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                                      【公表】 

事業名 文化遺産と芸術作品を災害から防御するための若手研究者国際育成プログラム 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 
立命館大学・立命館グローバル・イノベーション研究機構 

主担当教員 

所属・職・氏名 
政策科学部・教授・鐘ヶ江 秀彦 

  

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要を記入してください。 

【事業計画の目的】21 世紀は科学技術をはじめとする知の飛躍的発展が予測される「知の国際競争時代」

であり、世界的には個別的科学技術の発展ではなく、総合的・融合的知の創造が求められている。つまり、

「総合的な知の集積地」を形成し、その中で優れた人材を養成することが重要であり、大学がその役割を担

うことが強く求められている。こうした情勢の中で、本学においても「グローバル・ハブ」としての機能を

有する特色ある世界的な教育・研究拠点形成を目指している。 

 本事業において中心的役割を担う、アート・リサーチセンターと歴史都市防災研究センターは、いずれも

本学の政策的重点拠点として指定を受けた教育・研究拠点である。特色と強みを持つ 2拠点に対し、重点的

支援を実施することにより、世界水準の研究活動と教育活動が高度なレベルで相関し、 も効果のある国際

的な教育を若手研究者に施すことができる。1つの研究組織に限定されたスキームではなく、全学的視点か

ら若手研究者国際教育プログラムを構築・推進する点からも、事業推進力と実効性を兼ね揃えた取組みであ

ると考える。 

【将来構想の概要】「知の国際競争時代」の中でより一層の国際化を図るべく、教育・研究のグローバル・

ネットワークの構築を目指す。それは「地球市民として活躍できる人間の育成」を謳う「立命館憲章」（2006

年）の具体化の一環にほかならない。本事業では、これまで培ってきた海外教育・研究機関との連携を、本

学の特色ある国際教育・研究活動の中で 大限に活用し、実践的な国際教育を若手研究者に施す。中長期に

及ぶ滞在期間の中で、世界レベルの環境の中での自己研鑽と国際的研究コミュニティでのネットワーク形成

を行ない、国際的研究者としての基盤を構築する。プロジェクト型研究拠点に基づく教育プログラムのため、

派遣先とも研究協力を構築した上で若手研究者を派遣する。従って、派遣目的は双方にとって明確であり、

若手研究者本人の目標も具体的かつ実践的に設定することができる。 

 

（２）事業の達成度合について当てはまるものを選択し、その理由を記入してください。 
  
 （１）の目的に対する、５年分の内２ヵ年分の計画については、 

■目標を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

   □概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

両年とも申請当初予定していた派遣計画を上回るペースで派遣を行なっている。 

これは、両拠点でのプロジェクト型研究により構築された海外パートナー機関との強固たる協力関係に依

るところも大きいが、派遣された若手研究者が、帰国後の派遣報告や国際学会での積極的な成果発表を行な

うことにより、拠点に所属する他の若手研究者の世界レベルでの研究活動への意欲をも刺激したことの結果

である。国際学会での発表数は本事業採択前に比べ、35 件→53 件と約 1.5 倍となっている。 

本事業による国際的な教育・研究活動実績が評価されたことの裏づけとしては、本プログラムで派遣した

若手研究者が、国内の大学の准教授・助教に採用されただけでなく、海外の大学の研究員の職を得るケース

や大英博物館をはじめとする世界的に著名な美術館・博物館からの若手研究者の長期的な派遣要請、出向席

枠を得るに至っていることが挙げられる。 

また、国際機関である国際記念物遺跡会議（イコモス）が主管する、文化遺産防災国際学術委員会の設置

にあたって、両拠点が全面的に支援を行なうこと、また長期的な若手研究者の派遣を実施することについても合意

に至った。 
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（３）若手研究者養成のための組織的な枠組み作りが確立し、実施機関全体として事業実施・支援体

制が整備されているか、また、海外パートナー機関と継続的な連携がとられているか。 

 

①若手研究者養成のための組織的な枠組み作り、及び実施機関全体としての事業実施・支援体制の整

備について 

本学では、優れた研究成果の創出、卓越した研究業績を奨励するインセンティブ制度として「研究奨励

奨学金」制度（年額 50 万円または 25万円）を実施し、1ヶ月程度の海外研究機関等への研究派遣を促進す

るため「国際的研究活動促進研究費」を博士課程後期課程院生に措置している（年額 60 万円）。 

アート・リサーチセンター（以下、ARC）は、平成 19 年度文部科学省グローバル COE プログラム｢日本文

化デジタル・ヒューマニティーズ拠点｣に、歴史都市防災研究センター（以下、DMUCH）は、平成 20 年度文

部科学省グローバル COE プログラム｢歴史都市を守る『文化遺産防災学』推進拠点｣としてそれぞれ採択さ

れ、その他大型の競争的学外資金も獲得しながらプロジェクト型研究を推進している。特に、博士課程後

期課程大学院生と PD の若手研究者には、指導教員・受入教員が企画する研究プロジェクトに所属すること

を通じて、自身の研究はもちろん、研究をマネジメントする能力を身につけさせている。 

平成 21 年度には、以上のような学内資金や学外資金に加え、貴会の組織的な若手研究者等海外派遣プロ

グラムの採択を受けたことにより、若手研究者に海外における研究活動の経験を積ませる機会がより充実

し、海外の研究拠点との有機的かつ強力な連携を継続・強化している。 
 
②海外パートナー機関との連携について（海外パートナー機関との間で形成したネットワークが活用で

きているか、共同企画や海外パートナー機関からの受入等、双方向の交流についても言及して下さい。）

本学からの派遣者受入にあたっては、派遣先機関に組織的に理解されているため、ベンチフィーなどの

経費が必要 低限になるなど、様々な便宜が図られている。また、現地受入教員の積極的な参画により、

共同企画の開催などで、派遣先機関側の若手研究者の参加・発表が多く見られ、開催会場も無償で提供さ

れていることもある。 

特にロンドン大学 SOAS とは、これまでの共同研究の実績から SOAS 側による資金獲得努力がなされ、イ

ギリス側資金として政府の戦略的対外交流資金である PMI2 やリバヒューム財団からの科学研究費を得て、

本事業と併せて活用されるに至った。さらに、2010 年度には、SOAS を通じてのインターンシップ型受入先

であった大英博物館から、大英博物館側の資金提供により 2 年間の研究者派遣の要請を受け、派遣を行な

っている。共同研究も大規模化・ネットワーク化し、とりわけ特徴的なプロジェクトとして“春画”をさ

まざまな文化的な文脈から読み解き再評価を試みようとする世界規模の「春画プロジェクト」を ARC、SOAS、

大英博物館、国際日本文化研究センターの 4 機関によって立ち上げるなど、非常に先端的な研究活動を行

なっている。本事業の運営委員であるジョン・カーペンター教授（本学特別招聘教員）は、ロンドン大学

SOAS 側の受入窓口としても、種々のコーディネートを担当している。年に数度 ARC を訪問し、本事業に関

わる打ち合わせを行なう他、本学にて集中講義を行なっている。この講義には SOAS 側の学生や研究者も参

加し、Web データベースを通じたグローバルな研究成果の共有を実践し、日英のみならず、アメリカ、さら

にはドイツやイタリア若手研究者との交流がコーディネートされるなど、スムーズかつ効果的な派遣や受

入れを行なえるように努めている。同じく、SOAS のルチア・ドルチェ准教授（ARC 客員研究員）も、毎年

ARC を訪問し共同研究を行ない、2010 年度にはその成果として ARC にて PMI2 資金による国際シンポジウム

および展覧会を開催、両国の若手研究者を中心とする共同研究の成果を公表した。 

また、本事業を中心とする ARC の海外における教育・研究展開が、SOAS などとのネットワークを通じて

国際的に広く知られるのに伴い、SOAS で学位を取得した若手研究者が ARC の PD になる、SOAS で修士課程

を修了した学生が本学で博士号取得を目指す、といった世界各国の大学、博物館・美術館などから若手研

究者が ARC に集まるなどの教育・研究に関する着実な交流が生まれている。 

DMUCH では、本事業採択以前から世界遺産・歴史都市の保全と防災について、タマサート大学建築学部（タ

イ）ならびにサッサリ大学建築学部（イタリア）と MOU 締結の上、教育研究交流が 10 年近く続いており、

本事業開始後は両大学への派遣実績がさらに増加してきた。パオラ・リッツイ教授（サッサリ大学、本学

客員教授）は、毎年大学院生を対象に、ヴェニスの保全やラクイラの被災事例を中心にヨーロッパにおけ

る歴史都市保全政策に関するシミュレーション＆ゲーミングについて、英語による講義を開講し、タマサ

ート大学のチャイワン・デンパイブーン講師（DMUCH 客員研究員）とともに、DMUCH において国際共同調査

研究を毎年実施している。 

これまでに、サッサリ大学およびタマサート大学の若手研究者や大学院生を 6 名 DMUCH にて受入実績が

あり、若手研究者同士の研究交流が展開されている。うち 1 名は本学大学院博士課程に入学し、もう 1 名

は来年度本学博士課程への入学が決定している。また、別頁に記載のとおり 3 大学で毎年国際共同ワーク

ショップを持ち回りで開催している。 
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（４）本事業の取り組み成果の国内外への積極的な情報発信に取り組んでいるか。 

 

①若手研究者による成果報告会 

派遣後の効果検証は、両拠点がそれぞれ定期的に開催しているセミナー・研究会での発表を速やかに行

なうなどの成果報告を通じて行なっている。さらに、毎年度末には「若手研究者 ITP 成果報告会」にて、

両拠点の関係者（教員・若手研究者・学生・職員など）および一般聴講者、日常的に協力関係にある海外

研究機関からのゲストの前で報告を行ない、国際学会での発表を視野に入れた質疑応答の訓練の場として

も活用している。また、この際、海外研究機関のゲストからは、派遣者の研究についてコメントをいただ

き、派遣者の今後の研究のみならず、本事業の継続的な展開について活かすように努めている。 

 

②若手研究者 ITP 成果報告書 

 本事業による取り組みを広く学内外に公表することを目的として、毎年度末に成果報告書を刊行してい

る。事業概要や、派遣者による派遣期間中の活動ならびに成果報告、国際共同企画開催報告などを掲載し

ている。 

 

