
2009 December



･IとklL 'JIH- 1や ■ l J Jt ■♭

文化出産国際協力コンソーシアムとは J -, ド

与えてくれます｡そのような文化njfを人H共沸の財産として､現ZEふら末剰 こ引きBでtg=が払たちにはあり

二 .:I tl / / :･'■:I -■ l l- . " : ･ :'･･一 ･るといえます.

ユネスコを中心とした文化iL産に対する保kのEZZFk的取り且みが行われている中で､我がEDにおいてt'二Elrqま

たは皿群J順 を通じて､世界的な文化jA垂の保排のための仏力や入朝書成 典同研究などにgL搾的に取り泊んで

いるととろです.さらLC.2∞6年6月 16日､r港外の文化il産の埠■に無もcm 的な独力の推SIにPlする法礼
が成立し､今後.-JPの文化jA亜可畷笹力の推進を回り 世界における多様な文化の発展にTllすることが求め

られております.

我がEhにおける文化iLiEのEEZ肝性力は､研究烏Jnや行政点弧 民rq同伴.民rq企&事あるいはそこLL所JIする研
究書など■広い主体が担い手となっておりまT.て うレた中で､ぞ托それの自主性を■tt,-ながら.一文化1まの

保hに如するEZ]頼協力を悪性化することを目的として.名声Lh書が相互L=連hta力をすることが求められていま
す.

コンソーシアムの4つの使命
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コンソーシアムの活動

I ネットワークdL美

ll l～r･ぶ■と■A

会Aもしくは各分科会活hLCより収ホされた1書～ととも

に ■首JBが独白に収*した文化■&EiZRk曲力に向ける

dM lAJl■ ､■｢■Ild EE■山へ▼■ JLLh

Tる111得専)をテ-夕ベース化し 金JLがウ1プ上でtk

穎できるンステムをiI供しています,

J ZIIE研究

始+eIを紹介しています･まIE シンポジr>ム書で 文化1亜可取溢れ升nL=おけるt新の始向ふ ElRt仏力の

tt仕L=ついてお伝えしていきまT.

′■

日本の専門家による文化道産国際脱力都菜の縦1介
〃 ■

-::u;.Ill-I:::J.ujli'1:し 'JT･lT J"t:I ':.t'.I.㌫ I,.I.h:さ∴r･:三.諾 :三こミ.〔.RI::二で

ゝ ていも文化相 叩 LB力棚 につし'て り声望ィ.抄を通じて即 しtfitL;S･ (州 J=に-hernag･Th Q

I- '':走 去 y -



アンコール遺跡保存修復プロジェクト
JSA(E]本国政府 7ンコール辻称救預 チーム) fUl乃 ･l川I jt (なめがわ たけし)･.咽Ill人7一点tZ

がEaLする そしてその杜の 息よく

七八をE司際やJJとして行うため.急鞘

fFい7/コールiElIl点yFと そのため



保存#gl事事とI(イヨンマスタープラン

]SAではこれLでに.′(イヨン｣ヒFtJL 7/コ-ル ワット外PlqeIAl.比

稚斗 アン⊃一心 トム上宮前EZ､qプラサート スープラN:一桁肘'ii及



し 畑 王書生,

アジア ･太平汗地域文化財iL!造物保存修役協力Lrt実における

インTiネシアの伝統的な木造娃造物に係る保存協力部業

文 化庁文化財串参事官 (建造物 担当) 斯 rEq LtJ95qL 牡控





ドゥオンラム農村集落保存プロジェクト
独立行政法人Eg立文化財機構奈良文化財研究所､昭和女子大学.文化庁文化財部参事官 (建造物担当)

棚) 〟.(.外交のgLJ*サンJで/ミ/ (lt文q)

である.相にモノ7-LQ鰍 こIl lJ: 玩 角

ありろくだがrlわれ 小EfいrLにラテライトI

いni指として知られる,



伴仔tl税T.1i出の拙LIL rゥオノウムfllま 2OO5年lIHTr文Lt.M伽BliL;
k川祈 り,Lに桁)itさ11 2(雌 q-5日に触/f条例JLfT刑的 IJME7flに

そして 2qX)咋2flE=Fi jE

M転仏力横M L_qFEt欠fkJl血

このプロ/llクトでの暮iVlそもとに

Q)桝rfi-rM的し きりにベトナム外

Li;え▲つとしている./7枚 ベトナ

(jE化lJ･ 坊qrtlA/肋 は 化JI研蛸 島Ftl他州 ベトナム文化批 スボ-シ事大FLIP



敦煙壁画の保護に関する共同研究および

シルクロー ド文化財保護フェローシップ事業
独立行政法人Eq立文化財政≠東京文化財研究所

代Jln n水仙J=付す3 0)りII) 朝耗文化附i

q P) 199nql-

浪Jについでのt】Lf1姐力JのAEJrわJthr

AJAJにい ･てr‖■い矧司で妃粒文rL.Ll

られl(FF兜のkl一Jが■三g.;n LたことL.



