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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

R2218 
関連研究分野 

（分科細目コード）
5303 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

開発途上国における歴史資産の保全と活用による地域再生を担う研究者育成プログラム 

（平成22年度） 

代表研究機関名 

早稲田大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

なし 

 

主担当研究者氏名 
佐藤 滋 

 

補助金支出額 

（平成22年度） 

 

11,602,126 円  

（平成 23 年度） 

 

  19,739,750 円

（平成 24 年度） 

 

11,373,434 円

（合計） 

 

 42,715,310 円

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成22年度） 

      2   人  

 

（平成23年度） 

      4    人  

（    2   人）

（平成24年度） 

       3     人  

（    3   人）

（合計） 

        ４      人  

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

      2   人  

 

（平成23年度） 

      4    人  

（     2  人）

（平成24年度） 

        3    人  

（    3   人）

（合計） 

        ４       人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、 終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成22年度） 

      0   人  

 

（平成23年度） 

      0    人  

（     0  人）

（平成24年度） 

      0      人  

（   0    人）

（合計） 

        0       人
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 
申請書 ９−１に一部記載したように，開発途上国の地域再生という研究課題に対しては，我が国の環境共生と

いう伝統的文化的な基盤の上で，１９７０年代以降に，高度経済成長とは異なる文脈で進められた「まちづくり

・地域おこし」などの地域再生の経験を活かすことができる．そして，若手研究者が将来的に国際的なリー

ダーシップを発揮しながら，学際的研究分野へと発展させる人材へと成長していくことが期待される分野で

ある．若手研究者がそうした先駆的存在になるためには，当該事業で取り組んだ理論と実践的研究に関する

経験を活かし，各自が自立した研究者としてさらなる研究ネットワークを構築していくことが重要である．

 当該プログラム採用前の面接時に発表した際には，上記の点をふまえた上で，期待される成果として具体

的に ３点をあげた．(1) 派遣される ４名の若手研究者を，都市設計・計画分野の研究および実務において国際

的に活躍することができる人材として育成する．(2) 開発途上国における歴史資産の保全と活用を核とする

地域再生の方法論を構築する．(3) 若手研究者による新たな学術交流ネットワークの開拓と，既存の研究連

携の強化を通じて開発途上国の若手研究者の育成を達成する． 

 派遣される若手研究者は，理論方法論研究の場としてのフェッラーラ大学，集中的な研究対象地としての

フエへの派遣研究を通して，地域再生にかかわる国際ワークショップの企画・運営を担当し，ラテンアメリ

カ，中東，アジアなどの歴史的な地域が抱える問題の解決方法を提案する技術を習得すると同時に，地域再

生の方法論の構築を図る．以上が若手研究者の人材育成についての期待した成果である．  

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

上述の期待される成果３点に対して，実際に得られた成果について具体的に記す．  

1. 都市設計・計画分野の研究・実践の場において国際的に活躍することができる人材の育成 

 派遣研究者４名は，古都フエ遺跡保存センターおよびフェッラーラ大学という拠点的研究機関に

派遣され，フエでは世界遺産の管理を担当する研究者に，フェッラーラでは UNESCO Chair on 

Urban and Regional Planning for Local Sustainable Development の枠組みで国際ワークショップを成

功させてきた実績を持つ指導的専門家と共同研究を進めた．事業期間中に南米各国で開催されたワ

ークショップで実践を重ねながら，提案報告書を作成し，開発途上国における歴史資産を活かした

地域再生に関する多くの経験を蓄え，理論構築等を行った．同時に，多様な文化的背景を持つ専門

家で構成される国際チームでのワークショップ運営手法を習得することによって，派遣研究者は，

研究開発，分析能力とともに，コーディネート能力を向上させることができた． 

2. 開発途上国における歴史資産の保全と活用を核とする地域再生方法論の構築 

 資料２の（４）に記すように，３月１１〜２８日にフエで実施した国際ワークショプでは，派遣研究

者が２０１０年より継続的に行なってきたフエでの研究成果をもとにして，世界各国から集まった教

授および若手研究者・実務家による提案チームを組織し，指導的立場で運営した．そこでは，地域

内の歴史・文化・社会的資源を 大限に有効活用して地域を再生させていく方法論として，流域圏

に広がる歴史資産を活用するための包括的ヴィジョン「Historical Eco-Museum 構想」を作成し，

歴史資産の保護と地域の持続的発展に寄与する成果を提案書としてまとめた． 終的に提示した成

果に対しては，現地政府高官や行政担当者および参加大学の教授等から高い評価を受けた． 

3. 若手研究者による新たな学術交流ネットワークの開拓と，既存の研究連携の強化を通じた開発

途上国の若手研究者の育成 

 上述のワークショップでは，２つの海外研究協力機関との既存のネットワークの強化に加えて，

参加大学である UC バークレー校やグルノーブル建築大学，フエ科学大学との新たな学術的ネット

ワークが構築された．さらに，派遣研究者が中心となって関係作りを図ったトゥアティエン・フエ

省都市計画研究院との間には，学術連携の合意書も取り交わすなど，目に見える成果も上がった．

また，古都フエ遺跡保存センターの技術士や建築士に都市設計・計画分野に関する経験を積んでも

らうべく，派遣研究者との共同での調査や提案作成を行うことで，ベトナムの若手研究者育成につ

いても取り組んだ．以上のことから，当該事業を通じて，若手研究者の国際的な研究者ネットワー

クを展開させていく能力が涵養され，結果として学術交流ネットワークを広げることができた． 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

当該研究「歴史資産の保全と活用による地域再生の方法論」は，開発途上国における現代的な都市問題を解

決する方法論として極めて有効である．特に，当該研究のテーマに，歴史資産の保全と活用という我が国を

含めた先進国も抱えるテーマを交えることで，国際的な学術的課題の解決方法として提示できるような成果

となる．具体的には，ベトナム・フエにおける実践研究として，以下に示す２つをターゲットとする． 

１）モンスーン地域における歴史的な資産とその周辺環境が構成する一体的な環境の保全のあり方 

 当該研究対象地域のベトナムをはじめ東アジア諸国においては，都市・地域が歴史的に水環境と共生する

ように配置・設計されており，ベトナムの古都フエもまた同様である．モンスーン地域の厳しい気候条件の

中で環境を制御させてきた伝統的な都市のエコロジカルデザインを発見し，それらのデザインを支える環境

制御技術を歴史資産と同時に保全・活用しながら地域を再生する方法論を構築することは重要である．その

実践を通じて構築する． 

２）ユネスコ世界遺産都市における歴史資産周辺の定住問題に関する解決方法 

 開発途上国のユネスコ世界遺産周辺においては，建設活動に関する厳しい規制がしかれ，先祖代々その地

で暮らしてきた人々の生活は圧迫されてきた状況がある．その結果として，その地がもっていた生き生きと

した歴史的環境は失われ，単なる建築物の保存・修復だけが達成される状況が続いている．地域住民が歴史

文化遺産とともに暮らし，それらが一体となって生き生きとした地域環境を創造するような環境マネジメン

トの考え方として，開発途上国における歴史資産の保全・再生モデルを構築する． 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

■おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

当該事業の若手研究者派遣を通じて得られた成果の殆どは，資料２の（５）や資料４に示すように発

信された．フエを対象にした，歴史資産の周辺における住民の居住環境や自然環境，地域の人々

にとって大切な場所などを広く都市における歴史資産とみなし，その活用を通じて，地域を再生

させる方法論の基礎として以下の２つの成果を上げた．  

１）モンスーン地 域 における歴 史 的 な資 産 とその周 辺 環 境 が構 成 する一 体 的 な環 境 の保 全 のあり方  

 当該事業の研究を通じて，ベトナム・フエ市内中心を流れる香江の上中流域に配置された歴史

的建造物群とその周辺集落における歴史的な水環境の保全と再生方法についてガイドラインを作

成した（資料４，②の番号３）．また，２０１３年３月に開催した地域再生に係る国際ワークショップ

では，歴史資産の保全と活用を通じて地域を再生させるために，水環境の保全というトピックに

加えて，景観保全，地域経済の振興，住環境改善，持続可能な観光というトピックを複合的に検

討した． 終的に，成果発表会において，流域圏の歴史・文化・社会資源を 大限に活用するた

めの基本理念「Historical Eco-Museum」に基づいた持続可能な地域再生の方法を提案し，共有した．

２）ユネスコ世 界 遺 産 都 市 における歴 史 資 産 周 辺 の定 住 問 題 に関 する解 決 方 法  

 阮朝第三代皇帝陵「紹治帝陵」の周辺地域では，フエの他の世界遺産サイトと同様に，開発規

制が敷かれ，一部の住民は移転対象となっているが，この集落は紹治帝陵と一体となった水環境

を構成する水田等を管理していることを明らかにした．これによって，遺跡単体の保存を目的と

した開発規制が，結果として歴史資産周辺の豊かなエコロジカルシステムを担保することができ

ない制度であることが示された．また，移転対象者の多くが自律的に住環境を改善し，良好な集

落環境を整備している点も明らかにし，遺跡の近接地域で定住する計画手法について検討した．

 このような成果をもとに，前記の２０１３年３月の国際ワークショップの成果を取りまとめ，地元

政府副知事など意志決定者の参画による 終報告会を，３月２８日にフエ旧王宮内の閲是堂で開催

し，多くの賛同を得て，新たな方法論として受け入れられつつあり，成果を上げたものと考える．

 一方で，本プログラムのおける研究の中心は，研究者が地域に直接関わりながら地域に影響を

与えながら調査分析をするいわゆる「参与型研究（Action Research）」かつ，計画方法論に関わ

るものであり，学術論文としての評価を得て，公表することに多くの時間を要する．こうしたこ

とから，研究成果の一部は，学術論文としてまだまとめ切れていないものがいくつかある．また，

政治的理由から論文の共同執筆が困難な状況があり，調整に時間を要している現状もある． 

 このような理由から，国際共同研究課題に設定した目標はおおむね達成されたとした．  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

２０１３年度より新たに採択された共同研究（科学研究費基盤研究(A)：研究課題名『歴史環境都市ベ

トナム・フエの持続的発展のための技術指針と文化遺産保存活用学の構築』，研究代表者：中川

武）をベトナム・古都フエ遺跡保存センターと行う準備を進めており，当該事業で派遣された研

究者を含めた若手研究者を現地へ派遣し，引き続き研究者育成に取り組んでいく予定である． 

 また，当該事業の海外研究協力機関ではないが，事業期間内にベトナム・フエで開催した地域

再生にかかわる国際ワークショップに参加したフランス・グルノーブル建築大学には，代表研究

者の研究室所属の修士課程の学生が交換留学をしている他，同じく同ワークショップへ参加した

国立フエ科学大学建築学科には，派遣者②が卒業研究のスーパーバイザーとして招待され，研究

指導を行っているなど，当該事業を契機とした頭脳循環の推進に取り組んでいる． 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

当該事業を通じて協力体制を強固にすることができたイタリア・フェッラーラ大学，およびベト

ナム・古都フエ遺跡保存センターとは，歴史資産を保全・活用することによる持続可能な地域再

生手法について，今後も研究を続けていくことで合意しており，それによってさらなる学術ネッ

トワークの拡大を図っていく． 

 その他の海外研究機関との関係強化という点では，２０１３年３月にベトナム・フエで実施した国

際ワークショップに参加したベトナム・フエ科学大学，フランス・グルノーブル建築大学，アメ

リカ・UCバークレー校についても，それぞれ協定（UCバークレー校は大学間協定，その他は箇

所間協定）を締結していたが，上記ワークショップを契機として，学術交流をさらに発展させた．

 また，共同研究のネットワークを推進するにあたり，今後は，ベトナムのトゥアティエン・フ

エ省がユネスコ本部より作成を義務付けられている「世界遺産のマネジメントプラン」の助言役

となることによって，古都フエ遺跡保存センターとの研究ネットワークの強化を図る予定である．

 その他にも，当該事業を通じて得られた研究成果を地元へ還元していく試みの１つとして，現

在地元行政によって申請中の円借款事業（応募テーマ：「王宮内の主要建築物『勤政殿』の再建

と活用を核とした経済振興」）について，事業化された際に本学の研究所がコンサルタントとし

てサポートしていく予定である． 

 派遣研究者４名には，そうした継続的な研究事業へ参加することで，当該事業において培った

経験を活かし，我が国の都市設計・計画分野のさらなる発展に寄与するように本学として支援し

ていく．また，イタリア・フェッラーラ大学には，当該事業を通じて遂行した研究を継続させる

ために，研究代表者である佐藤を本年度末の特別研究期間を得て派遣する． 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

フェッラーラ大学との協働による理論研究とベトナム・トゥアティエン・フエ省の現地関連行政

担当者との協働による実践研究という２つの研究アプローチを用いて，若手研究者がそれぞれの研

究アプローチの元で研究を進めながら，定期的な情報交換と成果共有を行い，研究の理論化と実

践研究による研究の深化を横断的に進めた． 

 以上を通じて，開発途上国における歴史資産の保全と活用を核とする地域再生計画に関する国

際共同研究体制を整備し，都市設計・計画分野において国際的に活躍することができる専門家を

育成することができた． 

 特に，資料２の（４）にも記載したように，当該研究分野で高い実績を有する国際的なメンバー

が参加した地域再生にかかわる国際ワークショップにおいて，派遣研究者がリーダーシップをと

って 海外研究者との議論をオーガナイズし，コーディネーターとしての役割を果たした．さらに，

当該事業の海外研究協力機関ではない海外研究機関との新たな共同研究体制を構築した点におい

ても評価することができる． 

 今後は，例えば，国際ワークショップ（当該事業の派遣研究者が参画したフェッラーラ大学の

Master Eco-Polis のようなワークショップ）を開催する機会がある場合，そのワークショップの核

となって，歴史資産の保全と活用による地域再生に関する国際共同研究を先導していくことが期

待される． 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者 

  サトウ   シゲル  

  佐藤  滋 

 

担当研究者 

  ナカガワ  タケシ  

  中川  武 

  アリガ  タカシ  

  有賀 隆 

 

 

 

理工学術院 

 

 

 

理工学術院 

   

理工学術院 

 

 

 

 

建築学科 

 

 

 

建築学科 

   

建築学科 

 

 

 

 

教授 

 

 

 

教授 

   

教授 

 

 

 

 

 

都市設計・計画 

 

 

 

建築史 

   

居住地設計・計画 

 

 

 

計 3 名     

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

 

ベトナム 

 

 

 

 

 

 

 

 

イタリア 

 

古都フエ遺跡保存センター 

( 英 語 名 ： Hue Monuments Conservation 

Centre) 

 

 

 

 

 

 

 

フェッラーラ大学 

(英語名：University of Ferrara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 2 機関 

 

ﾌﾝ・ﾌｰ 

Phung Phu 

 

 

ﾌｧﾝ・ﾀﾝ・ﾊｲ 

Phan Thanh Hai 

 

 

 

ﾊﾟｵﾛ・ﾁｪｯｶﾚｯﾘ 

Paolo Ceccarelli 

 

ｼﾞｱﾝﾌﾗﾝｺ・ﾌﾗﾝﾂ 

Gianfranco Franz 

 

所長 

 

 

 

所長 

 

 

 

 

教授 

 

 

教授 

2011年12月を持

って同センター

所長を任期退職

 

