民族大学から 1 名、そのほか、名古屋大学研究生のア

フリカ人研究者 1 名、名古屋大学博士課程の中国内モンゴル人大学院生 2 名、千葉大学博

士課程大学院生 3 名。日本側は、千葉大学文学部准教授 1 名、酪農学園大学教授 1 名、名

古屋大学文学研究科教授 1 名、同博士課程大学院生 3 名、同修了者 1 名、中部大学中部高

等学術研究所研究員 1 名、総合地球環境学研究所研究員 2 名であった。 

セミナー参加者が、事業の問題意識と意義・目的を確認したうえで、アフリカとアジア

の事例研究について社会科学、自然科学の視点より議論した。また、今後の事業計画につ

いても協議した。 

【成果】 

本セミナーによる主成果は以下の 4 点である。 
１．各国拠点機関の参加研究者を招聘することで，研究者交流とともに，今後の事業計画

について具体的に協議することができた。 
２．コーディネーター嶋田義仁による基調講演により、参加研究者が、現代アフリカの

宗教動態についての問題意識と事業の意義を確認し共有することができた。 

３．スワヒリ、ガーナ、カメルーン、スーダン、サハラ・サーヘルというアフリカの多

様な地域の事例研究を討議することで、アフリカの伝統様式の崩壊と再宗教化ついて、多
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角的理解が可能となった。 

４．科学研究基盤Ｓ「牧畜文化の解析によるアフロ･ユーラシア内陸乾燥地文明とその現

代的動態の研究（研究代表：嶋田義仁）」の共催で、中国人研究者、アルジェリア人研究者

の参加を得ることによって、伝統様式の崩壊と再宗教化の問題が，アフリカにとどまるだ

けではなく、アジアにおいても重要な問題であることが確認できた。現代アフリカの宗教

動態を、日本や中国の事例とともに検討することで、よりグローバルな観点から捉えなお

す必要がある。 
 
 
 
 
７－２ 学術面の成果 
 

共同研究、セミナーの成果は、今 Religious Dynamics in Africa にとりまとめる予定で準備

中である。多数の研究発表を欧文で論文化するためには、丁寧で厳格な査読が必要で、そ

の公刊は、22 年度に予定している。 

その際、以下のメンバーを研究報告 Religious Dynamics in Africa の編集委員として、国際

的な編集・査読体制による研究成果の公表をめざすことが合意された。そのなかで、日本

とアフリカの若手研究者の育成をはかる。 

・マリ国バマコ大学 Naffet Keita 准教授、Samba Diallo 教授・副学長 

・カメルーン国ヤウンデ第一大学 Saibou Nassourou 講師・カメルーン女性問題省次官 

・カメルーン国マルア大学 Mahmoudou Djingui 准教授、Saibou Issa 教授 

・セネガル国シェイク・アンタ・ディヨップ大学 IFAN の Abdou Salam Fall 教授 

・タンザニア国ダルエスサラーム大学 John G.Kiango 

研究は、3 テーマ「アフリカ･イスラームの動態」「アフリカの都市化とグローバル化の中

での宗教動態」「伝統価値の崩壊と青少年・教育問題と宗教」を柱にしてすすめられた。 

とくに、アフリカにおける女性問題をめぐっては、Saibou Nassourou ヤウンデ第一大学の

講師は、カメルーン女性問題省次官であり、カメルーンのガウンデレ大学に留学し、日本

大使館の専門調査員もつとめた名古屋大学院生の小林未央子のアフリカ・ムスリム社会の

女性研究もあって、かなりすすんだ議論がおこなわれた。Saibou Nassourou カメルーン女性

問題省次官を中心に、アフリカの女性問題をテーマにした国際会議を組織する可能性がみ

えてきた。 

 関連する研究論文 10 本が発表された。そのなかで注目されたのは、アフリカの教育問題、

とくにアフリカの伝統文化をどのように現代教育に組み込むか、さらにはアフリカ近代化

に取り組むかと言う問題であったが、音楽に関する論文 3 本は、音楽のような人間の感性

にふかく刻まれた伝統文化は表面的な近代化政策に抗して存続し続け、現代アフリカ文化

の創造においても重要な役割を果たしていることを明らかにしている。 
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７－３ 若手研究者養成 
 日本でおこなわれた共同研究、セミナーには多数の若手研究者が参加した。その研究発