③ホームページ（日・英） 

本事業の概要、派遣者募集、派遣確定後の派遣までの流れ、

事務手続きに関すること（詳細は別途「派遣者ガイドブック」

として派遣者へ配布）、成果報告などを掲載したホームペー

ジを開設し公開している。当該ホームページは、両拠点のホ

ームページと相互にリンクしており、関係者以外への情報公

開も強く意識している。 

 

日本語： 
  http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/itp/j/index.html 
英 語： 

  http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/itp/e/index.html 
 

 

④研究発表 

本事業による派遣が単なる海外経験に留まらぬよう、帰国後 1 年以内に派遣先における研究成果に基づ

く、学術論文（英語）、国際学会での発表を強く推奨している。併せて、当該若手研究者が予定どおりの成

果を創出できるよう、組織的に研究指導を行なっている。その結果、前述のとおり、国際学会での発表数

は、本事業採択前に比べ約 1.5 倍に増加していることからもわかるように、若手研究者が国内・海外のボ

ーダーを意識せずに研究を行なえるようになってきつつある。また、これらの研究発表を通じて、本学の

若手研究者の教育研究活動に対する組織的な取り組みを国内外の学会参加者に広く知らしめることとなっ

ている。 

 

 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/itp/j/index.html
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/itp/j/index.html
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２．若手研究者の養成 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間について記入して下さい。 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除く。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

 

①平成 20 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ホノルル美術館（アメリカ） 平成 20 年 5月 7日- 

7 月 8日（63 日間） 

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

2 ブリティッシュ・コロンビア大

学メディアグラフィック学際

センター（カナダ） 

平成 20 年 6月 4日- 

8 月 15 日（73 日間）

理工学研究科 

博士課程後期課程 3回生 

3 タマサート大学建築計画学部

（タイ） 

平成 20年 6月 30 日-

9 月 27 日（90 日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

4 タマサート大学（タイ） 平成 20年 7月 20日-

10 月 20 日（93 日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

5 国連国際防災戦略アジア太平洋

事務所（タイ） 

上記期間のうち、 

平成 20 年 8月 15 日 

-10 月 15日（62日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

6 ホノルル美術館（アメリカ） 平成 20 年 8月 1日- 

9 月 30 日（61 日間）

政策科学研究科 

博士課程後期課程 1回生 

7 ロンドン大学 SOAS（イギリス） 平成 20年 8月 24日-

11 月 16 日（85 日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

8 ボストン美術館（アメリカ） 上記期間のうち、 

平成 20年 10月 18 日

-11月 17日（31日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

9 コロンビア大学ドナルド・キー

ン日本文化センター（アメリカ） 

平成 20年 10月 5日-

平成 21 年 1月 2日 

（90 日間） 

文学研究科 

博士課程後期課程 1回生 

10 シェフィールド大学公共政策

研究センター（イギリス） 

平成 21年 1月 20 日-

3 月 31 日（71 日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

11 タマサート大学建築計画学部

（タイ） 

平成 21年 1月 20 日-

3 月 20 日（60 日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

12 シェフィールド大学地理学部

（イギリス） 

平成 21 年 2月 5日- 

3 月 31 日（55 日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

 計 12 名 

 

②平成 21 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 シェフィールド大学公共政策

研究センター（イギリス） 

平成 21年 4月 1日－

平成 22年 1月 16 日 

（291 日間） 

立命館グローバル・イノベ

ーション研究機構 ポスト

ドクトラルフェロー 

2 サッサリ大学建築学部 

（イタリア） 

上記期間のうち、 

平成 21 年 4月 30 日 

-5 月 13 日（14 日間）

立命館グローバル・イノベ

ーション研究機構 ポスト

ドクトラルフェロー 

3 シェフィールド大学地理学部

（イギリス） 

平成 21 年 4月 1日- 

4 月 4日（4日間） 

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

4 ロンドン大学 SOAS（イギリス） 平成 21年 4月 23日-

7 月 16 日（85 日間）

立命館グローバル・イノベ

ーション研究機構 ポスト

ドクトラルフェロー 

5 ブリティッシュ・コロンビア大

学メディアグラフィック学際

センター（カナダ） 

平成 21年 5月 31 日-

8 月 29 日（91 日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 
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6 ボストン美術館（アメリカ） 平成 21年 6月 28日-

8 月 27 日（61 日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

7 国立雲林科技大学（台湾） 平成 21年 8月 10日-

平成 22 年 1 月 9 日

（153 日間） 

理工学研究科 

博士課程後期課程 1回生 

8 ロンドン大学 SOAS（イギリス） 平成 21年 8月 25日-

10 月 23 日（60 日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

9 ホノルル美術館（アメリカ） 上記期間のうち、 

平成 21 年 9月 23 日 

-10 月 24日（32日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

10 ロンドン大学 SOAS（イギリス） 平成 21 年 9月 3日- 

11 月 4日（63 日間）

文学研究科 

博士課程後期課程 1回生 

11 コロンビア大学図書館ドナル

ド・キーン日本文化センター

（アメリカ） 

平成 21年 9月 30 日-

11 月 29 日（61 日間）

文学研究科 

博士課程後期課程 2回生 

12 ブリティッシュ・コロンビア大

学メディアグラフィック学際

センター（カナダ） 

平成 22 年 2月 1日-

3 月 31 日（59 日間）

衣笠総合研究機構 

ポストドクトラルフェロー 

13 国際連合教育科学文化機関  

（ユネスコ）（ラオス） 

平成 22 年 2月 1日-

4 月 30 日（89 日間）

理工学研究科 

博士課程後期課程 1回生 

 計 13 名（前年度継続 3名）   
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（２）派遣若手研究者の募集・選考方法について記入して下さい。 

 

①選考結果 

     派遣者数 応募者数 

平成 20 年度 12 ／ 12 

平成 21 年度 13 ／ 15 

平成 22 年度 9 ／ 13 

 

②募集・選考方法 

本事業で派遣される若手研究者の募集は、アート・リサーチセンター（以下、ARC）、歴史都市防災研究

センター（以下、DMUCH）の 2拠点における研究活動に参画している、助教、ポストドクトラルフェロー、

および博士課程後期課程大学院生を対象にホームページでの公募ならびにメーリングリストなどでの通知

を行なった。 

 

申請にあたっては、指導教員もしくは本事業運営委員（担当教員）による指導（事前審査）を行ない、

申請資格ならびに基礎力量があるかという点において判断を行なう。あわせて本事業による派遣を申請者

本人が強く希望していること、派遣期間中の目標設定が明確であることを確認したうえで、正式に申請書

を提出する。 

 

派遣対象者の選定については、「派遣申請目的」「研究計画ならびに研究成果公表計画」「本事業による派

遣をどう将来的に活かすことができるか」「研究／業績」等を記載した申請書を提出させ、第 1次の書面審

査を担当教員で構成する「若手研究者 ITP 海外派遣審査委員会」で審査する。 

その後、第 1 次審査に合格した若手研究者を対象に、第 2 次の英語による面接（プレゼンテーション）

審査を行なう。第 2 次の面接審査は、第 1 次と同様に「若手研究者 ITP 海外派遣審査委員会」で実施し、

終的な派遣者を決定した。 

 

なお、派遣が決定した若手研究者については、留学経験等の実績を考慮し、本格的な派遣の前に必要に

応じた基礎（イニシエーション）型海外派遣を別途実施するほか、語学力に対する意識向上を目的に、各

外国語能力試験などの受験を求めている。 
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（３）海外パートナー機関との連携促進状況、及び派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚

に資する具体的な活動内容（単位取得、外国語による学術論文作成、口頭研究発表、実験、インター

ンシップ等）とその効果について記入して下さい。（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果な

どがあれば、その抜粋を資料として添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 
 
平成 21 年度末時点の海外パートナー機関について記入してください。 

① 機関名（国名）：ロンドン大学 SOAS（イギリス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

も強く相互のパートナーシップが確立している。大英博物館やヴィクトリア＆アルバート博物

館という世界 大規模の機関がインターンシップ型研修場所としてコーディネートされており、

本派遣事業による若手研究者が実質的な研究推進者となり、単なる文化財保存にとどまらず世界規

模の文化財研究プロジェクトを組織するに至っている。具体的には、「春画プロジェクト」を立上

げ、2013 年春の大英博物館での日本の春画展が決定した如くである。 

人的交流は SOAS からの教員の長期受入や短期の学生滞在が頻繁にあり、SOAS 側の資金による。

特徴的なのは、SOAS の大学院を修了した人材が、本拠点の大学院に入学し、その後 PD として任用

されていることである。さらに、本拠点若手研究者の能力が評価され、大英博物館側の資金提供に

よる 2年間の研究員受入が実現した。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

SOAS での指導を受け、研修場所を大英博物館やヴィクトリア＆アルバート博物館に定め、収蔵

品のデジタルアーカイブの実際的業務に携わることで、高度な文化財への知識を獲得するという

活動を行なっている。また、研修場所については本人の専門や能力を鑑み、英国のみならず、フラ

ンス、ベルギー、イタリア、ドイツなどの著名博物館へと派遣し、日英交流に留まらず欧州におけ

る日本美術品の保存や防災ならびに流通という観点からの研究が深められるよう、考慮している。

具体的には、デジタルアーカイブという活動を通じて、各国の文化財政策、法律、学芸員・修復士、

IT 化の現状などが理解でき、共同でのデジタル化業務を通じて文化財継承手法を学んでいる。 
 
若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     4 人、延べ派遣日数：     231 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     2 人、延べ派遣日数：      9 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     3 人、延べ受入日数：     753 日） 

② 機関名（国名）：国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）（本部：フランス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

MOU に基づき、ユネスコチェア「文化遺産と危機管理」の国際研修を 2006 年度以来継続実施中

である。特にパリ本部の世界遺産センターとは連携を取り、世界遺産危機管理事業での紹介、国際

研修への専門職員の派遣、フォーラムユネスコ「大学と遺産」プログラムへの参加など、多くの連

携事業を行なっている。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

ラオスの世界遺産都市ルアンパバンにおいて、国立王宮博物館を中心として「世界遺産都市ラオ

ス・ルアンパバンの仏教文化遺産の保存と災害対策に関する研究」をテーマに、現地調査を行なっ

た。現地の仏教寺院 38 カ所の 1 千体を超える仏像彫刻の保存管理に関する現地調査やアンケート

を行ない、博士論文に資する基礎的な資料を収集するとともに、相手国の専門家との交流を通じて、

日本のこの分野での優れた技術分野での交流を行なった。 
 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     89 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：      6 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0 人、延べ受入日数：      0 日） 
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③ 機関名（国名）：文化財保存修復研究国際センター（イクロム）（本部：フランス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