2012年1月より

所長代理，同年4

月より所長就任
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

当該研究課題である地域再生は，開発途上国だけではなく，全世界的な課題と云える．そ

のため，本事業の派遣対象者は，国際的な場において実践的な提案能力を発揮することの

できる若手研究者として育成するために， 選抜方針には以下の 5 つの基準を設けた． 

①海外協力機関との共同研究体制を運営し，共同研究者と研究の内容や問題を適宜共

有し，協力して課題に取り組むことができる適切なコミュニケーション能力があるか 

②歴史資産を保全するための知識及び技術を有し，尚且つそれを地域再生に活用する

方法を検討できるような多様な学術分野にわたる教養があるか 

③当該育成プログラムの開始と同時に事業を遂行することができる状況にあり，我が

国と習慣・制度・歴史・環境が大きく異なる海外での研究活動に従事した経験を持つ

かそれと同等の課題整理能力があるか 

④申請書記載の研究計画に加え，派遣予定者が個別の研究計画を持っているか 

 派遣期間中のテーマ・活動計画については，申請書に記載された計画に沿って行わ

れることが望ましいが，派遣候補者の個別の研究計画の位置づけを明確化できる能力

も重要であり，派遣期間中の個別の研究計画は重要な選考項目とする． 

⑤派遣期間後の研究への反映計画が本事業の趣旨に基づいているか否かについて 

 

若手研究者は，本事業で構築した国際的な研究ネットワークを派遣後にさらに発展させて，

研究者として自立していくことが望ましく，そのヴィジョンを派遣前から明確に持ってい

ることが，我が国の頭脳循環の流れを活性化させていく上で重要であるとの考えから上記

のような選抜基準を設けた．  

 派遣する若手研究者の選抜にあたって，主担当研究者と担当研究者，及び本学建築学科主

任によって構成される事業運営委員会が，年度毎に当該研究組織の中で希望者を募り，候補

者に対して，同委員会がヒアリングを実施し，派遣対象者を決定した．  

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

主担当研究者と担当研究者は，事業運営委員会を組織し，① 派遣対象者の予備的な訓練・

指導，派遣時の課題とルールの設定，② 派遣対象者の派遣期間中の中間成果に関する評価，

③ 派遣対象者の派遣後の研究等への反映に関する指導と評価，という３つの面において，

若手研究者の研究活動を支援した． 

 以上の③に関しては，派遣からの帰国後，派遣先での研究・活動を学会発表，その後の

活動等にどう反映されたかを，一定期間後に評価することを通じて，研究者の派遣による

成長の程度・内容及び派遣に基づく研究発表等の成果を評価し，本人の研究指導に役立て

るとともに，派遣プログラムの検証・改良に役立てることを目的とした．また，定期的に

Skype を用いたインターネット会議を実施し，研究活動に関する指導を行う体制をとった． 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

派遣人数に変更はなし．公募時申請から滞在期間を適宜変更（派遣者②：５４０日→６１９日，

派遣者③：３６０日→５３０日，派遣者④：４８０日→４６３日）した．これについては，各派遣研

究者の研究の進捗度により，代表研究者が判断し，派遣者②と派遣者③の滞在延長を，派

遣者④の滞在短縮を決定した． 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

 

①  派遣された若手研究者の成果 

 

当該事業を通じて派遣された若手研究者は，当初設定した研究課題について真摯に取り組

み，以下のように成果の発信に尽力した．※詳細は資料４に示す． 

1) 当該研究プロジェクトの基礎となる新たな学際分野の論文を執筆し，厳しい査読のある

国際学会の論文を５件発表した他，国内学会において４件の研究発表（１件が査読有）を

行い，歴史資産の保全活用，及び都市・地域再生分野の研究者との意見交換を行った． 

2) UCURP (UNESCO Chair on Urban and Regional Planning for Local Sustainable 

Development)の協力のもと，フェッラーラ大学 Master Eco-Polis（マスターエコポリス・

プログラム）によって２年間に計８回実施された国際ワークショップでは，イタリア，ブ

ラジル，チリなどの開催地の行政担当者と，専門家としてのキャリアを積んだ海外学生

との協働によって，地域再生に関する先進的で高い評価を得た提案書を完成させた． 

3) 上記の研究を通じて構築した「開発途上国の歴史資産を活用する地域再生の方法論」を，

ベトナム・フエで検証するべく，地域再生にかかわる国際ワークショップ（“International 

Workshop on Comprehensive Strategy for Urban Design & Regional Planning to the 

Management Plan for  Hue Heritage Site and The Sustainable Development of the 

Historical Eco-Museum in the Huong River Valley Region”） を開催し，３人の派遣研究員が

中心となり，国際的な研究者との協働を通じて政府関係者・研究者への成果提案を行い，

その成果に対して高い評価を得た．歴史資産と地域活性化・地域再生の両立という困難

な課題に直面し，国際的なチームを率いて科学的な知見をもとに再生計画を提案したこ

とは，今後の人材としての基礎を築いたものである． 

以上のように，当該研究分野を先行する国際的共同チームによるワークショップにおける研

究・計画コーディネーターとしての能力を，十分，養うことができた．こうして，現場に密

着して地域再生計画とその基礎となる学際的な研究分析能力を身につけ，大いに今後の活躍

が期待できる． 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

当該事業によって３年間という長期プログラムを通じて，戦略的な若手研究者の育成の枠組

みを作り，実践することができた．特に，箇所間協定を結んでいるフェッラーラ大学，フエ

大学と研究者の長期・統一テーマでの派遣は，３つの大学間での連携も構築することができ，

また，大学間協定を結んでいる UC バークレー校，フエ大学を含め，大学間ネットワークを

強化し今後の研究展開に大きな成果を上げた． 

 このことを基礎に，建築学専攻が中核となって，本年度，当該事業で実践した国際的な場

面での研究と実践を担う人材を育成する「博士課程教育リーディング大学院」に６年一環の

修士＋博士プログラムを応募するなど，このプログラムを発展させる取り組みを計画する仕

組みを構想している． 

 優先的に海外で経験を積んだ若手研究者を正式に教員へ採用するシステムはまだ構築さ

れていないが，例えば，当該事業開始前にポストドクターであった派遣者①を，２０１２年３

月に派遣が終了した際に，本学建築学科の助手として採用するなど，当該事業を通じて派遣

された研究者の成果を評価している． 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者①：  助手    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

◯国際共同研究における役割と年度毎の具体的な研究活動 

 当該若手研究者は，２００７年から社会的企業による歴史的市街地の連鎖的波及による地域

再生研究を継続的に行っていた経験を生かし，主にイタリアへ派遣することとなった． 

 一方で，単なる地域事例研究にとどまらない，実際の地域再生の現場で活用できる実用的

な計画論を構築するために，当該研究者は，フェッラーラ大学におけるMaster Eco-Polisにお

いて, 国際ワークショップの概論・各開催地の成果を基に理論研究を進める役割を担った．

 以下に，年度毎の研究活動の概要を記す． 

[平成22年度 〜国際デザインワークショップに必要な地域再生方法論の構築〜] 

 フェッラーラ大学においては，世界遺産都市フェッラーラの保全計画から, バッファーゾ

ーンのマネジメントに関する調査や指標に関する検討が始められた段階であり, Master 

Eco-Polisの座学において国際ワークショップに有効な指標や調査技術について学び，社会的

課題解決につながる政策や社会的企業の活動の視点から，主な成果１をまとめた.  

 

[平成23年度 〜地域再生方法論の有効性検証と社会的な担い手による空間整備の調査〜] 

 これまでにMaster Eco-Polisで開催された国際都市デザインワークショップの成果を整理

し，仮説的な地域再生の方法論の効性の検証を試みた．Master Eco-Polisにおいて, イタリア

のヴォギエラ・サルデニア・ラテンアメリカのブラジル・チリにおいて集中型のデザインワ

ークショップに参加し, 主な成果２,３,４,５,６をまとめた. また,地域再生において地域マネジ

メントを担う社会的企業等の先進事例の調査研究をイタリアで実施し, 成果７をまとめた. 