FRはI咋ZFH=flJRVfを会■L 2W i2010咋C)5qJIuで tJ上林伽ZI

t～ .I.LItLrJID～ tLl.やIJLJ■.HH l･1llrJJI IITt■lI.L■Jrの

搬Zt件伽として～甘金u 輔Iq 折r( 艶色み さらに挿Tb肌は鵜の朴

8明!1の書r"l分Ifについて シJI,グローri11枚の所dTriQ 甲良 IJ'

絹 駅内 村I肘のJr('朽 r]if収 に対し.汁コ-ス 12Y.から14名 の

!皿鉢伽ZItl湖叫rJは2tNX)勺かb光～さII ど(鵬 Ll'に柊 rLf. IfFf

llPAr.rI▲bnhrltITM∵ JtIH■hf.11■川･<■.lJdAJ■､■l

Nl附 t) l咋｢=l紳省Ln朴 LIRtiA!人Ar-】H(淡仲代)と枯可I宇也ある収

I L■LA. lMIL Lイ■t･Iqb トrtLA

稚PIJlを作成し(..



欄 軒 等墜 ;二掛 一 一

ハドラマウト地方の洪水による被災文化退座状況調査



蛎の鼓宮七位kLたことがわかった.ただし

シJf-ムだLlそ ワ-ディー ハドウマウトにおける触Aされるべきt

-のJl轟として イエJ/人以外が姓Pして fM1-していくことが4:当

E:)切なのでJ)7}うか.EFカに係せって爪NQ)tt'tbl瀦現寸ろ r砂浜の

qlJ-恥 Q)上1/.tJZMFL rI]駁的である.けl上とb i,/I-ムll その

近軌 さらに11よりuKの-トラマサトやhEの文化のE丑のl_に成 り止 っ

ている.そしで シバ-ムが人/Jの恵■女終え 他の兆輔が血丸さハて

いaAl状にL.いてIJ シ/I-ム/_Elに柑rEせ寸■ ハドラマウトやJ<そ対

熊に 文rL'崩在の†丘ffJを_AE噂lこおいた閃発煙肋をflつていくことがⅥ&



ヨルダン観光セクター開発事業 一サル ト エコミュ-ジアム鰍

虫立行政法人 国際協力機It 払JJZt dlLll秒刀 (にLや王 の')あき) ノL州人で収tZ

Kq m L珊 申I

T月払棚 阿 ヨLダ / ハ シ ェ三, 卜朋



tiがJiかったため mJljlCとJICAが)tHL lLnlJ串より､LIJt

かつての事dLの榊郁 rアブシャヘ-ル の朗｣や屯■しっ7bB相加と

一本7'p i,ユタトは そうしたJA隼を生かして サルトのTl爪Tj リt'/y

ヘ リナーシを恥.1Lつつ1†捷111位なk光PI確をtR現すろたわのプE)ダウ

ム廿止とJl体的な技的支雌を行うものであろ.その且''Jftは I.1つ

_t1 1rHItl■▲LIfI riLJrrl･L■ヾltJと朽Q TlI■JLlh

の繋flにe中々JSENJfはitthRJt:NGO等のキャパシティtJルテインy

ミュIijアム■会にA5づくアイスカバリートレイル

ナライト は 化38炭)の設計 gE*三世 である.

本ブL7L/エクトがEgする粁k伽全 形嘘を缶tLエコミ1-シTムUt即

は 巾人やJj!rn】 公北港門の全てを含むサル†の拡■け全件をフイ-ルF

とするもq)であることかL' J-uのドナーrn】J屯がfB3HでろrJ 口JFが

そのリ-y-シγ7'4:とることが朋はされていa.恥R:に コアPrI勿航



守
文化退座国際協力コンソーシアム
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