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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成  28年  1月  25 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局 名古屋大学・大学院環境学研究科  

（ふりがな） 

職・氏 名  教授・清水
し み ず

 裕之
ひろゆき

   
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ドイツ）とのセミナー（振興会対応機関：DFG  ） 

 

 

2． セミナー名  持続可能でレジリエントな都市計画を目指して      

 

 

3． 期   間  平成 27年 9月  8日 ～ 平成 27年 9月 11日（ 4日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）    名古屋大学大学院環境学研究科（名古屋市）  

 

5． 参加者数   日本側       17名（うち、滞在費等本会負担   1 名） 
（代表者を含む） 

相手国側     7名（うち、滞在費等本会負担    0名） 
 

その他の国    0名 
 

参加者  計   24 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

久野 覚 

片木 篤 

西澤 泰彦 

奥宮 正哉 

谷川 寛樹 

村山 顕人(旅費負担)* 

小松 尚 

飯塚 悟 

恒川 和久 

廣井 悠 

高取 千佳 

斉藤 輝幸(新) 

田中 英紀(新) 

神沢 博(新) 

川口 伸子(新) 

田代 喬(新) 

名古屋大学大学院環境学研究科・教授 

名古屋大学大学院環境学研究科・教授 

名古屋大学大学院環境学研究科・教授 

名古屋大学大学院環境学研究科・教授 

名古屋大学大学院環境学研究科・教授 

東京大学大学院工学系研究科・准教授 

名古屋大学大学院環境学研究科・准教授 

名古屋大学大学院環境学研究科・准教授 

名古屋大学大学院工学研究科・准教授 

名古屋大学減災連携研究センター・准教授 

名古屋大学大学院環境学研究科・助教 

名古屋大学大学院環境学研究科・准教授 

名古屋大学施設･環境計画推進室・特任教授 

名古屋大学大学院環境学研究科・研究科長 

名古屋大学大学院環境学研究科・非常勤研究員 

名古屋大学減災連携研究センター・准教授 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Professor, Bernhard Müller 

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Paulina Schiappacasse 

Stefanie Roessler 

Wolfgang Wende 

Clemens Deilmann 

Thomas Naumann 

Andreas Otto 

Libniz Institute of Ecological Urban and Regional Development・Coordinator 

Libniz Institute of Ecological Urban and Regional Development・Researcher 

Libniz Institute of Ecological Urban and Regional Development・Research head 

Libniz Institute of Ecological Urban and Regional Development・Research head 

Libniz Institute of Ecological Urban and Regional Development・Research head 

Libniz Institute of Ecological Urban and Regional Development・Deputy Director 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