 現在これらの成果をもとに，社会的な空間整備の枠組みと，計画編集技術に関する論文を

執筆中である※１．  

 

◯具体的な成果 

１. 成果報告集：“INTEGRANDO IDEE ０１” Riflessioni e proposte sul tema dei Territori Deboli, 

Lavoro di ricerca degli studenti del Master Eco-Polis, Master Eco-Polis Quarta edizione ２０１１ 

２. 国際ワークショップ：“Primo Workshop Voghiera, Italia” (Date: １６/５–２１/５.２０１１, Site: 

Voghiera, Provincia di Ferrara, Regione Emilia Romagna, Italia) 

３. 国際ワークショップ：“Secondo Workshop Sardegna, Italia” (Date: ３０/５–１９/６.２０１１, Site: 

Comune di Villanova Monteleone, Provincia di Sassari, Sardegna, Italia) 

４. 国際ワークショップ：“Terzo Workshop Maceió, Brasil”（Date: １/８–２６/８.２０１１, Site: Costa 

dos Corais, Estado de Alagoas, Brasil) 

５. 国際ワークショップ：“Quarto Workshop Araucania Lacustre, Chile” (Date: ６/９–５/１０.２０

１１, Site: Villarrica, Chile) 

６. 学会発表：『広域計画に向けた持続的地域開発における教育プログラム（１）』，派遣者

①他 2 名，日本建築学会大会学術研究講演梗概集（東海），２０１２年９月 

７. 学会発表：『イタリアのまちづくり市民事業 住宅系協同組合による社会的取組み（１）』，

派遣者①他 2 名，日本建築学会大会学術研究講演梗概集（東海），２０１２年９月 
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※１ その他，まだ成果物になっていないが, “Social and Spatial Development -case study of 

Housing Co-operatives in Italy and Japan” を Journal of Asian Architecture and Building 

Engineering へ ， ”Social and Spatial Planning -case study of Master Eco-Polis, Ferrara 

University in Italy”を the Architectural Institute of Japan, Journal of Technology and Design へ

それぞれ２０１３年１０月に投稿予定である． 

 

[成果物以外のネットワーク構築面や研究能力、マネジメント能力の向上]  

 派遣期間中に身につけた計画編集方法を基礎に, Action Research を遂行する能力が涵養さ

れた. 帰国後には，原発被災地福島県浪江町の復興支援において，地域のリーダー層や小学

生を対象とした復興検討支援ワークショップを開催し，そこから得られた知見を計画支援技

術として継続的に報告している．これらの研究支援は，日本建築学会復興支援助成 東日本

大震災復旧復興活動支援調査研究助成プログラム「浪江町 地域主体による復興まちづくり

のシナリオ検討支援」（研究代表者），独立行政法人 科学技術振興機構(JST) 社会技術研

究開発センター(RISTEX)「コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイン」研究開発領域, 

研究開発プロジェクト「広域避難者による多居住・分散型ネットワーク・コミュニティの形

成」（研究実施者）であり, 以下に成果の一部を掲載する． 

原稿執筆：Reconstruction Machizukuri, Rieko Shiraki, Planning Theory & Practice INTERFACE, 

Royal Town Planning Institute，２０１４．２掲載予定，『特集 福島と建築学｜復興シナリオの検

討・共有手法− 福島県浪江町の復興計画の検討に際して』派遣者①他1名，日本建築学会建

築雑誌ｐ５６, ２０１３年１月，『連載 東日本大震災｜連続ルポ１｜動き出す被災地 福島県二本松

市を拠点とする浪江町再生への取組み- 生活再建への行動と「復興塾」』派遣者①他2名，

日本建築学会建築雑誌ｐ２-３，２０１２年８月  

学会発表：『浪江町 地域主体による復興シナリオ検討支援』派遣者①，日本建築学会東

日本大震災 ２周年シンポジウム講演集， p２１−２２，２０１３年 ３月 ２７日，『福島県浪江町避難

住民による協働の復興まちづくり その ２ − 始動期におけるまちづくり市民事業の検討

— 』派遣者①他9名，日本建築学会大会(北海道)梗概集 p３４１-３４２，２０１３年 ８月，『広域避

難者による多居住・分散型ネットワーク・コミュニティの形成』派遣者①，JST-RISTEX領域

シンポジウムポスター発表，東京大学，２０１３年２月２７日 

学術講演：『浪江町-地域主体による復興シナリオ検討支援』派遣者①，日本建築学会

東日本大震災 ２周年シンポジウム講演・パネリスト，建築会館 ，２０１３年 ３月 ２７日 

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 ２２年度 平成 ２３年度 平成 ２４年度 

イタリア，フェッラーラ大学 UCURP，チェ

ッカレリ教授，フランツ教授  
８４   日 ２７７  日   ３６１  日

Eco-Polis 2011, Workshop Alagoas 
Innovation in Local Development Projects, 
Coral Coast，ブラジル，フランツ教授  

０   日   ７９  日  ７９  日

ベトナム・フエ，古都フエ遺跡保存センタ

ー計画部，フン・フー所長  
０   日 １０  日    １０    日
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 派遣者②：  招聘研究員    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

◯国際共同研究における役割と年度毎の具体的な研究活動 

 当該若手研究者は，２００３年からおよそ７年間に渡り，世界遺産都市フエ（ベトナム）にお

ける歴史資産の保全と活用に関する研究を継続的に行なっていた経験を活かし，主にベトナ

ムへ派遣することとなった． 

 一方で，単なる地域事例研究にとどまらない，実際の地域再生の現場で活用できる実用的

な計画論を構築するために，当該研究者は，フエにおける実践研究とフェッラーラ大学にお

ける理論研究を横断的に進める役割を担った． 

 以下に，年度毎の研究活動の概要を記す． 

[平成22年度 〜歴史資産の保全と活用による地域再生に関する仮説的な方法論の構築〜] 

 イタリア・フェッラーラ大学のUCURPのプログラムと文献資料の調査を通じて，欧州の都

市構造の分析方法や地域再生論に関する幅広い基礎的知識を習得した上で，過去に実施され

た国際都市デザインワークショップおよび，開発途上国を中心とした世界各国の都市デザイ

ンに対する計画やガイドラインの提案に関する成果をアーカイヴ化した． 

 また，フエにおいて，ユネスコ世界遺産に登録されている歴代皇帝の陵墓の周辺における，

歴史的環境の保全と再生に関するガイドラインを仮説的な地域再生手法として提案した． 

 

[平成23年度 〜フエの歴史的環境の保全と活用を核とした地域再生のあり方の検討〜] 

 前年度に作成したフエの歴史的環境の保全と再生に関するガイドラインを実際に運用す

る上での周辺住民の役割を明確にするために，阮朝第三代皇帝陵（紹治帝陵）の周辺集落を

事例として，集落の生活の実態調査（住まいの実測と暮らしに関する聞き取り）を実施した．

 その結果をふまえた上で，遺跡周辺の集落の生き生きとした住環境が歴史資産や周辺の自

然生態学的環境と共生するように地域を再生させていく方法（多様な環境共生の地域開発モ

デルを構築する方法）について検討した． 

 その後，フェッラーラ大学 Master Eco-Polis のディレクターであるフランツ教授をベトナ

ム・フエでの調査へ招聘し，流域圏の歴史・文化・社会資源を 大限に有効活用する持続可

能な地域開発のヴィジョン『Historical Eco-Museum構想』を作成した． 

  

[平成24年度 〜歴史・文化・社会資源の活用による持続可能な地域開発手法の具体化〜] 

 終年度には，フランツ教授と協働して，上記ヴィジョンを具体的に検討することを目的

とした地域再生にかかわる国際ワークショップ（“International Workshop on Comprehensive 

Strategy for Urban Design & Regional Planning to the Management Plan for  Hue Heritage Site 

and The Sustainable Development of the Historical Eco-Museum in the Huong River Valley 

