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(様式４) 
１． 基本データ 
【事業名称】 
事業名（和文は４０字以内。） 
（和文）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 
 
（英文）Global On-Site Training Program for Young Researchers on the Protection of Cultural Heritage and Art Work
 
 
【申請大学】 
大学名（和文） 立命館大学 

 
   （英文） Ritsumeikan University 

 
大学長氏名        川口 清史 

 
 
【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 
大 学 名（和文） 立命館大学 

 
  

（英文）  Ritsumeikan University 
 

  

専攻等名（和文） 立命館グローバル・イノベーション研究機構 
 

 

（英文）  Ritsumeikan - Global Innovation Research Organization 
 

 
【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 歴史都市防災研究センター 
 

 

（英文） Research Center for Disaster Mitigation of Urban Cultural Heritage 
 

専攻等名（和文） アート・リサーチセンター 
 

 

（英文） Art Research Center 
 

 
【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  
 

  

（英文）  
 

機関名 （和文）  
 

（英文）  
 

 
【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） アジア・アフリカ研究スクール 

（英文） School of Oriental and African Studies (SOAS) 

 

機関名 （和文） ロンドン大学 

  （英文） University of London 
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【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文） 国際連合教育科学文化機関（ユネスコ） 

  （英文） United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

専攻等名（和文）  

（英文）  

 

【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文） 文化財保存修復研究国際センター（イクロム） 

  （英文） International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) 

専攻等名（和文）  

（英文）  

 

【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文） 国際記念物遺跡会議（イコモス） 

  （英文） International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) 

専攻等名（和文）  

（英文）  

 

【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文） サッサリ大学 

  （英文） University of Sassari 

専攻等名（和文） 建築学部 

（英文） Faculty of Architecture 

 

【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文） タマサート大学 

  （英文） Thammasat University 

専攻等名（和文） 建築計画学部 

（英文） Faculty of Architecture and Planning 

 

【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） 公共政策研究センター、地理学部 

（英文） Centre for Well-being in Public Policy, Department of Geography 

 

機関名 （和文） シェフィールド大学 

  （英文） University of Sheffield 
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【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文） ブリティッシュ・コロンビア大学 

  （英文） University of British Columbia 

専攻等名（和文） メディアグラフィック学際センター 

（英文） Media and Graphics Interdisciplinary Centre 

 

【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文） コロンビア大学 

  （英文） Columbia University 

専攻等名（和文） ドナルド・キーン日本文化センター 

（英文） Donald Keene Center of Japanese Culture 

 

【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文） ホノルル美術館 

  （英文） Honolulu Academy of Arts 

専攻等名（和文）  

（英文）  

 

【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

機関名 （和文） ボストン美術館 

  （英文） Museum of Fine Arts, Boston 

専攻等名（和文）  

（英文）  

 

【海外パートナー機関】（機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文） アジア太平洋事務所（国連アジア太平洋経済社会委員会） 

（英文） Asian Pacific Office (UN ESCAP) 

機関名 （和文） 国連国際防災戦略 

  （英文） The United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２０年度の事業目標達成状況 
 

【事業目標】 
文化財の保護、芸術作品の保存、都市の防災に関する研究は、これまで個別の領域で研究が進められ

ており、総合化はされてこなかった。しかし、歴史都市京都は、「歴史都市における文化遺産・芸術作品

の保護」を課題として有しており、これら 3 つの領域を密接に結びつける必要がある。この研究は極め

て学際的であり、世界における文化遺産保護にも通じる視点である。 
本学のアート・リサーチセンター、および歴史都市防災研究センターは、21 世紀 COE プログラムお

よびグローバル COE プログラムの採択を通じて、これら 3 つの研究領域の空白を補完し、「文化遺産と

芸術作品を災害等様々な危機から防御するための学理の構築」を推進している。「歴史都市の防災モデル」

や「芸術作品のデジタル・アーカイブ」は社会的な評価と海外からの注目を受けており、若手研究者を

派遣するためのネットワークを構築している。 
本事業の 2 拠点と連携している海外研究機関は、全て On-site（現場）の研究プロジェクトを有してい

る。一例をあげると、ロンドン大学 SOAS は、大英博物館等と連携し、所蔵する大量の日本文化資料の

現物に接しながら日本文化研究を展開している。UNESCO（ICCROM）の文化遺産危機管理国際研修プ

ログラムや、タマサート大学のアユタヤ遺跡周辺地域における文化遺産保全政策プロジェクトも文化遺

産保全の諸問題が実例として発生する中で展開されている On-site の研究プロジェクトである。 
 これら本事業に係る海外パートナー機関は、両研究センターとは学理的補完関係にあり、海外 On-site
の研究プロジェクトが、世界の文化遺産・芸術作品を保護する次世代の研究者養成にとって重要な体験