表を今、論文として作成すべく、日本とアフリカ研究者が協力して指導にあたっている。 

 また、嶋田のアフリカ拠点大学訪問を通じて、若手研究者の共同育成や日本への留学、

また日本人若手研究者のアフリカでの研究受け入れ体制の整備などにむけて努力すること

が確認された。本年よりガウンデレ大学の大学院生が名古屋大学文学研究科博士課程に留

学している。 

 また以下のメンバーを編集員とした Religious Dynamics in Africa を公刊し、若手研究者の

論文作成を推進する。 

・マリ国バマコ大学 Naffet Keita 准教授、Samba Diallo 教授・副学長 

・カメルーン国ヤウンデ第一大学 Saibou Nassourou 講師・カメルーン女性問題省次官 

・カメルーン国マルア大学 Mahmoudou Djingui 准教授、Saibou Issa 教授 

・セネガル国シェイク・アンタ・ディヨップ大学 IFAN の Abdou Salam Fall 教授 

・タンザニア国ダルエスサラーム大学 John G. Kiango 

 

７－４ 社会貢献 
 本プロジェクトはその名称「伝統的生活様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカに

おける宗教動態」に示されるように、従来のアフリカ研究にかけていた現代アフリカの問

題にとりくむことを目標としており、そのアフリカにおける社会的関心はきわめて高い。

本研究成果は、一般聴衆の参加も可能な公開講演の形でも、発表していきたい。 

ちなみに、2008 年度には、カメルーンで「４0 年間の日本のアフリカ研究」を公開講演

でおこない、新聞・テレビの取材をうけたうえに、嶋田は朝のワイドショーにも出演して、

日本のアフリカ研究の特色を述べた。こうした研究公開も計画することが、バマコ大学と

の研究交流のなかで、相互承認に至った。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 
本事業遂行の計画案立案がやや細かすぎて、かつ 4 半期毎の計画・報告というのは、プ

ロジェクト運営上、かなり難しい面がある。というのは、アフリカとの交流は、以下の理

由において、時間がかかり、計画通りの進行が困難な面があるからだ。 

①  研究交流のコーディネーターが、大学管理職や政府役職などを兼務して出張日程の確 

  定が困難。 

② また 2010 年はアフリカ独立 50 年祭に当たり、各国で様々な祭典を企画しており、 

特に大学研究者には、独立 50 年をどのように評価し、今後のアフリカの行く道を 

どのように定めるかと言うセミナーや国際会議の企画･出席が期待されている。 

③ アフリカ人研究者のヴィザ取得などに関して、時間がかかる面がある。とくに問題は、 

アフリカ人研究者が来日する際、フランスのシャルル・ドゴール空港をトランジット

するだけでも、トランジット・ビザが必要であり、この取得には、申請が朝 9時か 11 
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時までに限定されているため、申請書類の事務的提出にさえ前夜から並ばなければなら

い                   など、様々な制限がある。 

とくに課題とした問題 

１．日本側拠点機関とアフリカ拠点機関との間のインターネット・ネットワーク構築、に

ついては基本的な準備はととのった。 

2．アフリカ拠点機関に眠っている修士論文、博士論文、未刊論文などを共通して利用でき

るデータ・ベースの構築は、リスト作りを開始した。 

3．研究成果は電子ジャーナル Religious Dynamics in Africa と簡易印刷でも公刊する。欧文原

稿の査読に時間を要し、公開は来年度。 

4．日本人若手研究者とアフリカ人若手研究者の育成は、日本とアフリカでおこなった共同

研究とセミナーに、若手研究者を参加させることによって、軌道にのりだしている。とく

に、若手研究者がすすめるべき研究のテーマが明確になった。日本人大学院生のアフリカ

の大学への留学、アフリカ人大学院生の名古屋大学への留学推進は、このような若手育成

の中でおこなうが、本年よりガウンデレ大学の大学院生が名古屋大学文学研究科博士課程

に留学している。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 
  平成２１年度論文総数  18 本 
   うち、相手国参加研究者との共著 ０本 
   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの ０本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 
① 下記セミナーにともなって、以下の３名のアフリカ研究者が来日、名古屋大学における