イクロムとは、ユネスコチェア国際研修と関連して立命館大学は MOU を交換しており、文化遺産

防災に関するイクロムからの専門家の派遣を毎年得ている。イクロムは世界遺産条約の専門的な諮

問機関であり、文化遺産の諸分野に関する専門家の国際的な研修機関としても、政府間組織として

唯一のものであるため、連携関係を維持することは、専門的な助言を得る上でも有益である。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

イクロム自身が政府間組織であることから、研修生の派遣は原則として各国政府からの推薦に絞

られており、難関を突破することが難しく、これまで実現していない実態がある。しかし、若手研

究者の専門的な能力が十分で、かつイクロムでの受け入れニーズのある分野がうまく重なるケース

があれば派遣の可能性があるため、実現に向けて引き続き検討をしていきたい。 
 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0 人、延べ受入日数：     0 日） 

④ 機関名（国名）：国際記念物遺跡会議（イコモス）（本部：フランス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

ユネスコの国際 NGO として、国際レベルでの国際学術委員会などのほか、各国に国内委員会が組

織されており、パリ本部でのインターンシップ以外では各国での対応協議が必要となっている。ユ

ネスコチェア国際研修共催のほか、歴史都市防災研究センターの教授 2名が、文化遺産防災国際学

術委員会の委員長と事務局長に選出され、9月末に同センターにて国際学術集会を開催予定である。

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

イコモス韓国国内委員会との MOU に基づき、2010 年度 9 月より文化遺産の保存と防災に関する

研究を行なうことが確定しており、現地調査や若手研究者との国際共同ワークショップ開催に向け

た調整を進めている。 
 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：      0 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     2 人、延べ派遣日数：     35 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0 人、延べ受入日数：      0 日） 

⑤ 機関名（国名）：サッサリ大学建築学部（イタリア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

パオラ・リッツイ教授は、本学の正式な客員教授として、毎年、ヴェニスの保全やラクイラの被

災事例を中心にヨーロッパにおける歴史都市保全政策に関するシミュレーション＆ゲーミングに

ついて、英語による大学院生向けの講義を開講すると同時に、国際共同調査研究のため毎年来日し

ている。これにあわせて、サッサリ大学の大学院生が DMUCH を訪問するなど、若手研究者間の研究

交流が展開されている。別頁に記載のとおり、タマサート大学を含めた 3大学で、毎年国際共同ワ

ークショップを持ち回りで開催しており、平成 21 年 8 月には、イタリアにおいて第 2 回国際共同

ワークショップを開催した（第 3回は、本学にて 8月に開催する）。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

長期派遣であるメリットを活かし、サッサリ大学と連携の強いトリエステ大学へも研究活動の

場を広げることができた。若手研究者が当該大学において歴史都市保全の講義や、現地の若手研究

者と一緒になって国際共同ワークショップを企画し、準備実施メンター的役割を担うなどの成果が

あった。 
 
若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     14 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     2 人、延べ派遣日数：     4 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     2 人、延べ受入日数：    186 日） 
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⑥ 機関名（国名）：タマサート大学建築計画学部（タイ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

本事業採択前より、世界遺産・歴史都市の保全と防災について MOU を締結のうえ、教育研究交流

が 10 年近く続いている。チャイワン・デンパイブーン講師は、DMUCH の客員研究員として、毎年

国際共同調査研究のため来日している。本事業開始後は、若手研究者ならびに大学院生が DMUCH に

来日することにより若手研究者の研究交流が展開されている。うち１名は本学大学院博士課程に入

学し、もう１名は来年度本学博士課程への入学が決定している。また、別頁に記載のとおり 3大学

で毎年国際共同ワークショップを持ち回りで開催しており、平成 20 年 8 月にはタイにおいて、第

1回国際共同ワークショップを開催した（第 3回は、本学にて 8月に開催する）。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

水田哲生は、タマサート大学との共同ワークショップ開催にあたり、他研究者との調整を行なう

と同時に、自身も研究者として、京都市が大地震に直撃された場合の経済被害分析の試算ならびに

アユタヤの水害リスク分析のための現況調査のため、土地利用現況調査および文化財管理機関であ

る内務省文化財局（The Fine Arts Department）での聞き取り調査も行なった。タマサート大学建

築・計画学部「都市計画」コースおよびチェンマイ大学大学院建築学研究科においては、日本の都

市計画に関する歴史と具体的な事例紹介、防災計画に関する理論と現実および将来像の紹介を目的

として講義を行なった。 

 大槻知史は、タイ Sam-Preang 地区を調査対象地とし、地域の安心・安全リスクと文化的コンセ

プトの可視化・共有化をはかり、世界遺産アユタヤ遺跡における観光客からの寄附を活用した保全

システムの検討を目的に、プレサーベイを行なった。また、共同ワークショップのコーディネータ

ーとして、タマサート大学の研究者とともに準備・運営を行なった。さらには、タマサート大学の

客員講師として、まちづくりおよびコミュニティのビジョン形成に関して、講義・学生指導を行な

ったことにより、教育者としての経験を大きく伸ばすことにつながった。 
 
若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     3 人、延べ派遣日数：     181 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     3 人、延べ派遣日数：      18 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     4 人、延べ受入日数：      80 日） 

⑦ 機関名（国名）：シェフィールド大学公共政策研究センター、地理学部（イギリス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

公共政策研究センターとは歴史都市の保全政策と同時に、健康で文化的な歴史都市における居住

の観点で環境心理学面での研究について研究交流が展開されている。 

地理学部の Dorling 教授、Ballas 上級講師から、継続的な連携について了承を受け、立命館大学

地理学教室との交換留学などを含む国際協定についても検討中である。また、Dorling 教授、Ballas

上級講師とも2011 年 5月に来学の予定であり、今後の連携促進について協議する予定である。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

城月雅大は、歴史的建築物の居住者と場所への心理的結び付きが歴史的建築物の保全行動に与え

る影響について、英国サウスヨークシャー州イーム村全戸を調査対象として、日本とシェフィール

ド大学の研究者との合同チームで質問紙調査を実施した。また、派遣期間中、イタリア・サッサリ

大学およびトリエステ大学と共催の国際ワークショップを企画し口頭発表、スイスのチューリッヒ

で開催された環境心理学分野の国際学会においても発表を行なった。また、海外ジャーナルにも投

稿を行なった。 

花岡和聖は、地理学部セミナーでの講演や本事業による国際共同ワークショップの開催と講演を

通して、英国研究者とのネットワークを構築した。このネットワークによって短期的に活動内容に

影響を与える成果はみられないが、今後の研究上の連携や海外での学会セッションへの参加におい

て意味をもつことになると思われる。また、派遣先で追求した研究活動成果は、国内外の学会にお

いて発表済みあるいは発表予定である。 
 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     4 人、延べ派遣日数：     407 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     4 人、延べ派遣日数：      20 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0 人、延べ受入日数：         0 日）  
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⑧ 機関名（国名）：ブリティッシュ・コロンビア大学メディアグラフィック学際センター（カナダ）

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

ブリティッシュ・コロンビア大学（UBC）とは、学生の長期滞在プログラムなど、組織的な連携

プログラムが長年にわたって実施されている。メディアグラフィック学際センター(MAGIC)は、画

像・映像、音楽、メディア、ユーザーインタフェースなどに関わる学際的研究センターであり、本

事業実施前より本学情報理工学部などを中心とした教員の留学、先方からの研究者の来日等の実績

がある。派遣者受入にあたっては所長 Sidney Fels 教授自ら指導をいただいた。平成 21年１月に

は、Fels 教授、Pritchard 上級講師およびパフォーマーの Marguerite Vitvoet 女史を Invited 

Speakers として招聘し、本学主催 Motion Capture Symposium にて講演とパフォーマンスを行なっ

ていただいた。さらに、平成 22年 2月には Fels 教授の来日の機会をとらえ、本学において同教授

のセミナーを開催した。2010 年 2 月に、齊藤ちせが研究員として滞在した際は共同研究に取り組

むなど、継続的な人的交流が行なわれた。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

鶴田清也は 2ヶ月間の派遣期間中、Fels 教授のほか、音楽学部 B. Pritchard 上級講師の指導を

受け、バーチャルダンスコラボレーションのための身体動作解析および音楽情報における感性情報

抽出処理の研究を行なった。この派遣期間における成果は、彼の映像メディア情報学会論文誌への

採択論文に反映された。 

斉藤進也は、同研究所で進められている人工物の 3次元可視化技術のプロジェクトの一員として

共同研究に取り組んだ。また、同センターの定例ミーティングにも参加し、単独での研究発表を行

なうなど、多様な情報交換をする機会が与えられた。さらには、アルバータ大学やクラーク大学な

ど、北米の研究機関における研究発表・交流の機会を積極的に持ったことから、本人だけでなく派

遣元の研究機関にとっても有用な国際的な研究交流ネットワークを構築することができた。 

両者とも、派遣期間における様々なディスカッションやプレゼンテーションの成果として、英語

コミュニケーション能力が大きく向上したことは特筆される。 
 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     3 人、延べ派遣日数：     223 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：       0 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     1 人、延べ受入日数：      40 日） 

⑨ 機関名（国名）：コロンビア大学ドナルド・キーン日本文化センター（アメリカ） 
○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

ドナルド・キーン日本文化センターのコーディネートにより、文化財取扱に関る実践の場として、

コロンビア大学東亜図書館において研究テーマを設定し、柔軟な共同研究体制を敷いた。図書館長

をはじめとする各部署のスタッフ、特に日本関係の主任司書・野口幸生氏や、今回の対象資料群と

なった牧野守コレクション専属スタッフ Dr. Beth Katzoff 氏との連携は強く、コレクションの整

理に関する諸問題について継続的な協議を続けており、これが実践的なトレーニングとなってい

る。また、野口氏とは、アメリカ、ヨーロッパの日本資料専門家学会において、事業担当者が打合

せを行ない、より強力な連携体制について協議を積み重ねている。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