となる。 
 本事業では、アート・リサーチセンター、歴史都市防災研究センターにおける研究活動を通じて、一

定水準のレベルに達した若手研究者を中期・長期（2 ヶ月以上）で「実践的研究の場」へ派遣し、世界

水準での自己研鑽を経験することを大きな目的とする。国内外における多様な経験より、文化遺産・芸

術作品へのより深い理解と見識の広がりを得るだけでなく、海外研究者との国際ネットワークを若手研

究者自身で構築し、世界に伍する研究者としての総合的な力量形成を行なう。 
【事業目標達成状況】 

平成 20 年度は、初年度のため前年度からの募集を実施できなかったが、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きめ細かな面接によ

って選別し、派遣対象者とした。 
最終的に、アート･リサーチセンターからは、PD 1 名延べ 2 回（ボストン美術館、ホノルル美術館、

ロンドン大学 SOAS）、博士課程後期課程 3 名（ブリティッシュ･コロンビア大学、ホノルル美術館、コ

ロンビア大学）、歴史都市防災研究センターからは、PD 4 名延べ 5 回（タマサート大学、シェフィール

ド大学）、計延べ 745 日の派遣を行なった（「5. 若手研究者の派遣実績」参照）。 
アート・リサーチセンター関係では、コロンビア大学ドナルド・キーン日本文化センター（牧野守コ

レクション）、ロンドン大学 SOAS（大英博物館の日本コレクション）、ホノルル美術館（リチャード・

レインコレクション）・ボストン美術館（日本コレクション）においては、浮世絵など海外に流出した

日本文化原資料のデジタル・アーカイビングや目録作成を実施した。 
歴史都市防災研究センター関係では、国連国際防災戦略アジア太平洋事務所とタマサート大学とはす

でに連携関係があり、双方で本事業の活動を実施することで実践的な文化遺産防災学研究が可能であっ

た。具体的には、タイの世界遺産アユタヤ遺跡などの保全システムに関する研究が達成された。 
派遣された若手研究者は、期間内にて設定した課題を解決することを前提とし、研究成果は海外パー

トナー機関との共同企画にて発表するほか、海外の国際会議や学術雑誌などで発表することを強く推奨

した。また、各派遣者の派遣実施概要、研究業績一覧、今後の研究計画などは、本事業の年次報告書に

まとめ、Web においてもその成果を日本語と英語で公開している（以下の URL を参照）。 
（http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/itp/j/index.html） 

また、本年度派遣した若手研究者については、平成 21 年度以降派遣する若手研究者のアドバイザー

となってもらい、本事業の感想や改善点などの意見を述べてもらうフィードバックシステムを構築した。

担当教員については、従来の研究指導に加え、若手研究者の海外での研究成果発表を指導するよう要請

している。一方、担当職員の職務においては、派遣先機関との契約書類作成はもちろん、今年度の事業

の問題点や次年度以降の展開を議論するために、12 月と 2 月に担当教員と共に現地でのパートナー機関

先との検討会を行なった。 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/itp/j/index.html
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３．平成２０年度年度事業実施概要 
 

派遣対象者選定のプロセスとしては、若手研究者本人より「派遣先における研究計画書」「応募者が派

遣を必要とする理由」「これまでの研究の概要」「研究業績」等を記載した申請書を提出させ、担当教員

で構成する「若手研究者 ITP 海外派遣審査委員会」で審査のうえ、派遣者を決定した。派遣実施までの

期間中、若手研究者は受入先教員と派遣中の研究活動について綿密な相談を行なうとともに、本学指導

教員からの派遣前面談を実施し、派遣にむけての心構えなどのアドバイスを受け、十分に研究活動でき

る準備を行なった。 
 
石上阿希は、2003 年よりホノルル美術館の所蔵となったリチャード･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、肉筆併せて約 530 点の目録作成、およびデジタル撮影を行なった。