セミナーをはさんで共同研究をおこなった。 

・マリ国バマコ大学 Naffet Keita 准教授 

・カメルーン国ヤウンデ第一大学 Saibou Nassourou 講師・カメルーン女性問題省次官 

・カメルーン国マルア大学 Mahmoudou Djingui 准教授 

②  日本側コーディネーター嶋田義仁名古屋大学文学研究科教授が、マリ国バマコ大学

（2010 年１月）、カメルーン国ヤウンデ第一大学、マルア大学、および、セネガル国シ

ェイク･アンタ･デイヨップ大学 IFAN（2010 年 3 月）訪問し、以下の研究者との共同研

究をおこない、同時にそれぞれの大学の大学院生をともなっての共同研究もおこなった。 

・マリ国バマコ大学 Naffet Keita 准教授、Samba Djiallo 教授・副学長 

・カメルーン国ヤウンデ第一大学 Saibou Nassourou 講師・カメルーン女性問題省次官 

同マルア大学 Mahmoudou Djingui 准教授、Saibou Issa 教授 
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・セネガル国シェイク・アンタ・ディヨップ大学 IFAN の Abdou Salam Fall 教授 

 

８－２ セミナー 
平成 21 年 10 月 10、11 日にプレミーティングをおこない、12 月 12 日から 14 日までの 3

日間、「伝統様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカの宗教動態」についてのセミナー

を名古屋大学で開催した。 

国内外から全体（科研費Ｓによる参加者等含む）で 6 カ国から 25 名の研究者が参加し、3

日間にわたり 21 もの研究発表がおこなわれた。 

【成果】 

本セミナーによる主成果は以下の 4 点である。 

１．各国拠点機関の参加研究者を招聘することで，研究者交流とともに，今後の事業計画

について具体的に協議することができた。 

２．コーディネーター嶋田義仁による基調講演により、参加研究者が、現代アフリカの宗

教動態についての問題意識と事業の意義を確認・共有することができた。 

３．スワヒリ、ガーナ、カメルーン、スーダン、サハラ・サーヘルというアフリカの多様

な地域の事例研究を討議することで、アフリカの伝統様式の崩壊と再宗教化ついて、多

角的理解が可能となった。 

４．科学研究基盤Ｓ「牧畜文化の解析によるアフロ･ユーラシア内陸乾燥地文明とその現代

的動態の研究（研究代表：嶋田義仁）」の共催で、中国人研究者、アルジェリア人研究者

の参加を得ることによって、伝統様式の崩壊と再宗教化の問題が，アフリカにとどまる

だけではなく、アジアにおいても重要な問題であることが確認できた。現代アフリカの

宗教動態を、日本や中国の事例とともに検討することで、よりグローバルな観点から捉

えなおす必要がある。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
  共同研究のために来日したアフリカ人研究者の滞在中の世話や食事会などを通じて、

大学院生クラスの研究者とアフリカ人研究者の交流がおこなわれた。嶋田のアフリカ大学

での共同研究に際しても、アフリカ人大学院生との交流が、共同研究以外にもおこなわれ

た。 
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９．平成２１年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

         

         派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日

> 

カメルー

ン 

<人／人日

> 

マリ 

<人／人日

> 

セネガル

<人／人日

> 

タンザニ

ア 

<人／人日

> 

合計 

<人／人日

> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/20 1/20 0/0 0/0 2/40 

実績 1/10 1/22 1(1)/10 0/0 2/42 

カメルーン 

<人／人日> 

実施計画 2/30     2/30 

実績 2/29    2/29 

マリ 

<人／人日> 

実施計画 1/9     1/9 

実績 1/13    1/13 

セネガル 

<人／人日> 

実施計画 (1/3)     (1/3) 

実績 0/0    0/0 

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画 1/9     1/9 

実績 0/0    0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/48 

(1/3) 

1/20 1/20 0/0 0/0 6/88 

(1/3) 

実績 3/42 1/10 1/22 0/10 0/0 5/84 

※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。 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 ２０／３５ ＜人／人日＞   ４／６ ＜人／人日＞ 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 
―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 21 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）伝統的生活様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカにおける宗教動態  

（英文） Religious Dynamics of Contemporary Africa concerning the destruction 

of Traditional Life Mode and New Religious Movement 

日本側代表

者 

氏名・所属・

職 

（和文）嶋田義仁･名古屋大学文学研究科･教授 

（英文） 

Shimada Yoshihito, Graduate School of Letters, Nagoya University・ 

Professor 

相手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

Dr. Saibou Nassourou, Faculty of Arts, Letters and Human Sciences, University of Yaounde I・

Chargé de cours, Cameroon 

Dr. Samba Diallo, Faculty of Languages, Arts and Human Sciences (FLASH) University of 

