共同研究

研究連携ネットワーク
本研究所は、広くアジア・アフリカの言語学・歴史学・人類学・地域研究の
研究を行う研究者・次世代研究者のネットワークの中核になっています。組
織や国の垣根を越えた共同研究を進めるとともに、
より広い視野でネットワー
クを形成・維持するため、
主に次のような活動に取り組んでいます。

Collaboration Networks
ILCAA acts as a network center for active researchers and next
generation scholars studying the linguistics, history, anthropology,
and area studies of Asia and Africa.
http://www.aa.tufs.ac.jp/en/about/network/

http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/about/network/

海外学術調査総括班（OSC）
海外学術調査総括班は、
AA研所員が培ってきた人文社会系フィールド
ワークの諸経験をふまえて、
フィールドサイエンスの構築可能性の探究と超
域的研究ネットワークの確立をめざす事業です。1975（昭和50）年以来、
人
文社会系・理工系・医学系・農学系・生命科学系など、
さまざまな分野で海
外学術調査にたずさわる研究者・研究組織間、
そして、
研究者・研究組織と
文部科学省や日本学術振興会との間の情報交換や連絡調整に従事して
きました。本事業の主な活動は次の2つです。
（1）海外学術調査の研究組織の代表者を中心に、
広く全国の研究者を集
めた「海外学術調査フォーラム」の開催

The Overseas Scientific Research Coordination Team (OSC)
Since 1975, the OSC has been engaged in establishing cooperative
relationships, both among concerned researchers and institutions
conducting overseas scientific research, and between researchers
and MEXT, and also JSPS. The ILCAA staff member have been
coordinating its activities together with researchers and academics
from various institutions. OSC is organizing an annual “Overseas
Scientific Research Forum’’, where around 100 researchers from
all over Japan meet at ILCAA to exchange information about their
academic areas of study. OSC also organizes workshops on field
sciences.
http://www.aa.tufs.ac.jp/en/projects/osc/

（2）
フィールドサイエンスの構築可能性をさぐる多彩な企画の継続的な開
催・運営
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/projects/osc/

Fieldnet
Fieldnetは、本研究所が運営する、海外諸地域を調査フィールドとする
研究者のための研究情報交換ネットワークです。
フィールドに入るための情
報、
あるいはフィールドで得られた情報をFieldnetのウェブサイトの地域情
報のページで公開したり、Fieldnetのソーシャル・ネットワーク・サービスで他
の研究者と共有したりすることができます。
また、
次世代の研究者が企画す
るフィールドネット
・ラウンジをFieldnetを通じた公募で開催し、
その結果、毎
年、
多くの優れたワークショップ、
シンポジウムが開かれています。活動を通じ
て、
文系・理系、
分野や地域を越えた新たなフィールドサイエンスの構築を目
指しています。
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/projects/fieldnet/

Fieldnet
We are a network of scholars who frequently conduct field
research abroad. Our aim is to promote field research by creating
a fellowship through online and offline activities. We are based at
FSC. Through Fieldnet, you can obtain useful information about
fieldwork abroad and the technicalities involved, for example,
the research permits, how to collect data from the Colonial Era,
counterparts and co-researchers, and resource persons. Further, you
can interact with scholars from various fields, who will provide you
with new ideas and a multidisciplinary perspective in your own
research. Thus, you can organize new research groups and become
active in pioneering fields in order to resolve academic and social
problems.
http://www.aa.tufs.ac.jp/en/projects/fieldnet/
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た。
フィールド言語学の様々な分野に関して、Fieldlingのメンバーから寄せ

Fieldling: Building a Community of Field Linguists
“Fieldling”, launched in 2005, is a research project that aims
to create a collaborative framework, a “community”, for junior
researchers who are scattered throughout Japan but are actively
involved in descriptive linguistics through their original linguistic
field work.

られる意見・要望に応える形で幅広い内容にわたって研究支援企画を実

http://www.aa.tufs.ac.jp/en/training/fieldling/

AA研は、
Fieldlingという記述言語学に従事する若手研究者のコミュニ
ティを支えています。
このコミュニティは所属研究室の枠を越えた交流・協力
を促進する目的で2005（平成17）年にAA研を拠点として活動を開始しまし

Overview / 概要

Fieldling フィールド言語学コミュニティ

施しています。
このように、
FieldlingはAA研が若手研究者コミュニティにお
けるニーズによりよく応えるための仕組みとして機能しています。
http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/training/fieldling/
＊ ＊ ＊

海外の研究機関と協定を結び、研究資料・情報の交換、研究者の相互
交流、
共同研究・調査等の国際的学術交流を推進しています。

地域研究コンソーシアム
（JCAS）
「地域研究コンソーシアム」は、地域研究に関わる全国の組織のネット
ワーク形成を目指している、
アカデミック・コミュニティに立脚した新しい型の
組織連携です。
AA研は、
2004
（平成16）
年のJCAS設立に拠点組織の1つ
として貢献し、
現在も幹事組織として参画しています。
http://www.jcas.jp/

Joint Research / 共同研究

学術交流協定

＊ ＊ ＊

Academic Cooperation Agreements
ILCAA enters into agreements with overseas institutes,
and promotes international academic exchange such as those
of materials, information, and researchers, and promotes joint
investigation.
The Japan Consortium for Area Studies (JCAS)
JCAS was established in 2004, with the aim of forming a
network of research institutions engaged in area studies in Japan.
ILCAA contributed to the founding of JCAS and has been one of its
organizing institutions.
http://www.jcas.jp/en/

Research Resources / 研究資源
Training and Capacity Building / 研究者養成
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