この作業をふまえて 2010 年にレインコレクションの春画カタログが出版されることになっている。ロ

ンドン大学 SOAS では春画の調査・研究を進めた。East Asian Art and Archaeology Research Seminars
において「忠臣蔵ものの艶本」というテーマで、近世期の艶本が歌舞伎や浮世絵、黄表紙といった他ジ

ャンルの表現媒体の流行を積極的に取り入れている事象を考察し、また絵を読み込むことで得られる絵

解きの楽しみを持ち併せていたことを発表した。ボストン美術館では未整理の艶本調査を行ない、全 261
点の目録を完成させると同時に撮影も行なった。本調査によって未整理であったコレクションの全容が

明らかになり、艶本研究上重要な作品が多数含められていることが分かった。この成果を踏まえて、各

資料の書誌データと画像が美術館ウェブサイト上のデータベースで逐次公開されていく予定である。 

鶴田清也は、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において、音楽か

らの感性情報抽出に関する基礎研究を行なった。バーチャルダンスコラボレーションシステムを構築す

るうえで、ダンスと音楽は切っても切れない関係であり、音楽はダンスの表現動作に大きく関わるもの

と考えられる。そこで、システム中のバーチャルダンサーの動作を音楽から得られる感情に基づいて変

化させることが必要となるが、派遣先に音楽学部がある環境を最大限に生かし、実験のためのサンプル

データを得た。今回の成果を用いることで、コラボレーションシステムにおけるバーチャルダンサーの

動作を修飾・変化させることが可能となり、日本の所属研究室で行なっているバーチャルダンスコラボ

レーションシステムの開発に大きく貢献するものとなった。 

 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として、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。受入先である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、国連国際防災戦略（UN/ISDR）では、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ヤリ

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。

その他、ITP 国際ワークショップのコーディネーターとして、タマサート大学の受け入れ研究者と共に、

ワークショップの準備・運営を行なった。また、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する講義・学生指導を行なった。 

大野晋は、ホノルル美術館東アジア部門が所蔵する、日本文化に関わる美術品、着物、仏像、民具な

どの膨大なコレクションについて、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。現在、ここでの議論をもとに、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（http://www.arc.ritsumei.ac.jp/inabam/honoluluacademy/）に取り組んでいる。 
 
 
 

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/inabam/honoluluacademy/
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大矢敦子は、コロンビア大学東亜図書館が収蔵している、約 80,000 点にも及ぶとされる映画資料群

「牧野守コレクション」の整理を行なった。開封した約 100 箱の中には、書籍・雑誌類はもちろん、戦

前戦後を通した貴重な直筆シナリオ原稿、各映画会社の内部資料も含まれていた。企業秘密として社外

からはほとんど持ち出されることのない、売り上げ表・製作予算表、技術開発や労働争議等に関する書

類は、当時の映画界を取り巻く社会情勢を背景とした、映画会社の製作現場、職員の労働環境等を知る

上で大変貴重な資料群であり、こうした多種多様な資料の最適な保存と資料情報の提示について、現在

もコロンビア大学東亜図書館担当者との検討を重ねている。 

花岡和聖は、シェフィールド大学において 2 ヶ月間、「空間的マイクロシミュレーションを用いた文

化財の地域防災力の推定」に関する研究を Ballas 博士と共同研究を行なった。主に地理情報技術を駆使

した方法論について意見交換を行ない、地域防災力の精緻な推定方法を構築した。またミクロレベルに

おける空間分析手法をテーマとした国際ワークショップを開催し、現地の若手研究者らとの研究交流を

図った。その他にも地理学部主催のセミナーにおいて、京町家の保全と課題に関する発表を行なった。

城月雅大は、シェフィールド大学において、イギリスにおける文化財と地域住民の場所への愛着に関

する研究を公共政策研究センターの土屋有紀先生・Christopher Spencer 先生と共同して行なっている。

今年度は、現地でのフィールド調査や資料・地図の精査を行なった上でアンケート調査を実施した。今

後は日英での事例を比較検討することで、文化財の存在と場所への愛着の形成プロセスを明らかにして

いく予定である。また同時期に同大学へ派遣中の花岡氏と共同して国際ワークショップを開催し、若手

研究者らとの親睦を深めるに至った。なお、研究計画を踏まえ、2009 年内に国際学会での研究成果発表

を行なうことを目的として、既に 2 つの学会に対してエントリー済である。 
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４．平成２０年度の具体的成果 
４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