Bamako・Professor, Mali 

Dr. John G. Kiango, Institute of Swahili University of Dar es Salaam・Professor, Tanzanya 

Dr. Abdou Salam Fall, Fundamental Institute of Black Africa (IFAN)  Cheikh Anta Diop 

University・Professor, Senegal 
交流人数 

（※日本側予

算によらない

交流（相手国

予算による）

についても、

カッコ書きで

記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 
カメルー

ン 
マリ 

セネ 

ガル 

タン

ザニ

ア 

計 

<人／人日

> 

<人／人日

> 

<人／人日

> 

< 人／人

日> 

<人／

人日> 

<人／人日

> 

日本 
<人／人日

> 

実 施 計

画 

 1/20 1/20 0/0 0/0 2/40 

実績 1/10 1/22 1(1)/10 0/0 2/42 

カメル

ーン 
<人／人日

> 

実 施 計

画 

2/30     2/30 

実績 2/29    2/29 

マリ 
<人／人日

> 

実 施 計

画 

1/9     1/9 

実績 1/13  1/13 

セネガ

ル 

実 施 計

画 

0/0     0/0 



 11

<人／人日

> 

 

実績 0/0     0/0 

タンザ

ニア 
<人／人日

> 

 

実 施 計

画 

1/9     1/9 

実績 0/0     0/0 

合計 
<人／人日

> 

実 施 計

画 

4/48 

 

1/20 1/20 0/0 0/0 6/88 

 

実績 3/42 1/10 1/22 0/10 0/0 5/84 

③  国内での交流       ４人／6 人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

研究交流活動 平成 21 年 10 月 10、11 日にプレミーティング後、12 月 12 日―14 日の 3
日間、「伝統様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカの宗教動態」についてのセミ

ナーを名古屋大学で開催。全体（科研費Ｓによる参加者等含む）で 6 カ国から 25 名の

研究者が参加し、3 日間にわたり 21 もの研究発表がおこなわれた。 
日本側コーディネーター嶋田義仁名古屋大学文学研究科教授が、マリ国バマコ大学

(2010 年１月）、カメルーン国ヤウンデ第一大学、マルア大学、セネガル国シェイク･ア

ンタ･ディヨップ大学 IFAN（2010 年 3 月）訪問、研究者と学生との共同研究をおこなっ

た。 
成果 1.現代アフリカの宗教動態についての問題意識と事業の意義が、参加研究者に確

認・共有された。並びに、スワヒリ、ガーナ、カメルーン、スーダン、サハラ・サー

ヘルというアフリカの多様な地域の事例研究を討議することで、アフリカの伝統様式

の崩壊と再宗教化ついて、多角的理解が可能となった。 
2．カメルーン女性問題省次官でもある研究者、ガウンデレ大学女性元留学生らの参加

によって、アフリカ女性問題を宗教的違い、牧畜民農耕民都市民の違い、学歴の違い

などによって、その表れの違いを把握しつつ具体的に理解する道がひらけた。 
3.2010 年はアフリカ諸国の多くが独立 50 年祭を迎える。これをセネガルはアフリカ再生

の年として祝おうとしている。そのために首都の環境整備を徹底的に推進。巨大なシ

ンボル像も構築。2003 年に成立したアフリカ連合も、「アフリカ合衆国」構想とうち

だし、その第一段階として、地域連合を推進している。大学も、一国の大学ではなく

隣接数カ国の中の大学を目指している。マルア大学やバマコ大学はその渦中にある。

大学教育を主題に、アフリカの脱国民国家運動の現実的な具体相が明らかになりそう

なことが判明した。その中でアフリカ大学との連携をどのように築くかが課題となっ

て現れた。 
4．関連成果とし 18 本の論文が発表され、セミナー、共同研究の成果は Religious Dynamics 
in Africa に編集中。嶋田はマルア大学の学術委員会委員となった。 

日本側参加者数  

21 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

カメルーン国側参加者数 

3 名 （１３－２ カメルーン国側参加研究者リストを参

照） 

 マリ 国側参加者数 

２ 名 （１３－３ マリ国側参加研究者リストを参照） 

タンザニア国側参加 者数 
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１ 名 （１３－４ タンザニア国側参加研究者リストを参照）

セネガル国側参 加者数 

１ 名 （１３－５ セネガル国側参加研究者リストを参照） 

 
 