重点テーマとして設定した日本映画史関連資料（牧野コレクション）について、概要調査の許可

を得、資料の内容についてのレクチャーを実施した。コレクションのアーカイブ方法については、

当館アーキビストからの指導を受けた。また、東亜図書館でのデジタルアーカイブ活動と公開手法

の紹介及び意見交換を目的として、Cagno Ota Maiko 氏（当時・コロンビア大学東アジア図書館ア

ーキビスト、現・福岡アメリカ領事館レファレンス資料室室長）による報告「“バーバラ・カーテ

ィス・足立文楽コレクション”のアーカイブ手法と今後の展開 －コロンビア大学東アジア図書館で

のアーカイブ事例－」（平成20年 12月 4日、GCOE セミナー 於：ARC）を派遣者の企画・司会によ

ってWeb会議システムを利用して行ない、デジタル・アーキビストの育成について議論がなされた。
 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     2 人、延べ派遣日数：     151 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     2 人、延べ派遣日数：        8 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0 人、延べ受入日数：       0 日） 
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⑩ 機関名（国名）：ホノルル美術館（アメリカ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

派遣受入にあたっての第 1 回目打ち合わせについては、滞在費をご負担いただいた。また、ARC

が主催する第 51回 GCOE セミナー（平成 21年 6月 9 日）において、ロバートランジ財団東洋美術

部日本美術イメージ・プロジェクト主任/准研究員の竹村さわ子氏を招待講師としてお招きし、.

「ホノルル美術館日本美術コレクション―デジタル・アーカイブとデータベース公開について―」

をテーマにご講演をいただいた。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

石上阿希は、同館リチャード・レインコレクションのうち、春画・艶本の整理を進め、版本、版

画、肉筆あわせて約 530 点の目録作成、及びデジタル撮影を行なった。この成果はデータベース化

され、同館および ARC のホームページにおいて暫時公開中である。なお、平成 20 年には同館でレ

インコレクションの春画についてのレクチャーを実施した。 

松葉涼子は、同館の浮世絵、初代豊国を中心に、寛政から幕末まで約 400 枚の浮世絵を考証した。

その結果の考証データは、同館および ARC のホームページにおいて、データベースとして暫時公開

中である。 

大野晋は、同館のコレクション調査と、研究交流、特に年表をベースにしたコレクションの閲覧

システムのデザインに関する意見交換を行なった。ここでの議論をもとにし、NIFTY TimeLine

システムを用いて、ネット上での閲覧システムの試作を完成し、現在、本拠点の様々なプログラム

に応用している。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     3 人、延べ派遣日数：     156 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     2 人、延べ派遣日数：       8 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     1 人、延べ受入日数：      17 日） 

⑪ 機関名（国名）：ボストン美術館（アメリカ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

当該博物館が進める収蔵品のデジタルアーカイブプロジェクトの共同実施にあたり、東アジア部

門との交流の中で、浮世絵担当のセーラ・トンプソン氏やエイブラハム・シュレーダ氏を招いて、

データの共有化についての打ち合わせを行なっている。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

日本文化資源のデジタル化による情報公開プロジェクトの一翼を担い、浮世絵や版本の分野に

おいて、担当学芸員との綿密な調整により、現場でのボランティアや IT部門の担当者への指導や、

当館の Web DB のメタデータ作成などを行なってきた。平成 22 年度からは、工芸品のデジタル

撮影と考証も担当する。担当学芸員との共同による国際学会発表にも結びつけていくようプロジェ

クトを展開している。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     2 人、延べ派遣日数：     91 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：      0 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0 人、延べ受入日数：      0 日） 

⑫ 機関名（国名）：国連国際防災戦略アジア太平洋事務所（タイ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

担当教職員によるパートナー機関の訪問ならびにその後の継続的な連携により、中長期の派遣・

交流について協議を重ね、インターンシップ受入の枠組み、ならびに今後より一層の協力体制への

合意を得ている。その結果、本年度は約半年間にわたる本学博士課程後期課程大学院生の派遣が決

定している。また、本事業による中長期派遣を見据え、前段階と位置づけた形で、本学博士課程後

期課程大学院生短期派遣についても、現在調整を進めている。 
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○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

地球規模で大きなリスクとなりつつある気候変動（climate Change）に対して、歴史都市・文化

遺産地域が「適応」するための重要なローカルレベルでの行政職員のトレーニングについて、フィ

リピン大学の事例のヒアリングサーベイ等、南アジア・東南アジア諸国の先進事例の比較を通じて

成功に必要な条件を整理した。派遣を通じて、英語でのコミュニケーション能力、論文執筆能力の

向上はもちろんのこと、多様な背景を持つ研究者と共同で調査・研究プロジェクトを実践する経験

を積むことができた。 
 
若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     62 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     0 人、延べ派遣日数：     0 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0 人、延べ受入日数：     0 日） 

⑬ 機関名（国名）：国立雲林科技大学（台湾） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

平成 21 年度より「歴史地区での住民参加による防災まちづくりワークショップ」をテーマに、

実践的な共同研究を開始している。現時点でパートナー機関からの受け入れやマッチングファンド

はまだ無いが、邱副学長と頻繁に調整を行ないながら、両国での国際シンポジウムで互いに人材を

招聘するなど、人的交流支援を開始している。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

パートナー機関内の研究室に席を与えられ、現地の研究室メンバーと同様に、ゼミや調査に参加

する機会が与えられた。これにより、派遣先パートナー機関が保有する研究ノウハウを環境ごと経

験として積むことができた。 

さらに既存の研究フィールドでの活動に参加させてもらうだけでなく、自らの経験を活かして地

域住民の防災意識向上に貢献するなど、研究交流に留まらない積極的な社会貢献を行なうためのマ

ネージマント能力についても研鑽を積んでおり、大学間だけでなく地域社会を含めた、三者による

研究プロジェクトが実を結びつつある。 
 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：     153 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：       4 日） 

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0 人、延べ受入日数：       0 日） 

 

○申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理由を記入してください。 
 

（追加機関）台湾・国立雲林科技大学 
 
（追加時期）平成 21 年 4 月～ 
 
（追加理由） 

国連に加盟していない台湾の国立雲林科技大学については、台湾中部に位置し 1999 年集集大地震で大き

な被害を受けた地域に近く災害研究で大きな成果をあげており、また副学長をはじめ文化遺産保護に関心

の深い専門家も多く、文化遺産防災についての研究を行なううえで台湾国内でも優れた条件を持っている

ため、本拠点からは中国語・台湾語を理解する博士課程学生等を派遣し、同じ地震帯の国として災害後の

復旧過程での文化遺産の役割など、研究交流を進めたい。文化遺産保存教育課程をもつ雲林科技大学は、

台湾の国立大学の中でも新しい設立ではあるが、全国のなかでも上位に入る気鋭の大学として知られる。

ユネスコチェア文化遺産危機管理国際研修を平成 18 年度以来継続している立命館大学歴史都市防災研

究センターは、日本と同様に地震帯にあって豊富な文化遺産を持ちその保護に熱心な台湾の専門家にも参

加いただくため、この雲林科技大学から文化遺産保護担当の副学長邱教授に、平成 20 年度国際研修におい

て、ユネスコ加盟国でないために特別にオブザーバー資格での参加をいただいた。 
また、立命館大学のユネスコチェア事業担当教授が、本事業の受入要請もかねて現地を訪問し、副学長

以下関係者に面会して、研究教育交流に関する大学間覚書 MOU を交換し、雲林科技大学での受け入れ態

勢、環境とも優れており、所期の成果が期待できることを確認した。 
特に、邱副学長ご自身が、地域の副知事を務めた経験を持っており、実際の歴史まちづくりの現場を数

多く担当されているため、多様なフィールドを対象とした共同研究を行なえる環境が整っている。 
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３．共同企画の実施状況 

共同企画の実施状況について記入して下さい。 
 
① 共同企画名 第 1 回歴史都市防災シミュレーション若手研究者国際ワークショップ 

開催場所 タマサート大学 開催期間 平成 20 年 7 月 25 日 
 ～ 平成 20 年 8 月 3 日（10 日間） 

海外パートナ

ー機関 

タマサート大学建築計画学部・サッサリ大学建築学部 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

アジアおよびヨーロッパの歴史都市防災と文化遺産保全に関し、本事業により
派遣中の若手研究者 2 名が中心となって企画・準備を進め、タマサート大学の若
手研究者・院生ならびに関連する機関の研究者、イタリアの大学院生 2 名も加わ
り、歴史都市の保全と防災のポスターセッションとともに、多国間の研究者によ
るグループを構成して世界遺産アユタヤをケースとしてとりあげ、景観シミュレ
ーションや都市シミュレーション等の歴史都市保全計画支援システムの開発、ゲ
ーミングおよびシミュレーションを用いたまちづくり支援手法に関する研究成果
の発表と相互交流を行なった。 

派遣者の水田哲生は、本ワークショップで、京都市が直下型の大地震に襲われ
た場合の経済被害推定にかかわる研究発表を行なった。これに対して、フロアか
らは構築したモデルが単純なため建物被害を示すシミュレーションの改善点を示
された。また、アユタヤ世界遺産のケーススタディ・セッションでは、多様な言
語・バックグラウンドをもった参加者との協働により、住民参加による保全整備
計画づくりに役立てるため、防災とまちづくりゲーム「Gaming Simulation in 
Ayutthaya "HOSTM(ore)"」を共同開発した。大槻知史は、防災まちづくりにおけ
るマップ・メ－キング・アプローチの効果分析の成果を発表し、日本のコミュニ
ティ・プランニングに対する高い評価の一方、数値化が困難な住民の意識の定量
化に対する指摘を受けた。国連国際防災戦略アジア太平洋事務所のメンバーから
は、タイのみならず途上国全般の歴史都市保全のキャパシティ・ビルディング構
築に関するプロジェクトへの参与から、国連での防災への取り組みとネットワー
クに対する貢献を評価された。 