立命館大学では、平成 19 年度より博士課程後期課程への進学を促進するために、学費を年額 50 万円

に引き下げた。さらに、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）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」を後期課程大学院生に措置している（年額 60 万円）。 
そして、アート・リサーチセンターは平成 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｣にそれぞれ採択された。両研究セン

ターは、グローバル COE プログラムや私立大学研究高度化予算などの大型の競争的学外資金のもとで、

プロジェクト型研究を推進しており、特に博士課程後期課程院生と PD の若手研究者に、指導教員が企

画する研究プロジェクトに所属させながら、彼ら自身の研究はもちろん研究をマネージメントする能力

を身につけさせている。 
以上のような学内資金や学外資金に加え、本事業を活用することによって、海外の研究拠点との有機

的な連携が平成 20 年度より、一層強化されることになった。具体的には、海外での学会発表や 2 ヶ月

未満の短期の海外派遣には、学内奨学金制度やグローバル COE プログラムなどから助成を行ない、本

事業としては、中期・長期（2 ヶ月以上）の海外派遣を対象とすることにした。 
とりわけ、ロンドン大学 SOAS、コロンビア大学、ボストン美術館、ホノルル美術館での日本の美術・

芸術コレクションのアーカイビング、メタデータや目録の作成を中心とした若手研究者派遣は、グローバ

ル COE プログラムの研究プロジェクトを飛躍的に発展させ、それら派遣先との連携をより強固なものと

した。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 
 
 今年度は本事業の初年度にあたることから、海外パートナー機関の協力を得ながら初めて実施協議を

ともなうものも多く、教員・職員による連絡と交渉が非常に多く必要となった。 
 
■タマサート大学、国連国際防災戦略アジア太平洋事務所、サッサリ大学、UNESCO バンコク支部 
これまでに半年近くの実績のあった博士課程後期課程を中心とした大学院生ではなく、若手の博士

（PD）の中長期の派遣・交流について協議を重ね、実施が実現した初めてのケースとして、受入枠組み

ならびに今後のより一層の協力体制に合意した。UNESCO については受入者確定に一年の猶予が必要と

いうことで今年度ではなく、来年度（2009 年度）以降の派遣受入れについて確認がとれた。 
 なお、タマサート大学では今年度の派遣者 2 名が中心となって、初めてとなる若手研究者ワークショ

ップの準備・運営にかかわる協力体制について、都市建築学部長との合意を得た。実施した若手研究者

ワークショップには、サッサリ大学より 2 名の大学院生の参加があり、来年度以降、より一層三大学を

核とした連携関係を推進することで合意し、来年度はサッサリ大学を中心とした若手研究者とともに、

本学ならびにタマサート大学からも派遣を行ない、イタリアにおいて若手研究者ワークショップを継続

することを確認した。イタリアは文化遺産が多いが火山地域にあり、プレート境界かつ活断層の多い地

震国、洪水多発国である。来年度の若手研究者 ITP ワークショップのケーススタディ地域については、

サッサリ大学に一任することとなった。 
 
■シェフィールド大学 公共政策研究センター 
本学と密な連携を構築してきたシェフィールド大学 公共政策研究センターにおいては、今年度から開

始された本事業における派遣のみならず、今までと同様に本学側からの受入が確認されたと同時に、派

遣者達がシェフィールド大学の若手研究者と一緒に企画・運営する共同実施企画（若手研究者 ITP ワー

クショップ）における協力事項についても合意を得て、今年度末および来年度以降のより一層の協力が

確認された。 
 
■ ホノルル美術館 

館長 Stephen Little 氏、学芸員 Shawn Eichman 氏、浮世絵専門家 Sawako Takemura Chang 氏との会

談を行ない、現場で求められる人材や共同の研究会・セミナーなどの実施の可能性について意見交換を

行なった。2009 年度には、組織をあげての役者絵または五千巻あるリチャード・レーンコレクションの

江戸本に関する研究プロジェクト立ち上げの可能性が高く、若手研究者を派遣してほしいとの要望を

直々に受けた。 
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■コロンビア大学 ドナルド・キーン日本文化センター 
アカウント・マネージャー青木健氏ならびに研究活動拠点となったコロンビア大学東アジア図書 館