１０－２ セミナー 
―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業・伝統様式の崩

壊と再宗教化をめぐる現代アフリカの宗教動態 

（英文）JSPS AA Science Platform Program Religious Dynamics of Contemporary 

Africa concerning the destruction of Traditional Life Mode and New Religious 

Movement 

開催時期 平成 21 年 12 月 12 日 ～ 平成 21 年 12 月 14 日（3 日間）

（プレミーティング 平成 21 年 10 月 10-11 日） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文） 日本、名古屋、名古屋大学文学研究科 

（英文）Japan, Nagoya, Graduate School of Letters, Nagoya University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）嶋田義仁 名古屋大学文学研究科･教授 

（英文）Shimada Yoshihito・Graduate School of Letters, Nagoya 

University・Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（ 日本   ） 

日本 

<人/人日> 

A. 

B. 2/4

C. 7/21

カメルーン 

<人/人日> 

A. 

B. 2/29

C. 

マリ 

<人/人日> 

A. 

B. 1/13

C. 
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A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しないで

ください。） 

 

セミナー開催の目

的 

「伝統的生活様式の崩壊と再宗教化をめぐる現代アフリカにおける宗

教動態」をめぐる国際共同研究の意義をあきらかにしつつ、アジア・

アフリカ学術基盤形成事業が名古屋大学大学院文学研究科を拠点と開

始されたことを内外に明らかにし、3 年間の国際共同研究の方向性を定

める。 
 日本とアフリカのみならず、アフリカ間の研究者の交流対話の場を

提供することによって、新たな研究交流の潮流をつくる。 
若手研究者を、最先端のアフリカ研究の流れのなかに巻き込む。 

セミナーの成果 １．各国拠点機関の参加研究者を招聘することで，研究者交流ととも

に，今後の事業計画について具体的に協議することができた。 
２．コーディネーター嶋田義仁による基調講演により、参加研究者が、

現代アフリカの宗教動態についての問題意識と事業の意義を確認・

共有することができた。 
３．スワヒリ、ガーナ、カメルーン、スーダン、サハラ・サーヘルと

いうアフリカの多様な地域の事例研究を討議することで、アフリカ

の伝統様式の崩壊と再宗教化ついて、多角的理解が可能となった。 
４．科学研究基盤Ｓ「牧畜文化の解析によるアフロ･ユーラシア内陸乾

燥地文明とその現代的動態の研究（研究代表：嶋田義仁）」の共催で、

中国人研究者、アルジェリア人研究者の参加を得ることによって、

伝統様式の崩壊と再宗教化の問題が，アフリカにとどまるだけでは

なく、アジアにおいても重要な問題であることが確認できた。現代

アフリカの宗教動態を、日本や中国の事例とともに検討することで、

よりグローバルな観点から捉えなおす必要がある。 

合計 

<人/人日> 

A. 

B. 5/46

C. 7/21
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セミナーの運営組

織 

コーデネイター： 

嶋田義仁 名古屋大学大学院文学研究科・教授 

運営委員： 

和崎春日 中部国際大学・国際関係学部・教授 

佐々木重洋 名古屋大学大学院文学研究科・准教授 

山田肖子 名古屋大学大学院文学研究科・准教授 

事務局  

松平勇二 名古屋大学大学院文学研究科博士課程 

ウスマーヌ・アダマ名古屋大学大学院文学研究科博士課程 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 国内旅費   82,320 円 

招聘旅費  979,030 円 

会議費   206,508 円            

合計   1,267,858 円 

相手国(地域)          

 

 

１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 
① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

 

日本 

<人／人日>

 

カメルーン

<人／人日>

 

マリ 

<人／人日>

 

タンザニア 

<人／人日> 

 

計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

カメルーン 

<人／人日> 

実施計画      

実績   

マリ 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

タンザニア 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画      

実績      

② 国内での交流   人/人日 
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１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 

国内旅費 220,960  

外国旅費 2,842,312 消費税対象額

2,421,041 円

謝金 441,799 消費税対象額

419,299 円

備品・消耗品購入費 550,031 消費税対象額

58,631 円

その他経費 774,736 消費税対象額

504,269 円

外国旅費・謝金に係
る消費税 170,162  

計 5,000,000  

委託手数料 500,000  

合  計 5,500,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 0 0/0 

第２四半期 22,500 0/0 

第３四半期 617,911 8/70 

第４四半期 4,359,589 1/20 

計 5,000,000 9/90 

 

 


