
様式９ 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２３年度 実施報告書 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 

国立民族学博物館 

（   ） 拠 点 機 関： マリ文化省文化財保護局 

（   ） 拠 点 機 関：  

 

２．研究交流課題名 

（和文）： アフリカにおける文化遺産の保護と社会的活用のための研究交流               

                   （交流分野：文化財科学         ）  

（英文）： Protection and Public Use of the Cultural Heritage in Africa                

                   （交流分野：              ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.r.minpaku.ac.jp/takezawa/                            

 

３．開始年度 

平成２２年度（  ２年目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：大学共同利用機関法人 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 須藤健一 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：先端人類科学研究部 教授 竹沢尚一郎 

 協力機関：南山大学 

 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 

 

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１）国名：マリ 

拠点機関：（英文）Direction of the Cultural Heritage, Ministry of Culture 

      （和文）マリ文化省文化財保護局 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Direction of the Cultural Heritage, 

Director of the Cultural Heritage, Klessigue SANOGO 

 協力機関：（英文）University of Mali 

（和文）マリ大学 
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５．全期間を通じた研究交流目標 

ユネスコによる世界遺産の制度化により、アフリカ諸国の文化遺産に関する関心はい

ちじるしく高まっている。しかしながら、世界遺産に登録されている総件数８９０（２０

０７年現在）に対し、サハラ砂漠以南のアフリカ諸国の登録件数７９、うち文化遺産４２

と、その数はきわめてかぎられている。その理由は、ひとつには、アフリカ諸国の考古学

調査が進んでいないために、文化遺産の価値が十分に認識されていないことである。それ

に加えて、アフリカの多くの国では、文化財の保護や社会的活用のための制度設計ができ

ていないという課題もある。 

本学術基盤形成事業においては、西アフリカ・マリ共和国の文化省文化財保護局およ

びマリ大学と協力しながら、①文化財の発掘・調査に当たる人材の育成と、②文化財の保

護および展示等を通じてのその社会的活用に当たる人材を育成する。マリのように深い歴

史がありながら、研究学術資金の制約がある国家においては、この 2 つの領域は同一人物

が兼務していることが多く、この両面における力量の啓発は大きな意義がある。さらに、

③文化財の保護とその社会的活用のために地域社会とどのように協力するかのノウハウを

共同研究を通じて概念化し、博物館などでの展示・公開の作業を通じて、文化財のもつ価

値を地域住民と国民に向けて広報する作業の実施により、文化財の公共的活用という研究

課題に応えていく。また、④本研究期間中に、わが国の若手研究者を現地で研究させるな

どして、彼らの育成にも尽力する予定である。 

 

６．平成２３年度研究交流目標 

  本年度は、本研究の日本側コーディネーターである竹沢がマリに行き、マリ側コーデ

ィネーターの所属する文化財保護局等と、今年度以降の研究交流の実施計画の策定や今年

度実施予定の研修の内容等について詳細を詰める。また、今年度は、研究協力を永続化す

るための研究協力協定の締結に向けて話し合う。 

「学術的」には、本年度もマリ側の考古学者と共同研究を組織して、マリ東部のガオ

で未開発の遺跡の発掘を行う。それと平行して、マリの考古学的研究の発展に寄与するべ

くセミナーと実習を組織し、文化財の保護のためのノウハウの開発と、考古学的知識の普

及・開拓に貢献する。この点に関しては、それに先立ってわが国で研究会を実施して、文

化財の社会的活用等についてのノウハウの確立につとめる。これらの研究交流には、マリ

大学および日本の大学に属する大学院生や若手研究者を参加させることで、研究能力と実

務的能力の涵養につとめる。 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 ２３年１２月に竹沢がマリに行き、今後の研究協力体制の構築に向けた話し合いを詰

めておこなった。それにより、今後、日本とマリの２つの機関（国立民族学博物館とマ
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リ文化省文化財保護局）のあいだで研究協力協定を締結する方向性を確認し、具体的な

内容と文面について協議していくことを決定した。 

 

７－２ 学術面の成果 

学術的には、マリ南部のニジェール川流域で広範囲な遺跡の分布調査をおこない、表面

で採集される考古遺物の分析をおこなった。これにより、これまでマリ北部のガオ遺跡の

地中で発見されるものと同じ種類の土器を確認したが、ガオとマリ南部とでは１２００㎞ 

離れており、こうした土器の広範囲にわたる存在は初めて確認されたものである。今回は

一カ所での試験的発掘に終わったが、今後、発掘調査を継続することで、これだけ離れた

地点の交易や支配の実態について解明していく予定である。 

 