長代理 Ria Koopmans-de Bruijn 氏、日本文献担当司書 Dr. Sachie Noguchi 氏と面談。今後も本事業に

よる若手研究者の派遣を歓迎するとのコメントをいただいた。派遣者の大矢氏がコーディネート・企画・

司会を努め、同図書館・アーキビスト、カグノ 太田 麻衣子氏を特別講師に迎えて、2008 年 12 月 4 日

GCOE セミナー「“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－（The way of archive and prospects on“Barbara 
Curtis Adachi Bunraku Collection”in C.V. Starr East Asian Library at Columbia University）」をインター

ネット中継で実施した。 
 
■シェフィールド大学 地理学部 
2009 年 3 月 26 日にシェフィールド大学地理学部で、花岡・城月氏が企画した JSPS International 

Training Program Workshop “Understanding Spatial Complexities: A Bottom-up Approach”に指導教員の

矢野・中谷が出席し、挨拶を行なうとともに研究成果の討論を行なった。シェフィールド大学の Dimitris 
Ballas 博士や Dan Vickers 博士などから、方法論に関しての助言を受けて、派遣若手研究者の研究力量

と研究者としての英語運用能力を高めたが、次年度以降も、継続的に、若手研究者の派遣先として連携

してもらうことを確認するとともに、共同研究の可能性などについて議論した。なお、中谷准教授は、

立命館大学の学外研究制度によって、2009 年 7 月から 3 ヶ月、シェフィールド大学に客員研究員として

滞在する予定である。 
 

４－３．学術面の成果および成果の発表状況 
（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 
 
【石上 阿希】 
美術館レクチャー “An Introduction to SHUNGA in the Lane collection”, HAA lecture, 2008/7/27 
ワークショップ発表 “Erotic Editions of Chushingura, ‘The Forty-Seven Loyal Retainers’ ”, East Asian 

Art and Archaeology Research Seminars, 2008/10/10 
International Symposium “Survey of Shunga and Ehon in Overseas Collections”, International 

Symposium Global COE Digital Humanities Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009) , 
2009/2/28 

 
【鶴田 清也】 
International Workshop “Extraction of Emotional Information from Music for Virtual Dance 

Collaboration System”, The Fourth Joint Workshop on Machine Perception and Robotics (MPR2008), 
November, 2008 

International Symposium “Virtual Dance Collaboration System”, International Symposium Human 
Body Motion Analysis with Motion Capture, January, 2009 

International Symposium “Extraction of Emotional Information from Music for Virtual Dance 
Collaboration System”, International Symposium Global COE Digital Humanities Center for 
Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009) , February, 2009 

 
【水田 哲生】 
国際ワークショップでの口頭発表 “Kyoto City's Earthquake Loss Estimation by Economic Measures”, 

1st International Meeting of "Urban Planning and Conservation Policies for Cultural Heritages", 
2008/7/26 

国際学会での論文および口頭発表 “An Earthquake Risk Assessment from the Viewpoint of Economics 
by Analysing Macro Data in Kyoto”, 第 21 回 EAROPH (Eastern Regional Organization for Planning 
and Human-Settlements) 世界大会, 2008/10/24 

国内学会でのポスターおよび口頭発表「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”」, 第 23
回（2008 年）地域安全学会研究発表会（秋季）, 2008 年 11 月 14 日 

International Symposium “World Heritage Ayutthaya's Flood Loss Estimation as Risk Management, 
and a Practice of Lectures as an Achievement of Research Activities”, International Symposium 
Global COE Digital Humanities Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009) , 2009/2/28 
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【大槻 知史】 
国際会議（査読付き）“A Study on an Efficiency of Map Making Method for Encouraging Residents’ 

Recognition and Coping Behavior with Local Risks”, Proceedings of Eastern Regional Organization 
for Planning & Human-Settlements the Conference 2008 in Himeji & Awaji, 2008/10/24 