本セミナーはライプニッツ生態都市・地域開発研究所及びドレスデン工科大学と名古屋大学大学院

環境学研究科都市環境学専攻建築学系の研究者を中心として企画する。両者は、ともに建築･都市

計画の分野を基盤に、地球環境問題、災害、少子高齢化などの大きな社会問題に対して、これまで

の建築･都市計画組織にはない新しい研究の枠組みを築き、この親和性を基に、名古屋大学大学院

環境学研究科がグローバル COE プログラムを獲得して以来、両者は積極的な研究交流を進めてきた。

本セミナーは、その交流をさらに、幅広く発展させるための契機とするものである。具体的には、

これまでの個別的、分散的な交流を、それぞれの研究機関相互の有機的交流に高めることを意図し

ている。 

具体的には、1)効果的、効率的な物質、エネルギー、施設管理、2)対災害計画、政策、3)グリーンイン

フラスタラクチャという３つの軸を中心に、地球環境問題を視野に入れた持続的、かつレジリエントな

都市を構築するために必要な研究の視点、枠組みを包括的に眺め、ドイツ、及び、日本の研究や政策立

案に必要なキイワードを整理し、相互に欠落している視点を発見し、これから展開すべき重要な研究の

ヒントを確認しようとするものであり、さらに、若手研究者を中心とした相互の継続的連携を進める枠

組みを将来構築するための継続的な相互交流のあり方についての深い討論も期待した。同時通訳付きの

公開形式でおこなわれたこともあり、行政関係者、建築関係者、学生などを含めて１２０名程度の参加

者があり、盛況な結果となった。 

9月 8日から 11日にかけてセミナーを実施した。7日、ドイツの研究者が来日、中部空港にて受け入れ、

夕方に同時通訳者との打ち合わせを行った。8 日と 9 日は公開セミナー「持続的でレジリエントな都市

計画を目指して」を同時通訳付で実施した。8 日午前は研究科長、前研究科長挨拶、趣旨説明を行った

後、Part1「都市の持続性とレジリエンシイ」と題して、1) 持続可能でレジリエントな将来に向けて地

域まちづくりと都市計画の枠組みを再考する、村山顕人 （東京大学大学院  准教授、2) 持続可能でレ

ジリエントな都市計画と開発 －ドイツの展望、Prof. Bernhard Müller  (IOER 研究所 所長)、3) 都

市・地域におけるレジリエンスへの認識の違いと研究の可能性、Dr. Paulina Schiappacasse  (ドレス

デン工科大学 研究員)、4) 日本の大都市圏における 「都市」 「田園」 の対立的発展 、片木篤 ( 名

古屋大学大学院 教授 )、5) 東アジアおよび日本における都市の遺産、西澤泰彦 ( 名古屋大学大学

院 教授 )の発表が行われた。 Part2では「都市のエネルギーと物質の循環と管理」と題して、6) 都

市計画における資源の効率性、Prof. Clemens Deilmann  (IOER 研究所 教授)、7) 都市の重さ−時系

列の地理情報を用いたマテリアルストック・フロー分析− 、谷川寛樹  ( 名古屋大学大学院 教授 )、

8) 都市のエネルギーシステムの変革、奥宮正哉  ( 名古屋大学大学院 教授 )、9)  建築のエネルギ

ーマネジメント- 性能検証とシステムシミュレーション -、田中英紀  ( 名古屋大学大学院 特任教

授 )、10) 日本における今後の空調システム～放射冷暖房と採涼空間、斉藤輝幸  ( 名古屋大学大学院 

准教授 ) 、11) 人口減少および超高齢化社会における公共施設計画の課題、小松尚   ( 名古屋大学大



学院 准教授 ) 、12）地域特性に基づく公共施設マネジメントの都市計画への展開、恒川和久  ( 名

古屋大学大学院 准教授 )の発表が行われた。 

二日目は Part3 「都市の緑のインフラストラクチャー」と題して、13) 都市生態系サービスと生物多様

性オフセット、Prof. Wolfgang Wende  (IOER 研究所 教授）、14) 都市のグリーンインフラストラク

チャーと人口変、Dr. Stefanie Rößler  (IOER 研究所 研究員 ) 、15) 都市気象の評価に基づく都市・

緑地計画への展開、高取千佳  ( 名古屋大学大学院 助教 )、16) 温暖化ダウンスケーリングに基づく  

都市気候の現在解析および将来予測、飯塚悟  ( 名古屋大学大学院 准教授 )、17) 持続的な景域管理、

清水裕之  ( 名古屋大学大学院 教授 )の発表、Part4「都市のリスクマネジメント」として、18) 都

市と地域の発展と環境リスク、Prof. Thomas Naumann  (IOER 研究所 教授) 、19) 日本の都市の事前

復興計画、廣井悠  ( 名古屋大学大学院 准教授 ) 、20) 日本の都市域における水災害リスクとその

管理、田代喬 ( 名古屋大学大学院 准教授 )が行われた。さらに、Part5 「クローシング・セッショ

ン」として 21) 持続可能でレジリエントな都市計画に関する共同研究の可能性—ドイツの視点から、

Dr. Andreas Otto  (IOER 研究所 研究員 )、22) 持続可能でレジリエントな都市計画に関する 

共同研究の可能性—日本の視点から、西澤泰彦 ( 名古屋大学大学院 教授 )と題する発表ののち、相

互の今後の研究および教育の交流についてどのような可能性があるかについて討論を行った。 

なお、この討論は 11 日のクローズドミーティングにおいて、さらに深められ、今後の研究・教育の覚

書として、「Japanese-German Cooperation Programme on“The Resilient Urban Region – Japan and 

Germany as Examples”」 を交わす成果を得た。 

写真 セミナーの様子 