Region”）を企画し，年度末のおよそ３週間に渡って現地フエにて実施した．このワークショ

ップには，当該研究分野において経験豊富な若手研究者が世界各国から総勢４１名参加した．

 流域圏全体を広大なHistorical Eco-Museumとして開発する，という大きなヴィジョンを提

案するにあたり，小規模でも効果的なパイロットプロジェクトを連鎖的に展開していくイメ

ージも同時に示した． 終的には，それぞれのデザイン提案の成果を地元のトゥアティエン

・フエ省副知事や関連行政担当者に対して発表した．  
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様式１                                      (資料２) 

 

◯具体的な成果 

１. 国際会議発表：“On the Typological Transfiguration of A City and its Water System  —A 

Case Study of Hue, the Shanshui City of Vietnam”, 派 遣 者 ②他 2 名 ,  １８ th International 

Seminar on Urban Form, ISUF ２０１１ Montreal 

２. 国際会議発表：“A Case Study of Conservation and Regeneration Of the Regional Ecological 

System of Imperial Tombs and the Peripheries in the Huong River Basin, Hue, Vietnam”, 派遣

者②他６名, APSA １１th International Congress ２０１１ Tokyo 

３. 国際会議発表 ：“The Appropriate Development Model based on the Relationship between 

Historical Environment and People’s Activities in East Asia”, 派 遣 者 ②他 ４名 , UIA ２０１１

Tokyo, Tokyo International Forum 

４. 国内学会発表論文執筆（査読有）: 『紹治帝陵周辺集落における世帯分離に伴う空間変

容と居住環境の実態に関する考察- ヴィエトナム・フエの歴史的建造物周辺集落における持

続可能な居住環境整備に向けた基礎的研究 -』派遣者②他3名，２０１２年度日本都市計画学会

学術研究発表論文会，２０１２年１１月 

５ . 国際ワークショップ : “International Workshop on Comprehensive Strategy for Urban 

Design & Regional Planning to the Management Plan for Hue Heritage Site and The Sustainable 

Development of the Historical Eco-Museum in the Huong River Valley Region”, 派遣者②他 2

名, (Date: １１/３-２８/３.２０１３, Site: Hue Vietnam) 

※ その他，まだ成果物になっていないが当該派遣事業期間中の成果を元に博士論文を，本

年度を目処にとりまとめる予定である． 

 

[成果物以外のネットワーク構築面や研究能力、マネジメント能力の向上] 

 当該事業の 終年度末にフエで開催した前述の地域再生にかかわる国際ワークショップ

においては，多国籍の研究者によるグループ作業をコーディネートし，デザイン提案をまと

め上げた．こうしたコーディネートの能力は，派遣期間中に地道に継続してきた地域再生に

関するフエでの実践研究の積み重ねがあってこそ，発揮されたものである．  

 また，当該事業の研究協力機関（古都フエ遺跡保存センター，フェッラーラ大学）との共

同研究を通じた「既存のネットワークの強化」だけにとどまらず，上記ワークショップの参

加大学である UC バークレー校やグルノーブル建築大学，フエ科学大学との「新たな学術的

ネットワークの構築」にも貢献するなど，当該研究者の国際的な研究者ネットワークを展開

させていく能力が涵養されたと云える． 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平 成 ２２年 度 平 成 ２３年 度 平 成 ２４年 度  

ベトナム・フエ，古都フエ遺跡保存センタ

ー計画部，フン・フー所長  
８８   日  ２１８   日  ２７１   日   ５７７    日

イタリア，フェッラーラ大学 UCURP，チ

ェッカレリ教授，フランツ教授  
３１   日    ０   日  ０   日    ３１    日

Heritage House and UNESCO, Luang 

Prabang, ラオス社 会 主 義 共 和 国  
０   日 ４   日 ０   日  ４    日

ISUF 国 際 会 議  ISUF 2011, Concordia 

University，カナダ 
０   日 ７   日 ０   日  ７    日
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様式１                                      (資料２) 

 

 派遣者③：  招聘研究員    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

◯国際共同研究における役割と年度毎の具体的な研究活動 

 当該若手研究者は２００１年からおよそ３年間，世界遺産都市フエ（ベトナム）における歴史

資産の保全と活用に関する研究を行なっており，２００３年に開催されたフエでの国際ワーク

ショップのコーディネーターを行った経験がある．これに加えて民間企業での海外における

業務経験も豊富であった．そこで，イタリア・フェッラーラ大学において実施されている

UCURPのプログラムMaster Eco-Polisへの参画を通じて専門家として海外で歴史資産を有す

る都市・地域を対象とした地域計画の実践を重ねながら，ベトナム• フエにも適用出来る「開

発途上国における歴史的資産を核とした持続的地域計画理論」と，その「ワークショップ運

営手法の理論構築」に関する研究に従事し，当該研究全体の理論を強化する役割を担った．

 以下に，年度毎の研究活動の概要を記す． 

 [平成23年度 〜歴史資産の保全と活用による地域再生に関する仮説的な方法論の構築〜] 

 ベトナム• フエ，ラオス• ルアンプラバンにて現地調査，現地の活動家• 研究者へのヒア

リングを行い，モンスーン気候の歴史的都市での持続的地域発展の手法論の仮説を立て，他

の派遣者と共に研究内容をより具体化し，平成２４年度末にフエで実施した地域再生にかかわ

る国際ワークショップの企画案を作成した． 

 主派遣先であるイタリアでは，フェッラーラ大学のUCURPのプログラムと文献資料の調査

を通じて，欧州の都市構造の分析方法や地域再生論に関する幅広い基礎的知識を習得した上

で，その後，フェッラーラ大学Master Eco-Polisのディレクターであるフランツ教授及び同ス

タッフと共に過去に実施された国際デザインワークショップの分析と理論整理を行った． 

 

[平成24年度 〜歴史資産の保全と活用による地域再生に関する仮説的な方法論の構築〜] 

 Master Eco-Polisに年間を通じて参画して多分野統合の教育手法を学ぶと共に，イタリア国

内の歴史的都市フェッラーラ，ベネチア，及び発展途上国の歴史的都市のチリ• ビジャリカ，

ブラジル• アントニーナにて開催された地域計画ワークショップに地域計画の専門家とし

て参加し提案をまとめた． 

 年度末には他の派遣者と共にフエでの地域再生にかかわる国際ワークショップを企画し，

主導的な立場で全体をコーディネートした．上記の当該派遣者が構築したイタリアでのワー

クショップ運営の理論は当該ワークショップにも適用され，参加学生や関係者より高い評価

を受けた． 

 また，当初の研究計画にはなかったが，ベトナム• フエでの応用を主眼として，イタリア

国内世界遺産の保護区域におけるマネジメントプランに関する研究を派遣研究者独自に行

った．当該派遣者はその成果をフエ歴史遺産保存センターに提出し，世界文化遺産とその保

護区域のマネジメント手法に関する提言を行った．  

 

◯具体的な成果 

１. 国際シンポジウム発表： “Education methods in the professional training for sustainable 

regional development 〜In the case of International Master Eco-Polis in Italy〜”, 国際都市計画

シンポジウム２０１３，日本都市計画学会 WEB ジャーナルへ掲載予定 （２０１３月８月発表） 

２. 論文（投稿中）: 『多国籍・多分野の学生を集めて行う持続的地域発展分野の専門家育
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様式１                                      (資料２) 

 

成手法〜国際マスターコースEco-Polisを事例として〜』，派遣者③，２０１３年度日本建築学

会技術報告集，２０１３年１０月 

３.報告書： “Basic Research on Management Plan of World Heritage in Italy and its application 

to Hué-Vietnam as cultural landscape site”, 派遣者③ (派遣先である古都フエ遺跡保存セン

ターへ２０１３年３月２８日に提出済) 

４ . 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ : “ １ st Workshop: Innovative Policies for Cities Regeneration 

Competition and Sustainability” (Date: ２１/５–１/６.２０１２, Site: Ferrara, Venezia, Italia) 