学会発表「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」, 日本シミュレーシ

ョン＆ゲーミング学会 2008 年秋季大会, 2008 年 10 月 25 日 
国際ワークショップ発表 “A study on Map-Making Approach for Succession of Historical Districts in 

Asian Cities”, International training programme workshop and 2nd international workshop of "Urban 
Gaming and Simulation and Urban Design for Cultural Heritages", 2008/8/2 

論文（査読付き）「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『歴史都市防災

論文集』vol.2，立命館大学「文化遺産を核とした歴史都市の防災研究プロジェクト」2008 年 8 月 
レ ポ ー ト  “Promoting Capacity building to Climate Change Adaptation through training for 

Governmental staffs”, UN/ISDR インターンレポート, 2008 年 10 月 
International Symposium “How to Preserve/ Conserve Historical Districts by Residents 

Themselves? –Case Studies of Thailand–”, International Symposium Global COE Digital Humanities 
Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009), 2009/2/28 

 
【大野 晋】 
論文「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」, アート・リサーチ, 立命

館大学，2009 年 3 月 
口頭発表「時系列情報の組み合わせ支援に関する研究」, 第 32 回 GCOE セミナー, 立命館大学，2008
年 10 月 21 日 

International Symposium “Research of visualized environment for historical events”, International 
Symposium Global COE Digital Humanities Center for Japanese Arts and Cultures (DH-JAC2009), 
2009/2/28 

 
【大矢 敦子】 
研究発表 “Screening environment for Film Programs in Kyoto”, Presentation Meeting at C.V. Starr 

East Asian Library, 2008.12.5 
International Symposium “Survey of Shunga and Ehon in Overseas CollectionsHandling of non-film 

materials in the Makino Mamoru Collection of C.V. Starr East Asian Library at Columbia University”,
 International Symposium Global COE Digital Humanities Center for Japanese Arts and Cultures 
(DH-JAC2009), 2009/2/28 

 
【城月 雅大】 
ワークショップ発表 “Participatory community planning for sustainable community management”, 

JSPS International Training Program Workshop Understanding Spatial Complexities: A Bottom-up 
Approach, 2009/3/26 

 
【花岡 和聖】 
ワークショップ発表 “Socio-economic impacts of earthquake at the small area level: A spatial 

microsimulation approach”, JSPS International Training Program Workshop Understanding Spatial 
Complexities: A Bottom-up Approach, 2009/3/26 

国際会議（査読付き）“The estimation of the socio-economic impacts of machiya (traditional wooden 
townhouse) demolitions: A dynamic spatial microsimulation approach”, Proceedings of GISRUK 
2009 in United Kingdom, 2009/4/1-3 

４－４．今後の課題・問題点 
 

本事業における若手研究者の派遣は、語学力の向上も 1 つの大きな目的であることから、外国語検定

試験（TOEIC）の受験を推奨している。今年度派遣者（計 10 名）のうち、派遣前後のスコアがすでに

判明している者について比較すると、平均で 40 点前後アップしており、海外における研究活動が語学

力の向上に大変有効であることが証明された。 
この結果を受けて、派遣後も継続的な外国語による研究発表の場を提供することや国内外の国際会議

や学術雑誌での発表などをより一層促進していく。派遣者から次年度以降の派遣者へ英語による実際の

派遣概要の紹介や体験を伝える場をより本格的に構築することも検討したい。 
また、海外パートナー機関からの研究員などの受入など、組織全体としてのより積極的な国際交流に

ついても引き続き検討する必要がある。 
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５．若手研究者の派遣実績 
 