７－３ 若手研究者育成 

マリ南部でおこなった試験的発掘に、バマコ大学の大学院生を数名選抜して連れて行

き、実習を実施した。バマコ大学では毎年約４０名が歴史考古学科に進学するが、予算

の都合で実習がおこなわれることはなく、バマコ大学の教員と大学院生のあいだできわ

めて高い評価を受けた。今後も本事業が続く限り、継続して実習をおこなう予定である。 

 また、マリで全国から１５名の博物館学芸員と文化財関係者を集めてセミナーを実施

したが、それに参加した現地職員の大半は若手研究者であり、彼らに対し博物館の課題

と展示方法の改善等について講演と討議をおこなった。 

 

７－４ 社会貢献 

マリでおこなった博物館セミナーには、マリに現在存在する７つの地方博物館学芸員が

参加した。地方博物館の建設はマリで現在いわばブームであり、今後も増えることが計画

されている。しかし、その学芸員に対する教育機関は存在せず、今回のセミナーの実施に

より、彼らの知識と展示技術の向上が実現され、それが展示内容に反映されることが期待

される。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

  今後は、マリと日本の２機関のあいだで研究協力協定を締結する予定であり、そのた

めの詳細な内容や文面について詰めの作業をおこなっている。平成２４年度中にマリから

研究者を招聘して、協定を締結する予定である。また、それに際してセミナーを実施する

予定であり、これによって我が国のアフリカ考古学及びアフリカ歴史学の発展に寄与でき

るものと期待される。 

 共同研究はマリ南部で実施する予定であり、過去の交易の実態と支配形態について、大

きな進展が期待される。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 
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  平成２４年度論文総数     １本 

相手国参加研究者との共著    0 本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。） 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

 

 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

 ※「１０．平成２３年度研究交流実績状況」の概要について記載してください。 

８－１ 共同研究 

本年度は、これまでの共同研究をさらに推進し、マリ南部のニジェール河流域での考古

学発掘調査を、マリ側コーディネーターをはじめ、マリ大学の 2 名の教授が参加すること

で実施した。さらに、それにマリ人大学院生５名を参加させることで、研修をおさめさせ

た。西アフリカ各国の大学では、考古学の講座はあるが、予算の制約により実習が行われ

ないため、机上の学問になる傾向がある。その改善のためには、このような研修の実施が

必要である。また、わが国ではアフリカ考古学は全くの未開拓の分野であり、それにわが

国の大学院生を参加させることには大きな意義がある。 

 

８－２ セミナー 

竹沢と川口が２０１２年１月にマリへ行き、マリ各地の文化財保護局の支部員および各

地の博物館学芸員、あわせて１５名を首都バマコに集めて、セミナーを実施した。テーマ

は、考古資料を中心にした文化財の保護方法と、博物館での展示手法の改善、民族学博物

館と現地の地域博物館の展示手法の開発等である。 

近年、マリをはじめとする西アフリカ各国では、ヨーロッパのＮＰＯ等の介入により地

域博物館の建設が盛んである。しかし、その保存のためのノウハウや博物館の展示に関し

ては、それを教育する機関が現地にないこともあり、改善の余地が大いにある。そこで、

本セミナーを実施することで、その拡充・充実をめざした。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

竹沢が１２月にマリに行き、マリと日本のあいだの研究協力を長期にわたって実現する

ために、マリ文化省文化財保護局ないしマリ大学とのあいだの研究協力の協定書の締結に

向けて協議した。これにより、２０１３年度中に、わが国の国立民族学博物館とマリの文

化省文化財保護局とのあいだで、学術研究協定の締結の予定である。 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・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>

マリ 

<人／人日>

 

<人／人日>

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  4/61   4/61 

実績 6/63   6/63 

マリ 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画  4/61   4/61 

実績  6/63   6/63 

 

※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。） 

※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 

   ４／８  <人／人日>   １／２  <人／人日> 
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１０．平成２３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  22 年度 研究終了年度 平成 24 年度 

研究課題名 
（和文）アフリカにおける文化遺産の保護と社会的活用のための研究交流 

（英文）Protection and Public Use of the Cultural Heritage in Africa

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）竹沢尚一郎 国立民族学博物館 教授 

（英文）Takezawa Shoichiro, National Museum of Ethnology, Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 
（英文）SANOGO Klessigue, Direction of the Cultural Heritage, Director

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 マリ  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画
 

1/40  1/40 

実績 3/41  3/41 

マリ 

<人／人日> 

実施計画  
 

  

実績    

 

<人／人日> 

実施計画   
 

 

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  1/40  1/40 

実績  3/41  3/41 

② 国内での交流       人／人日 

２３年度の研究

交流活動 

１２月に竹沢がマリに行き、現地研究者とともに共同研究を継続する予

定であった、ところが、今年はマリ北部でトゥアレグ人の分離独立運動が

激しくなり、マリ北部には外国人の立ち入りが禁止され、これまで１０年

来おこなってきた北部ガオ市での発掘調査が不可能となった。そのため、

今年度は南部のニジェール川流域で、広範囲にわたる遺跡の分布調査と予

備調査を実施し、その上で一カ所の遺跡で試験的な発掘をおこなった。 

 

