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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
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．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１８年 ４月 １日 ～ 平成１９年 ３月３１日 
 
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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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 
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（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 

 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．平成１８年度の研究交流実績の概要 
６－１ 共同研究 

 前年度(平成 17 年度)の研究協議会の場で、ナイジェリアにおいて文化遺産の継承が危機
的な状況に陥っていることが報告されたため、18 年度の緊急課題として、ナイジェリアに
おける研究者ネットワークの形成を支援し、本事業に関わるアフリカ各国および日本がど

のように貢献できるかを討議するための現地ナイジェリアでの共同研究を実施した。 
この共同研究では、ナイジェリアのほぼ全国をまわり、継承の危機に瀕する各地の有形・

無形の文化遺産の実地調査を実施するとともに、その知見を踏まえて、各地方の中核都市

において順次ワークショップを開催して集中的な討議をおこなった。なお、そのうち東部

のエヌグにおけるワークショップは、規模を拡大し、イボ民族の文化の伝統と変容をテー

マとしたシンポジウムとして実施した。 

全国の共同研究ツアーに同行したのは、日本からの研究者３名（内 1 名は別途資金で参

加）、前年度に来日したアフリカ側（カメルーン、ザンビア、南アフリカ）拠点・協力機関

の代表者 3名と、ナイジェリアの拠点・協力機関の研究者 3名の計９名である。 

一連の共同研究により、同じくナイジェリア国内でも、東部と西部で文化遺産の保全の状

況は大きく異なっており、特に早くからキリスト教化し、その後石油の産出を見た東部地

域で、有形・無形の文化遺産が危機的な状況におかれていることが確認された。また、参

加した研究者は訪問した各地でテレビやラジオに出演し、文化遺産の継承の重要性を訴え

るとともに、国際的なネットワークを活用して、その保全・継承の支援をおこなうための
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指針を策定した。また、今回、エヌグでのシンポジウムにあたって発表された報告を各地

の大学での教材として活用できるように、CD による論文集を作成した。 

 

 

６－２ セミナー 

 
本年度は実施していない。セミナーは最終年度に当たる次年度（平成 19年度）に実施する。 
 
 
 
６－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 
 本年度は、前年度の日本における研究交流のための研究協議会に参加できなかったマリ

の協力研究者、タンザニアの拠点機関の代表者、ならびにマダガスカルの協力研究者を招

聘し、コロキアム「アフリカにおける文化遺産の継承Ⅱ―マリ、タンザニア、マダガスカ

ルの状況をめぐって」を開催して、これまでの成果を共有するとともに、事業体制の拡充

をはかった。 
健康上の理由のため、タンザニアの拠点機関の研究者が直前になって来日できなくなっ

たが、事後に日本側から研究者がタンザニアに渡航し、情報の共有化をはかった。また、

今年度は招聘計画のなかった南アフリカに関して、現在、本事業の一環として進めている

データベースの共有化（サイバーミュージアムの構築）に向けた研究調整が必要となった

ため、同国の拠点機関への日本側研究者が訪問した。なお、当初は、マリの拠点機関の研

究者の招聘が、相手国の事情（博物館の大規模な改修のため、本務地を離れることができ

ない）から難しいと判断されたため、マリ地域の協力機関であるセネガルの協力研究者の

招聘と、日本側からの研究者のマリへの派遣を予定していたが、マリの事情が好転し、マ

リからの研究者の招聘が実現したため、これらセネガルの研究者の招聘と日本側からマリ

への研究者派遣は実施しなかった。 
いずれにせよ、以上のような一連の研究者の招聘・派遣により、本事業の中核をなす、

すべての拠点・協力機関とのあいだで緊密な研究交流が実現し、国際的な研究ネットワー

クの骨格を確立することができたのは、本年度の大きな成果である。また、マリ、タンザ

ニア、マダガスカルのそれぞれの地域における文化遺産の状況の異同が確認され、前年度

の成果とあわせ、アフリカ全体を視野に入れた文化遺産の現状と課題に向けての展望を得

た。これにより、本事業の総括となる 19年度の共同研究・セミナーに向けての準備は整っ
たといってよい。 
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７．平成１８年度の研究交流の成果  

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

 平成 18 年度は、昨 17 年度に日本へ共同研究のために招聘した、南アフリカ、ザンビア、

カメルーンの拠点・協力機関の研究者とともに、ナイジェリアを訪問し、現地共同研究を

実施するとともに、新たにマリ、マダガスカルの拠点・協力機関の研究者を日本へ招聘し、

研究者交流をおこなった。タンザニアの研究者は渡航直前に健康上の理由により来日でき

なくなったため、事後に日本より研究者をタンザニアへ派遣し、現地での研究者交流を実

施した。これら一連の事業により、本事業の中核をなす、すべての拠点・協力機関とのあ

いだで、確固とした研究協力体制を構築することができた。 

 