派遣先機関 派遣期間 派遣者所属・職名等 

ホノルル美術館 
（アメリカ ハワイ州） 

平成２０年５月７日～

７月８日 
（６３日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

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 バンクーバー） 

平成２０年６月４日 
～８月１５日 
（７３日） 

立命館大学大学院理工学研究科 
総合理工学専攻 

博士課程後期課程３回生 

タマサート大学 
建築計画学部 

（タイ バンコク） 

平成２０年６月３０日

～９月２７日 
（９０日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

タマサート大学 建築計

画学部・国連国際防災戦

略アジア太平洋事務所 
（タイ バンコク） 

平成２０年７月２０日

～１０月２０日 
（９３日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

ホノルル美術館 
（アメリカ ハワイ州） 

平成２０年８月１日 
～９月３０日 
（６１日） 

立命館大学大学院政策科学研究科 
政策科学専攻 

博士課程後期課程１回生 

ロンドン大学 SOAS・ 
ボストン美術館 

（イギリス ロンドン・アメ

リカ マサチューセッツ州） 

平成２０年８月２４日

～１１月１６日 
（８５日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

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 ニューヨーク州） 

平成２０年１０月５日

～平成２１年１月２日

（９０日） 

立命館大学大学院文学研究科 
人文学専攻 

博士課程後期課程１回生 

シェフィールド大学 
公共政策研究センター 
（イギリス シェフィールド） 

平成２１年１月２０日

～３月３１日 
（７１日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

タマサート大学 
建築計画学部 

（タイ バンコク） 

平成２１年１月２０日

～３月２０日 
（６０日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 

シェフィールド大学 
地理学部 

（イギリス シェフィールド） 

平成２１年２月５日～

４月４日 
（５９日） 

立命館大学衣笠総合研究機構 
ポストドクトラルフェロー 
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６．担当教職員研究者の出張実績 
 

出張先機関 出張期間 出張者所属・職名等 

タマサート大学 
建築計画学部 

（タイ バンコク） 

平成２０年６月１５日

～６月１７日 
（３日） 

立命館大学大学院 
政策科学研究科 

教授 

タマサート大学 
建築計画学部 

（タイ バンコク） 

平成２０年６月１５日

～６月１７日 
（３日） 

立命館大学研究部 
人文社会リサーチオフィス 

専任職員 

タマサート大学 
建築計画学部 

（タイ バンコク） 

平成２０年７月２４日

～８月４日 
（１２日） 

立命館大学大学院 
政策科学研究科 

教授 

シェフィールド大学・ 
サッサリ大学 

（イギリス シェフィールド・

イタリア サルディーニャ島） 

平成２０年１２月７日

～１２月１１日 
（５日） 

立命館大学大学院 
政策科学研究科 

教授 

シェフィールド大学・ 
サッサリ大学 

（イギリス シェフィールド・

イタリア サルディーニャ島） 

平成２０年１２月７日

～１２月１１日 
（５日） 

立命館大学研究部 
人文社会リサーチオフィス 

専任職員 

ホノルル美術館・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 ハワイ州・ 

ニューヨーク州） 

平成２１年１月３１日

～２月７日 
（８日） 

立命館大学 
衣笠総合研究機構 

准教授 

ホノルル美術館・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 ハワイ州・ 

ニューヨーク州） 

平成２１年１月３１日

～２月７日 
（８日） 

立命館大学研究部 
人文社会リサーチオフィス 

契約職員 

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 シェフィールド） 

平成２１年３月２５日

～３月３１日 
（７日） 

立命館大学大学院 
文学研究科 

教授 

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 シェフィールド） 

平成２１年３月２５日

～３月３１日 
（７日） 

立命館大学大学院 
文学研究科 
准教授 
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７．共同企画実施状況 
 

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 期 間 平成２０年７月２５日 ～ 平成２０年８月３日（１０日間） 

開 催 地 タイ・タマサート大学建築学部 

日
本
側
責
任
者

氏 名 鐘ヶ江 秀彦 

所属機関・職名 立命館大学 政策科学部・教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 
（ 英 文 ） 

チャイワン・デンパイブーン 
（Dr. Chaweewan Denpaiboon） 

所属機関・職名 
（ 英 文 ） 

タマサート大学 建築・計画学部 准教授 
（Assistant Professor, Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University）

概要および成果 
【概要】 
（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 
 

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、タイ・タマサート大学建築学部に
ITP 派遣中の 2 名の若手研究者が中心となって企画・準備を進め、タイの大学の若手研究者・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目的
とした国際ワークショップを開催した。 
 

参 加 者：43 名 
（若手研究者 ITP派遣者2名、タイ タマサート大学 建築・計画学部 教員3名、タイ タマサート大学建築・計画学部 学
生・院生24名、イタリア サッサリ大学 建築学部 教員1名、イタリア サッサリ大学建築学部 院生2名、タイ チュラロ