５. 国際ワークショップ: “２nd Workshop: Inteligencia Territorial (Date: １５/８–１４/９/２０１２, 

Site: Villarrica, Chili) 

６. 国際ワークショップ: “３rd Workshop: Desenvolver Territorios Vulneraveis” (Date: ２３/９–

１５/１０/２０１２, Site: Antonina, Brazil) 

７. 国際ワークショップ: “International Workshop on Comprehensive Strategy for Urban Design 

& Regional Planning to the Management Plan for Hue Heritage Site and The Sustainable 

Development of the Historical Eco-Museum in the Huong River Valley Region”,派遣者③2 名, 

(Date: １１/３–２８/３.２０１３, Site: Hue Vietnam) 

※ その他，まだ成果物になっていないが当該派遣事業期間中の成果を元にした学術論文を，

本年度を目処にとりまとめる予定である． 

 

[成果物以外のネットワーク構築面や研究能力、マネジメント能力の向上] 

 当該事業によって参画，及び主催した数々の国際ワークショップを通じて，多国籍の研究

者によるグループ作業をコーディネートし，デザイン提案をまとめ上げた．使用言語も英語

のみならずイタリア語，スペイン語，ポルトガル語を併用し，参加する若い学生達の指導に

当たり，参加者の中でリーダーシップを取る事で非英語圏でのコミュニケーション能力を高

めた．当該事業の研究協力機関（古都フエ遺跡保存センター，フェッラーラ大学）の既存の

ネットワークのみならず，Master Eco-Polis の UNITWIN による協定大学の研究者とも国際的

なネットワークを構築する事が出来た． 

 また，当該派遣者が派遣先のイタリアにて新たに取り組んだ世界遺産保護区域のマネジメ

ントプランに関する研究は，今後ますます重要度を増す分野である。本事業により当該派遣

研究者の展望が大きく開く事が出来た事は，本事業の一つの成果と言えよう． 

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平 成 ２２年 度 平 成 ２３年 度 平 成 ２４年 度  

イタリア，フェッラーラ大学 UCURP，チ

ェッカレリ教授，フランツ教授  
 ２３２   日  １７５   日  

４０７  日

ベトナム・フエ，古都フエ遺跡保存センタ

ー計画部，フン・フー所長  
９   日 ３１   日  

４０   日

Heritage House and UNESCO, Luang 

Prabang, ラオス社 会 主 義 共 和 国  
７   日 ０   日  

７   日

Eco-Polis 2012, Workshop Villarrica， 

チリ，フランツ教授 
０   日 ４１   日  

４１   日

Eco-Polis 2012, Workshop Antonina， 

ブラジル，フランツ教授 
０   日 ３５   日  

３５   日
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様式１                                      (資料２) 

 

 派遣者④：  招聘研究員   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

◯国際共同研究における役割と年度毎の具体的な研究活動 

 当該事業の研究担当者の中川は，ユネスコの要請に基づく技術コンサルタントとしてのフ

エへの派遣（１９９０年）を端緒とし，その後，科学研究費等の採択を得て，継続的にベトナ

ム・フエの歴史的建造物群の復原と保存修復および歴史環境都市フエの特質を解明するとい

う一貫した目的の下，研究活動を行っている．当該若手研究者は，２００５年より，その研究

活動に参加し，現地カウンターパートである古都フエ遺跡保存センターとの共同調査の枠組

み形成を進めた． 

 以上の経験を基に， 主にベトナム・フエにおける実践研究に従事した．また当該事業の

研究協力機関であるイタリア・フェッラーラ大学の研究者との成果の共有を行うことで，国

際共同研究のネットワーク強化と研究内容の深化に従事した．これは，ベトナム・フエとイ

タリア・フェッラーラがそれぞれ川の中流域に城市を構え，ユネスコ世界遺産に指定されて

いる歴史的建造物群を有するという共通の環境の下，歴史的水環境と景観の保全再生に関す

る包括的なヴィジョンの創成に対する課題を共有することにより，なされるものである． 

 以下に，年度毎の研究活動の概要を記す． 

 

[平成23年度 〜フエの歴史的環境の保全と活用を核とした地域再生のあり方の検討〜] 

 フエは，碁盤目状の構造を有する中国的な街区を，フランス的なヴォーバン式城郭が囲む

構成にみられるように，多様な文化が一定の秩序のもと融合しているが，阮朝崩壊後の混乱

や，続くベトナム戦争によって多くの文化や技術体系が失われた．残存している遺構から阮

朝の王宮都市における宮殿建築の中心要素と骨格を見出し，史資料の情報を繋ぎ合わせてい

き往時の建築文化，ひいてはフエの都市全体の復原像を描くことを，研究の動機としている．

 失われた技術体系のひとつとして，建築に関係する用語，ベトナム語の表記法がある．中

国による支配，ベトナム人による独立，フランスによる植民地支配という歴史を経験したベ

トナムでは，漢字，喃字（形声による造字），ラテン文字表記の３種類が存在する．現在，

伝統的技術保持者（大工棟梁等）への聞き取りによって得られる用語名称は固有語であり，

それに対して阮朝勅撰の文献に用いられる用語は漢語である．それは，前者が伝統家屋に関

する用語であり，後者が宮殿建築であるという違いを超えて，言語として異なることを意味

している．長期間派遣を通じて，現地に残る文献資料や遺構における墨書や刻書の収集，さ

らには現地の研究者らとの共同研究により，これらを総合的な比較を行っている． 

 

[平成24年度 〜歴史・文化・社会資源の活用による持続可能な地域開発手法の具体化〜] 

 ベトナム・フエの歴史的土木構築物である橋梁とモータリゼーションによる都市交通の変

容に関する研究成果およびその改善への提案を国際会議EAAE/ISUF Congressで発表した． 

 また，当該若手研究者の派遣先であるフエの香江流域に配された旧市街地および上流の歴

史的建造物群周辺における歴史的水環境と景観の保全再生に関する包括的なヴィジョンと

そのヴィジョンの元で効果的に遂行されうるPilot Projectの素案を作成し，当該事業 終年度

末には，他の派遣若手研究者同様，ベトナム・フエにおいて実施した地域再生にかかわる国

際ワークショップの企画・運営および地元行政との事前調整と準備作業に従事した． 
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様式１                                      (資料２) 

 

◯具体的な成果 

１. 国内学会発表 :『「殿堂名號圖式」とフエ王宮宮殿建築の建築形式について ヴィエトナ

ム・フエ阮朝王宮の復原的研究(その１６９)』派遣者③他 1 名，日本建築学会大会学術研究講

演梗概集（東海），２０１２年９月  

２. 国際学会発表（査読有）: “Conservation of the Historical Construction Works with the 

Renew of City Transportation Planning - Urban Transfiguration of the Walled City, Hue, 

Vietnam, An Analysis of Historical Origins and Merits of the Walled City’s Gate and Bridges 

–“,派遣者③他 3 名, EAAE/ISUF International Conference at TU Delft, Netherland, Oct ２０１２ 

３. 国際ワークショップ：”International Workshop on Comprehensive Strategy for Urban Design 

& Regional Planning to the Management Plan for Hue Heritage Site and The Sustainable 

Development of the Historical Eco-Museum in the Huong River Valley Region”, 派遣者③他 2

名, (Date: １１/３-２８/３.２０１３, Site: Hue Vietnam)  

４. 論文（投稿中）：『フエ阮朝官刻本における宮殿建築の各部名称 THE NAME OF EACH 

COMPONENTS OF THE IMPERIAL PALACE ON THE DOCUMENTS GRANTED BY THE 

EMPEROR IN NGUYEN DYNASTY』，派遣者③他1名，日本建築学会計画系論文集 

※ その他， 派遣期間中の成果を元に博士論文を，本年度を目処にとりまとめる予定である．

 

[成果物以外のネットワーク構築面や研究能力、マネジメント能力の向上] 