７－２ 学術面の成果 

 
 ナイジェリアでの現地共同研究は、日本側研究者と、アフリカ各国の研究者が、ナイジ

ェリアの研究者とともにナイジェリア各地をまわり、複眼的かつ国際的な視点から、同国

の文化遺産の現状と課題に対して現状分析と提言をおこなったという点で、これまでにな

い意味で重要な意味をもつ。この現地共同研究では、広く同国の北部・南部・東部をまわ

り、それぞれの地域のあいだの政治・宗教・経済のシステムの異同に応じて、文化遺産の

保全と継承の状況にも大きな違いがあることを確認した。とりわけ、キリスト教の浸透と

石油の掘削による経済的不平等の拡大が進む東部において、伝統文化が危機的な状況にお

かれていることが判明し、それに向けての文化政策上・教育上の施策の緊急提言を現地メ

ディアを通じておこなったことは、文化遺産研究の実践的成果として特筆されてよい。 

また、日本で研究者交流の一環として大阪・国立民族学博物館で実施したコロキアム「ア

フリカにおける文化遺産の継承Ⅱ―マリ、タンザニア、マダガスカルの状況をめぐって」

では、前年度の南アフリカ、ザンビア、カメルーン、ナイジェリアに続き、マリ、タンザ

ニア、マダガスカルとその周辺地域における文化遺産の状況についての具体的な知見を共

有しえたことで、ほぼアフリカ全域を対象とした文化遺産の現状と課題について展望を得

るにいたった。さらに、それら全地域の各関連機関の有する資料(文化遺産)情報の共有化

をはかるデータベース＝サイバー・ミュージアムの関係者のあいだでの運用を開始した。

この結果、機関・地域横断的な資料情報の検索が可能になり、すでに参加各機関において

さまざまな研究活動に活用され始めている。 
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７－３ 若手研究者養成 

 

ナイジェリアにおける現地共同研究では、各地方の中核都市においてワークショップを

開催し、国家英雄的なアーティスト兼研究者から若手のアーティストや研究者にいたる、

多彩な参加者を得て活発な討議をおこなった・同国の地方都市でこのような集会がもたれ

ることは稀であり、本事業で実施したワークショップは、現地の若手研究者にとって、国

家英雄的なアーティスト兼研究者と直接意見を交換し、さらには海外の研究者との議論を

通じて国際的な視野と知識を獲得する無二の機会となった。その意味で、今回の事業は、

同国の若手研究者育成に画期的な貢献をなしたといえる。 

一方、大阪で実施したコロキアム「アフリカにおける文化遺産の継承Ⅱ―マリ、タンザニ

ア、マダガスカルの状況をめぐって」には、国内諸大学の若手研究者や大学院生が多数参

加し、アフリカの文化遺産の現状に関する最新の動向に接する機会を得た。日本のアフリ

カ研究、とくに日本アフリカ学会の活動においても、本事業に関連する研究事業以外には

文化遺産に関する研究活動は数えるほどしかなく、本事業はわが国におけるアフリカの文

化遺産の研究の分野での若手研究者育成にも、大きな貢献をなしているといってよい。 

 

 

７－４ 社会貢献 

 ナイジェリアで実施した現地共同研究では、ナイジェリア各地をまわってそれぞれの中

核都市でワークショップを開催するとともに、その成果をそれぞれの地域の新聞、ラジオ、

テレビなどメディアを通じて積極的に広報周知した。日本とアフリカ諸国の研究者がナイ

ジェリアの文化遺産の重要性を強く訴えたことは、伝統文化の継承に難題を抱えるナイジ

ェリア諸地域において、地域住民がみずからの文化遺産を再発見する契機となり、ナイジ

ェリアにおける文化遺産の保全の今後の動向にも少なからぬインパクトを与えた。その社

会的な意義はきわめて大きい。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 昨年度と今年度は、本事業の目的である「学術基盤形成」に主眼を置き、拠点・協力機

関とのあいだに将来にわたって継続的に維持可能な研究協力体制を構築することに力を注

いだ。この結果、学術基盤＝研究協力体制の整備は完遂しえたといってよい。また研究対

象国、特にザンビアやナイジェリアにおいては、研究成果の社会への還元も進んでいる。

その一方で、日本国内に関しては、最終年度である平成 19 年度に、研究成果を広く公開す

ることとし、昨年度と本年度に関しては、それに向けての準備という位置づけで、専門家

に参加を限ったコロキアムを実施するにとどまった。研究成果の広く一般への公開が、最

終年度に残された課題であるが、上述のとおり、その準備はすでに整ったといってよい。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数   13 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  1 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  10 本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 

 

８．平成１８年度における総交流人数・人日数 
８－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 ナイジェリア マリ 南アフリカ タンザニア 合計 

実施計画 4／83 1／18 0／0 0／0 5／101 
日本 

実績 

 

2／38 0／0 2／16 (1)／10 4(1)／64 

実施計画      
ナイジェリア 

実績  

 

    

実施計画 0／0    0／0 
マリ 

実績 1／9  

 

  1／9 

実施計画  1／17   1／17 
ザンビア 

実績  1／18  

 

 1／18 

実施計画  1／17   1／17 
カメルーン 

実績  1／15   

 

1／15 

実施計画  1／17    1／17 
南アフリカ 

実績  1／18    1／18 

実施計画 1／9     1／9 
タンザニア 

実績 0／0     0／0 

実施計画 1／9     1／9 セ ネ ガ ル 

(マリ参加研究者) 実績 0／0     0／0 

実施計画 1／9     1／9 マダガスカル 

（南アフリカ参加

研究者） 

実績 1／9     1／9 

実施計画 3／27 7／134 1／18 0／0 0／0 11／179 合計 

実績 2／18 5／89 0／0 2／16 (1)／10 9(1) ／133

 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・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。） 
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８－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   5／18   （人／人日）    3／7   （人／人日） 

 

 