ンコン大学 教員1名、タイ キングモンクット工科大学 教員1名、タイ 芸術省 職員2名、タイ 土木・都市計画局 職員

1名、国連国際防災戦略 職員1名、立命館大学 教員1名、立命館大学 学部生・大学院生3名、千葉商科大学 教員1名）
 
本ワークショップの開催にあたっては、国際シミュレーション&ゲーミング学会（IASAG）の後援を

受け、サッサリ大学の Paola 教授により国際ワークショップの講評をいただいた。立命館大学－タマ
サート大学－サッサリ大学の 3 大学による若手国際研究交流会を継続して実施する第一段として、非常
に有意義なワークショップとなった。 
 
【成果】 

派遣者の水田氏は、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。大槻氏は、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（UN/ISDR）のメンバーも本ワークショップ
への参加も得て、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、研究のみならず国連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。一方、語学能力の向上という点では、2 人とも英語によるコミュニケーション能力と交渉
能力の向上が顕著であった。 
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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 期 間 平成２１年３月２６日（１日間） 

開 催 地 シェフィールド大学 

日
本
側
責
任
者

氏 名 矢野 桂司 

所属機関・職名 立命館大学 文学部・教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 
（ 英 文 ） 

ディミトリス・バラス 
（Dr. Dimitris Ballas） 

所属機関・職名 
（ 英 文 ） 

シェフィールド大学 地理学部 上級講師 
（Senior Lecturer, Department of Geography, Sheffield University） 

概要および成果 
【概要】 
（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 
 

本ワークショップは、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目的

で、”Understanding Spatial Complexities: A Bottom-up Approach”と題して開催された。 
立命館大学からの派遣者 2 名（花岡・城月）と英国の若手研究者 3 名（Smith, Heppenstall, Burgoine）

の計 5 名が研究発表を行なった。花岡は、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, Dr. Heppenstall から紹介された。また、城月からは文化

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。 
これらの発表に対する総合的な討論を円滑に進めるために、立命館大学の矢野教授・中谷准教授、シ

ェフィールド大学のバラス上級講師、ニューカッスル大学のアルバニデス講師の計 5 名を総合討論者と

して事前に指定した。全体の司会は、城月・花岡両氏が担当した。 
 
【成果】 

文化遺産や歴史都市の景観の保全という課題を社会科学的かつ分析的な立場から検討する方法論的

可能性はこれまで限定的にしか議論されてこなかった。本ワークショップで提示された、花岡・城月両

氏の空間的マイクロシミュレーションおよび場所への愛着論を利用した研究課題の提示は、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。 
 

 
 
 



    若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)       
平成２０年度 実施報告書 

（平成２０年度） 

14 

 

企 画 名 派遣者研究成果発表会 

開 催 期 間 平成２１年２月２８日（１日間） 

開 催 地 立命館大学 

日
本
側
責
任
者

氏 名 鐘ヶ江 秀彦 

所属機関・職名 立命館大学 政策科学部・教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 
（ 英 文 ）  

所属機関・職名 
（ 英 文 ）  

概要および成果 
【概要】 
（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 
 

今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（2008 年

12 月末日までに帰国した派遣者を対象）に ITP を利用し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 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。 
6 名の発表者とその発表タイトルは、以下の通りであるが、第一発表者である大槻は、ITP 派遣中の

ため、インターネットによる遠隔講義システムにより、タイから中継で発表した。 
・ 大槻 知史「文化遺産・歴史的まちなみをコミュニティで守り続けるには ―アユタヤ遺跡・ 

      タイ王宮所有地区の事例から」 
・ 水田 哲生「災害リスクマネジメントとしての観光地アユタヤの水害ポテンシャルの推定と、 

      研究の成果のフィードバックとしての大学での講義の実践」 
・ 大野  晋 「歴史的な出来事のための可視化環境の研究」 
・ 大矢 敦子「映画関連資料の整理方法―コロンビア大学東亜図書館牧野守コレクションの事例」 
・ 鶴田 清也「バーチャルダンスコラボレーションシステムのための音楽からの感性情報抽出」 
・ 石上 阿希「海外所在春画・艶本の調査」 

 
【成果】 
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。 
 
 

 
＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 
 