② 共同企画名 地域防災力に関する若手研究者国際ワークショップ 

開催場所 シェフィールド大学 開催期間 平成 21 年 3 月 26 日（1 日間） 

海外パートナ

ー機関 

シェフィールド大学公共政策センター、地理学部 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

文化遺産や歴史都市の景観の保全のための政策支援を行なうための分析方法を

地理学、環境心理学、地域計画など地域に関連する諸研究分野から幅広く検討す

ることを目的に、”Understanding Spatial Complexities: A Bottom-up Approach”

と題して開催された。派遣者 2名と英国の若手研究者 3名（Smith 氏, Heppenstall

氏, Burgoine 氏）の計 5 名が研究発表を行なった。派遣者の花岡和聖は、歴史都

市の防災に関する GIS と空間マイクロシミュレーションと呼ばれる研究手法を駆

使する研究報告を行なった。これに関連するミクロレベルからの空間モデル手法

に関する英国での研究事例が Dr. Smith 氏、Dr. Heppenstall 氏から紹介された。

また、城月雅大からは文化財防災を強く規定する「場所への愛着」に関する地理

学・環境心理学の研究課題が提示された。こうした社会集団の地域に関連した心

理的評価はソーシャル・キャピタル論など多数の研究分野と関連しており、地域

的な心理的評価・物理的評価の関連性を地域の健康問題と関連する近年の健康科

学分野の研究が、Burgoine 氏から報告された。 

派遣者 2名による研究課題の提示は、文化遺産・歴史都市の景観保全という研究

テーマに適用された事例はほとんど見られずオリジナリティの高い報告として、討

論者などから積極的な評価が示された。これらの方法論や視点に関連した研究は、

健康科学や犯罪学など地域のリスクに関連する諸分野でも検討が進められつつある

ことが、他の報告と関連づけた討論者の論点の整理を通して明らかにされ、本ワー

クショップによる若手研究者の交流の意義が確認された。すなわち、文化遺産や歴

史都市の景観の保全という課題は、都市や地域をめぐるリスクとこれに向かい合う

視点として提示されてきた多様な論点の網の目の中に位置づけられるものであり、

方法論上で関連する研究間の交流を深めていく必要性・有効性が明らかにされた。
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③ 共同企画名 派遣者成果報告会 

開催場所 立命館大学 開催期間 平成 21 年 2月 28 日（1日間） 

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

平成 20 年度派遣者による成果報告会を、文部科学省グローバル COE プログラム

「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点（立命館大学）」主催による『第 1

回日本文化デジタル・ヒューマニティーズ国際シンポジウム（DH-JAC2009）』の第

2日目に位置づけ、開催した。具体的には、今年度中（平成 20年 12 月末日までに

帰国した派遣者を対象）に本事業を利用して中長期の在外研究を行なった若手研

究者 6 名が、各 20 分の派遣中の研究活動や成果報告と、5 分程度の質疑応答を英

語により行なった。 

海外パートナー機関であるボストン美術館 日本版画室長の Sarah Thompson 氏か

らは、各発表者に対する研究内容への提言や今後の活躍を期待するコメントがよせ

られた。また、フロアからも、DH-JAC2009 外国人招待講師からのコメントを含め、

国内外の視点からの様々な質問や意見が寄せられた。質疑応答も含めて外国語によ

る発表・応答を行なう、貴重な場となった。 

本企画の開催は、本事業の成果を国内外に周知する役割でなく、両研究センター

にて活動している他の若手研究者（平成21年度以降の派遣対象者でもある）への強

い動機づけとなった。 

④ 共同企画名 第 2回歴史都市防災シミュレーション若手研究者国際ワークショップ 

開催場所 トリエステ大学 開催期間 平成 21 年 8月 23 日 

 ～ 平成 21 年 8月 31 日（9日間） 

海外パートナ

ー機関 

タマサート大学建築計画学部・サッサリ大学建築学部 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

「THE FUTURE OF THE PAST」と題して、第 2 回歴史都市防災シミュレーション

若手研究者国際ワークショップをイタリア・トリエステ大学において開催した。

本ワークショップの開催にあたっては、派遣中の若手研究者と派遣先であるイタ

リア・サッサリ大学の若手研究者が中心となって企画・準備を進めた。このワー

クショップでは、大規模地震によって文化遺産の多くを失った歴史を持つグラド

（Grado）地域を事例に、シミュレーション＆ゲーミングによる歴史都市防災教育

教材の試作を行なった。また、イタリアの両大学の若手研究者のみならず、昨年

度若手研究者を派遣した実績のある海外パートナー機関、タイ・タマサート大学

建築計画学部の研究者も参加し、若手研究者による歴史都市防災政策に関する研

究成果の発表を行なった。 

本ワークショップへの参加を通じて、イタリア研究機関および研究者間での歴

史都市防災に関する理解が促進された。 

⑤ 共同企画名 若手研究者国際ワークショップ「イメージ文化の利用と受容 －日本美術研究にお

けるデジタルアーカイブの活用をめぐって－」 
開催場所 ロンドン大学 開催期間 平成 21 年 9月 4日（1 日間） 

海外パートナ

ー機関 

ロンドン大学 SOAS 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

本事業にて派遣中の若手研究者 2名が中心となって企画、開催した。 

（後援：University of London; Prime Minister’s Initiative Program） 

参加者は、日本、イギリス、ハワイ、イタリア、カナダなどからの、多彩な顔

ぶれとなり、異分野の研究者との交流も深まるなどの成果もあった。第一部では

デジタル画像のアーカイブの利用、とくにオンラインでの利用や修復という観点

から、デジタル化された資料の利用方法について、第二部ではデータベースによ

って蓄積された資料をどのように研究利用していくかということについて、浮世

絵、版本、歌舞伎、中国絵画、古典文学など多角的な視点からの研究成果発表が

行なわれた。ワークショップ全体を通して活発な議論が展開され、国内外のデー

タベース利用の現状についてそれぞれの視点から確認することができた。 
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参加者には若手研究者も多数参加しており、将来的な学術ネットワークを計る

上でもよい機会となった。発表成果は、本学グローバル COE プログラム「日本文

化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」のブログサイトでも公開しており、ワー

クショップ終了後もディスカッションの場を提供している。 

（http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/GCOE/JCSG/john_carpenter/soas-workshop/）
 

⑥ 共同企画名 派遣者成果報告会 

開催場所 立命館大学 開催期間 平成 22 年 2月 11 日（1日間） 

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

平成 21 年度派遣者（平成 21 年 1 月末日までに帰国した派遣者を対象）による

成果報告会を開催した。具体的には本事業にて中長期の在外研究を行なった、本

拠点所属の若手研究者 7 名が、各 20 分の派遣中の研究活動や成果報告と、5 分程

度の質疑応答を英語により行なった。 

各発表者が、派遣中の研究活動やその成果について報告を行なった後、参加者

から研究内容への質疑応答や提言、海外パートナー機関との今後の研究計画・展

望についての様々な質問や意見交換が活発になされる貴重な機会となった。コメ

ンテーターであるロンドン大学 SOAS の Andrew Gerstle 教授や Monia Guarino 氏

（Studio Guarino・建築士）をはじめ、その他参加者からも本プログラム派遣の

成果に対する高い評価と今後への高い期待がよせられた。 

来年度派遣予定者のみならず、両センターにて活動している他の若手研究者の

参加も多数あり、海外で研究活動を行なうことへの意識の高まりが表れていた。

 

 

 

 

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/GCOE/JCSG/john_carpenter/soas-workshop/
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４．学術面の成果及び成果の発表状況 

派遣若手研究者による研究成果発表について記入して下さい。 

 
①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載すること。査読中・投稿中のものは除く。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

著者名 石上阿希 

題 名 「鈴木春信画『風流座敷八景』考―画中狂歌の利用と図柄の典拠―」 掲載誌名 「浮世絵芸術」 

発行所 国際浮世絵学会 巻号 156 頁 69～87 発行年 2008 年 査読 有 

2 

著者名 石上阿希 

題 名 「養生書と艶本」 掲載誌名 研究成果報告書 ワークショップ

曲直瀬道三―古医書の漢文を読む― 

発行所 二松学舎大学21世紀ＣＯＥプログラ

ム「日本漢文研究の世界的拠点の構築 巻号  頁 167～172 発行年 2009 年 査読 無 

3 

著者名 鶴田清也，川内大和，崔雄，八村広三郎 

題 名 バーチャルダンスコラボレーションシステムのための実時間動作認識 掲載誌名 映像情報メディア学会誌 

発行所 映像情報メディア学会 巻号 62 頁 909～913 発行年 2008 年 査読 有 

4 

著者名 鶴田清也，森岡秀光，崔雄，関口博之，八村広三郎 

題 名 仮想ダンスコラボレーションのための感性情報を付与した身体動作

の生成とその評価 掲載誌名 映像情報メディア学会誌 

発行所 映像情報メディア学会 巻号 63 頁 1807～1814 発行年 2009 年 査読 有 

5 

著者名 水田哲生、チャイワン・デンパイブーン、大槻知史、鐘ヶ江秀彦 

題 名 世界文化遺産タイ・アユタヤにおける水害に対する認識と観光価値

の定量的分析の試み 掲載誌名 歴史都市防災論文集 

発行所 立命館大学歴史都市防

災研究センター 巻号 3 頁 237～244 発行年 2009 年 査読 有 

6 

著者名 大槻知史 

題 名 コミュニティ防災意識向上のための防災ゲーミングの開発と評価 掲載誌名 『歴史都市防災論文集』 

発行所 立命館大学 巻号 Vol.2 頁 77-84 発行年 2008 年 査読 有 

7 

著者名 大野晋 

題 名 時空間情報の可視化による『地域の記憶』の分析手法に関する研究 掲載誌名 アート・リサーチ 

発行所 立命館大学 巻号 9 号 頁 115 - 122 発行年 2009 年 査読 有 

8 

著者名 斎藤進也、稲葉光行 

題 名 図的表現の展開と知識マネジメント-立方体の持つ情報表現力の開

拓とその社会的活用- 掲載誌名 アート・リサーチ 

発行所 立命館大学アート・リサ

ーチセンター 巻号 10 頁 87～98 発行年 2010 年 査読 有 

9 

著者名 城月雅大・豊田祐輔・関谷諒・大槻知史・鐘ヶ江秀彦 

題 名 花街・上七軒における歴史的まちなみ保全活動の変遷～本当の「住

民主体」のまちづくりとは何か? ～ 掲載誌名 歴史都市防災論文集 

発行所 立命館大学 巻号 Vol.4 頁 317～324 発行年 2010 年 査読 有 

10 

著者名 崔雄 

題 名 Performing Arts of Intangible Cultural Heritage in Second Life 掲載誌名 人文科学とコンピュータシ