研究交流活動成

果 

マリ南部でおこなった広域的な予備調査により、ガオ市の遺跡で発見され

るのと同じ種類の土器が、１２００ｋｍ離れたマリ南部にもかなり広範囲

に存在することが確認された。こうした類似性はこれまで知られておらず、

大変貴重な発見である。 

 こうした事実は、遠く離れた２つの地域間でおこなわれた緊密な交易

か、土器製造の技術を持つ制作者集団の強制的移動を推測させるものであ

る。ガオ市の遺跡は西暦１０―１２世紀のものであることが確認されてお
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り、この時期に広域に及ぶ支配体制の確立ないし長距離交易が存在してい

たと考えられ、当時の政治体制や経済状況を解明する手がかりとして、今

後継続して調査していく予定である。 

 

日本側参加者数  

４ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ マリ ）国（地域）側参加者数 

４ 名 （１３－２ マリ国側参加研究者リストを参照） 



 8

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 

文化財保護と博物館展示のためのセミナー「今日の世界の博物館」

（英文）JSPS AA Science Platform Program Seminar on the 

Cultural Heritage and its Exhibition in the Museum 

開催時期 平成２４年 １月２３日 ～ 平成２４年 １月２４日（ ２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）バマコ、マリ 

（英文）Bamako、Mali 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）竹沢尚一郎 国立民族学博物館 教授 

（英文）Takezawa Shoichiro, 

National Museum of Ethnology, 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) 

（英文）SANOGO Klessigue 

Direction of the Cultural Heritage, Director 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（ マリ ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. ２／１７

B. 

C. 

 

マリ 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. ３／９

 

 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. 

 

合計 

<人／人日> 

A. ２／１７

B. 

C. ３／９

 

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
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でください。） 

セミナー開催の目的 マリ全国の博物館学芸員と文化財保護関係者１５名を首都バマコ

に呼んで、２日間のセミナーを実施する。テーマは「２１世紀のマ

リの博物館」である。発表者は、マリ側コーディネーターのクレシ

ゲ・サノゴ文化財保護局長、サミュエル・シディベ・マリ国立博物

館長のほか、日本から川口幸也国立民族学博物館准教授と竹沢で会

った。現在マリ各地で地方博物館建設のブームがあり、１０年前に

は全国で２館しかなかったものが、現在では計８館に増え、さらに

増大する計画である。しかし、博物館学芸員を養成するシステムが

マリには存在しないため、マリ側の拠点機関からの要望により、マ

リの博物館の現状と、今日の博物館に要請されている課題、展示内

容の改善方法等について講義をおこない、参加者とともに討議す

る。 

セミナーの成果 マリで全国の博物館関係者を集めておこなったセミナーは、この５

年間で初めてであり、オープニング・セレモニーにはマリ文化省の

事務次官が主席するなど、大きな期待が寄せられた。また、セミナ

ーの内容についても大変好評を博し、今後も継続していくことを強

く要請された。このセミナーにより、全国から集まった学芸員や文

化財関係者は最新かつ広範な知識を得ることができたので、今度の

各地の博物館の展示内容の改善が実現されるものと期待される。 

セミナーの運営組織 マリ文化省文化財保護局のクレシゲ・サノゴ局長をはじめとした同

局職員が、予算とセミナー開催のための準備を行い、実施に当たっ

ても全面的な協力を得た。 

開催経費

分担内容

と金額 日本側 

内容：総額   1,070,000 円              

海外旅費   870,000 円（日本人研究者２名） 

謝金     100,000 円（会場の手配、セミナー運営の

ための事務連絡等） 

印刷資料代  100,000 円 

マリ側 

内容 総額：    250,000 円 

会場費      10,000 円 

旅費滞在費  240,000 円 
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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> 

マリ 

<人／人日>

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1/5  1/5 

実績 1/5  1/5 

マリ 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  1/5  1/5 

実績  1/5  1/5 

②  国内での交流       1/2 人／人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

国立民族学博物・ 

教授・竹沢尚一郎 

マリ・バマコ・ 

文化省文化財保護局

23.12.2～ 

24.12.6 

研究協力体制の構築に 

向けた話し合い 

国立民族学博物・ 

教授・竹沢尚一郎 

南山大学人文学部・

教授・坂井信三 

23.9.6～ 

24.9.7 

アフリカの博物館協力に

関する研究打ち合わせ 
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１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 30,440  

外国旅費 2,613,651  

謝金 977,725
発掘にあたり、助手を 2 名現
地に連れて行き、発掘と作図
に当たらせるための費用。 

備品・消耗品購入費 846  

その他経費 1,157,180  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

220,158  

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人／０人日 

第２四半期 0 １／２人日 

第３四半期 476,527 ２／２８人日 

第４四半期 4,523,473 ４／３５人日 

計 5,000,000 ７／６５人日 

 

 