 当該事業での経験をふまえて，「歴史環境都市ベトナム・フエの持続的発展のための技術

指針と文化遺産保存活用学の構築」という新たな課題形成を行い，科学研究費（平成２５年度

～平成２９年度・基盤研究 (A)・研究代表者：中川武）として採択された．内容は，遺跡の修

復現場や失われた歴史的建造物の再建計画に対して，文化財修復技術，保存科学等の技術支

援を行い，遺跡を取り巻く歴史的環境のなかで持続可能な観光への施策と積年のフエの課題

である大雨による洪水問題という災害リスク軽減対策を調和させる手段としてマネジメン

ト計画を策定する，というものである． 

 さらに，次代を継承する若い世代への，修復現場・自然と調和した農業の現場体験や都市

景観の痕跡発見のワークショップを重要な機会とする「公教育」や「文化的景観保全」の営

みを通した「意味づけ」を加えた，三つの基軸的なスキームのもと，歴史環境都市フエを地

域モデルとして実践的に調査研究を行い，それぞれ異なる項目で得られた情報を，GIS によ

って管理・共有する．それら全ての成果を単に集積するだけでなく，祭典時統合プログラム

として有機的に結びつけるというものである．これは当該事業の成果に依拠する部分が大き

くあらわれたものといえる． 

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平 成 ２２年 度 平 成 ２３年 度 平 成 ２４年 度  

ベトナム・フエ，古都フエ遺跡保存センタ
ー計画部，フン・フー所長  

  ２１２   日  ２４０   日   ４５２  日

EAAE/ISUF International Conference at TU 
Delft, オランダ 

    ０   日 ５   日     ５   日

イタリア，フェッラーラ大学 UCURP，チ
ェッカレリ教授，フランツ教授  

 ０   日 ６   日  ６   日
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

①研究期間中における研究のスケジュール 

 平成２２年度は，フェッラーラ大学UCURP，及びMaster Eco-Polisとの共同で，文献資料の

調査，各種の地域再生に係る国際ワークショップの解析，および，地域再生計画・ガイドラ

インに関する情報を，派遣研究者が収集して整理し次年度以降のワークショップ推進の基礎

資料とした．また，フエにおいては，歴史資産の１つである市街地における歴史的建造物周

辺の水環境と景観に焦点を当て，その保全・再生と利活用に関する基礎的調査を実施した． 

 平成２３年度は，Master Eco-Polis及びUCURP主催の国際地域再生ワークショップに若手研

究者が参画し，歴史資産を有する都市・地域を対象とし，きわめて多様な文化民族を背景と

する地域におけるワークショップでの集中的な計画作成の方法論や企画・運営について実体

験し，そのプロセスについて調査分析を行った．一方で，フエの実践研究では，古都フエ遺

跡保存センター職員および現地関連行政担当者とのデザインスタジオと現地関連行政担当

者やフェッラーラ大学フランツ教授との議論を通じて，歴史的建造物周辺の水環境と景観の

保全・再生を核とした地域再生に関する計画提案の枠組みを作成した． 

 平成２４年度は，前年度に引き続きフェッラーラ大学による南米を中心としたデザインワー

クショップに若手研究者を派遣し，前年度実施の結果とフエにおける実務的な計画提案の結

果を元に，平成２２年度に構築した仮説的な地域再生の方法論の有効性の検証を行った．また，

フエでは，地域再生に係る国際ワークショップを開催し， 終成果物として「 Historical 

Eco-Museum of Hue」の持続可能な開発について，６つの計画提案を行った． 

（２）成果の概要 

 本プログラムは地域再生の計画・デザインを国際的な視野から提案して共有し，新たな

方法論を確立することが主眼であり，そのプロセスと推進に若手研究者が主要メンバーと

して参画することにより，成果を検証する参与型研究（アクションリサーチ）が基本にあ

り，学術論文を効率的に発表することはしにくい方法である．しかし，当該事業を通じて

派遣された研究者は成果の発信として，国際学会での発表５件（すべて査読有）など，資

料2に示すような成果を上げた．  

 特に，当該事業の 終年度にベトナム・フエで実施した地域再生に係る国際ワークショ

ップでは，派遣研究者がコーディネーターとなり，日本，ベトナム，フランス，イタリア，

アメリカ，オーストラリア，スペイン，ギリシャ，中国，チリから若手研究者が参加する

国際チームで，多文化の国際的視野から都市・地域デザインの提案まとめ上げ，地元フエ

の責任ある関連行政担当者の前で発表した．行政担当者のみならず，海外の大学関係者か

らもその成果に対して評価を受けると同時に，コーディネーターとしてワークショップの

企画および実施・運営に従事した当該事業の派遣研究者に対しても高い評価を得た．また，

ワークショップへ参加した大学や研究機関との関係構築にも貢献した． 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

３ １ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

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 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入し

てください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・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 して下 さい。査 読 中 ・投 稿 中 のものは除 きます。 

・さらに数 がある場 合 は、欄 を追 加 して下 さい。 

・若 手 派 遣 研 究 者 が著 者 （又 は共 著 者 ）となっている場 合 、当 該 の著 者 名 に下 線 を付 してください。 

・共 同 研 究 の相 手 側 となる海 外 の研 究 機 関 の研 究 者 との共 著 論 文 等 には、文 頭 の番 号 に○印 を付 して下 さい。 

１ 
“Education methods in  the professional  training for sustainable regional  development,In  the case of International  

Master  Eco-Polis  in  Italy” ◯H.Yamada,  D.  Sardo,  International  Symposium of  City Planning 2013,  口頭発表およ

び WEB 雑誌掲載，査読有， 2013 年 8 月発表  

 
2 

『紹治帝陵周辺集落における世帯分離に伴う空間変容と居住環境の実態に関する考察 -  ヴィエトナム・フエ

の歴史的建造物周辺集落における持続可能な居住環境整備に向けた基礎的研究 -』，◯古川尚彬  二宮彬  木瀬

大輔  佐藤滋， 2012 年度日本都市計画学会学術研究発表論文会，査読有， 2012 年 11 月発表  

 
３ 

“Conservation of  the Historical  Construction Works with the Renew of  City Transportat ion Planning -  Urban  

Transf igurat ion of  the Walled City,  Hue, Vietnam, An Analysis of Historical  Origins  and Merits  of  the Walled 

City’s  Gate and Bridges –“ ,  ◯K.Kitani ,  Phan T.Hai ,  Le V.An,  N.Furukawa, S.Satoh,  T.Nakagawa,  EAAE/ISUF 

 International  Conference at  TU Delf t ,  Netherland,  査読有，※ 2012 年 10 月に口頭発表済みで， 2013 年 8 月中

に発行予定の論文集に採録決定済である．  

 
４ 

『「殿堂名號圖式」とフエ王宮宮殿建築の建築形式について   ヴィエトナム・フエ阮朝王宮の復原的研究 (そ

の 169)』，◯木谷建太  中川武，日本建築学会大会学術研究講演梗概集（東海），口頭発表有，査読無，2012

年 9 月発表  

 
５ 

『広域計画に向けた持続的地域開発における教育プログラム（１）』，◯白木里恵子  新津瞬  佐藤滋，日本

建築学会大会学術研究講演梗概集（東海），口頭発表有，査読無， 2012 年 9 月発表  

 
６ 

『イタリアのまちづくり市民事業  住宅系協同組合による社会的取組み (1)』，◯新津瞬  白木里恵子  佐藤滋，

日本建築学会大会学術研究講演梗概集（東海），口頭発表有，査読無， 2012 年 9 月発表  

 
７ 

『 フ エ 王 宮 宮 殿 建 築 ・ 太 和 殿 に お け る 柱 飾 技 術 の 復 原 的 研 究  RECONSTRUCTION STUDY ON THE 