ンポジウム 
発行所 情報処理学会 巻号 16 頁 135～140 発行年 2009 年 査読 有 

11 

著者名 野村和義，尹新，坂口嘉之，田中弘美 

題 名 多方向照明 HDR 画像からのメゾ構造に基づく触感提示システム 掲載誌名
電子情報通信学会論文誌 D
「システム開発論文」特集号

発行所 電子情報通信学会 巻号 Vol.J93-
D, No.10 頁 採録決定 発行年 2010 年 査読 有 

12 

著者名 倉橋正恵 

題 名 ボストン美術館所蔵歌舞伎番付 掲載誌名 アート・リサーチ 

発行所 立命館大学アート・リサ

ーチセンター 巻号 10 頁 111-118 発行年 2010 年 査読 有 
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13 

著者名 中野くみ恵、大窪健之 

題 名 台湾における「文化替代役制度」とその文化遺産防減災における役

割に関する研究 掲載誌名 歴史都市防災シンポジウ

ム’10 論文集 
発行所 立命館大学 巻号 4 号 頁 233-240 発行年 2010 年 査読 有 

14 

著者名 齊藤ちせ 

題 名 在伊日本美術資料情報公開の現状と課題－イタリア文化財デジタル

化政策の中で－ 掲載誌名 『アート・ドキュメンテー

ション研究』 

発行所 アート・ドキュメンテー

ション学会 巻号 17 頁 53～63 発行年 2010 年 査読 有 

 
②国際会議における発表 

・発表者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、発表

時期を記載すること。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付すこと。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載すること 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

発表者名 Aki Ishigami 

題 名 “An Introduction to SHUNGA in the Lane collection” 口頭 審査 無 

学会名 HAA lecture 場所 Honolulu Academy of Arts 2008 年 7 月 

2 

発表者名 Aki Ishigami 

題 名 “Erotic Editions of Chushingura, ‘The Forty-Seven Loyal Retainers’ ” 口頭 審査 無 

学会名 East Asian Art and Archaeology Research 
Seminars 場所 SOAS, University of London 2008 年 10 月 

3 

発表者名 石上阿希 

題 名 “Survey of Shunga and Ehon in Overseas Collections“ 口頭 審査 無 

学会名 International Symposium Global COE Digital Humanities 
Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009) 場所 立命館大学 2009 年 2 月 

4 

発表者名 Aki Ishigami 

題 名 “One of Ways for Shunga Study and Creating the Database of 
Sunga/Shunpon” 口頭 審査 無 

学会名 Shunga Workshop 場所 SOAS, University of London 2009 年 8 月 

5 

発表者名 ○Seiya Tsuruta, Yamato Kawauchi, Woong Choi, Hiroyuki Sekiguchi, Kozaburo Hachimura 

題 名 “Extraction of Emotional Information from Music for Virtual Dance 
Collaboration System”  ポスター 審査 無 

学会名 The Fourth Joint Workshop on Machine 
Perception and Robotics (MPR2008) 場所 Beijin, China 2008 年 11 月 

6 

発表者名 ○Seiya Tsuruta, Yamato Kawauchi, Woong Choi, Hiroyuki Sekiguchi, Kozaburo Hachimura 

題 名 “Virtual Dance Collaboration System” 口頭 審査 無 

学会名 International Symposium Human Body 
Motion Analysis with Motion Capture 場所 Ritsumeikan Univ., Kyoto, Japan 2009 年 1 月 

7 

発表者名 ○Seiya Tsuruta, Yamato Kawauchi, Woong Choi, Hiroyuki Sekiguchi, Kozaburo Hachimura 

題 名 “Extraction of Emotional Information from Music for Virtual Dance 
Collaboration System” 口頭 審査 無 

学会名 International Symposium Global COE Digital Humanities 
Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009) 場所 Ritsumeikan Univ., Kyoto, Japan 2009 年 2 月 

8 

発表者名 ○Seiya Tsuruta, Ryota Ozaki, Woong Choi, Kozaburo Hachimura 

題 名 Generatain and Evaluation of Emotional Body Motion for Virtual Dance 
Collaboration System 口頭 審査 無 

学会名 The Fifth Joint Workshop on Machine 
Perception and Robotics (MPR2009) 場所 Ritsumeikan Univ., Kyoto, Japan 2009 年 10 月 

9 

発表者名 ○Seiya Tsuruta, Ryota Ozaki, Woong Choi, Kozaburo Hachimura 

題 名 Generation and Evaluation of Emotional Dance Motion for Virtual 
Dance Collaboration System 口頭 審査 無 

学会名 International Symposium Human Body 
Motion Analysis with Motion Capture 場所 Ritsumeikan Univ., Shiga, Japan 2010 年 1 月 

10 

発表者名 ○Seiya Tsuruta, Woong Choi, Kozaburo Hachimura 

題 名 Generation of Emotional Dance Motion for Virtual Dance Collaboration System ポスター 審査 有 

学会名 Digital Humanities2010 (DH2010) 場所 King's College London, UK 2010 年 7 月 
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11 

発表者名 Tetsuo Mizuta 

題 名 “Kyoto City's Earthquake Loss Estimation by Economic Measures” 口頭 審査 無 

学会名 1st International Meeting of "Urban Planning and 
Conservation Policies for Cultural Heritages" 場所 Thammasat University 2008 年７月 

12 

発表者名 Tetsuo Mizuta 

題 名 “An Earthquake Risk Assessment from the Viewpoint of Economics by 
Analysing Macro Data in Kyoto” 口頭 審査 有 

学会名 第21回EAROPH (Eastern Regional Organization 
for Planning and Human-Settlements) 世界大会 場所 淡路島・淡路夢舞台 2008 年 10 月 

13 

発表者名 Tetsuo Mizuta 

題 名 歴史都市アユタヤにおける住民と観光客の水害に対する認識分析 “An 
Analysis of Flood Risk Perception for Tourists and Local Residents in Ayutthaya” ポスター 審査 無 

学会名 第 23 回地域安全学会研究発表会（秋季） 場所 静岡市・静岡県地震防災センター 2008 年 11 月 

14 

発表者名 Tetsuo Mizuta 

題 名 “World Heritage Ayutthaya's Flood Loss Estimation as Risk Management, 
and a Practice of Lectures as an Achievement of Research Activities” 口頭 審査 無 

学会名 International Symposium Global COE Digital Humanities 
Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009) 場所 立命館大学 2009 年 2 月 

15 

発表者名 ○Tetsuo Mizuta, Chaweewan Denpaiboon, Satoshi Ohtsuki, Hidehiko Kanegae 

題 名 An Estimation of Ayutthaya the World Heritage and Often Flooded 
Area's Sightseeing Value 口頭 審査 無 

学会名 The 9th IIASA-DPRI Conference on 
Integrated Disaster Risk Management 場所 京都市・コンソーシアム京都 2009 年 10 月 

16 

発表者名 Satoshi Ohtsuki 

題 名 “A study on Map-Making Approach for Succession of Historical Districts 
in Asian Cities” 口頭 審査 無 

学会名 
International training programme workshop and 2nd 
international workshop of "Urban Gaming and 
Simulation and Urban Design for Cultural Heritages" 

場所 Thammasat University 2008 年 8 月 

17 

発表者名 Satoshi Ohtsuki 

題 名 “A Study on an Efficiency of Map Making Method for Encouraging 
Residents’ Recognition and Coping Behavior with Local Risks” 口頭 審査 有 

学会名 第21回EAROPH (Eastern Regional Organization 
for Planning and Human-Settlements) 世界大会 場所 淡路島・淡路夢舞台 2008 年 10 月 

18 

発表者名 大槻知史 

題 名 地球温暖化への「適応」と「緩和」のためのゲーミングの利用と課題 口頭 審査 無 

学会名 日本シミュレーション＆ゲーミング学会

2008 年秋季大会 場所 千葉工業大学 2008 年 10 月 

19 

発表者名 大槻知史 

題 名 “Promoting Capacity building to Climate Change Adaptation through 
training for Governmental staffs” 口頭 審査 無 

学会名 UN/ISDR インターンレポート 場所 UN/ISDR バンコクオフィス 2008 年 10 月 

20 

発表者名 大槻知史 

題 名 “How to Preserve/ Conserve Historical Districts by Residents 
Themselves? –Case Studies of Thailand–” 口頭 審査 無 

学会名 International Symposium Global COE Digital Humanities 
Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009) 場所 立命館大学 2009 年 2 月 

21 

発表者名 大野晋 

題 名 「時系列情報の組み合わせ支援に関する研究」 口頭 審査 無 

学会名 第 32 回 GCOE セミナー 場所 立命館大学 2008 年 10 月 

22 

発表者名 Shin Ono 

題 名 “Research of visualized environment for historical events” 口頭 審査 無 

学会名 International Symposium Global COE Digital Humanities 
Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009) 場所 立命館大学 2009 年 2 月 

23 

発表者名 Atsuko Oya 

題 名 “Screening environment for Film Programs in Kyoto” 口頭 審査 無 

学会名 Presentation Meeting at C.V. Starr East 
Asian Library 場所 Columbia University 2008 年 12 月 
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24 

発表者名 Atsuko Oya 

題 名 “Handling of non-film materials in the Makino Mamoru Collection of 
C.V. Starr East Asian Library at Columbia University 口頭 審査 無 

学会名 International Symposium Global COE Digital Humanities 
Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009) 場所 立命館大学 2009 年 2 月 

25 

発表者名 Atsuko Oya 

題 名 A Survey of Non-film Materials in the Makino Mamoru Collection 口頭 審査 無 

学会名 Presentation Meeting at C.V. Starr East 
Asian Library 場所 Columbia University 2009 年 11 月 