LACQUER TRADITIONAL DECORATION PATTERNS ON COLUMNS OF "THAI HOA" PALACE, IMPERIAL 

PALACE OF HUE, VIETNAM』，齋藤潮美  中川武，日本建築学会計画系論文集 77(679),  2191-2200，査読有，

2012 年 9 月発表  

 
８ 

『漢喃史料等を通してみたフエ王宮の伝統的建築飾技術に関する復原的研究 RECONSTRUCTION STUDY 

ON THE TRADITIONAL ARCHITECTURAL LACQUER PAINTING TECHNIQUE FOR THE IMPERIAL PALACE 

OF HUE, VIETNAM AS SEEN TROUGH OF THE HAN NOM DOCUMENTS IN THE NGUYEN DYNASTY』，齋

藤潮美  中川武，日本建築学会計画系論文集 77(675)， 1231-1240，査読有， 2012 年 5 月発表  

 
９ 

Report  of  “1st  Workshop: Innovative Policies  for Ci t ies  Regeneration Competi t ion and Sustainabil i ty”  

◯Gianfranco Franz,  H.Yamada et  a l ,  Master  Eco-Polis ,  University of  Ferrara,  査読無 ,  June 2012,  [Place]  Ferrara,  

Venezia,  Ital ia  

 
10 

Report  of  “2nd Workshop: Intel igencia Terri torial ,  ◯Gianfranco Franz,  H.Yamada et  a l ,  Master  Eco-Polis ,  

Universi ty of  Ferrara,  査読無 ,  Sep 2012,  [Place]  Villarrica,  Chili  

 
11 

Report  of  “3rd Workshop: Desenvolver Terri torios  Vulneraveis”,  ◯Gianfranco Franz,  H.Yamada et  a l ,  Master  

Eco-Polis ,  University of  Ferrara,  査読無 ,  Oct 2012,  [Place]  Antonina,  Brazil  

 

12 
『阮朝フエ王宮における隆徳殿の当初材について  A STUDY ON THE ORIGINAL MATERIAL OF LONG DUE 

DIEN AT HUE ROYAL PALACE IN THE NGUYEN DYNASTY』，白井裕泰  中川武，日本建築学会計画系論文

集 77(671)， 1231-1240，査読有， 2012 年 1 月  

 

13 
『フエ・阮朝二連棟式遺構における前楹身舎の欄間装置絵様について  :  ヴィエトナム・フエ阮朝王宮の復

原的研究 (その 162)』，◯六反田千恵  中川武  木谷建太，日本建築学会大会学術研究講演梗概集 F-2,  p435-436,  

口頭発表有，査読無 ,  2011 年 7 月  

 

14 
『昭敬殿仮設工事について  :  阮朝・太廟・昭敬殿の復原計画 (その 2)』，◯奥山智也  林英昭  白井裕泰  中川

武，日本建築学会大会学術研究講演梗概集 F-2,  p433-434,  口頭発表有，査読無 ,  2011 年 7 月  

 

15 
『昭敬殿の復原計画について  :  阮朝・太廟・昭敬殿の復原計画 (その 1) 』，◯白井裕泰  林英昭  中川武，日

本建築学会大会学術研究講演梗概集 F-2,  p431-432,  口頭発表有，査読無 ,  2011 年 7 月  

 

16 
『阮朝公定尺と九天玄女信仰に見る周縁性  :  ヴィエトナム・フエ阮朝王宮の復原的研究 (その 161)』，◯林

英昭  中川武，日本建築学会大会学術研究講演梗概集 F-2, p427-428,  口頭発表有，査読無 ,  2011 年 7 月  
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17 

Report  of  “Primo Workshop Voghiera,  I tal ia”,  ◯Gianfranco Franz,  R.Shiraki  et  a l ,  Master  Eco-Polis ,  Universi ty of  

Ferrara,  査読無 ,  May 2011,  [Place] Voghiera,  Provincia di  Ferrara,  Regione Emilia  Romagna, I tal ia  

 
18 

Report  of  “Secondo Workshop Sardegna,  I tal ia”,  ◯Gianfranco Franz,  R.Shiraki  et  al ,  Master  Eco-Polis ,  Universi ty  

of  Ferrara,  査読無 ,  June 2011,  [Place]  Comune di Vil lanova Monteleone,  Provincia di  Sassari ,  Sardegna,  Ital ia  

 
19 

Report  of  “Terzo Workshop Maceió, Brasi l” ,  ◯Gianfranco Franz, R.Shiraki et  a l ,  Master  Eco-Polis ,  Universi ty of  

Ferrara,  査読無 ,  Aug 2011,  [Place] Costa dos Corais ,  Estado de Alagoas,  Brasi l  

 
20 

Report  of  “Quarto Workshop Araucania Lacustre”,  ◯Gianfranco Franz, R.Shiraki  et  a l ,  Master  Eco-Polis ,  

Universi ty of  Ferrara,  査読無 ,  Oct  2011,  [Place]  Vil larrica,  Chile  

 

21 
『修復後の隆徳殿の水平加力実験  :  阮朝・太廟・昭敬殿の修復計画 (その 3)』，◯小野泰  白井裕泰  中川武，

日本建築学会大会学術研究講演梗概集 C-1,  p387-388,  口頭発表有，査読無 ,  2011 年 3 月  

 

22 
『思陵・凝禧殿の柱にみられる塗装文様  :  ヴィエトナム・フエ阮朝王宮の復原的研究 (その 160)』◯齋藤潮

美  中川武  木谷建太，日本建築学会関東支部研究報告集 81(II) ,  p495-498,  口頭発表有，査読無 ,  2011 年 3 月

 

23 
『フエ・阮朝建築遺構群の中央棟飾りの用法と配置 2.皇帝陵  :  ヴィエトナム・フエ阮朝王宮の復原的研究 (そ

の 159)』，◯六反田千恵  中川武，日本建築学会関東支部研究報告集 81(II) ,  p495-498,  口頭発表有，査読無 ,  2011

年 3 月  

 

24 
『フエ・阮朝建築遺構群の中央棟飾りの用法と配置 1.王宮  :  ヴィエトナム・フエ阮朝王宮の復原的研究 (そ

の 158)』，◯六反田千恵  中川武，日本建築学会関東支部研究報告集 81(II) ,  491-494,  口頭発表有，査読無 ,  2011

年 3 月  

 

25 
『フエ・阮朝木造建築遺構群の中央棟飾りの分類と用法  :  ヴィエトナム・フエ阮朝王宮の復原的研究 (その

157)』，◯六反田千恵  中川武，日本建築学会関東支部研究報告集 81(II),  p487-490,  口頭発表有，査読無 ,  2011

年 3 月  

 

26 
『阮朝漢喃資料における建築の記述 V :  ヴィエトナム・フエ阮朝王宮の復原的研究 (その 156)』，◯富澤明  中

川武  木谷建太，日本建築学会関東支部研究報告集  81(II) ,  p483-486,  口頭発表有，査読無 ,  2011 年 3 月  

 

27 
『天授陵と世祖高皇帝大喪儀の関係について  :  ヴィエトナム・フエ阮朝王宮の復原的研究 (その 155)』，◯

谷口しおり  中川武  木谷建太，日本建築学会関東支部研究報告集 81(II) ,  p479-482,  口頭発表有，査読無 ,  2011

年 3 月  

 
28 

『宮殿の平面計画と宮殿群配置計画の関係  :  ヴィエトナム・フエ阮朝王宮の復原的研究 (その 154)』，◯金

山恵美子  中川武  木谷建太，日本建築学会関東支部研究報告集 81(II),  p475-478,  口頭発表有，査読無 ,  2011

年 3 月  
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②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

 

・発表者名は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。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○印を付して下さい。  

・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して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・若手派遣研究者が発表者 (又は共同発表者 )となっている場合、当該の発表者名に下線を付してください  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。

１ “On the Typological  Transf igurat ion of  A City and i ts  Water  System  —A Case Study of Hue,  the Shanshui  City  

of  Vietnam”,  ◯ N.Furukawa,  S.Kawahara,  S.Satoh,  18th  International  Seminar  on Urban Form, ISUF Montreal ,  
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