26 

発表者名 大矢敦子 

題 名 映画「豪傑児雷也」に見られる見せ場 ―浮世絵に見られるイメージとの比較― 口頭 審査 無 

学会名 風俗絵画研究会 場所 立命館大学 2009 年 12 月 

27 

発表者名 Masashiro Shirotsuki 

題 名 “Participatory community planning for sustainable community management” 口頭・ポスター 審査 無 

学会名 
JSPS International Training Program 
Workshop (Title: Understanding Spatial 
Complexities: A Bottom-up Approach) 

場所 The University of Sheffield, UK 2009 年 3 月 

28 

発表者名 Masashiro Shirotsuki 

題 名 “Ways people make active in planning process; the role of personal 
emotional bonding with place” 招待講演 審査 無 

学会名 CONFERENZA Blocco “Piano & Progetto” 
University of Sassari 場所 University of Sassari ,Italy 2009 年 6 月 

29 

発表者名 Masashiro Shirotsuki 

題 名 “The Importance of Psychological Bond with Place: A Way of People 
Make Active in Community Planning” 口頭 審査 無 

学会名 
3rd international workshop Urban Gaming 
and Simulation and Urban Design for 
Cultural Heritages 

場所 University of Trieste, Italy 2009 年 8 月 

30 

発表者名 Masashiro Shirotsuki,Satoshi Ohtsuki,Miho Sonoda 

題 名 "Can Environmental Psychologists Accommodate People’s Place 
Attachment and Identity for Practical Purposes of Daily Life?” ポスター 審査 無 

学会名 8th Biennial Conference on Environmental 
Psychology 場所 Zurich, Switzerland 2009 年 9 月 

31 

発表者名 城月雅大・園田美保・大槻知史 

題 名 伝統的建築物と所有者の心理的結び付きが保全行動に与える影響 口頭 審査 無 

学会名 日本環境心理学会全国大会 場所 相模女子大学 2010 年 3 月 

32 

発表者名 Masashiro Shirotsuki,Miho Sonoda,Satoshi Ohtsuki 

題 名 Effect of sense of place on property owner’s behaviour for maintaining 
historical building; A case study in Eyam village in UK 口頭 審査 無 

学会名 
21st IAPS conference Vulnerability, Risk and 
Complexity: Impacts of Global Change on 
Human Habitats 

場所 Leipzig, Germany 2010 年 7 月 

33 

発表者名 Kazumasa Hanaoka 

題 名 “Socio-economic impacts of earthquake at the small area level: A 
spatial microsimulation approach” 口頭 審査 無 

学会名 
JSPS International Training Program 
Workshop (Title: Understanding Spatial 
Complexities: A Bottom-up Approach 

場所 University of Sheffield 2009 年 3 月 

34 

発表者名 Kazumasa Hanaoka 

題 名 “The estimation of the socio-economic impacts of machiya (traditional wooden 
townhouse) demolitions: A dynamic spatial microsimulation approach” 口頭 審査 有 

学会名 GISRUK 2009 場所 University of Durham 2009 年 4 月 

35 

発表者名 Woong Choi 

題 名 Character Animation of Performing Arts in Second Life ポスター 審査 有 

学会名 DADH2009 場所 Taiwan Taipei 2009 年 12 月 

36 

発表者名 Woong Choi 

題 名 Character Animation of Intangible Cultural Heritage in Second Life 口頭 審査 有 

学会名 IEEJ/ /IEVC2010 場所 France Nice 2010 年 3 月 
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37 

発表者名 Woong Choi 

題 名 Virtual Yamahoko Parade in Virtual Environment 口頭 審査 有 

学会名 NICOGRAPH 2010 場所 Singapore 2010 年 6 月 

38 

発表者名 Woong Choi 

題 名 Virtual Yamahoko Parade in Virtual Kyoto ポスター 審査 有 

学会名 SIGGRAPH 2010 場所 USA Los Angeles 2010 年 7 月 

39 

発表者名 ○Xin Yin, Kazuyoshi Nomura, Hiromi T. Tanaka 

題 名 Extracting Tactile Sensation Information from Multi-illuminated Images 
of Tangible Cultural Property 口頭 審査 有 

学会名 
The Fifth International Conference on 
Intelligent Information Hiding and Multimedia 
Signal Processing (IIH-MSP 2009) 

場所 Kyoto, Japan 2009 年 9 月 

40 

発表者名 ○Xin Yin, Kazuyoshi Nomura, Hiromi T. Tanaka, Naoki Saiwaki 

題 名 Extracting vibration signal for tactile sensation from single image 口頭 審査 有 

学会名 ACCV 2009 Invited Workshop: Vision and 
Control for Access Space (VCAS2009) 場所 Xian, China 2009 年 9 月 

41 

発表者名 ○Xin Yin, Hiromi T. Tanaka 

題 名 Visual Simulation of Ancient Book Printing 口頭 審査 有 

学会名 Asia Simulation Conference 2009 (JSST 2009) 場所 Kusatsu, Japan 2009 年 10 月 

42 

発表者名 ○Kazuyoshi Nomura, Xin Yin, Hiromi T. Tanaka, Naoki Saiwaki 

題 名 Modeling of Finger Resonance Vibration for Distinction of Textures in a 
Single Image ポスター 審査 無 

学会名 The Fourth Joint Workshop on Machine 
Perception and Robotics(MPR 2009) 場所 Kyoto, Japan 2009 年 10 月 

43 

発表者名 ○Kazuyoshi Nomura, Yoshiyuki Sakaguchi, Xin Yin, Hiromi Tanaka 

題 名 Estimation and Rendering of Tactile Information Based on Photometric Images ポスター 審査 有 

学会名 
Proc. IEEE-CS The 2010 International 
Conference on Computational Science and 
Its Applications (ICCSA 2010) 

場所 Fukuoka, Japan 2010 年 3 月 

44 

発表者名 倉橋正恵 

題 名 ボストン美術館所蔵初代歌川国貞浮世絵版画 口頭 審査 無 

学会名 第 62 回 GCOE セミナー 場所 立命館大学 2009 年 10 月 

45 

発表者名 中野（服部）くみ恵 

題 名 文化資産防災 DIG (Disaster Imagination Game) の実践方法について 口頭 審査 無 

学会名 文化資産防災 DIG (Disaster Imagination 
Game) の実践方法について 場所 台湾、雲林西螺鎮 2009 年 9 月 

46 

発表者名 中野（服部）くみ恵 

題 名 日本防災社区営造経験分享（日本における防災コミュニティの経験） 口頭 審査 無 

学会名 国家科技防災中心・深耕工作室 場所 台湾、桃園県平鎮市 2009 年 11 月 

47 

発表者名 中野（服部）くみ恵 

題 名 日本・神戸における震災復興修学旅行の推進―震災復興とツーリズム 口頭 審査 無 

学会名 阿里山国家公園管理処深耕工作室 場所 台湾、嘉義県阿里山郷 2009 年 12 月 

48 

発表者名 中野（服部）くみ恵 

題 名 日本京都文化資産市民救援隊分享（日本京都における市民による文化財保存） 口頭 審査 無 

学会名 台中県阿罩霧文化基金会・霧峰林家古蹟下暦管理委員会 場所 台湾、台中県霧峰鎮霧峰林家 2009 年 12 月 

49 

発表者名 中野くみ恵、大窪健之 

題 名 台湾における「文化替代役制度」とその文化遺産防減災における 役割に関する研究 口頭 審査 有 

学会名 歴史都市防災シンポジウム’10 場所 立命館大学 2010 年 7 月 

50 

発表者名 Ryoko Matsuba 

題 名 Changing Iconography in Early Modern Visual Culture: Kabuki and The Tales of Ise 口頭 審査 無 

学会名 The Impact of Image Culture: Using Digital 
Archives for Research in Japanese Art 場所 SOAS, University of London, UK 2009 年 9 月 
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51 

発表者名 Ryoko Matsuba 

題 名 Ukiyo-e and Kabuki Performance 口頭 審査 無 

学会名 Seminar Series, Center for Japanese Studies  場所 Tokioka Room, University of 
Hawaii at Manoa, USA 2009 年 10 月 

52 

発表者名 Ryoko Matsuba 

題 名 「地芝居－The Local Theater in Japan－」 口頭 審査 無 

学会名 Seminar of Depertment of Theater and 
Dance 場所 The Kennedy Theater , University 

of Hawaii at Manoa, USA 2009 年 10 月 

53 

発表者名 Ryoko Matsuba 

題 名 Reconstructing China on the Kabuki Stage 口頭 審査 有 

学会名 2010 AAS (The Association For Asian 
Studies) Annual Meeting 場所 Philadelphia, Mariotto Downtown, 

USA  2010 年 3 月

54 

発表者名 Chise Saito 

題 名 Ways of Introducing Cultural Heritage Online: Japanese Art Collections 
in Italy 口頭 審査 無 

学会名 The Impact of Image Culture: Using Digital 
Archives for Research in Japanese Art 場所 SOAS, University of London 2009 年 9 月 

55 

発表者名 齊藤ちせ 

題 名 イタリア所蔵日本美術コレクション調査報告－現状と展望－ 口頭 審査 無 

学会名 第 72 回 GCOE セミナー 場所 立命館大学 2010 年 1 月 

56 

発表者名 齊藤ちせ 

題 名 在伊日本美術資料共有化を探る－主要文化都市における事例を通して－ 口頭 審査 無 

学会名 第 79 回 GCOE セミナー 場所 立命館大学 2010 年 6 月 

57 

発表者名 齊藤ちせ 

題 名 イタリア文化財デジタル化政策の動向及び在伊日本美術コレクション

整理の現状と可能性 口頭 審査 有 

学会名 アート・ドキュメンテーション学会 場所 慶応義塾大学三田キャンパス 2010 年 6 月 

58 

発表者名 Shinya Saito 

題 名 Development of a Web-based Application for Sharing Historical 
Information 口頭 審査 無 

学会名 Workshop in MAGIC 場所 University of British Columbia 2010 年 3 月 

59 

発表者名 Shinya Saito 

題 名 Collective Culture and Visualization Platform of Spatiotemporal 
Information 口頭 審査 無 

学会名 Kitchen seminar in Clark University 場所 Clark University 2010 年 3 月 

60 

発表者名 Shinya Saito 

題 名 Collective Culture and Visualization Platform of Spatiotemporal 
Information 口頭 審査 無 

学会名 Humanities Computing Workshop in 
University of Alberta 場所 University of Alberta 2010 年 3 月 

61 

発表者名 Shinya Saito 

題 名 Development of Web System to Remote-control for Cubee 口頭 審査 無 

学会名 HTC research meeting (UBC) 場所 University of British Columbia 2010 年 3 月 

62 

発表者名 ○Saito, S., Ohno, S., and Inaba, M. 

題 名 A Platform for Cultural Information Visualization Using Schematic 
Expressions of Cube ポスター 審査 有 

学会名 The Digital Humanities 2010 conference 場所 London,UK 2010 年 7 月 
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５．今後の展望 

（１）当初目的を達成するための今後の事業実施計画（概要）について、これまでの実施状況を踏ま

えて、改善点・改善方法について触れながら記入してください。また、事業実施期間終了後の展望に

ついて記入して下さい。 

 

本事業の基本スキームは、第一に博士課程後期課程大学院生や PDといった若手研究者を、海外パートナ

ー機関で一定期間研修させることにより、若手研究者自身の世界レベルでの研究能力を向上させ、今後の

研究成果やキャリア形成に結びつけること、第二に海外パートナー機関（研究協力機関）とのネットワー

クを強化し、有効な共同研究プロジェクトを持続的に実施することであった。これまでの派遣について上

記の点に関し、それぞれの研究協力機関と一定の成果を収めることができたと自負している。 

 

中でも、ロンドン大学 SOAS との連携に端的に表れているように、研究プロジェクトの成果が核となり、

日本側からの資金による研究者派遣、あるいは先方の研究者招聘のみならず、イギリス側の資金による研

究者派遣、日本側の研究者招聘が行われるようになるなどの相互交流が日常化してきている。本事業の派

遣を中心とする若手研究者の活躍により、国際研究プロジェクトが世界各国に知られるようになったこと

から、各国の大学、博物館・美術館の若手研究者が本学に、大学院生として、あるいは研究者として集ま

るようになってきている。 

今後は、これまで以上に共同研究の機会を有効に活かし、多くの若手研究者を中長期にわたって「現場」

に派遣することによって、より経験を積んだリーダーシップのある若手研究者を増やし、すなわち国際的

な研究者としての力量を着実に積み上げ、研究を促進していく。研究ネットワークがより大規模となれば

なるほど、本学・海外パートナー機関双方にとっての人材育成の場を広げることにつながるという相乗効

果も期待できる。派遣経費だけでなく、マッチングファンドの原資となる研究活動経費等をセットにした

派遣プログラムを用意し、より積極的な実効性のある共同成果を創出できる環境づくりを検討したい。 

 

本学は、国際化拠点整備事業（グローバル 30）の採択を受けており、全学をあげて、短期・長期を問わ

ず、海外からの留学生の受け入れが飛躍的に増加することが予想される。海外パートナー機関が所在する

地域は、重点地域として特に受入強化目標が設定されており、特にロンドン大学 SOAS には、ロンドンオフ

ィスが設置されることが決定している。国際化拠点整備事業により来日した留学生を積極的に両センター

にて受け入れを行なうことにより、単に単発的な相互交流ではなく、ARC と DMUCH がハブとなった協力機関

間ネットワーク化も併せて推進し、日本国内にいながら国際的な環境下での研究活動を実現することがで

きる。 

 

本事業終了後の展望としては、本事業の成果を鑑み、海外からの留学生を定員の半数に見込んだ新しい

タイプの国際的な新大学院の設置の準備を進めている。本事業の母体となる 2 つの研究センターは、外部

資金に基づく研究プロジェクトを中心に運営されていることから、継続的に研究プロジェクトを遂行し若

手研究者を一定確保することが重要である。博士課程後期課程学生の人材育成、キャリア支援に対する現

状と課題も強く認識されていることにより新設された「博士キャリアパス推進室」からの専門的な支援強

化も含め、両拠点を母体とする新大学院の設置準備が進めており、本事業にて経験を積んだ若手研究者を

助教などに任用することも積極的に検討している。 

 

若手研究者の海外派遣にあたっては、個別申請により実施した場合と比較しても、本事業のように組織

的に派遣され、実践を積んだ経験が、帰国後の高いパフォーマンスにつながっていることは明確である。

本事業の他にも、「研究者海外派遣基金助成金（組織的な若手研究者等海外派遣プログラム）」や学内制度

（研究の国際化推進プログラム）など、国際的な研究に対する支援制度を活用しながら、それぞれの資金

の性格を見極め、これまで以上に連携をより有機的に行ない、効果を重層的に挙げていくことも今後の課

題の一つである。 

 

なお、本事業終了後も、政府および関係各省庁には、このような有効な成果を生む類似の海外派遣制度

の継続を強く希望する。 
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（２）年度別計画について記入して下さい。（年度別の具体的な事業実施計画について記入してくださ

い。） 

 

①平成 22 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
 
ボストン美術館 博士課程後期課程大学院生（1名） 61 日

コロンビア大学 

ドナルド・キーン日本文化センター 

博士課程後期課程大学院生（1名） 31 日

国立雲林科技大学 博士課程後期課程大学院生（1名） 61 日

国連国際防災戦略アジア太平洋事務所 博士課程後期課程大学院生（1名） 200 日

国際記念物遺跡会議 

（イコモス、韓国国内委員会） 

ポストドクトラルフェロー（1名） 122日

国際連合教育科学文化機関 

（ユネスコ、世界遺産センター） 

博士課程後期課程大学院生（1名） 168 日

ロンドン大学 SOAS ポストドクトラルフェロー（2名）

博士課程後期課程大学院生（2名）

計155日

計155日

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）
 
第 3 回文化遺産防災と歴史都市保全

若手研究者国際ワークショップ 

8 月 24 日～31 日 立命館大学 歴史都市防災研究

センター（日本） 

30 名

Internal Exchange モノの移動・イメ

ージの受容・変容 

9 月 18 日 ロンドン大学 SOAS（イギリス） 30 名

災害から見る文化遺産保護における

新たな発見（予定） 

12 月 2日（予定） 国際記念物遺跡会議（イコモス、

韓国国内委員会） 

20 名

2010 年度派遣者成果発表会 2 月 10 日（予定） 立命館大学 アート・リサーチ

センター多目的ルーム（日本） 

30 名

 

（計画の目的及び概要） 

 平成 22 年度は、国際ネットワークにおける若手育成の重点化をテーマとして、海外パートナー機関との

共同研究の実施を増やすとともに、若手研究者の育成の点において、継続した二拠点間の派遣継続を予定

している。これまでの教育研究活動の中で実績を残し、海外派遣に耐えうる語学力と研究遂行能力を有す

る若手研究者を派遣対象とする。ただし、より多くの若手研究者に海外における研究活動の機会を提供す

るため、同一の派遣者対し 3回以上の派遣は行なわないこととしている。 

また、日本学術振興会より採択を受けた「研究者海外派遣基金助成金（組織的な若手研究者等海外派遣

プログラム）」を併用することにより、海外で開催される学会での口頭発表や現地調査をより促進し、本事

業での派遣意義や研究成果を効果的に公表できる環境を整えることができる。 

 

 

②平成 23 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
 
ブリティッシュ・コロンビア大学 

メディアグラフィック学際センター 

ポストドクトラルフェロー（1名）

博士課程後期課程大学院生（2名）

93 日

計155日

国連国際防災戦略アジア太平洋事務所 博士課程後期課程大学院生（1名） 93 日

タマサート大学 博士課程後期課程大学院生（1名） 62 日

国際記念物遺跡会議 

（イコモス、韓国国内委員会） 

博士課程後期課程大学院生（1名） 93日

ロンドン大学 SOAS ポストドクトラルフェロー（1名）

博士課程後期課程大学院生（3名）

62日

計279日
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（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）
 
第 4 回文化遺産防災と歴史都市保全

若手研究者国際ワークショップ 

8 月 1週間程度 タマサート大学（タイ）（予定） 30 名

在外美術館・博物館所蔵の日本美術品

コレクション 

9 月 15 日（予定） ロンドン大学 SOAS（イギリス） 30 名

ブリティッシュ・コロンビア大学 

若手研究者国際セミナー 

10 月 15 日（予定） ブリティッシュ・コロンビア大

学メディアグラフィック学際セ

ンター（カナダ） 

20 名

2011 年度派遣者成果発表会 2 月 10 日（予定） 立命館大学（日本） 30 名

 

（計画の目的及び概要） 

引き続き、国際ネットワークにおける若手育成の重点化をテーマとして、派遣先ごとでの共同企画の実

施を目指す。日本学術振興会より採択を受けた「研究者海外派遣基金助成金（組織的な若手研究者等海外

派遣プログラム）」を併用することにより、海外で開催される学会での口頭発表や現地調査をより促進し、

本事業での派遣意義や研究成果を効果的に公表できる環境を整えることができる。 

 

 

③平成 24 年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 
 
文化財保存修復研究国際センター 

（イクロム） 

ポストドクトラルフェロー（1名） 124日 

サッサリ大学建築学部 博士課程後期課程大学院生（1名） 124日 

ホノルル美術館 博士課程後期課程大学院生（1名） 124日 

国際連合教育科学文化機関 

（ユネスコ、世界遺産センター） 

博士課程後期課程大学院生（1名） 124日 

ロンドン大学 SOAS ポストドクトラルフェロー（2名）

博士課程後期課程大学院生（2名）

計155日 

計 186日 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み）
 
第 5 回文化遺産防災と歴史都市保全

若手研究者国際ワークショップ 

8 月 1週間程度 サッサリ大学（イタリア）（予定） 30 名

日本美術品のデジタルアーカイブ化

とその応用 

9 月 15 日（予定） ロンドン大学 SOAS（イギリス） 30 名

2012 年度派遣者成果発表会 

（5ヵ年分事業実施報告会含む） 

2 月 10 日（予定） 立命館大学（日本） 30 名

 

（計画の目的及び概要） 
終年度は各海外パートナー機関の事情を踏まえつつ、本事業終了後の連携を見据えながら若手研究者

を中心とした共同研究の実施を目標とする。 

また、事業実施 5 ヵ年分の総まとめとして、これまで構築したネットワークを 大限活用した形で成果

報告会を開催する。 

 

 

 

 


